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1. 緒言 

子どもたちの学習意欲を高める教材づくりは、

よりよい体育授業を行っていく上でかかせないこ

とである。子どもたちが内的に興味を持ち、学習

活動に自分自身を動機づけられる教材を子どもた

ちに教授することが教師には求められる。 

 動機づけの研究では、これまでにも様々な理論

が研究の成果として挙げられている。その中でも、

自己決定理論（Deci&Ryan、2000）は、近年の動機

づけ研究において注目を集めている。体育・スポ

ーツ心理学における研究においても、自己決定理

論を応用し、教材開発や指導に有用な知見を提示

してきた。 

櫻井(2009)は、自己決定理論の中の 4 つのミニ

理論の中で、基本的心理的欲求が最も基本的な理

論であると述べている。我が国においても、学校

環境(2003)や学業領域(2011)における基本的心理

的欲求充足尺度の作成がなされてきた。しかし、

運動に対する基本的心理的欲求の尺度を測り、発

達段階による特性を明らかにした研究は見受けら

れない。 

 青少年期における子どもたちの運動に対する欲

求を推し量る調査票を作成し、更に作成した調査

票を用いて発達段階での運動欲求の特徴を明らか

にすることができれば、子どもたちの発達段階に

応じて、体育指導全般に有益な示唆を与えてくれ

ると考える。 

そこで本研究では、青少年期における児童生徒

学生の運動への基本的心理的欲求を推し量る調査

票を作成し、発達段階による違いの分析を通して、

その特性を明らかにすることを目的とする。 

 

2. 研究方法 

2-1 調査対象および手続き  

茨城県内の教員養成系学部に所属する大学 2 年

生注）66 名（男子 29 名、女子 37 名）、及び国立大

学附属中学校 3年生 121名(男子 59名、女子 62名)、

同小学校 4 年生 103 名(男子 49 名、女子 54 名)、

計 290 名を対象とした。調査は 12 月中旬から 1 月

上旬にかけて実施した。全て教員が授業あるいは

SHR 時に調査票を配布し、児童生徒学生が回答し

た後にその場で回収された。 

2-2 調査項目 

調査項目は、基本的心理的欲求関連の先行研究

を参考としながら、体育科教育学を専攻する学生 6

名と教員 1 名によるブレインストーミング並びに、

調査対象外の学生へのインタビューにより作成し

た。最終的に、「自律性」「有能感」「関係性」への

欲求に相当すると予想された項目を 12 項目、総合

項目 1 項目を作成し、4 件法による回答を求めた。 

2-3 統計処理 

作成した調査項目の等質性並びに弁別性を検討

するために、IT 分析並びに GP 分析を実施した。

また、項目間の内的整合性を検討するため

Cronbach の α 係数を算出し、概念的妥当性を検討

するために因子分析を行った。 

精選された調査項目を適用し、発達段階や性別

による違いを明らかにするために、二要因分散分

析を行った。更に、基本的心理的欲求の下位カテ

ゴリーの総合的な運動への欲求に対する影響力を

検討するために、発達段階ごとに重回帰分析を行

った。尚、統計処理は SPSS に依り、有意水準は 5％

に設定することとした。 

 

3. 結果 

3-1 項目分析 

作成した調査項目(12 項目)それぞれに、IT 分析

および GP 分析を行った結果、12 項目すべてに有

意性が認められたので、この段階で削除される項

目はなかった。尚、12 項目の α係数は.87 と高い信

頼性が確保されている。 

3-2 調査票の概念的妥当性の検討 

 12 項目の概念的妥当性を因子分析により検討し

た。因子分析における初期解の抽出には主因子法

を用い、因子軸の回転にはバリマックス法を適用

した。因子の解釈と命名にあたっては.40 以上の因

子負荷量を示す項目を手掛かりとした。 

No.　　質　問　項　目 因子 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性

自律性への欲求

4．一緒に運動している人に気をつかったりせず、自分の思い通りに動きたい .634 .078 -.053 .411

14．運動をするとき、やる運動は自分で決めたい .558 .134 .169 .357

有能感への欲求

13．運動をしていて上手になりたいと思うことがよくある .175 .748 .294 .676

12．運動をしていて、チャレンジしたいと思うことがよくある .138 .731 .269 .626

関係性への欲求

5．みんなと一緒によろこびたい .007 .283 .845 .794

9．みんなと一緒に盛り上がりたい .134 .306 .769 .703

0.42 0.72 2.44 3.58

24.93 21.53 13.00 59.46

40.60 52.52 59.46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固有値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          寄与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累積寄与率

　　　　　　　　　　　　　　表1　バリマックス回転後の因子構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          N=290.

 
表 1 は、バリマックス回転後の因子構造を示し

ている。分析した結果、抽出された因子は 3 因子

となった。項目内容を確認し、第 1 因子には、「自

律性への欲求」、第 2 因子には「有能感への欲求」

第 3 因子には、「関係性への欲求」と命名した。 

 以上のように、運動への基本的心理的欲求も

Deci&Ryan(2000)らが主張する基本的心理的欲求

と同様の結果が得られた。 

3-3 発達段階と性別にみた運動への基本的心理

的欲求 

交互作用

男子 女子 男子 女子 男子 女子

(ｎ=49) (ｎ=54) (ｎ=59) (ｎ=61) (ｎ=29) (ｎ=37)

自律性への欲求 4.94 4.61 6.38 6.21 6.41 6.03 34.77 ＊＊＊ 2.75 n.s.

(1.36) (1.31) (1.71) (1.38) (1.55) (1.42)

有能感への欲求 7.22 6.87 6.60 6.52 7.24 6.81 4.01 ＊ 2.78 n.s.

(1.09) (1.48) (1.88) (1.30) (1.06) (1.22)

関係性への欲求 7.49 7.46 6.65 7.30 7.10 7.65 4.80 ＊＊ 6.38 ＊ n.s.

(0.85) (1.11) (1.80) (1.08) (1.59) (0.79)

総合 19.65 18.94 19.63 20.57 20.76 20.49 3.52 ＊ 0.21 n.s.

(2.35) (2.63) (4.74) (2.23) (2.55) (2.23)

F値 F値

小4<中3<大2

　( )内は標準偏差                                                                        ＊p <.05   　＊＊p <.01　　＊＊＊p <.001

性別

F値

中3<小4,大2 男<女

小4<中3,大2

中3<小4

　表2　発達段階と性別にみた運動への基本的心理的欲求への尺度得点
小学4年生 中学3年生 大学2年生 発達段階

 
表 2 は、発達段階と性別にみた運動への基本的

心理的欲求への尺度得点を示している。二要因分



散分析の結果、交互作用に有意性は認められなか

った。そこで、発達段階および性の主効果をカテ

ゴリー別に分析したところ、発達段階別ではすべ

てのカテゴリーで有意性が認められる一方、性別

では｢関係性への欲求｣にのみ有意な差が認められ

た。Tukey 法による多重比較を行ったところ、自律

性への欲求は、小学 4 年生(以下、小 4 生)よりも

中学 3年生(以下、中 3生)および大学 2年生(以下、

大 2 生)の方が高い傾向にあった。有能感並びに関

係性への欲求は、中 3 生の方が小 4 生および大学 2

生よりも低い傾向にあった。また、性別にみると、

関係性への欲求は男子よりも女子の方が高い得点

を得る傾向にあった。 

3-4 運動欲求に及ぼす下位要因の影響 

自律性への欲求 .001 .212 ** .145 .132 **

有能感への欲求 .601 *** .515 *** .430 *** .553 ***

関係性への欲求 .160 * .144 * .106 .149 **

R .679 *** .761 *** .493 ** .689 ***

adj.R
2 .445 .568 .207 .470

表3　発達段階別にみた運動欲求に及ぼす下位要因の影響

　　adj.R
2：自由度調整後の決定係数　     *p <.05 　**p <.01   ***p <.001

小学4年生 中学3年生 大学2年生 全体

 
表 3 は、発達段階別にみた運動欲求に及ぼす下

位要因の影響について分析した結果を示している。

表 4 に示す通り、すべての発達段階で有能感が及

ぼす影響が最も高くなる傾向にあった。これらの

結果は、性別にみても同様であった。 
 

4 考察 

 本研究では、運動に対する基本的心理的欲求も、

他の領域と同様に「自律性」「有能感」「関係性」

の 3 つの要因に分類された。しかしながら、各々

の発達的特性を分析すると領域別の違いが見られ

た。 

 本研究における自律性への欲求は、小 4 生より

中 3 生および大 2 生が明らかに強い傾向にあった。

これらの傾向は、学業領域への欲求を検討した櫻

井ら(2011)の研究結果とは異なる傾向にあった。

中学生 3 学年分の欲求を分析した櫻井ら(2011)の

報告によれば、中学 3 学年を通して自律性への欲

求は徐々に減退すると言われている。 

 我が国における学業領域は、受験制度などの影

響により、学業の選択的余地が狭まる傾向にある

のに対し、反対に運動領域は様々な運動を経験し

た後に、選択幅が徐々に広がる制度的状況が影響

を及ぼしているのではないかと推察できる。 

 有能感については、本研究では小学生から中学

生にかけて明らかに欲求が減退する傾向にあった。

この傾向は、類似した調査項目により分析を行っ

ている岡沢ら(1996)の結果に符合する。また、関

係性についても本研究では、比較的男子よりも女

子の方がよりこの欲求が高くなる傾向にあるもの

の、基本的には男女とも他の二つの欲求よりも強

く求める対象者が多い傾向にあった。この傾向も

岡沢ら(1996)の他、櫻井ら(2011)、大久保ら(2003)

の研究結果と符合していた。 

 この他にも本研究では、発達段階別に 3 つ要因

の運動欲求に対する説明率を算出したが、他の研

究では 3 要因がバランスよく求められる傾向にあ

るのに対し、運動領域においては有能感が一貫し

て高い説明率を示す結果となった。 

 以上のように運動に対する欲求は、小学生から

中学生にかけて有能感や関係性が下がるのに対し、

自律性は高まる傾向にあることが明らかになった。

また、発達段階に関係なく、一貫して有能感の程

度が運動欲求そのものの欲求に対して最も影響を

及ぼす傾向にあることも明らかになった。 

 

5 まとめ 

本研究の目的は、運動への基本的心理的欲求を

推し量る調査票を作成し、その発達的特性を検討

することであった。作成した調査票の項目分析、

信頼性、妥当性の検討を行った後に、発達段階と

性別による基本的心理的欲求の違いや総合的な運

動への欲求に対する分類した下位要因の影響力に

ついて分析を行った。明らかになった諸点は、以

下の通りである。 

１）作成した項目を精選し、因子分析を行ったと

ころ、運動への基本的心理的欲求も先行研究

Deci&Ryan(2000)らの主張に符合する結果(「自

律性への欲求」「有能感への欲求」「関係性への

欲求」)が得られた。 

２）下位要因ごとに発達段階別に違いをみたとこ

ろ、 有意な差が認められ、自律性への欲求は小

4 生よりも中 3 生、大 2 生が高い傾向にあった。

一方で、有能感および関係性への欲求は、中 3

生より、小 4 生および大 2 生が比較的高い得点

をとる傾向にあった。また、性別にみると関係

性においてのみ違いが認められ、男子よりも女

子の方が高い得点をとる傾向にあった。 

３）更に、運動欲求に対する下位要因の影響力を

検討したところ、すべての発達段階および性別

において有能感への欲求が最も強い影響を持つ

傾向にあった。 

 

6.注 

注）対象の内訳は、国立大学法人教育学部に所属

する学生 34 名と私立大学法人人間科学部所属

の学生 32 名であった。 
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