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A number of studies have been conducted on the psychosocial effects of sport and health activities. The re-
search, however, has focused exclusively on the direct effects derived from doing sports, and it has not been clarified 
whether the benefits extend beyond sports activities to everyday life and other situations. This paper summarized 
one part of the authors’ project study on the generalization to daily life of the psychosocial effects of sport activities. 
The specific questions to be examined were as follows: 1) What kind of psychosocial effects are derived from sports 
activities? 2) What factors influence these effects? 3) Are the effects of sports activities generalized to everyday life 
situations? 4) What factors promote generalization? 5) Is it possible for sports activities to generate benefits and 
generalization simultaneously? Data was collected on various subjects (elementary, junior high, and high school 
students, and middle-aged and older adults), and quantitative, qualitative, and longitudinal methods were employed 
for the analysis. In general, the results showed that the psychosocial effects of sport and health activities were gen-
eralized to daily life situations. The research findings for each study will be published as a research paper by the 
authors in the future.

緒　言

スポーツ活動を実践することによってどのような効
果が認められるのかについては、国内外を問わず、これ
までにかなり多くの研究が行われてきた。それらの研究
は、心理的、生理的、体力的、社会的など様々な領域に
関連している（日本体育学会、2006；日本スポーツ心理
学会、2004，2008）。スポーツ傷害やバーンアウトなどの
例外があるものの、総じて言えば、健康の保持増進、体
力強化、スポーツ技能の向上、メンタルヘルスの改善、
ライフスキルの獲得など、スポーツ活動のいわゆる正の

効果が認められていると言えよう。
しかしながら、これらの効果は、例えばスポーツ活動
の心理的効果を検討した研究の多くが、その活動に参加
することによって得られる直接的な効果（気分、不安、
自己概念、メンタルヘルスなど）を検討しているよう
に（ビドル・ムツリ、2005；Morgan, 1997; 西田・橋本、
2001；西田・小林、2009）、当該スポーツ活動の範囲内に
限られたものであり、スポーツ活動以外の他の場面（日
常生活など）にどのような影響を及ぼすのかについては
明らかにされていない。スポーツ活動には、そのスポー
ツを行うことによって得られる直接的な効果と、それら
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の活動を通して得られる派生的な効果があると考えら
れるが、従来行われてきた多くの研究は前者によるもの
であると言える。これまで多くの研究で支持されてきた
スポーツ活動の効果が、後者のように他の場面にも適用
されるのであれば、スポーツの持つ意義や価値はさらに
高まることになる。
以上のことを踏まえた上で、本稿では、スポーツ活動

の心理社会的効果が当該スポーツ活動だけでなく、日常
生活へも般化されるのかどうかを検討した著者らのプ
ロジェクト研究の一部を要約して紹介する。般化とは、
ある特定の環境で学習したことが、他の色々な場所や環
境でも適用できることを意味する。スポーツ活動のいわ
ば派生的な効果を実証的に検討したこのような試みは、
過去に見あたらない。
プロジェクト研究を進めるにあたり、研究目的および
研究内容を明確にするため、スポーツ活動の効果と般化
に関する SGモデル（Sport Generalization Model）を作成
した（図１）。そして、様々な対象者（小学生、中学生、
高校生、中高年者）を用いた検討が、このモデルに基づ
いて行われた。簡潔に言えば、以下の問題を明らかにす
ることが目的であった。
① スポーツ活動によって、どのような心理社会的効果が
生まれるのか
②それらの効果は、何によって影響／促進されるのか
③日常生活にも般化されるのか
④それらの般化は、何によって影響／促進されるのか
①③スポーツ活動の心理社会的効果と般化は、同時に
生じることもあるのか
また、これらの問題解明にあたり、研究方法論として
量的および質的分析手法を採用し、横断的・縦断的に研
究を進めた。
本稿では、SGモデルに依拠してこれまでに得られた
研究結果の一部を要約する。その構成（執筆者）は、緒
言（西田）、小中学生を対象としたスポーツ活動（佐々
木）、高校生の運動部活動（渋倉）、中高年者の健康運
動（磯貝）、質的な分析を中心としたアプローチ（北村）、
それらを踏まえた上での本稿のまとめと今後の展望（西
田）である。各論の研究成果は、今後、論文化していく
ことが予定されている。各研究内容の詳細は、それらを

ご覧頂きたい。

スポーツ活動の心理社会的効果の般化（小中学生）

目的
子どもを持つ母親を対象とする縦断的な調査の結果

（ベネッセ教育総合研究所、2013）では、「人に対する
礼儀やマナーを覚える」「仲間と協力する姿勢を身につ
ける」など、いわゆる心理社会的な効果をスポーツ活動
に期待する割合が、一定して９割を超えている。このよ
うなことからすると、心理社会的効果をスポーツ活動に
求めることは、一般的な傾向であると考えられる。しか
し、小学生や中学生が行うスポーツ活動によってどのよ
うな心理社会的効果が得られるのか、それらは日常生活
へと般化するのか、また般化には何が影響するのかなど
は実証的に検討されていない。
そこで、本研究では質問紙調査により横断的および縦
断的データ（パネル調査：高比良ほか、2006）を収集
し、小中学生におけるスポーツ活動の心理社会的効果と
その般化について検討する。

方法
１．調査内容と方法の概要
調査は、SGモデルの①から④を実証的に検証するた

めに、以下の４つの内容を段階的に検討しながら行われ
た。調査①：スポーツ活動の心理社会的効果とその般
化、またそれらに関わる要因を、児童生徒、保護者、指
導者に対する自由記述調査により把握する。調査②：
調査①で収集されたデータをもとに、スポーツ活動の内
容、スポーツ活動による心理社会的効果、その般化、般
化に影響あるいは促進すると考えられる要因を測定で
きる尺度項目を作成し、２回の横断的調査（第１次調査、
第２次調査）でそれぞれの下位尺度の構成概念と内的整
合性を検討する。調査③：調査②の第１次調査結果に基
づき暫定的に作成された尺度項目を用いて、小学生を対
象に予備的なパネル調査を実施し、スポーツ活動の心理
社会的効果とその般化の実態を探る。調査④：調査②お
よび③を経て最終的に作成された尺度を使用し、小中学
生を対象に本パネル調査を実施する。そして、スポーツ
活動の効果は日常生活場面に般化するのか、また般化に
はどのような要因が影響するのかを明らかにする。
２ ．調査対象者および調査期間
各調査対象者と調査期間は、表１の通りであった。

結果および考察
１．スポーツ活動の効果と般化の実態調査（調査①）
自由記述調査の結果（佐々木ほか、2011，2013）、「他図 １　スポーツ活動の効果と般化モデル（SGモデル）
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者との良好な関係をつくること」や「苦しいことにも我
慢強く取り組むこと」などが、スポーツ活動の効果とし
て児童生徒、保護者および指導者から共通に指摘され
た。また、これらは日常生活にも活かされているという
認識も共通に示された。このことから、スポーツ活動に
は心理社会的な効果を生み出す働きがあり、それらは日
常生活にも般化していると考えられる。また、このよう
な効果には、一生懸命活動に取り組むことができること
や活動場面での競い合いや励まし合いが関連している
ことが指摘された。したがって、スポーツ活動の内容の
充実や、仲間や指導者との社会的なつながりの深さなど
が、スポーツ活動による心理社会的効果と般化に影響し
ていることが示唆される。
２ ．本調査で使用する尺度の作成（調査②）
スポーツ活動の効果と般化や、その影響・促進要因を
実証的に検討するためには、これらを把握するための尺
度が必要である。そこで、調査①により得られたスポー
ツ活動の効果に影響すると考えられる要因を参考に「ス
ポーツ活動尺度（活動尺度）」を、スポーツ活動の効果
として指摘された記述内容をもとに「スポーツ活動の効
果尺度（効果尺度）」を、また効果尺度と同様の項目で
教示文を日常生活に対応させた尺度として「スポーツ活
動効果の般化尺度（般化尺度）」を、さらに効果の般化
に影響したり促進したりすると指摘された心理的要因
を参考に「般化促進尺度」を作成した（各尺度の下位尺
度は、表２参照）。
次に、第１次および第２次調査を通じて、各尺度の
構成概念の妥当性と信頼性が検討された。分析の結果、
各尺度の構成概念は児童生徒のデータに対して高い適
合度を示し、内的整合性も全下位尺度で満足できる水

準（α=.70以上）にあることが確認された（佐々木ほか、
2012a，2013b）。回答は全尺度共通で、「あてはまらない」
（1）から「非常によくあてはまる」（2）の５件法である。
３ ．予備的パネル調査（調査③：SGモデルの①、②、
③、④の検証）

暫定的に構成された４尺度を用いて実施された。地
域のスポーツクラブに所属する５、６年生児童に対する
調査・分析（交差遅れ効果モデル：７月から３月までの
４波のデータを使用）の結果、「集中力」と「自己効力
感」において、スポーツ活動場面と日常生活場面との間
の循環的な因果関係が示された（佐々木ほか、2012b）。
すなわち、スポーツ活動で得られた「集中力」と「自己
効力感」の心理的効果は般化して普段の生活に活かされ
るようになり、さらに日常生活で高まった「集中力」と
「自己効力感」はスポーツ活動に再び般化して、一層の
集中力の発揮と「やればできる」という自覚の向上に繋
がっていったと考えられる（SGモデルの①と③）。一方、
スポーツ活動での指導は、子どもひとり一人の体力や技
能のレベルに応じて行われ（課題目標）、練習強度は全
体として中程度であることが指導者によって指摘され
た。心理社会的効果が得られ、さらにその般化へとつな
がる因果関係がみられたことの原因の一つには、スポー
ツ活動に関わるこのような環境的要素が関係していた
ことが示唆される（SGモデルの②と④）。
４ ．本パネル調査（調査④：SGモデルの①、③、④
および①③の検証）

最終的に作成された４尺度を用いて行われた。まず、
SGモデルの①を検証するために、スポーツ活動の内容
と効果との因果関係を重回帰分析により検討した。分
析の結果、小中学生ともに、「コミットメント」の評価
が高いほど、「忍耐力」「集中力」「コミュニケーション」
「問題解決」および「自己効力感」が高くなっていた。こ
のことから、意欲を喚起するチャレンジングな活動内容
であることが、スポーツ場面の多くの心理社会的効果に
関係していると考えられる。また、「困難を克服する経
験」や「仲間との励まし合い」なども「忍耐力」や「協
調性」の向上に関連することが認められた。
次に、スポーツ活動効果の日常生活への般化（SGモデ

ルの③）を検証するために、効果、般化両尺度の３波の
データを用いた共分散構造分析（交差遅れ効果モデル）
を実施した。その結果、小中学生ともに「忍耐力」や
「協調性」などの般化が認められた。また、小学生男子
では「協調性」「挨拶・礼儀」および「自己効力感」が、
女子では「忍耐力」「協調性」「集中力」「ストレスマネ
ジメント」および「自己効力感」において般化がみられ
た。一方、中学生男子では「忍耐力」「協調性」および
「感謝の気持ち」で、女子では「忍耐力」で般化が示さ

表 １　各調査の対象者と調査期間

調査 小学生 中学生 調査期間（年 .月）
5・6年男女 1―3年男女

調査① 62 111 2010.8―9
調査② 第1次 546 621 2011.3―6

第2次 713 410 2012.3―4
調査③：5波 62 2011.4,7,10,12,2012.3
調査④：3波 291 684 2012.5,9,2013.2
注）児童生徒の保護者、指導者にも適宜調査を実施した。

表 ２　各尺度の下位尺度構成

尺度 下位尺度名と項目数
活動尺度 充実感（3）、コミットメント（4）、困難の克服（2）、

仲間（4）、指導者（5）
効果尺度 忍耐力（2）、協調性（2）、集中力（2）、

コミュニケーション（2）、挨拶・礼儀（2）、
ストレスマネジメント（2）、問題解決（2）、
感謝の気持ち（2）、自己効力感（2）

般化尺度

般化促進尺度 同定（2）、随伴性の認知（2）、内在化（2）
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れた。以上のことからすると、スポーツ活動の心理社会
的効果は日常生活にも般化すると考えられる。しかし、
小学生では女子の方が、中学生では男子の方がより多く
の効果に関して般化が生じていた。したがって、学校段
階や性別によってその様相が異なることが示唆される。
さらに、般化促進要因に関する分析では（SGモデル
の④の検証）、スポーツ活動で学習したことの意義を自
覚し、そのことが日常生活でも信念として位置づいてい
ること（内在化）や、スポーツ場面での成功経験が日常
生活での出来事を解決することと同じであると気づけ
ること（同定）などをより深めている児童生徒ほど、ス
ポーツ活動による心理社会的効果の般化が多岐に及ん
でいることが示された。このことから、内在化、随伴性
および同定などの認知は、スポーツ活動効果の般化を促
す心理的要素であると考えられる。
また、小中学生それぞれにおいて、スポーツ活動その

ものが日常生活への直接的な般化に影響しているかど
うかが検討された（SGモデルの①③の検証）。重回帰分
析により５月の活動から９月の般化、９月の活動から３
月の般化に対するβ 係数を求めた結果、小学生では「コ
ミットメント」がすべての効果において日常生活への直
接的な般化に影響していた。また、「困難の克服」や「仲
間」といったスポーツ活動も「忍耐力」「集中力」「問題
解決」などに直接影響していると考えられた。一方、中
学生では「コミットメント」の影響が小学生よりも少な
かったのに対して、「困難の克服」の影響がより多岐に
わたって認められた。また、中学生では「指導者」の影
響による「自己効力感」などの直接的な般化が認められ
た。
以上により、ある特定のスポーツ活動は、その場面の
心理社会的効果と同時に日常生活への般化に対しても
直接的に作用していることが考えられる。また、これら
の影響の仕方は、学校段階で異なると考えられる。

まとめ
本研究は、小中学生におけるスポーツ活動の心理
社会的効果とその般化について検討することが目的で
あった。具体的には、SGモデルの①から④、および①③
を実証的に明らかにするための調査と分析が行われた。
検討の結果、第１に、スポーツ活動によって、「忍耐力」
「協調性」「集中力」「自己効力感」などが心理社会的効
果として生じることが示された。第２に、このような効
果には、活動に対して意欲的に取り組むことができるこ
とや、困難に立ち向かいそれをやり遂げることができた
経験、さらには仲間との励まし合いなどが関連し、また
環境的要素として指導目標や練習強度などが関係して
いると考えられた。第３に、スポーツ活動の効果は、日

常生活にも活かされることが実証的に示された。また、
心理社会的な効果の般化は、循環的にスポーツ場面へ
と回帰することも示唆された。第４に、このような般化
は、心理社会的効果の汎用性についての理解が深まり、
より強く自覚されることで促されると考えられた。
本研究により、小中学生のスポーツ活動による心理社
会的効果およびその般化の様相が、SGモデルに基づき
設定された心理的要素によって実証的に明らかにされ
た。これにより、小中学生のスポーツ活動の意義とより
効果的な活動を実践させるための要点を示すことがで
きたと考えられる。今後は、効果と般化に関わる影響・
促進要因などをさらに吟味し、SGモデルの実用性を一
層高めていくことが課題である。

運動部活動の心理社会的効果の般化（高校生）

目的
図１に示されたスポーツ活動の効果と般化に関する
モデルに基づいて５つの解明すべき課題が提示された。
そこで、高校生の運動部活動に焦点を当て、運動部活動
の経験内容、運動部活動の心理社会的効果、心理社会
的効果の般化、般化を促進する要因を想定し、それら変
数間の関連性などを検討することによって、 上記の課
題を解明することを目的とした。

方法
１．対象者
公立高等学校３校の１、２年生運動部員を対象とし

て、５回の質問紙調査を実施した。変数間の関連性の検
討では、２回目から４回目までの全ての調査に有効回答
した286名（１年生男子73名、女子64名；２年生男子83
名、女子66名、有効回答率59.0％）を分析対象者とした。
また、年間推移の検討では、１回目から５回目までの全
ての調査に有効回答した241名（１年生男子56名、女子
54名；２年生男子68名、女子63名、有効回答率49.7％）
を分析対象者とした。
２ ．調査内容
以下の４尺度を調査に用いた。いずれの尺度も本研

究プロジェクトにおいて、予備調査（渋倉ほか、2011）
の結果に基づいて作成されたものであり、尺度の信頼性
と妥当性が確認されている。
（1）運動部活動の経験内容：渋倉ほか（2013）が高校運
動部員用に作成したスポーツ活動尺度（活動尺度）を調
査に用いた。この尺度は、「楽しさ」（３項目、α ＝ .84）、
「コミットメント」（４項目、α ＝ .79）、「困難の克服」（２
項目、α ＝ .86）、「仲間」（４項目、α ＝ .83）、「指導者」
（５項目、α ＝ .88）で構成されている。回答は、「現在の
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運動部活動」で各項目が示す内容が自分の考えや気持ち
にどれだけ近いと思うかを「全くあてはまらない（1）」
から「よくあてはまる（5）」までの５件法で求めた。
（2）運動部活動の心理社会的効果：渋倉ほか（2012）が
高校運動部員用に作成したスポーツ活動の効果尺度（効
果尺度）を調査に用いた。この尺度は、「忍耐力」（３
項目、α ＝ .82）、「集中力」（２項目、α ＝ .67）、「思考
力」（３項目、α ＝ .77）、「ストレスマネジメント」（２項
目、α ＝ .55）、「協調性」（３項目、α ＝ .79）、「コミュニ
ケーション」（２項目、α ＝ .52）、「挨拶礼儀」（３項目、
α ＝ .77）、「感謝の気持ち」（３項目、α ＝ .79）、「自己効
力感」（２項目、α ＝ .60）の９下位尺度、23項目で構成
されている。回答は、各項目が示す内容を「現在の運動
部活動」の中でどの程度できると思うかを「全くあては
まらない（1）」から「よくあてはまる（5）」までの５件
法で求めた。
（3）運動部活動の心理社会的効果の般化： 渋倉ほか
（2012）が高校運動部員用に作成したスポーツ活動効果
の般化尺度（般化尺度）を調査に用いた。この尺度は、
効果尺度と同様の９下位尺度、23項目で構成されている
（忍耐力：α ＝ .82；集中力：α ＝ .67；思考力：α ＝ .82；
ストレスマネジメント：α ＝ .65；協調性：α ＝ .82；コ
ミュニケーション：α ＝ .53；挨拶礼儀：α ＝ .81；感謝
の気持ち：α ＝ .82；自己効力感：α ＝ .73）。回答は、各
項目が示す内容を「現在の日常生活」の中でどの程度で
きると思うかを「全くあてはまらない（1）」から「よく
あてはまる（5）」までの５件法で求めた。
（4）心理社会的効果の般化促進尺度：高校運動部員用
に作成したスポーツ活動効果の般化促進尺度（般化促進
尺度）を調査に用いた。この尺度は、「同定」（３項目、
α ＝ .83）、「随伴性認知」（２項目、α ＝ .72）で構成され
ている。回答は、「現在の運動部活動」で各項目が示す
内容が自分の考えにどれだけ近いと思うかを「全くあて
はまらない（1）」から「よくあてはまる（5）」までの５
件法で求めた。
３ ．調査期間および方法
2011年５月から翌年３月の期間に５回の質問紙調査

を実施した。１回目の調査は2011年５月に、２回目の調
査は同年７月に、３回目の調査は同年10月に、４回目の
調査は同年12月に、５回目の調査は翌年３月に実施し
た。質問紙は学校長に送付し、学級担任を介して調査対
象者に配布した。調査はホームルームの時間を利用して
一斉に実施し、回答後の質問紙は学校長にとりまとめを
依頼して回収した。

結果および考察
１．運動部活動の経験内容、心理社会的効果、心理社

会的効果の般化の因果関係の検討１
SGモデルの①と③を解明するために、学年別（１、２

年生）、および心理社会的効果毎（９下位尺度）に構造
方程式モデリング（SEM）による分析を行った。効果尺
度と般化尺度は同一内容の下位尺度を対応させた。な
お、時間的先行性の観点から、活動尺度のデータを７月
の調査から、効果尺度のデータを10月の調査から、般化
尺度のデータを12月の調査からそれぞれ得た。
検討の結果、各学年、心理社会的効果毎（９下位尺

度）の分析において、全てのモデルの適合度指標は良好
であった。この結果は、運動部活動の経験は運動部活動
の心理社会的効果を導き、その心理社会的効果は日常
生活に般化するという因果モデルの妥当性を示すもの
と考えられた。つづいて、活動尺度と効果尺度との関連
性をみたところ、以下のような結果が得られた。①「楽
しさ」からは、１、２年生とも有意なパスが引かれた効
果はなかった。②「コミットメント」からは、１年生で
は「挨拶礼儀」を除く全ての効果へ、２年生では「スト
レスマネジメント」と「協調性」を除く全ての効果へ有
意なパスが引かれた。③「困難の克服」からは、１年生
では有意なパスが引かれた効果はなかったが、２年生で
は「忍耐力」「集中力」「ストレスマネジメント」などの
効果へ有意なパスが引かれた。④「仲間」からは、１年
生では「協調性」「コミュニケーション」「感謝の気持ち」
などの効果へ、２年生では全ての効果へ有意なパスが
引かれた。⑤「指導者」からは、１年生では「集中力」
「ストレスマネジメント」「挨拶礼儀」の効果へ、２年生
では全ての効果へ有意なパスが引かれた。また、同一内
容で対応させた効果尺度と般化尺度との関連性をみた
ところ、１、２年生とも全ての下位尺度においてパス係
数は有意であった。
以上の結果から、スポーツ活動は様々な心理社会的
効果を生じさせるが、これには学年差があることが考え
られた。また、スポーツ活動によって得られる全ての心
理社会的効果は日常生活に般化することが考えられた。
運動部員が心理社会的効果を得るうえでは、次のよう
な運動部活動経験の重要性が指摘できると考えられた。
すなわち、練習に意欲的に取り組んだり、新しいことに
挑戦したりする経験（「コミットメント」）や、信頼できる
仲間や指導者との相互作用を経験すること（「仲間」「指
導者」）は重要であること。辛く苦しい練習に最後まで
我慢強く取り組むという経験（「困難の克服」）は１年生
でその重要性は低いが、２年生になると高くなることで
ある。その一方で、運動部活動で充実感や満足感を持つ
経験（「楽しさ」）は、心理社会的効果を得るうえでは、
それほど重要ではないことも示唆された。
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２ ．運動部活動の経験内容、心理社会的効果、心理社
会的効果の般化の因果関係の検討２

SGモデルの①③を明らかにするために、上記の１と
同様の分析を行った。ただし、般化尺度のデータは効果
尺度のデータと同じ10月の調査から得た。すなわち、ス
ポーツ活動の心理社会的効果とその般化が同時的に生
じることの検討を試みた。
検討の結果、各学年、心理社会的効果毎（９下位尺

度）の分析において、全てのモデルの適合度指標は良好
であった。このことから、スポーツ活動の心理社会的効
果と般化は、同時に生じることもあるということが考え
られた。
３ ．般化促進要因が心理社会的効果の般化に及ぼす影
響の検討（SGモデルの④の解明）

般化促進尺度（12月調査データ）の各下位尺度得点
の平均値を基準として調査対象者を高群と低群の２群
に分類した。そして、それら２群による多母集団の同時
分析を行い、効果尺度（10月調査データ）から般化尺度
（12月調査データ）へのパス係数を比較した。検討の結
果、１年生では「忍耐力」「集中力」「ストレスマネジメ
ント」で「同定」高低群による差が認められた。このう
ち、「忍耐力」「集中力」については高群の方が低群より
も高得点を示した。「ストレスマネジメント」については
その逆であった。２年生では、「忍耐力」「集中力」「思
考力」で「同定」高低群による差が認められた。また、
「忍耐力」で「随伴性認知」高低群による差が認められ
た。いずれも、高群の方が低群よりも高得点を示した。
以上の結果から、心理社会的効果の般化は、「同定」

や「随伴性認知」によって影響されたり、促進されたり
するが、これには学年差があることが考えられた。すな
わち、「同定」の影響は１年生では「忍耐力」と「集中
力」にあると考え、２年生では「忍耐力」「集中力」「思
考力」にあると考えられた。また、「随伴性認知」の影
響は１年生ではなく、２年生では「忍耐力」にあると考
えられた。今後は、このような学年差が生じた原因を検
討することが課題である。また、上記２における分析で
は、スポーツ活動の心理社会的効果と般化は、同時に生
じることもあるという結果が導かれている。このことに
ついて、心理社会的効果が日常生活に般化するにはその
般化を促進する要因の介在が想定されるといえる。今
回、心理社会的効果と般化が同時に生じるという結果が
得られたことにより、「同定」や「随伴性認知」という
要因が期間（本研究では２か月間）を空けずに、般化に
即座に影響するということも考えられる。今後は、その
ような観点からの検討も求められよう。

４ ．効果尺度得点の年間推移に関する検討（SGモデ
ルの②の解明）

効果尺度の下位尺度得点の年間推移（５月、７月、10
月、12月、３月）を検討した。その結果、１年生では一
部の内容を除いて入部当初（５月）が最も高くそれ以降
は低下することが示された。一方、２年生では「思考力」
「コミュニケーション」「自己効力感」において５月から
10月にかけて得点の上昇がみられることが示された。
このことについて、効果尺度得点の上昇がみられる２
年生の５月から10月の期間は、３年生が引退を迎えて自
らの学年が最上級生となる時期である。そのような状況
下にある新チームの形成期では、下級生の模範となっ
て心理社会的スキルを使用する場面が増えたり、仲間と
の相互作用が活発になったりすることが予想される。こ
のような、心理社会的スキルの学習環境が 整うことに
よって、運動部活動の心理社会的効果は促進されたもの
と推測される。しかしながら、この点については、さら
なる実証的な検討が必要である。

まとめ
高校生の運動部活動に焦点を当てて調査を行ったと

ころ、学年による違いはいくつかあるものの、①練習に
意欲的にあるいは我慢強く取り組んだり、信頼できる仲
間や指導者との相互作用を経験したりすることなどに
よって、「集中力」や「ストレスマネジメント」、「協調
性」などといった様々な心理社会的効果を生じさせる
こと（SGモデルの①）、②それらスポーツ活動によって
得られる心理社会的効果は日常生活にも般化すること
（SGモデルの③）、③スポーツ活動の心理社会的効果と
般化は、同時に生じることもあること（SGモデルの①
③）、④心理社会的効果の般化は、部活動の経験と日常
生活の経験とは同じであるという「同定」や、こうすれ
ばうまくいくという「随伴性」の認知を持つことによっ
て促進されたりするケースがあること（SGモデルの④）、
⑤運動部活動の心理社会的効果は、心理社会的スキル
を実際に使用する機会や仲間との相互作用が活発であ
るといった、心理社会的スキルの学習環境が整うことに
よって促進されること（SGモデルの②）が示唆された。

健康運動の心理社会的効果の般化（中高年者）

目的
スポーツ活動の効果と般化モデル（SGモデル）に基
づいて、中高年者を対象に健康運動の心理社会的効果
の般化について明らかにすることを目的とする。そのた
め、健康運動での経験内容、健康運動の心理社会的効
果、心理社会的効果の般化、般化を促進する要因を想定
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し、それらを評価する尺度を作成して、要因間の関連性
を検討することとした。

方法
１．対象者
調査対象は、 地方自治体主催のスポーツ・健康教室に
参加した143名（男性14名、女性129名；平均年齢、64.1
歳（SD=10.7歳））であった。７つのスポーツ・健康教
室（シルバーすこやか健康教室、シニアリフレッシュ教
室、のんびり健康教室、男女フィットネス教室、ソフト
シェイプアップ教室、中級者のレディースエアロビクス
教室、レディースソフトエアロビクス教室）を対象とし
た。
２ ．調査内容
本研究プロジェクトにおいて作成した４つの尺度を
用いた。これらの尺度は、予備調査の結果に基づいて
作成されたものであり、信頼性と妥当性が確認されてい
る。
（1）健康運動の経験内容：中高年者の運動・スポーツ活
動を評価するために、スポーツ活動尺度を作成し、調査
に用いた（磯貝ほか、2013）。この尺度は、「楽しさ」（３
項目、α ＝ .83）、「コミットメント」（４項目、α ＝ .80）、
「仲間」（４項目、α ＝ .83）、「指導者」（５項目、α ＝ .85）
の４つの下位尺度で構成されている。回答は、「現在の
健康運動」で各項目が示す内容が自分の考えや気持ちに
どれだけ近いと思うかを「全くあてはまらない（1）」か
ら「よくあてはまる（5）」までの５件法で求めた。
（2）健康運動の心理社会的効果：中高年者の健康運動の
心理社会的効果を調べるために作成したスポーツ活動
の効果尺度を用いた。この尺度は、「忍耐力」（３項目、
α ＝ .77）、「集中力」（３項目、α ＝ .82）、「思考力」（３
項目、α ＝ .75）、「ストレスマネジメント」（３項目、α
＝ .77）、「コミュニケーション」（３項目、α ＝ .81）、「挨
拶礼儀」（３項目、α ＝ .82）、「感謝の気持ち」（３項目、
α ＝ .78）、「自己効力感」（３項目、α ＝ .86）の８下位尺
度、24項目で構成されている。回答は、各項目が示す
内容を「現在の健康運動」の中でどの程度できると思う
かを「全くあてはまらない（1）」から「よくあてはまる
（5）」までの５件法で求めた。
（3）健康運動の心理社会的効果の般化：中高年者の心
理社会的効果の般化を評価するために作成したスポー
ツ活動の般化尺度を用いた。この尺度は、効果尺度と同
様の８下位尺度、24項目で構成されている（忍耐力：α
＝ .86；集中力：α ＝ .85；思考力：α ＝ .84；ストレスマ
ネジメント：α ＝ .82；コミュニケーション：α ＝ .83；
挨拶礼儀：α ＝ .87；感謝の気持ち：α ＝ .86；自己効力
感：α ＝ .83）。回答は、各項目が示す内容を「現在の日

常生活」の中でどの程度できると思うかを「全くあては
まらない（1）」から「よくあてはまる（5）」までの５件
法で求めた。
（4）心理社会的効果の般化促進尺度：中高年用に作成
したスポーツ活動の般化促進尺度（般化促進尺度）を用
いた。この尺度は、「同定」（４項目、α ＝ .79）、「随伴性
認知」（４項目、α ＝ .82）で構成されている。回答は、
「現在の健康運動」で各項目が示す内容が自分の考えに
どれだけ近いと思うかを「全くあてはまらない（1）」か
ら「よくあてはまる（5）」までの５件法で求めた。
３ ．調査期間および方法
2012年９月と12月に調査を実施した。対象とした中高

年者のスポーツ・健康教室は、３か月間のプログラムで
あるため、教室開始時の９月と終了時の12月に２回の調
査を行った。主催団体の了承を得た後に、７つの健康教
室の対象者に調査の主旨を説明して、協力の承諾を得
た。回答は自宅にて行い、健康教室指導者がとりまとめ
た。

結果および考察
１．健康運動の心理社会的効果とその般化の因果関係

SGモデルの①と③を明らかにするために、心理社会
的効果毎（８下位尺度）に構造方程式モデリング（SEM）
による分析を行った。効果尺度と般化尺度は同一内容
の下位尺度を対応させた。
その結果、心理社会的効果毎の分析において、全て
のモデルの適合度指標が良好であることが確認された。
この結果から、中高年者の健康運動の経験は、健康運動
に伴う心理社会的効果を導き、その心理社会的効果は日
常生活に般化するという因果モデルの妥当性が示され
たといえる。小中学生、高校生のスポーツ活動において
も因果モデルの妥当性が示されていることから、幅広い
年代で運動・スポーツ活動の心理社会的効果とその般化
がみられるとみなすことができる。
健康運動の具体的な経験内容と心理社会的効果の関
係について検討した結果、以下のことが明らかになっ
た。
① 楽しさ」からは、正の有意なパスが引かれた効果はな
く、「自己効力感」では負の有意なパスが引かれた。
② 「コミットメント」からは、全ての効果へ有意なパス
が引かれた。
③ 「仲間」からは、「忍耐力」「思考力」「ストレスマネ
ジメント」「コミュニケーション」「自己効力感」の５
つの効果へ有意なパスが引かれた。
④ 「指導者」からは、「感謝の気持ち」の効果へ有意な
パスが引かれた。
これらの結果から、中高年者が心理社会的効果を獲
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得するうえで、次のような経験内容が重要であると指摘
できる。まず、運動への意欲的な取り組みや集中した取
り組み、新しいことにチャレンジする経験が様々な心理
社会的効果に強く結びつくといえる。そして、健康教室
の仲間や指導者に恵まれ良い関係を築き、望ましい相互
作用を経験することを通して、心理社会的効果が獲得さ
れるとみなされる。一方で、健康運動の楽しさに関する
経験は、心理社会的効果に結びつきにくいことも示唆さ
れた。
続いて、心理社会的効果の日常生活への般化につい

て検討するために、各効果尺度から般化尺度へのパス
係数を調べたところ、全てのパス係数が有意であること
が確かめられた。これらことから、健康運動で得られた
心理社会的効果は、全て日常生活に般化することが明ら
かになったとみなすことができる。
２ ．健康運動の日常生活の般化への直接的影響

SGモデルの①③を明らかにするために、時間的先行
性を考慮した重回帰分析を行なった。９月の活動尺度
から12月の般化尺度へのβ係数を調べた結果、「指導者」
が「感謝の気持ち」に有意に影響していることが示され
た。すなわち、健康運動教室の指導者とより良い関係性
を築くことは、日常生活の「感謝の気持ち」に直接的に
影響すると考えられる。一方で、その他の健康運動の経
験は日常生活に直接的に影響しにくいものと思われる。
３ ．健康運動の心理社会的効果に影響する要因の検討

SGモデルの②について検討するために、スポーツ・健
康教室の指導者に質問紙調査とインタビューを行なっ
た。運動環境に関しては、施設や用具は充分確保されて
いるという認識が高かった。指導に関しては、運動を楽
しむことや他者との良い関係を築くことを重視して指
導していることが伺えた。このような環境条件や、指導
者の指導方針が、心理社会的効果に影響しているものと
推察される。
４ ．心理社会的効果の般化に及ぼす般化促進要因の影
響（SGモデルの④の解明）

心理社会的効果の般化に影響を及ぼす要因を検討す
るために、「同定」と「随伴性認知」からなる般化促進尺
度の平均値を基に対象者を高群と低群に分類した。そ
して、２群の効果尺度から般化尺度へのパス係数を比
較した。その結果、「同定」では８つの心理社会的効果
すべてで、高群の方が低群よりも得点が高い傾向にあっ
た。また、「随伴性認知」も同様に心理社会的効果すべ
てで、高群の方が低群よりも得点が高い傾向にあった。
これらの結果から、心理社会的効果の般化には「同
定」や「随伴性認知」が影響していると考えられる。す
なわち、健康運動場面で上手くできた経験は日常生活で
の問題を解決することと同じであると気づけること（同

定）や、どのようにすればどのような結果になるのかが
わかっていること（随伴性認知）は、般化を促進させる
重要な要因であるとみなすことができる。

まとめ
以上の結果をまとめると、中高年者が健康の維持・増
進を目的とした健康運動を行なうことで、様々な心理社
会的効果を得ることができるが、その効果には運動への
「コミットメント」といった内的な経験、「仲間」や「指
導者」との良好な関係性の構築といった外的な経験、さ
らには施設、用具などの環境や指導者といった人的環境
が関わっている。また、運動経験は日常生活に直接的に
影響するものではなく、心理社会的効果を経て般化して
いくと思われる。そして、心理社会的効果を日常生活に
般化させるには、健康運動場面と日常生活場の捉え方に
関する認知が重要な役割を果たしているといえる。その
ため、今後の中高年者の運動の心理社会的効果に関す
る研究では、運動の時間や頻度といった量的側面だけで
なく、運動経験の内容といった質的側面により焦点をあ
てていく必要があるように思われる。

質的分析によるアプローチ

目的
心理社会的スキルの獲得に関する研究課題について、
新たな視点からより立ち入った考察を可能にする手段
として、質的な研究方法論の必要性が指摘されている
（Jones and Lavallee, 2009）。すなわち、心理社会的スキ
ル獲得過程に関わる体験の詳細な研究である（Jones and 

Lavallee, 2009；北村ほか，2011；Kitamura et al., 2011a, 
2011b）。そこで本研究では、対象者のスポーツ活動体験
を遡及的にたどり質的に分析することを通して、スポー
ツ活動を通して対象者は何をどのように学ぶのか、そし
てそこでの学びはスポーツ活動以外の日常生活場面へ
適用されるかどうかについて明らかにすることを目的と
する。すなわち「スポーツの効果の般化」は認められる
か、それはどのような形でどのように生起するのかにつ
いて体験の詳細の視点から検討することが、質的分析に
よるアプローチのねらいである。

方法
１．対象者
対象者の選定は、心理社会的効果やスキルの獲得に

関する体験についての調査協力が得られるという条件
に基づき、選択的抽出によって行われた。対象者はス
ポーツ活動歴をもつ小・中・高・大学生、指導者、保護
者、中高年の74名である（北村ほか，2011；Kitamura et 
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al., 2011a）。
２ ．データ収集
深層的（in-depth）、半構造的（semi-structured）、自由

回答的（open-ended）インタビューを用いたデータ収集
が行われた。平成22年７月から平成23年７月の間にイン
タビューが行われた。対象者の承諾を得た上でインタ
ビュー内容は全て録音された（北村ほか，2011；Kitamura 

et al., 2011a, 2011b）。
３ ．データ分析
インタビュー終了後、直ちにテキスト化した発話デー

タから発話の意味の分析を行った。データ分析は Patton

（2002）および大谷（2007）による質的データ分析法に基
づいて行われた。まずテキスト化された文字データ（ト
ランスクライブ・データ）を読み込み、次に「データに
記述されている出来事に潜在する意義や意味」（大谷、
2007）を解釈した上で、データにコードを付し、共同研
究者とのディスカッションを通して理論化を進めた（北
村ほか，2011；Kitamura et al., 2011a, 2011b）。

結果および考察
帰納的分析の結果、352のセグメント化されたデータ

が本研究の分析対象として抽出された。それらは最終
的に４つのカテゴリー（働きかける場の存在、課題への
没入体験、ふり返り意味づける体験、自信につながる充
足体験）および11のサブカテゴリー（人との関わりを学
ぶ場の存在、人を育てる価値観をもつ他者、他者との協
調関係構築の体験、考えて変わる働きかけの必要性、目
の前の課題に没入する体験、悩み葛藤する、活動の価値
づけと自己評価、ふり返り見通して感じる学びの実感、
自覚する変化の意味の再確認、深い達成感を通して獲
得した自信、自律して自己充足を達成する自信の希求）
へと類別された（表３）。
研究の結果から下記の３点が明らかとなった。第１

に、心理社会的スキルがスポーツ・健康活動を通して獲
得され、それらは日常生活へと場面を変えても適用され

る、すなわち般化が認められる点である（SGモデル①
～③の体験の確認）。例えば、人との関わり方、目標達
成に向かう専心性および自信、生活習慣への意識、自己
管理といった心理社会的効果は、スポーツ・健康活動
を通して意識化され、それらが日常生活場面においても
企図される体験が対象者によって語られている（北村ほ
か，2011；Kitamura et al., 2011a, 2011b）。第２に、般化
は、当該スポーツ・健康活動にかかわる本人、指導者、
および支援者の価値観や期待感によって促進・阻害され
る点である（SGモデル④の確認）。例えば、勝利や医学
的数値の改善のみを追求する結果志向の価値観を持つ
本人、指導者、支援者のもとでは、当該スポーツ・健康
活動を離れた場面での般化は認められにくく、逆に、当
該スポーツ・健康活動を通しての人間的成長や、より前
向きな人生観の確立といった価値観をもつ中では、般化
がより具体的かつ積極的に語られる傾向が認められた
（Kitamura et al., 2011a, 2011b）。第３に、スポーツによる
効果と般化が同時に起こる場合もある点である（SGモ
デル①③が同時に生じる体験の確認）。中高年の健康活
動では、当該活動は自身の生きる姿勢や健康観と直結
しているが故に、効果それ自体が日常生活そのものに影
響を与えている様子が、対象者の発話から解釈された
（Kitamura et al., 2011a）。また、怪我等によって深く自身
のスポーツ活動を内省する経験をもつ対象者は、スポー
ツ活動は自身のアイデンティティや人生観と重ね合わ
せて捉えられており、効果それ自体がスポーツ場面を離
れた般化の意味を含んだ形で獲得されていると考えら
れる（Kitamura et al., 2011b）。第４に、効果を促進する
要因として、①ロールモデルとしての先輩や交流といっ
た学びの空間の存在、②指導、教示、ルール、フィード
バックといったツールの存在、③心理社会的スキルの使
用を迫られる実践場面および④仲間の共同体、といった
学習環境の構成要素が推察される点が確認された（SG

モデル②の確認）。第５に、般化を阻害する要因として、
①自ら考え省察する学びの場の不在、②管理、指示に
基づく反復練習に終始する手際のよい熟達化（routine 

expertise）に偏った指導の場の存在、③心理社会的スキ
ルの使用を迫られる実践場面の不在および④仲間の共
同体の不在といった適応的熟達化（adaptive expertise）に
向けた学習環境の構成要素の欠如の問題が推察される
点も確認された（SGモデル④の確認）。
以上の結果から、スポーツの効果の般化の在り様に関

し、次の２点が推察される。第１に、スポーツの効果の
般化は、どのような学びを通して心理社会的効果が得ら
れたかによって多様性が存在する点である。例えば指
導者に言われてやるといった、他律的に繰り返される反
復的な学びの中で得られた効果は、日常生活場面におい

表 ３　階層的カテゴリー一覧
カテゴリー サブカテゴリー

働きかける 
場の存在

人との関わりを学ぶ場の存在
人を育てる価値観をもつ他者
他者との協調関係構築の体験
考えて変わる働きかけの必要性

課題への 
没入体験

目の前の課題に没入する体験
悩み葛藤する
活動の価値づけと自己評価

ふり返り 
意味づける体験

ふり返り見通して感じる学びの実感
自覚する変化の意味の再確認

自信につながる 
充足体験

深い達成感を通して獲得した自信
自律して自己充足を達成する自信の希求
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ても機械的に生起する般化の在り様につながっている
点が推測される（北村ほか，2011）。また自身の目的を
達成するための手段として捉えられる中で生起する心
理社会的効果は、般化においても手段的な意味を含む
形で生起している。例えば挨拶が指導者からのかかわ
りを強化し、その結果自身の記録向上につながるといっ
た方略的な自覚の中で般化が生起している点も推測さ
れた（Kitamura et al., 2011）。さらに自身の体験や状況
をふり返る中で獲得された効果は、般化を取り込む形で
効果と同時に得られている（Kitamura et al., 2011）。第
２に、スポーツの効果の般化は、こうした般化の多様性
と同時に階層性をもつ点である（北村ほか，2011）。例
えば，「働きかける場の存在」のカテゴリーによって示
されるスポーツ活動の意味づけが，他律的で反復的な
学びによってなされる場合は，反復的に生起する般化の
段階にとどまると考えられる。また，「課題への没入体
験」のカテゴリーによって示されるスポーツ活動の意味
づけが，結果志向的な価値観によってなされる場合は，
方略的な般化の段階にあると捉えられる。さらに，「ふ
り返り意味づける体験」および「自信につながる充足体
験」のカテゴリーによって示されるスポーツ活動の意味
づけが，省察的な学びによってなされる場合は，省察的
な般化の段階で展開されると考えられる。換言すれば、
スポーツ・健康活動を通して得られる心理社会的効果
は、自身が置かれている状況をどのように捉え、どのよ
うな相互作用が生じ、その結果どのような般化に至るか
といった、いわば省察の在り様に応じた階層性をもつ点
が推察される（北村ほか，2011）。

本稿のまとめと今後の展望

本稿では、スポーツ活動の心理社会的効果とそれらの
日常生活への般化について、著者らのプロジェクト研究
の一部を要約して示した。それぞれの研究は、SGモデ
ルに依拠して行われた。小中学生のスポーツ活動、高校
生の運動部活動、中高年者の健康運動を対象とした横
断的・縦断的研究、それらを対象とした質的分析から得
られた結果は、概して言えば、以下のようにまとめるこ
とができる。
１． スポーツ活動によって様々な心理社会的効果が認め

られた。それらの効果は、「忍耐力」「協調性」「集
中力」「自己効力感」「ストレスマネジメント」など
であった。

２． スポーツ活動の心理社会的効果は、スポーツ活動で
の「コミットメント」や「困難の克服」体験、「仲
間」や「指導者」との良好な関係などによって促進
されることが示された。

３．スポーツ活動によって得られた心理社会的効果は、
日常生活においても認められること、すなわち般化
が確認された。そして、それらの般化は、その後の
スポーツ場面にも般化するという「循環」が示唆さ
れた。また、質的分析から、日常生活への般化は、
心理社会的効果が得られる背景となる学び方やス
ポーツ活動の意味づけによって「多様性」と「階層
性」を持つことが推察された。

４． スポーツ活動による心理社会的効果の日常生活への
般化は、スポーツ活動と日常生活での経験が同じで
あると気づけること（同定）、このようにすればうま
く解決できる（随伴性）といった認知によって促進
されると考えられた。また、本人や指導者の価値観
や期待感によって促進・阻害されることが指摘され
た。

５． スポーツ活動の心理社会的効果とそれらの日常生活
への般化が、同時に生じることもあり得ることが、
特に中高年者のインタビューデータによって指摘
された。
本研究プロジェクトにおいて、スポーツ活動や健康運
動による心理社会的効果が、日常生活にも般化すること
が実証的に示された。これにより、スポーツの持つ意義
と価値は、単にそれらの効果だけに留まらず、さらに高
いものになったと言える。今後は、SGモデルを精緻化す
るとともに、般化のプロセスや様相をさらに明らかにす
ることや、般化の規定因や促進要因を手がかりとした介
入実践の方法論を開発していくことなどが期待される。

付　記

本稿は、科学研究費補助金・基盤研究（B）（No. 

22300207，研究代表者：西田　保）の助成を受けて行わ
れた研究の一部を要約したものである。また、資料の収
集にあたっては、岩手、宮城、新潟、静岡、長野、福岡
各県の児童・生徒、福岡県内の中高年者の皆さんに大変
お世話になりました。ここに深甚の謝意を表します。
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