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Abstract
The purpose of this study was to examine the relationship between commitment and mental maturity in
a college baseball team formed with many members. The survey was conducted on 364 male members
from 3 college baseball teams. The questionnaire aimed to measure the commitment scale for the student
baseball teams and mental maturity for athletes.
The results were summarized as follows:
1) The commitment scale for the student baseball teams consisted of ˆve factors.
2) A high scorer of three factors ―``clear meaning of sports activity'', ``self-understanding'', ``independent achievement orientation''― was high the score of four factors―role commitment, manager
commitment, normative commitment, and adherence commitment―.
3) All factors of commitment were positively related to ``clear meaning of sport activity'', and three
factors ―role commitment, normative commitment, and adherence commitment― were particularly
related to ``clear meaning of sport activity''.
4) It was shown that there were low positive correlations between ``self-understanding'' and the four
factors of role commitment, manager commitment, adherence commitment, and human relations commitment.
5) Four factors ―role commitment, manager commitment, normative commitment, and adherence
commitment― were positively related to ``independent achievement orientation'', and two factors ―
role commitment and normative commitment― were particularly related to ``independent achievement
orientation''.
6) It was suggested that ``mental stability'' and ``physical controllability'' were not closely related
with either factor of commitment, but then ``mental stability'' was related to two factors, which were
role commitment and human relations commitment.
From these results, it was suggested that commitment was related to mental maturity. Moreover, the
possibility was suggested that commitment ‰uctuated depending on the changing process of mental
maturity except ``mental stability'' and ``physical controllability''.
Key words: commitment, mental maturity, college baseball
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緒

言

野球はわが国において最もポピュラーなスポーツ
の一つとして発展してきた． 1990 年代以降，サッ
カーの台頭や娯楽の多様化などによって，長らく続
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いてきた野球人気の衰えも指摘されてきたが，近年

十分な施設を整備することは大学野球では難しく，

ではメジャーリーグにおける日本人選手の活躍や，

多くの部員を抱えるチームにおいては制約された条

ワールドベースボールクラシックでの連覇など，改

件下でその運営が行われていると思われるからであ

めて野球という競技やプロ野球の存在感を印象づけ

る．つまり，部員数が増えるほどチームの活動への

る事象が続いている．その一方で，野球草創期から

参加機会を限定される立場にある部員が増加してい

中心的役割を担っていた学生野球は1950年代以降，

るものと推察され，これは部員数の増加の持つネガ

プロ野球が隆盛をきわめたことにより，特に大学野

ティブな側面の存在を示唆するものである．しか

球の人気は低迷の一途をたどってきたが，近年では

し，実際には退部者の数がさほど多くない．このよ

スター選手の登場により，再び注目を集めるように

うに部員が辞めることなく，その数を増やしている

なっている．

ことの背景には何が存在しているのであろうか．

2009年度の全日本大学野球連盟30)の報告では，加

これまで，運動部活動については参加，継続，退

盟校数，登録部員数ともに前々年度から漸増傾向に

部に関して様々な研究がなされてきたが，その中で

あることが示されている（表 1 ）．全日本大学野球

ドロップアウトという現象がこれらの鍵概念として

連盟に加盟する主要リーグのほとんどで 1 チームあ

注目されてきた．このドロップアウトには「スポー

たりの平均部員数が100名程度からそれ以上となっ

ツによるドロップアウト」と「スポーツからのドロ

ている（表 2 ）．競技人口の確保に苦慮する競技も

ップアウト」があり28)，前者に関しては，とりわけ

存在する中で，部員数が多いことや部員数の増加と

バーンアウト・シンドローム（燃え尽き症候群）と

いう現状は好ましいものと考えられるが，大所帯の

の関連が14)29)，後者に関しては中途退部要因との関

チームが多数の部員に均等な活動機会を提供し，活

連の研究が散見される2)3) ．両者に共通するのは

動可能な時間や施設，あるいは指導者を確保するこ

「なぜやめてしまうのか」という側面に注目してい

とができているかどうかは疑問である．なぜなら，

る点である．これに対し，山本25)26)や山本ら27)は大

プロチームのように多数のスタッフを揃えることや

学運動部に所属する競技者を対象とした運動部への
参加動機について検討している．注目すべきは，対

表1

人関係が退部要因として挙げられてきた2)3) のに対

加盟校数と登録部員数の推移

して，対人関係が継続を促している可能性を示唆し

加盟校数

総部員数

平均部員数

2007年度
2008年度

370

20,147

54.5

374

21,506

57.5

が逆に継続要因へと転換している可能性を指摘して

2009年度

377

22,382

59.4

いる．また，退部によって種々の問題が発生するこ

（全日本大学野球連盟，2009より作成）

ている25)～27)点であり，先行研究における退部要因

とを避ける「回避」や，最後まで競技活動を続ける
ことにこだわる「固執」，就職に有利であることが

表2

主なリーグにおける加盟校数と登録部員数
加盟校数 総部員数 平均部員数

運動部参加の理由であるという「社会的有用性」と
いった，必ずしもポジティブとはいえない要因によ

6

734

122.3

って運動部への参加が規定されているケースが存在

東都大学野球連盟

21

1,549

73.8

する可能性も指摘している25)～27) ．このように，退

首都大学野球連盟

15

1,400

93.3

関西学生野球連盟

6

633

105.5

部者がさほど多くないという現状の背景には，山

関西六大学野球連盟

6

584

97.3

九州六大学野球連盟

6

597

99.5

いえない要因が存在しているのではないかと思われ

福岡六大学野球連盟

6

637

106.2

る．しかし，「補欠選手を運動部へと積極的に関わ

東京六大学野球連盟

（全日本大学野球連盟，2009より作成）

本25)26)や山本ら27)の指摘するようなポジティブとは

ら せて い る独 特な 要 因に つ いて は明 ら かで はな
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い｣26) と述べているように，補欠選手が積極的に関

ティーの発達を意味するものであるとして，それを

わる独特の要因の存在を示唆しつつも，それがどう

「スポーツ選手としての心理的成熟」としている．

いったものであるかは言及されず，あくまでやむを

さらに杉浦17)は，この概念の実証的研究において，

得ず運動部に参加している要因を明らかにするにと

練習意欲や競技継続に関係する要因と，試合におけ

どまっている．補欠選手が大多数を占める大所帯の

る実力発揮に関係する要因を抽出した上で，スポー

チームにおいてより良いマネジメントを行うために

ツ選手が危機に直面し，さらに考え方を変化させる

重要なのは，むしろ部員が積極的に関わる要因を把

ことによって心理的成熟が向上する可能性があると

握することであると考える．

述べている．ところで，この心理的成熟という概念

これらの先行研究を踏まえた上で，本研究では組

は主に「なぜ競技を続けるのか」という側面に焦点

織コミットメントに注目する．組織コミットメント

が当てられたものであるが，コミットメントは「な

は企業および企業に所属するメンバーを対象にした

ぜ組織にとどまるのか」，「なぜ組織に没入していく

ものであるが，これをスポーツ場面に援用し，部員

のか」という部分に焦点を当てたものである．野球

の所属を規定している要因のみならず，チームの活

においては，上位のカテゴリーに進むにつれて競技

動に対する姿勢に影響を与える因子を明らかにする

人口が淘汰され，競技レベルの高い大所帯のチーム

ことで新たな知見を得られると考えられる．組織コ

においては出場機会をめぐる激しい競争が生じてい

ミットメントとは「組織と従業員との関係を特徴づ

ることから，杉浦16)～18) の述べる参加動機に対する

けるとともに，組織におけるメンバーシップの継続

「危機」が特に多く存在していると思われる．一方

の決定に関して影響を持つ心理的状態｣11) と定義さ

で，そのような参加動機に対する危機を多様に孕ん

れ ， Allen & Meyer1) が 提 唱 す る よ う に 感 情 的 要

でいると思われるチーム内にあって，個人の立場に

素，存続的要素，規範的要素の 3 次元からなる概念

関係なくチームへの何らかの貢献を果たすことが求

として捉えられている11)19)．ここでいう感情的要素

められ，そこでチーム内の競争とチームへの貢献と

とは「組織への感情的な愛着，同一化，没入｣11)と，

いう二律背反のジレンマを抱える部員は少なくない

存続的要素は「組織を離れる際に伴うコストの認

ものと思われる．コミットメントは個人と組織の関

知｣11) と，規範的要素は「組織に残る道徳的義務の

わりあいの程度を表すものであるが，個人が「なぜ

自覚｣11) とそれぞれ定義されるものである．さらに

競技を続けるのか」という側面は個人が組織にとど

個人がコミットメントを形成する対象としては組織

まることや没入していくことの以前に重要な側面で

以外に目を向ける「多重コミットメント」を想定す

あると思われ，心理的成熟がコミットメントについ

ることが必要であると指摘されており11)12)19)21)22)，

ての重要な先行要因となりうるものと考えられる．

さらに，組織コミットメントが注目される中で，ど

また，杉浦16)～18)が指摘するように，部員は危機に

のような要因が組織コミットメントに影響を及ぼす

直面しながらも考え方を変化させていく中で，自ら

の かと い うこ とが 重 要な 研究 テ ーマ とさ れ てき

の置かれた立場などとのコンフリクトを克服しなが

た10)19)．

らコミットメントを醸成していくことも考えられる．

本研究では，コミットメントに関連する要因とし

そこで本研究では，コミットメントと関連する要

て「スポーツ選手としての心理的成熟」に着目する

因として心理的成熟に焦点を当て，両変数の関係を

こととした．杉浦16)17)は，スポーツへの参加動機が

検証することを目的とする．まず研究 1 において野

スポーツ選手の行動・心理を左右する中核的な心理

球部における部員のコミットメントを測定する尺度

的概念であるとし，スポーツ選手の参加動機の適応

を作成し，研究 2 においてコミットメントと心理的

的な変化のプロセスこそが，スポーツ選手の動機づ

成熟との関係について検討を行う．そして，これら

けの発達であり，スポーツ選手としてのパーソナリ

の分析を通して，部員のマネジメントにおいて，指
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導者がより多角的な把握を可能となる指標を見出す

析の結果から 26 項目を分析から除外することとし

ことが最大のねらいである．

た．これらの項目を除くことで Item-Total 相関係

. 〔研究〕野球部における部員のコミッ
トメント尺度の作成
. 方法

数は r ＝ .31 ～ .73 と高い数値を示し，信頼性が検証
された．これは内的整合性が高いことを示している．
.. 因子分析
（主因子法・バリマックス回転）
42項目で因子分析

.. 調査対象

を行い，解釈可能な 7 因子を抽出した．7 因子の分

2006年度高校野球都道府県大会の上位校と大学野

散は 41.36 を占めていた．いずれの因子において

球中央リーグおよびそれに準ずるレベルの地方リー

も因子負荷量0.35以上の項目を取り上げ，因子負荷

グ所属校に分類されるチームの部員を対象とした．

量の低いその他の項目については削除した．さらに

今回の調査は，これに該当する高校 2 校に所属する

因子負荷量の高い項目の中から各因子の内容と適合

男子部員86名，大学 2 校に所属する男子部員87名の

しない項目を選び，削除した．その結果，7 因子構

合計173名を対象に行った．

造を持つ27項目を選出した．さらにこの27項目につ

.. 調査時期

いて因子分析（主因子法・バリマックス回転）を行

2006年 9 月
11月に実施した．

ったところ，因子の解釈と命名が可能であったのは

.. 調査手続き

第 6 因子までで，各因子の内容と適合しない項目を

チーム側から調査の承諾が得られた後に，質問紙

削除した結果，6 因子26項目を選出した． 6 因子の

調査法によって実施された．無記名で回答を求め，

分散は46.93を占めていた．

回答の際には質問紙の回答結果が本研究以外の目的

.. 因子の解釈および命名

で使用されることはなく，回答者に不利益が生じる

第 1 因子はチーム内における役割やその遂行によ

ことがないようプライバシーは厳重に守られること

ってチームに貢献することに対するコミットメント

を説明した．得られた回答は SPSS 10.0J for Win-

であることから「役割」と命名した．第 2 因子は指

dows を用いて分析を行った．

導者に対するコミットメントであることから「指導

.. 質問紙の構成

者」と命名した．第 3 因子はチームの目標やチーム

感情的，存続的，規範的の 3 つの要素から成る組

に対する忠誠など，規範的なコミットメントである

織コミットメント，指導者，同僚，組織目標，役

ことから「規範」と命名した．第 4 因子は野球とい

割，プレー，競技の各対象へのコミットメントを調

う競技そのものに対するコミットメントであること

査した．組織コミットメントについては企業に勤務

から「競技への執着」と命名した．第 5 因子はチー

する従業員向けに Meyer & Allen11) が作成した Or-

ムからの離脱に対する認識やチームへの感情的なコ

ganizational Commitment Scale の各質問項目（24項

ミットメントであることから「感情」と命名した．

目）を適宜野球部の部員用に改変して使用し，さら

第 6 因子はチームから離脱することに伴うコストの

に各要素や各対象に相応の野球部場面を想定した質

認知を表す存続的なコミットメントであることから

問項目を加えた合計68項目を野球部における部員の

「存続」と命名した．

コミットメント尺度の項目とした．「全く当てはま

野球部における部員のコミットメントとして，こ

らない」の 1 から「非常によく当てはまる」の 5 ま

れらの 6 因子が得られたことで因子的妥当性が検証

での 5 件法による評定尺度で回答を求めた．

された．これは構成概念妥当性が検証されたことを

. 結果

示す．

.. 度数分布および項目分析

.. 信頼性の検証

有効データ173について，度数分布および項目分

Cronbach の a 係数は第 1 因子で a ＝ .81 ，第 2 因
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子 で a ＝ .83 ， 第 3 因 子 で a ＝ .68 ， 第 4 因 子 で a

究 1 で作成した野球部における部員のコミットメン

＝.76，第 5 因子で a＝.67，第 6 因子で a ＝.66であ

ト尺度を用いた．

った．第 1 因子，第 2 因子，第 4 因子ではいずれ


◯

スポーツ選手としての心理的成熟尺度

も .70 以上であり，信頼性が検証された．第 2 因

部員の心理的成熟を測定するものとして，杉浦17)

子，第 5 因子，第 6 因子ではいずれも .70 を下回っ

によって作成された心理的成熟尺度を用いた．この

ており十分な値とはいえないが，尺度全体としては

尺度は「明確な目的」，「自己把握」，「自律的達成志

比較的高い信頼性が検証されたといえよう．

向」，「精神的安定性」，「身体的統制感」の 5 つの下

以上の結果から，野球部における部員のコミット
メント尺度の妥当性，信頼性が検証された．

. 〔研究〕大学野球部における部員のコ
ミットメントと心理的成熟の関係につい
て
. 方法

位尺度からなり，32項目の質問項目で構成されてい
る．各項目について，「 1. 全く当てはまらない」か
ら「5.非常によく当てはまる」から 1 つを選択させ，
5 段階評定に対して 1
5 点と得点化した．

.. 野球部における部員のコミットメント尺
度の再検討
野球部における部員のコミットメント尺度は研究

.. 調査対象

1 において開発されたものであるが，研究 1 では高

関東圏所在の私立 A 大学， B 大学，関西圏所在

校野球部員と大学野球部員の双方を対象としてい

の私立 C 大学において硬式野球部に所属している

る．しかし，研究 2 においては対象を大学野球部員

男子部員364名を対象に行った．各チームは近年，

のみとしており，異なった因子構造になる可能性が

全国規模の大会に出場していることや，日本代表に

考えられたため，再度検証することとした．

選出された選手が所属していることから，わが国の

. 結果

大学野球においては最上位の競技レベルにあると考

.. 野球部におけるコミットメント尺度の因

えられる．被調査者の年齢は20.0±1.3歳であった．

子分析
質問項目の妥当性の検証

.. 調査時期




2009年 8 月に実施した．

野球部における部員のコミットメント尺度の各項

.. 調査手続き

目に対する回答について Item-Total 相関分析を行

チーム側から調査の承諾が得られた後に，質問紙

ったところ，2 項目で著しく低い相関を示したため

調査法によって実施された．無記名で回答を求め，

因子分析から除外することとした．これらの項目を

回答の際には質問紙の回答結果が本研究以外の目的

除外することにより相関係数は r ＝ .32 ～ .87 という

で使用されることはなく，回答者に不利益が生じる

数値を示し，質問項目の妥当性は認められると判断

ことがないようプライバシーは厳重に守られること

した．

を説明した．得られた回答は SPSS 10.0J for Win-

 因子分析および解釈と命名


dows を用いて分析を行った．質問紙の構成は以下

野球部における部員のコミットメント尺度に対す

の通りである．

る回答について因子分析（主因子法・バリマックス

.. 使用尺度

回転）を行い，因子抽出基準を固有値1.00以上，因

野球部における部員のコミットメント尺度とス

子負荷量0.40以上としたところ，5 因子19項目が抽

ポーツ選手としての心理的成熟尺度を用いて調査を

出され，5 因子全てにおいて因子の解釈と命名が可

行った．なお，両尺度は相互に独立した尺度である．

能 で あ っ た （ 表 3 ）． 因 子 分 析 の 妥 当 性 を 表 す

 野球部における部員のコミットメント尺度
◯

KMO＝.87により，本研究における因子分析は有意

部員のコミットメントを測定するものとして，研

であるといえる．
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表3
因

子

質
11.

問

コミットメント因子分析結果
項

目

F1

仮に試合に出られなくても，チームに貢献するための役割
を果たすべきだ．

役割

第 2 巻第 1 号（通巻55号) (2010)

役割は，責任を持って最後までやり抜くべきだと思う．

0.66

23.

部員一人一人に何らかの役割があると思う．

0.62

20.

チームメイトの助けになることのためなら，少々の犠牲は
払っても良いと思う．

1.

試合に出て活躍すること以外に，チームの勝利に貢献でき
る役割があると思う．

18.

このチームの目標達成のために頑張ることは，とても素晴
らしいことだと思う．

12.

（a＝.86)

2.

0.49

0.81

人格が優れているから，このチームの指導者についていこ

0.78

うと思う．
監督やコーチの下で野球をやっているのが楽しいと感じる．

19.

どんなことがあっても，監督やコーチについていこうと思

0.70
0.61

う．

規範

24.

このチームは私の忠誠心に値する．

0.62

22.

このチームは，私にとっての個人的利益がたくさんある．

0.51

17.

今現在，このチームにとどまることは，願望同然の必要な

（a＝.69)

0.48

ことである．
13.

私は一つのチームに忠実に残る価値を信じることを教えら

0.44

れた．
競技への執着
（a＝.76)

7.

仮に怪我などでプレーができなくても，野球という競技に

0.92

携わっていたいと思う．
5.

どんな形であれ，野球に関わっていたいと思う．

4.

仮に今のチームを辞めたいと考えたとしても，チームメイ

0.58
0.60

トとの関係を考えると辞めないだろうと思う．
人間関係

8.

仮に今のチームを辞めたいと思ったとしても，出身チーム
のことや人間関係などを考えると，簡単に辞めることがで

（a＝.59)

F5

0.50

指導ぶりが素晴らしいものであるから，このチームの指導

10.

F4

0.56

者についていこうと思う．
指導者

F3

0.68

26.

（a＝.79)

F2

0.60

きないと思う．
9.

監督やコーチに対しては，いつも忠実でなければならない

0.43

と思う．
因子寄与率（)

11.39

11.24

7.80

5.81

5.76

累積寄与率（)

11.39

22.63

30.43

36.24

42.00

第 1 因子は，「仮に試合に出られなくても，チー

第 2 因子は，「指導ぶりが素晴らしいものである

ムに貢献するための役割を果たすべきだ」，「役割

か ら， こ のチ ーム の 指導 者 につ いて い こう と思

は，責任を持って最後までやり抜くべきだと思う」

う」，「監督やコーチのもとで野球をやっているのが

など，自らの立場にかかわらず，チームの中で個人

楽しいと感じる」など，指導者にコミットする程度

が担う役割を認識し，それを遂行する程度を表す因

を表す因子と解釈できることから「指導者」と命名

子と解釈できることから「役割」と命名した．

した．
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第 3 因子は，「このチームは私の忠誠心に値す

理的成熟尺度を構成する要素であるが，杉浦17)の指

る」
，
「今現在，このチームにとどまることは願望同

摘の通り，これら 2 つの要素を照らし合わせると測

然の必要なことである」など，チームへの忠誠や，

定される概念が異なると思われた．そこで本研究で

理屈抜きにチームにコミットする程度を表す因子と

は，明確な目的，自己把握，自律的達成志向を「自

解釈できることから「規範」と命名した．

己理解」，精神的安定性と身体的統制感を「心身の

第 4 因子は，「仮に怪我などでプレーができなく

安定」とし，以下の分析を行うこととした．

ても，野球という競技に携わっていたいと思う」な




ど，プレーするのみならず，競技に関わる程度を表

明確な目的，自己把握，自律的達成志向の 3 つの

す因子と解釈できることから「競技への執着」と命

下位尺度得点を合計した自己理解の得点をもとに，

名した．

被調査者を高，中，低の 3 つのグループに分類し，

コミットメントと自己理解との関係

第 5 因子は，「仮に今のチームを辞めたいと考え

これらを独立変数，コミットメント尺度における 5

たとしても，チームメイトとの関係を考えると辞め

つの下位尺度得点を従属変数として一元配置分散分

ないだろうと思う」など，他者との関係を表す因子

析を行ったところ，全ての下位尺度でグループ間の

と解釈できることから「人間関係」と命名した．

差が有意であったため（表 4 ），さらに Tukey 法に

以上により，これら 5 因子を野球部における部員

よる多重比較を行った（図 1）．

のコミットメントの下位尺度とした．高校野球部員

多重比較において各群間に有意な差が認められた

と大学野球部員を対象とした研究 1 においては 6 つ

のは役割，規範，競技への執着の各コミットメント

の因子が抽出されたが，最上位クラスの大学野球部

因子であった．指導者では高群が中群，低群のそれ

員のみを対象とした研究 2 においては 5 つの因子が

ぞれよりもコミットメントが高くなっていた．ま

抽出された．なお，全ての因子において高得点ほど

た，人間関係では有意な群間差こそ認められたが，

コミットメントが高いと評価されるものとなってい

その後の多重比較においては各群の間に有意な差は

る．

認められなかった．

 尺度の信頼性の検証


 コミットメントと心身の安定との関係


因子分析によって得られた各因子について Cron-

精神的安定性，身体的統制感の 2 つの下位尺度得

bach の a 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ， 第 1 因 子 a

点を合計した心身の安定の得点をもとに，被調査者

＝ .79 ，第 2 因子 a ＝ .86 ，第 3 因子 a ＝ .69 ，第 4 因
子 a ＝ .76 ，第 5 因子 a ＝ .59 という結果が得られた

表4

自己理解得点群別のコミットメント平均得点
の比較

（表 3）．第 3 因子，第 5 因子では a＝.70を下回って
おり，杉浦17)の心理的成熟尺度の信頼性との比較に

高
中
低
（n＝112) （n＝152) （n＝100)

おいてやや低い値もみられるものの，尺度全体とし
ては概ね信頼性が検証されたと判断した．
.. コミットメントと心理的成熟の関係

役割

27.21
（2.71)

25.83
（2.99)

23.75
（3.35)

35.24

指導者

13.53
（3.74)

12.12
（3.52)

11.93
（3.17)

7.04

規範

15.14
（2.66)

13.88
（2.60)

13.03
（2.65)

17.44

8.29

7.66

20.14

（2.10)

（1.97)

6.56
（2.16)

11.95
（2.73)

11.35
（2.31)

11.18
（2.11)

3.13

 心理的成熟の解釈


杉浦17)は心理的成熟尺度を構成する 5 つの下位尺
度について，明確な目的，自己把握，自律的達成志
向からなるものと，精神的安定性，身体的統制感か
らなるものと，大きく 2 つの要素に分け，前者は練
習への意欲や競技継続に関係し，後者は試合での実
力発揮に関係すると述べている．これらはともに心

F値

競技への執着
人間関係

上段M，下段(

)SD, p＜.05, p＜.01
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図1

表5

自己理解得点群別のコミットメント平均得点比較

心身の安定得点群別のコミットメント平均得
点の比較
高
中
低
（n＝121) （n＝167) （n＝76)

F値

役割

25.40
（3.66)

25.85
（3.03)

25.76
（3.22)

指導者

12.48
（3.83)

12.99
（3.24)

11.45
（3.59)

5.04

規範

13.97
（2.97)

14.28
（2.44)

13.62
（3.00)

1.55

7.35

7.30
（2.30)

2.44†

（2.17)

7.81
（1.93)

11.22
（2.51)

11.65
（2.22)

11.54
（2.65)

1.14

競技への執着
人間関係

上段M，下段(

第 2 巻第 1 号（通巻55号) (2010)

.67

有意な群間差が認められたのは指導者のみで，心
身の安定における中群が低群よりもコミットメント
が高くなっていた．また，競技への執着においては
群間差の有意傾向が認められた．他のコミットメン
ト因子において群間差は認められなかった．
. コミットメントと心理的成熟の相関
大学野球部における部員のコミットメントと心理
的成熟との関連およびその強さを検討するため，両
尺度における下位尺度得点をもとに，コミットメン
ト の各 下 位尺 度と 心 理的 成 熟の 各下 位 尺度 間の

)SD, †p＜.10, p＜.01

．
Pearson の積率相関係数を算出した（表 6）
役割は身体的統制感を除く全ての下位尺度との間
に有意な相関がみられ，規範は明確な目的，自律的
達成志向，身体的統制感と有意な相関を示した．特

を高，中，低の 3 つのグループに分け，これらを独

に役割と規範においてそれぞれ明確な目的，自律的

立変数とし，コミットメント尺度における 5 つの下

達成志向と関連が認められた．指導者は精神的安定

位尺度得点を従属変数とした一元配置分散分析を行

性を除く全ての下位尺度との間に有意な正の相関が

ったところ，指導者においてグループ間に有意な差

示されたが，全体的に低い相関であった．競技への

がみられたため（表 5 ），さらに Tukey 法による多

執着は明確な目的，自己把握，自律的達成志向と有

．
重比較を行った（図 2）

意な相関を示し，その中でも明確な目的との間には
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図2

表6

心身の安定得点群別のコミットメント平均得点の比較

コミットメント下位尺度と心理的成熟下位尺
度の相関係数
明確な 自己 自律的 精神的 身体的
目的 把握 達成志向 安定性 統制感

役割
指導者
規範

.44 .18
.13 .11
.30 .08

競技への執着 .39 .18
人間関係
.14 .19

.34 －.17 .04
.23 －.08
.16
.37 －.08
.16
.26 －.07
.05
.07

9

－.15 .01

p＜.05, p＜.01

関係を示した指導者と規範を除いて関連がみられな
かった．
. 考察
.. コミットメントと自己理解の関係
役割因子における項目からも分かるように，役割
に対するコミットメントには付与された役割に対す
る責任を果たすかどうかという側面と，自発的に何
らかの役割を見出し，それを遂行することの必要性
を感じるか否かという側面がある．付与された役割
に対する責任を果たすかどうかという側面では，自

中程度の相関がみられた．人間関係は自律的達成志

己理解が高い部員が何らかの役職に就くことで明確

向，身体的統制感を除く 3 つの下位尺度と有意な相

な役割を与えられていることが考えられるし，逆に

関を示したが，いずれも弱い関連を示すにとどまっ

責任を負うべき役割を付与されたことで自己理解が

ている．また，精神的安定性との間に低いながらも

高まったということも考えられる．いずれも，個人

負の関連が認められた．

とチームとを結びつける明確な役割が存在している

全体を通してみると，明確な目的が全てのコミッ

という前提である．しかし，自発的に役割を見出

トメント因子と正の相関関係にあり，自己把握，自

し，それを遂行する事の必要性を感じるか否かとい

律的達成志向が 4 つのコミットメント因子と正の相

う側面は，明確な役割を負っているかどうかに関わ

関関係にあることが示された．また，精神的安定性

らず，個人が役割に対して積極的に向き合うべきで

は役割，人間関係と低い相関関係にあったものの，

あるということである．つまり，自己理解の高い部

いずれも負の相関であり，身体的統制感は正の相関

員ほど，とにかく何らかの役割を見出して積極的に
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チームに関与することを重要視しているという側面

のことからは，安部の「無私と奉仕こそ野球競技に

が強く浮かび上がってくる．また，規範においても

は最も重要な心構えである｣4) という考えや，飛田

役割と同様の結果で，自己理解が高く，能動的に活

穂洲が「補欠もチームの一員であり，勝利に貢献し

動している部員ほど理屈抜きにコミットしているこ

ているのだと述べ，協同心を説いて｣20) きた団体的

とが示唆された．これらの結果からは，特に個人が

精神を現代の指導者も重視していることがうかがえ

組織にどう関わっていくかという側面を取り上げた

る．以上より，指導現場において野球という競技が

役割と規範という 2 つのコミットメントについて，

教育的なツールとして強く認知されている13)ことに

自己理解が重要な要因となっている可能性があるも

加え，指導者が「個人がチームのために何をするか」

のと考えられる．

という視点を持つことや個人よりもチームにプライ

さて，役割に対するコミットメントや規範的なコ

オリティーを置くことの重要性を指導しているもの

ミットメントと自己理解との関係を理解する上で，

と思われる．その結果として自己理解の高い部員に

わが国の学生野球における指導現場の現状を鑑みず

あっては，個々の活動にのみ没入することをよしと

に考えることはできないだろう．指導者が野球を通

せず，チームにおける自らの役割やチームそのもの

じた教育を主眼に置いているという功力5)～7)の考察

に対しても没入する傾向にあるのではないかと考え

や，学生野球を「野球の実践を通じて，より人間性

られる．その一方で，自己理解の低い部員について

を高める修養の場として位置づけているようにみえ

は，役割やチームに没入できるほどに自身以外に関

た｣9) という指摘があるが，その背景としては，武

心が及ばない可能性が高いのではないかと推察され

士道精神が強く反映されてきたこと8)23)や，そもそ

る．もちろん，自己理解には個々の部員がチームの

もわが国の野球の起点が学校という教育機関である

中でどのような位置づけにあるかということに対す

といった歴史的な経緯が考えられる．他にも，安部

る理解も含まれており，自らの立場を明確に認識で

の「常に心身を鍛錬し，人間完成に努める修養が肝

きればチームにどう関与するべきかという判断をし

要である｣4) といった考えや，飛田23) の「日本の学

やすくなると思われる．しかし，それを背景から支

生野球は修養の野球」
，「スポーツの目的が，精神の

えているのは既述のような指導の現状であると考え

訓練にある」
，
「学生野球のコーチになると，技術的

る．

に造り上げるというよりも，これを人間的に造り上

指導者では高群が中群，低群よりも有意に高くな

げねばならぬ」といった学生野球の在り方を形成し

っていた．自己理解が高い部員は能動的に活動を行

てきた理念が挙げられる．さらに，日本学生野球憲

っている可能性が高いと思われる一方で，自己理解

章15)においても学生野球は「心と身体を鍛える場」

が低い部員は漠然と部に所属し，受動的に活動を行

であり，学校における
「教育活動の一環として展開」

っている可能性が高いと思われる．競技スポーツで

されることによって「普遍的な教育的意味を持つも

ある以上は指導に叱咤が伴うことや，練習がハード

のとなる」と定められている．これらの理念が浸透

な内容であることも想定され，部員にとっては精神

していることは渡辺ら24)が指導者の役割や指導の根

的，肉体的苦痛を感じる場面は少なくないと考えら

本として「人間形成」
，「心を鍛える」
，「修業」とい

れるが，練習を主とした日々の活動を監督し，部員

ったものを挙げていることからもうかがえる．ま

を指導するのは指導者の役割である．つまり，自己

た，同様に渡辺ら24) が「集団のモラルの維持」や

理解の低い部員は受動的であるがゆえ，日々の活動

「チームのために何をするのかという目的意識」，

について指導者に「やらされている」という認識が

「責任を必ず果たす」といった組織の中の個人の在

より強くなり，指導者に対するコミットメントが低

り方から「支援グループを重用する」などベンチ外
の部員への積極的なフォローにも言及している．こ

くなっているのではないかと推察される．
競技への執着では自己理解が高い部員ほど，競技
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に対して執着心を持っていることが示唆された．山

視してチームにとどまる部員の存在を否定するには

本25)26)や山本ら27)は運動部への参加動機の一つとし

至らず，いずれにせよこの点は更なる検証の余地が

て競技活動への固執を挙げ，それが必ずしもポジテ

あると思われる．

ィブとはいえない要因であるとしているが，競技に

.. コミットメントと心身の安定の関係

執着することがネガティブな要因であると考えるこ

心身の安定との関係において有意な群間差がみら

とは適切ではないと考える．確かに部員数が多くと

れたのは指導者のみで，心身の安定が低い部員は指

も時間や施設は有限であり，勝利を追求する上では

導者に対してコミットする程度が低い可能性を示唆

練習をはじめとするチーム運営には効率の良さが必

するものと思われる．また，競技への執着において

要となってくると思われる．しかし，渡辺ら24)はベ

有意傾向が示されたが，自己理解との関係において

ンチ外の部員に対してレギュラー部員のサポートに

コミットメントの全ての下位尺度で群間差がみられ

あたらせるだけではチーム運営は成り立たないと指

たのに対し，心身の安定はコミットメントとさほど

摘している．また，多数のベンチ外の部員を活用す

関係がないように思われる．

るためには，多少の効率を犠牲にしても可能な限り

杉浦17)は，精神的安定性や身体的統制感といった

パフォーマンスを試すチャンスあるいは練習の機会

心理的成熟が身体的能力と切り離せないものである

を与えることや，技術の優劣のみで部員から野球を

と述べているが，これら身体的能力に依拠している

取り上げることなく競技に取り組める環境づくりが

要因が「なぜ組織にとどまるのか」，「どう組織に没

重要であり，どのような立場の部員でも目的意識を

入するか」という側面を表すコミットメントとは結

持たせるべきだと述べている24)．さらに，後述する

びつきにくいと考えられる．それゆえ，心身の安定

ように競技への執着は自己理解の中でもとりわけ明

がコミットメントに対してあまり関係の強い変数で

確な目的との関連が認められている．明確化された

はないものと推察される．

目的と関連して競技に固執することは，多くの部員

.. コミットメントと心理的成熟の相関

をチームの中で活用していくという運営方針におい

役割，規範は明確な目的，自律的達成志向とそれ

ては，必ずしもネガティブな要因とはならないので

ぞれ中程度の相関を示した．この結果はコミットメ

はないかと考えられる．

ントと自己理解の関係の項における結果と概ね合致

さて，人間関係は主にチームから離脱することに

するものであるが，やはり同様に学生野球の指導現

よってチーム内の立場や人間関係，出身校との関係

場における指導者の指導理念が背景として考えられ

などといった事象がマイナスに変化することを回避

るだろう．

しているという，いわばネガティブなコミットメン

指導者は，精神的安定性を除く全ての下位尺度と

トである．多重比較においては有意な差が認められ

の間に有意な正の相関が示されたが，全体的に低い

なかったが，群間差が有意であったという結果から

相関であった．コミットメントと心身の安定の関係

は，自己理解の程度によって人間関係に対するコミ

の項では，心身の安定が低い部員において指導者に

ットメントの程度が変わる可能性を否定することは

コミットする程度が低いという可能性が示唆された

できず，後述のコミットメントと心理的成熟の下位

が，精神的安定性が指導者とは無相関であるのに対

尺度間の関連についての検討において，人間関係が

し，身体的統制感と指導者の間には低いながらも関

明確な目的，自己把握と低いながらも関連が認めら

連が認められたことを踏まえると，試合における実

れている結果もそれを補完するものと思われる．し

力発揮に関わる要因の中でも身体的に充実している

かし，これまで退部要因として挙げられてきた対人

ことと指導者にコミットすることが関連しているの

関係が，逆に継続を促しているとの指摘25)～27) もあ

ではないかと思われる．

ることから，競技への意欲が低くても人間関係を重

競技への執着は明確な目的，自己把握，自律的達
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成志向と有意な相関を示し，その中でも明確な目的

りは，日々の活動における役割に対する認識の質が

との間には中程度の相関がみられた．山本25)26)や山

変容している可能性があると考えられる．一方で，

本ら27)は競技活動への固執が，必ずしもポジティブ

上述の人間関係と精神的安定性の関係についての考

とはいえない要因であるとしているが，この結果か

察と同様，マイペースな考え方が他者との関わり合

らは，ただ単に「何が何でも続ける」といったよう

いに何らかの関連があるとすれば，役割に対する認

な形で競技活動に固執しているというよりは，競技

識にも同様に負の関連があるのかも知れない．なぜ

の継続に対する何らかの明確な目的を持ちつつ競技

なら，役割というのはチームという組織において，

に執着している面も少なくないと考えられる．

他の部員や指導者などといった他者との関係の中で

人間関係は自律的達成志向，身体的統制感を除く

与えられたり見出したりするものである．つまり，

3 つの下位尺度と有意な相関を示したが，いずれも

他者の存在があってこその役割であり，周囲からの

弱い関連を示すにとどまっている．また，精神的安

評価などに対してマイペースであるかどうかという

定性との間に低いながらも負の関連が認められた．

点と無関係ではないと思われる．いずれにせよ，杉

精神的安定性は周囲からの評価や成績に対するマイ

浦17)のいう「やる気の質」を区別しうる指標を検討

ペースな考え方を示すものであるが17)，マイペース

するなど，さらなる検証の必要があると思われる．

な考え方と人間関係に対する認識とが関係している

.. 課題および今後の展望

のかも知れない．ここでいう人間関係とは，チーム

特にコミットメントと関係の強い変数であった明

メイトや指導者，出身チームやその関係者といった

確な目的と自律的達成志向が危機の経験による考え

他者との関係を指す．また，人間関係に対するコミ

方の変化によって向上しやすい特徴であるという杉

ットメントが高い場合は，自己の志向や行動に関わ

浦17)の結論を踏まえると，部員が何らかの葛藤を乗

る他者の存在を重要視しているということであり，

り越えながら心理的に成熟していくことで，チーム

逆に低い場合は自己の志向や行動に関して他者の存

の一員として没入していくといったように，コミッ

在を重要視していないということである．精神的安

トメントが変動する可能性もあるのではないかと思

定性はあくまで周囲からの評価や成績に対する考え

われる．本研究ではコミットメントと心理的成熟の

方を表すものであるが，自らの考え方や行動に関わ

関係にのみ焦点を当てており，心理的成熟がもたら

る他者の存在を重要視するかどうかという点と無関

されるプロセスについてはもちろん，コミットメン

係ではないと思われる．

トが変化するプロセスにも言及していない．しか

さて，注目すべきは役割と精神的安定性の間に低

し，転機の経験を通して肯定的な自己や明確な信念

いながらも有意な負の相関関係が認められた点であ

に基づいた行動が可能になり，そういった心理的成

る．しかし，役割が少なからず精神的安定性とネガ

長が困難な局面に対する耐性を持たせているという

ティブな関係にあることが示唆されたと早急に結論

という指摘17)からは，多くの困難な状況が待ち受け

づけることはできないと考える．なぜなら，先行研

る大所帯のチームにあっても，部員個々の心理的成

究において杉浦17)は，精神的安定性が明確な目的や

熟に伴ってコミットメントが変動する可能性が示唆

自律性といったものと必ずしも直接的につながるも

されたといえるのではないだろうか．

のではないと指摘し，精神的安定性が周囲からの評

チームの活動に対してポジティブなコミットメン

価や成績に対するマイペースな考え方を示すもので

トと自己理解との関連が示されたことはチームをマ

あり，マイペースな考え方は練習などに対するやる

ネジメントするという観点からも非常に重要である

気を減少させるのではなく「やる気の質」を変える

と思われる．なぜなら，心理的成熟は危機や転機を

ものであると述べている．これを踏まえると，役割

経て，思考が変化することによってもたらされるも

と精神的安定性がネガティブな関係にあるというよ

のであるが，自然発生的に部員が危機や転機を迎え
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て変化していくことを期待するだけではなく，部員

関関係にあったことを除き，精神的安定性，身体的

が危機や転機を迎えている場合に，悩みや不安に耳

統制感とコミットメントは関連していなかった．

を傾けることで心理的な成長を促した結果としてポ
ジティブなコミットメントが強化されるのであれ

文

ば，それは個人にとってもチームにとっても有益で
あり，指導者の果たすべき役割はその範囲まで及ぶ
べきであると考えるためである．
本研究ではコミットメントと心理的成熟の関係に
焦点を当てて検討してきたが，心理的成熟と部員の
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