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運動経験が防衛機制に与える影響 

   ―教育学部学生の知的好奇心と物事を継続する力に着目して― 
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1. 緒言 

防衛機制とは、不安や罪悪感を払いのけること

により自我を保護することである 2）。人によって防

衛機制のはたらきは異なり、人の性格の違いをも

たらすことは明らかになっている３）。 

筆者は自分を正当化したり逃避行動をとったり

し、物事を継続できなかった。しかし、人との関り

を持つことが好きで、次々と新しいことに興味関

心をもって物事に取り組んできた。防衛機制のは

たらきは、知的好奇心や物事を継続する力に影響

を与えていると推測した。 

幼少期から運動クラブに所属し、運動部活動で

の経験が、こうした自分の性格に何らかの影響を

与えている可能性がある。部活動をやめた経験も

あり、物事を継続できないことも防衛機制や知的

好奇心と関係があると推測した。 

 本研究では、２つの目的を設定する。１つ目は、

どのような防衛機制をすることが、知的好奇心や

物事を継続する力に影響するかの関係性を明らか

にすることである。２つ目は、体育科と体育科以外

の人によって、防衛機制のはたらきや性格にどの

ような違いがあるのかを調べ、運動経験がどのよ

うに性格特性に影響しているのかを検討すること

である。また、部活動をやめたことのある人とない

人の理由ごとによって、防衛機制のはたらきや、知

的好奇心や物事を継続する力は異なるのかを明ら

かにすることである。 

 

2. 研究方法 

 

2‐1 調査の対象 

I 大学の教育学部 4 年次の大学生男子 59 人、女

子 41 人合計 100 名にアンケート調査を実施した。

英語科 13 人、技術科 15 人、理科 20 人、数学科 24

人、体育科 28 人である。 

2‐2 質問項目と調査方法 

11 月 13 日の教育学部の授業と授業の間の休み

時間を利用してアンケートを配布し、実施しても

らった。11 月 13 日の放課後と 11 月 14 日にアンケ

ートを回収した。 

防衛機制については、中西公一郎の The Defense 

Style Questionnaire 日本語版（DSQ42）の中から、

障害的な神経症的な防衛の質問項目は除き、16 項

目を使用し、逆転項目を 1 項目付け加えて信頼性

を検討した。知的好奇心に関しては、西川一二・雨

宮俊彦（2015）の 10 項目を使用し、逆転項目を 1

項目付け加えて信頼性を検討した。物事を継続す

る力を測るための質問項目を、日常生活にみられ

る継続に関する行動や、継続をしようとする意志

に関する７つの質問項目を作成した。 

2‐3 防衛機制、知的好奇心、物事を継続する力 

 防衛機制、知的好奇心、物事を計測する力に関す

る質問項目をｓｐｓｓを用いて因子分析にかけ、

因子を抽出した。 

2‐4 防衛機制をすることが知的好奇心と物事を継続

する力への影響 

物事を継続する力と知的好奇心に防衛機制の因

子がどう影響しているかを検討するために、構造

モデルを作成し、共分散構造分析を行った。 

2‐5 体育科と体育科以外の集団での性格 

防衛機制、知的好奇心、物事を継続する力に関す

る質問項目の得点を、ｔ検定を用いて検討した。 

2‐6 部活動をやめた理由と続けた理由ごとに分けた

群での性格 

部活動をやめた経験がある人とない人の、理由

をもとに、「根性で部活を続けた群」 「楽しさから

部活動を続けた群」 「なんとなく部活動を続けて

いた群」 「致し方なく又は他のことに集中するた

めに部活動をやめた群」 「ネガティブな理由によ

り部活動をやめた群」の 5 群に分けた。それらの群

の質問項目の得点を、ｔ検定を用いて検討した。 
 
3．結果と考察 

3-1 因子分析による防衛機制、知的好奇心、物事継

続する力の分類わけ 

防衛機制を因子分析した結果、「実生活の中で人

との関わりを避ける」「不都合を無視する」「思い込

み」「衝動的に代替する」「素直でやりたくないこと

を後回しにする」の 5 因子が抽出された。知的好奇

心に関しては、「拡散的好奇心」「特殊的好奇心」の

2 因子が抽出された。物事を継続する力は、「やら

なくてはならないことを継続する力」「興味を持っ

たことを継続する力」の 2 因子が抽出された。 

3‐2 防衛機制をすることが知的好奇心・物事を継続す

る力に影響を与えているか 

 共分散構造分析をしたモデルを図 1 に示す。点

線の矢印は相関があることを示している。 

 
図 1 共分散構造分析モデル 
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推測の通り、内向的で、空想の中で物事を考え、

生活していく中で人との関わりを怖がる人ほど、

拡散的好奇心が低いことがわかった。また、そのよ

うな人は物事を継続する力がない傾向にあった。

不都合なことを無視する防衛機制のはたらきは、

多少ではあるが、様々なことに興味が散ってしま

うことに影響を与えている。自分の価値を低く評

価したり、嫌なことがあると防衛機制の身体化を

はたらかせて体調が悪くなったりし、思い込みを

しやすい程、興味のある事を継続することができ

ないことがわかる。 

 

 3‐3 体育科と体育科以外の集団での性格の違い 

ｔ検定によって各質問項目の平均点を比較した

ところ、以下のことがわかった。 

・体育科の学生は、自分の失敗を笑いに変えるこ

とが容易にできるというユーモアがある。厳しい

部活動を乗り越え、様々な試練を乗り越える上

で、いちいち問題に対して落ち込んでいたら苦し

いため、多少の失敗は笑いに変えるなどして防衛

機制をはたらかせるようになったのではないかと

考える。 

・体育科の学生は、「人生において不当な扱いを受

けていると確信している」という投影という防衛

機制をはたらかせる傾向がある。 

・「自分の感情を見せないと人から言われる」「内

気な人間であると思う」「実生活の中でより空想上

で物事を考えることが多い」という質問項目では、

体育科の群は点数が低く、解離、価値下げ、自閉的

空間という防衛機制は体育科の集団は、はたらか

せない傾向にある。このことは、部活動に特化して

いく中で、しっかり自分の直面した問題に向き合

うことや、様々なところに練習試合をしに行った

り、チームメイトやコーチとその競技について話

し合ったりと、コミュニケーションを図る場面が

多くあったことが原因なのではないか。 

・体育科の集団は、やらなくてはならないことや、

興味のあることを継続する力が高い傾向にある。

スポーツに特化して来た集団は、部活動を経験す

る中で物事を継続する力を培ってきたのではない

か。 
・体育科の集団は、拡散的好奇心は比較的低く、特

殊的好奇心が高い傾向にある。一つの部活動に没

頭し、その競技についてどうしたら技術が向上す

るかを追及したり話し合ったりすることで、一つ

の物事を深く考える力を培ったのではないか。 
 
3‐4 部活動をやめた理由と続けた理由ごとに分けた

群での性格の違い 

ｔ検定によって各質問項目の平均点を比較した

ところ、以下のことがわかった。 

・致し方なく又は何かに特化して部活動をやめた

人は、受動攻撃という防衛機制をすることによっ

てやめなくてはならない現実を受け止めた可能性

がある。 
・部活動をやめたことがある群のほうが、実生活で

よりも空想上で物事を考える傾向にある。特に、致

し方なく又は他のことに特化するために部活動を

やめた群は、自閉的空間という防衛機制を働かせ

ている。 

・ネガティブな理由で部活動をやめた人や、部活動

をなんとなく続けていた人は、何か困難なことが

起きる時に予測して対策を立てることができない。 
・楽しさから部活動を続けた人は、人生で不当な扱

いを受けていると思うような投影をしていない傾

向がみられる。それに比べ、ネガティブな理由で部

活動をやめている群では、投影をはたらかせる傾

向にある。 

・部活動をやめてしまった群での方が、内気な人

間であると答えた人が多い。 
・部活動を続けた群の中でも、根性があって続け 
た群、楽しくて続けた群、なんとなく続けた群の

順番にやらなくてはならないことを続ける力が高

い。 
・部活動をやめた群では、拡散的好奇心が高く、

前向きな理由で部活動を続けている方が特殊的好

奇心は高い傾向にある。やめた群では、致し方な

く又は何かに特化するために部活動をやめた群よ

り、ネガティブな理由で部活動をやめた群のほう

が特殊的好奇心は高い傾向にあった。 
 
4 まとめ 

本研究において、以下のことが明らかになった。 
1）思い込みをしたり、身体化をはたらかせたりす

る防衛機制のはたらきは、物事を継続する力に負

の影響を与えていた。 
2）本研究の対象であるＩ大学の教育学部の学生集

団のうち、人との関わりを避ける人は、拡散的好奇

心が低いことが示唆された。 
3）防衛機制、知的好奇心、物事を継続する力の観

点から見たときに、体育科とそれ以外の学生の間

には性格の違いがみられた。運動経験が性格形成

に影響を与えた可能性が示唆される。 

4）防衛機制、知的好奇心、物事を継続する力の

観点から見たときに、部活動をやめたかやめない

か、またその理由によって、性格の違いがみられ

た。異なる種類の防衛機制をはたらかせているこ

とがわかった。 
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