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集団志向性の認知が部活動満足度へ及ぼす影響について
── 大学女子ラクロス部を対象とした調査から ──

飛　田　　　操

I.　目　　　的

　本研究は，大学の女子ラクロス部に所属する部
員たちを対象とした調査により，所属するラクロ
ス部の集団志向性の認知が，女子ラクロス部の部
員たちの部活動満足度に及ぼす影響について検討
することを目的としている。
　日本ラクロス協会によると，1993年頃から日
本各地でラクロスの大会が開催されるようにな
り，ラクロスは日本全国に急速に普及したとされ
ている。倉地・池田（1997）は，この近年の女子
ラクロスの普及の背景には，「おしゃれなスポー
ツ」としてラクロスが有する「ファッション性」
の影響が大きいことを指摘している。ただし，同
時に，倉地・池田（1997）は，実際の競技スポー
ツとしてのラクロスには，かなりの激しさと豊富
な運動量が求められることも指摘している。実際，
女子ラクロス選手の試合中の総移動距離は平均
4,428メートルであり，1分あたりの移動距離の
平均 88.6メートルは，大学の女子サッカーの平
均 89.8メートルに匹敵する（大橋・佐久間・木村， 
2005）。男子だけでなく，女子ラクロスにおいて
も，練習中，試合中にかかわらず，重篤な傷害が
発生するリスクがあり（佐野村・細川・中村・福
林，2013），傷害の形態や受傷部位にサッカー競
技との類似性が示唆されている（馬渕・藤野・岡
本・桃原・長尾，2006）。このように，イメージ
としてのファッション性の高さと，競技スポーツ
としての激しさの二面性があることが，女子ラク
ロスの特徴といえよう。
　ところで，これまで，運動部員の部活動満足度
には主として二つの要因が関与していることが示
されてきた。第一は，「身体的向上」や「技術の

向上」といった身体的・技術的な「向上」に関わ
る要因であり，これらの身体的・技術的向上が運
動部員の部活動満足度や運動部の継続意図に大き
な影響を与えている（深町・中林，1978）。そして，
第二は，運動部内の「人間関係の良さ」であり，
監督・コーチなど指導者との関係を含めた部活動
内の人間関係のあり方が部員たちの部活動満足度
や継続意図に大きな影響を与えていることが示さ
れている（深町・中林，1978）。実際，「けが」以
外で運動部を退部する大きな理由は「人間関係の
あつれき」であり（青木，1988 ; 稲地・千駄，
1992），部内における人間関係の様相が部活動満
足度に及ぼす影響は極めて大きいと考えられる。
　このように運動部に所属する部員たちにとっ
て，部活動によって，どの程度「身体的・技術的
向上」がもたらされるか，そして／あるいは，部
活動内の「人間関係の良さ」がどの程度であるの
かというふたつの要因が部員たちの部活動に対す
る満足度の主要な源泉となっていると考えられよ
う。このような考察が妥当であるならば，集団志
向性についての認知が部活動への満足度に影響す
るであろう。すなわち，所属する部活動が，どの
程度，「身体的・技術的向上」を志向していると
いう課題志向性についての認知と，どの程度，「人
間関係の良さ」を志向していると認知しているの
かという関係志向性についての認知が，部活動満
足度に大きな影響を与えていると考えることがで
きよう。
　それでは，チームの置かれている状況は，集団
過程や成員の評価にどのような影響を与えている
のであろうか。横山・蜂須賀・相奈・森本（2009）
は，関西地区のある大学の女子ラクロス部員を対
象とした調査により，チームが地域リーグ戦を勝
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ち抜き，関西 1位の決定戦に進むにつれて，チー
ム有能感，コーチへの信頼感，メンバー関係の 3

側面から捉えられた「チーム力」得点が上昇して
いくことを明らかにしている。地域リーグを勝ち
抜いていっているというチームの置かれている状
況が，成員たちのチームやメンバー関係への評価
に大きな影響を与えているといえよう。
　この横山・蜂須賀・相奈・森本（2009）の研究
は，ひとつのチームを追跡調査し，そのチームの
置かれた状況の変化が成員の評価に及ぼす影響に
ついて検討したものであった。これに対し，複数
のチームの志向性の違いから，チームの集団とし
ての志向性が成員の評価に及ぼす影響を明らかに
しようとしたものに阿江（1985）がある。阿江
（1985）は，ママさんバレーボールチームから実
業団バレーチームまでを含む女子バレー部の部員
を対象とした調査を行い，チームの集団志向性と
集団凝集性の関連を検討している。ここでは，集
団志向性は「チームが全国大会での優勝を目指す
か」を基準として，それぞれのチームが，全国大
会での優勝を目指している「競技」志向と，それ
以外の「レクリエーション」志向のいずれかに分
類されている。その結果，「レクリエーション」
志向が高いとみなされるチームのほうが，「競技」
志向が高いとみなされるチームよりも，集団凝集
性が高いことが示されている。また，飛田（1988, 

1994）は，大学生を対象とした調査により，所属
するサークルへの貢献度についての自己評価と
サークル満足度との関係を，サークルの集団志向
性の認知との関連から検討している。ここでは所
属するサークルの集団志向性は，「大会で好成績
を挙げることが求められている」，「自分の能力や
技術を高めることが求められている」といった項
目からなる課題志向性と，「みんなで仲良くやろ
うとする意識が強い」，「和気あいあいであること
が求められている」といった項目からなる成員志
向性（本論でいうところの関係志向性）から測定
された。分析の結果，サークルへの自分の貢献度
が低いと見なしている成員は，サークルの課題志
向性が高いと評定しているほど，サークルへの満

足度が高くなることが示されている。これに対し
て，サークルへの自分の貢献度が高いと見なして
いる成員は，サークルの成員志向性が高いと評定
しているほど，サークルへの満足度が高くなるこ
とを見いだしている。
　このように，所属する集団の志向性の認知が，
その集団への満足度に影響する可能性が示されて
いる。ただし，これまでの研究は，集団の課題志
向性と関係志向性の認知を相互に独立なものとし
て集団への満足度に及ぼす影響について検討して
いたといえよう。しかし，実際には，集団への満
足度に及ぼす課題志向性と関係志向性の効果の間
に交互作用効果があることが考えられる（佐藤，
1993参照）。そこで，本研究では，大学女子ラク
ロス部の部員たちの部活動満足度に及ぼす課題志
向性と関係志向性の認知の影響について，課題志
向性と関係志向性の間の交互作用効果も考慮した
検討を行う。

II.　方　　　法

1.　調査手続きと調査対象者
　関東地区の 17大学（2014年度関東学生ラクロ
スリーグ戦の結果より，1部の 12校から 4校，2

部の 12校から 2校，3部の 20校から 6校，4部
の 17校から 5校をランダムに選出）の女子ラク
ロス部と，東北地区の 8大学（2015年度東北学
生ラクロスリーグ戦出場校）の女子ラクロス部に
調査協力依頼の文書を送付した。そのうち許諾の
返事があった 7大学（関東地区 2大学，東北地区
5大学）に必要部数分の質問紙を郵送し，回答し
た調査用紙を返送していただいた。
　回収された関東地区の 2大学（1部 1校，2部
1校）の女子ラクロス部員 98名，東北地区の 5

大学の女子ラクロス部員 94名の計 192名（平均
年齢 20.06歳）のデータを分析の対象とした。こ
のデータは，飛田（印刷中）と同一である。回答
者は，両地区ともマネージャーを含む 1～4年生
の女子ラクロス部員である。ただし，欠損値があ
るため，分析によってはデータ数が異なることが
ある。
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2.　調査時期
　調査時期は 2015年 9月中旬から 2015年 11月
中旬であった。この期間にはどちらの地区も学生
ラクロスのリーグ戦が行われている。

3.　質問紙の構成
　質問紙は，年齢・性別・学年・中学校での部活・
高校での部活・ラクロス競技歴・現在のメインの
ポジションを問うフェイスシートと，課題志向性
尺度と関係志向性尺度からなる集団志向性尺度，
所属するラクロス部への満足度を問う部活動満足
度尺度などから構成されている。回答は，「非常
にあてはまる」から「全くあてはまらない」まで
の 5段階評価尺度上への評定を求めた。ここでは，
「非常にあてはまる」を 5点とし，「全くあてはま
らない」を 1点として得点化している。
　課題志向性尺度は，「チーム全体で目標達成を
重視している」，「チーム全体として試合で勝つこ
とが義務付けられている」，「現在の練習は厳し
い」，「チーム全体で練習を真剣にしようとする雰
囲気がある」，「チーム内で競争が激しい」の 5項
目から構成され，この 5項目への評定の合計点を
課題志向性得点とした（範囲 : 5-25点）。また，
関係志向性尺度は，「チーム全体で人間関係を重
視している」，「チーム全体でわきあいあいとしよ
うとしている」，「現在のチーム全体の人間関係は
良好である」，「現在の練習は楽しい」，「現在，学
年関係なく言いたいことは言える環境である」の
5項目から構成され，この 5項目への評定の合計
点を関係志向性得点とした（範囲 : 5-25点）。
　部活動満足度尺度は，「現在のチームの雰囲気
に満足している」，「現在のチーム目標に満足して
いる」，「現在の練習内容に満足している」，「この
チームが好きである」，「このチームでよかったと
思う」の 5項目から構成され，この 5項目への評
定の合計点を部活動満足度得点とした（範囲 : 5-

25点）。

III.　結　　　果

1.　集団志向性尺度と部活動満足度尺度について
　集団志向性尺度と部活動満足度尺度の平均と標
準偏差を表 1に示した。クロンバックの信頼性係
数は，課題志向性尺度が α=.75，関係志向性尺度
が α=.75，そして，部活動満足度尺度が α=.85で
あった。
　また，課題志向性と関係志向性の間の積率相関
係数は r=.41，課題志向性と部活動満足度の間の
積率相関係数は r=.54，そして，関係志向性と部
活動満足度の間の積率相関係数は r=.72で，いず
れも 0.1%水準で統計的に有意であった。

2.　 集団志向性の認知が部活動満足度へ及ぼす影
響

　集団志向性の認知が，部活動満足度へ及ぼす影
響について検討するため，部活動満足度得点を目
的変数とし，課題志向性得点と関係志向性得点を
説明変数とする階層的重回帰分析を実施した。第
1ステップでは，課題志向性得点と関係志向性得
点を中心化し，この中心化した課題志向性得点と，
中心化した関係志向性得点を説明変数として投入
した。その結果，有意な回帰式が得られた（F

（2,185）=130.19, p<.001）。続く第 2ステップでは，
これに加えて，交互作用項として，中心化した課
題志向性得点と中心化した関係志向性得点の積を
投入した。階層的重回帰分析の結果を表 2に示し
た。なお，ここでは，標準化されていない係数（b）
と，その標準偏差誤差（bSE）を示している。
　交互作用項を投入したことによる R2変化量は
0.02であり，統計的に有意であった（p<.005）。
そこで，単純傾斜分析を行った（前田 , 2008参照）。

表 1　集団志向性と部活動満足度の記述統計量

平均 標準偏差 α係数

集団志向性
　課題志向性 18.33 3.40 .75

　関係志向性 18.48 3.34 .75

部活動満足度 20.21 3.24 .85
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結果を図 1と表 3に示した。
　課題志向性が高いときにも（平均+1SD），関
係志向性の高さは部活動満足度に肯定的に影響し
ているが（b=0.43, bSE=0.07, p<.001），課題志向
性が低いとき（平均－1SD），関係志向性が部活
動満足度に及ぼす肯定的影響がより強くなること
が示されている（b=0.70, bSE=0.07, p<.001）。

IV.　考　　　察

1.　 集団志向性についての認知が部活動満足度に
及ぼす影響について

　本研究の目的は，大学女子ラクロス部員を対象
とした調査により，チームの集団志向性について
の認知が，成員の部活動満足度に及ぼす影響につ
いて検討することにあった。ここでは，課題志向
性と関係志向性から，チームの集団志向性をとら

表 2　階層的重回帰分析の結果

Step 1 Step 2

変数 b b SE b b SE

Step 1

　（定数） 20.26 　20.45

　課題志向性  0.27＊＊＊＊ 0.05 　 0.26＊＊＊＊ 0.05

　関係志向性  0.57＊＊＊＊ 0.05  　0.57＊＊＊＊ 0.05

Step 2

　課題志向性×関係志向性  －0.04＊＊＊ 0.01

⊿ R2 0.59＊＊＊＊ 0.02＊＊＊

Adj R2 0.58 0.60

＊＊＊p<.005 ; ＊＊＊＊p<.001

図 1 部活動満足度に対する課題志向性と関係志向性の間の交互作用効果 

表 3 課題志向性と関係志向性からみた部活動満足度（平均） 

関係志向性－1SD 関係志向性平均 関係志向性+1SD 

課題志向性+1SD 19.90 21.33 22.76 

課題志向性平均 18.56 20.45 22.34 

課題志向性－1SD 17.23 19.57 21.92 
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えた。
　東北地方と関東地方の 7大学 192名の女子ラク
ロス部員のデータを分析した。
　その結果，課題志向性の認知と関係志向性の認
知が，それぞれ成員の部活動満足度に影響してい
るだけでなく，課題志向性と関係志向性の間に部
活動満足度に対する交互作用効果が認められた
（表 2）。すなわち，チームの課題志向性が高いと
認知するときも，関係志向性の認知の高さは部活
動満足度に肯定的な影響を与えるが，チームの課
題志向性が低いと認知するとき，この関係志向性
が部活動満足度に及ぼす肯定的影響がより強くな
ることが明らかになった（図 1）。
　このように，課題志向性の認知と関係志向性の
認知が，それぞれ成員の部活動満足度に影響して
いるだけでなく，課題志向性の認知が高いときと
低いときとで，関係志向性の認知が部活動満足度
に及ぼす影響の強さが異なることを示したこと
は，本研究の大きな意義といえよう。
　例えば，柔道の特性として，「競技性」や「鍛
練性」の方が強いと認知される傾向にあり，「娯
楽性」が低く認知されることが，柔道に対する取
りつきにくさや，「なお好きになれない」との評
価などの問題と関連することが指摘されている
（尾形・沢畑・添田・朝倉・菅原，1990）。「競技性」
や「鍛練性」が課題志向と，「娯楽性」が関係志
向と対応しているとみなすことができるならば，
競技に対する評価に関しても，その競技の特性の
課題志向性が高く認知される場合，関係志向が高
く認知されるかどうかが，その競技に対する評価
に影響していると考えることができよう。

2.　まとめと今後の課題
　本研究の課題として，第一に，集団レベルでの
分析の必要性が考えられる。本研究では 7大学
192名のデータを個人レベルで分析している。こ
の 7大学のなかには全国レベルでの優勝を目指す
ような強豪校から地域リーグ下位校までが含まれ
ており，競技成績，部員数などに関して，大学に
よる分散や違いが大きい（飛田，印刷中参照）。

今後はマルチレベル分析など，個人レベルだけで
なく，集団レベルでの影響を考慮した分析が必要
であろう。
　第二の検討課題として，本研究では，集団志向
性の認知が部活動満足度に及ぼす影響だけを検討
している点があげられる。運動部の雰囲気や人間
関係は，部活動に対する満足度だけでなく，部員
たちのモチベーションにも影響している。例えば，
樋口（1996）は，大学女子ラクロス部員を対象に
した調査を行っている。その結果，所属するラク
ロス部を「言いたいことを言える」，「新しい試み
を積極的に取り入れようとする雰囲気がある」と
みなしている成員ほど「自己を向上させたい」と
するモチベーションが高いことを示している。さ
らに，他の成員との関係に満足している成員ほど，
「試合に勝とうとする」，「自主的に行動しようと
する」といったモチベーションが高いことも示さ
れているのである。このように，集団志向性の認
知は，部活動満足度だけでなく成員のモチベー
ションにも影響する可能性があろう。さらに，部
活動への満足度は，学校生活への満足度や学習意
欲へも波及する可能性がある（角谷・武藤，
2001 ; 石田・亀山，2006）。今後は，部活動に対
する満足度やモチベーションなど，あるいは，学
校生活への適応など，多様な指標を総合的に考慮
して部活動の集団志向性の認知の効果を検討する
必要があろう。
　本研究の結果，チームの課題志向性の認知の高
低にかかわらず関係志向性の認知が部活動満足度
に肯定的な影響を与えること，ただし，課題志向
性を低く認知しているときに，関係志向性の認知
が部活動満足度に及ぼす肯定的影響がより強くな
ることが明らかとなった。部活動満足度に及ぼす
課題志向性と関係志向性の交互作用効果の存在を
示したことは，本研究の重要な知見といえよう。
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The influence of perceived group orientation upon satisfaction  

regarding extracurricular activities : From a survey of collegiate  

women’s lacrosse players

HIDA Misao

  The purpose of this study was to examine the influence of perceived team’s group orientation （task ori-

entation and relationship orientation） upon member’s satisfaction of extracurricular activities. One hundred 

and ninety two collegiate women’s lacrosse players from seven university in the Kanto region and the Tohoku 

region answered the questionnaire.　Results indicated that when the perceived task orientation is relatively 

high, perception of the high degree of relationship orientation positively affects the degree of satisfaction for 

the team. When the perceived task orientation is relatively low, the positive influence exerted on the degree 

of satisfaction for the team by perception of relationship orientation becomes much stronger. 


