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.

緒

言

本研究は，高校運動部員の道徳判断の発達に着目
した研究である．道徳判断とは，Kohlberg1) が道徳
性発達理論として提唱したものであり，「道徳性の
判断の形式であり，その人の価値の決定の仕方や道
徳的規範，価値の捉え方に着目し，「～はやるべき
ではない」と考える理由，根拠を分析することによ
って明らかにされるものである．
」と定義される．
この Kohlberg の道徳判断を用い，スポーツ選手
の道徳判断の発達を見た研究は，欧米で多く行なわ
れているが，スポーツ活動特有の指導者と選手の密
な関係と道徳判断の関連は，まだ明らかにされてい
ない．スポーツ活動が，子どもの人格形成を促し，
道徳性の育成に寄与するならば，指導者やチームメ
イトといった親以外の重要な他者との関係が道徳判
断の発達とどのように関連しているのか明らかにす
ることは，非常に意義のあることだと考える．
しかし，親以外の重要な他者との関係は，親との
依存－独立の葛藤2) を経験し，心理的離乳3) と呼ば
れる親からの心理的自立を果たさなくては，適切な
関係作りは行いづらいとされている．
よって，本研究の目的は，高校運動部員の道徳判
断と，親との依存－独立の葛藤を果たし，重要な他
者との関係作りを行っていく一連の過程である対人
関係発達との関連を明らかにすることである．ま
た，指導者からの影響を部員 1 人ひとりの視点から
把握するために，「自分（影響者）の望むように他
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者（被影響者）の意見・態度・行動を変化させるこ
とのできる能力」である社会的勢力4)を用いて，道
徳判断の発達にどのような勢力が影響を与えている
のかも明らかにする．

.

方

法

本研究は研究 1 と研究 2 の 2 回に分けて研究し
た．研究 1 では，平成20年 5 月から 6 月に高校運動
部員301名（年齢範囲1518歳，M＝16.5, SD＝0.64）
を対象に質問紙調査を行い，研究 2 で用いる尺度の
信頼性と妥当性が確認された．
研究 2 では，平成20年 6 月から 7 月に高校運動部
員294名（年齢範囲1518歳，M＝16.5, SD＝0.63）
を対象に研究 1 で作成した尺度に，道徳判断質問紙
DIT 日本版を加えて質問紙調査を行い，高校運動
部員の道徳判断と対人関係発達の関連を検討した．
また，道徳判断に与える，対人関係発達と社会的勢
力の影響も検討した．

.

結

果

まず，親との依存－独立の葛藤と指導者やチーム
メイトといった重要な他者への信頼感の 2 要因にお
ける各群間の道徳判断得点 DP 値の差の検定を， 2
要因の分散分析で行った結果，DP 値に対して重要
な他者への信頼感に主効果が確認された．一方，親
との依存－独立の葛藤には主効果は確認されなかっ
たが，交互作用は確認された．
そこで，交互作用が顕著に見られた，低依存・高
独立群への「指導者・友人への信頼感」の単純主効
果を見てみると，指導者と友人への信頼感が共に高
い群と，指導者への信頼感が高く・友人への信頼感
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が低い群が比較的高い値を示し，指導者と友人への
信頼感が共に低い群が，最も低い値を示した．そし
て，Tukey の多重比較を行った結果，それぞれに 1
水準，0.1水準で有意な差が確認された．
次に，フェイスシート上で問うた重要な他者を，
監督とチームメイトとした各群に対し，対人関係発
達の 4 要因，指導者の社会的勢力 4 因子の計 8 因子
を DP 値を説明する要因とした重回帰分析を行なっ
た．監督を重要な他者とする部員は，「正当勢力」
と「指導意欲勢力」に 5水準で有意な正の係数が
示され，
「親からの独立欲求」は，5水準で負の係
数が示された．また，部活の友人を重要な他者とし
た部員は，「友人への信頼感」が 1水準，「専門勢
力」が 5水準で有意な正の係数が示された．
罰勢力に関しては，誰を重要な他者としようと，
部員の道徳判断に影響を与えていなかった．

.

考

察

まず，低依存・高独立群への「指導者・友人への
信頼感」の単純主効果の結果によると，低依存・高
独立とは親との心理的離乳を果たした状態であると
解釈でき，なおかつ重要な他者への信頼感が高いほ
ど，道徳判断の値も高くなるということから，親か
ら自立できている部員にとっては，部活動の重要な
他者との関わりが，道徳判断の発達に寄与している
可能性が示唆された．これにより，自我発達と道徳
判断に関連性があることが確認されたため，逆に親
との依存－独立の葛藤を適切に処理できていない部
員は，部活動内の対人関係より，まず親からの自立
を促すことを優先した方が良いであろう．しかし，
先行研究では重要な他者の存在が親からの自立を促
すことが報告されているため，指導者からのアプ
ローチも自我発達に必要であると考えられる．いず
れにしても，道徳判断の発達には，親との依存－独
立の葛藤を克服しているのかどうかが前提条件とな
ることが示唆された．
また，高校運動部員の道徳判断の発達に，対人関
係発達と指導者の社会的勢力の与える影響をみてみ
ると，重要な他者を監督とした部員に関しては，
「正当勢力」と「指導意欲勢力」の影響が強く，部
活動内での監督との指導享受関係が適切に形成され
ており，監督の権威性を受け入れやすくなっている
状態と考えられる．実際の指導では，監督の権威を
示し，熱意を込めた指導を行っていくことが，部員
の道徳判断の発達を促す要因であることが示唆され
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た．重要な他者を部活の友人とした部員に関して
は，「友人への信頼感」と「専門勢力」の影響が強
いため，部活の組織運営は仲間同士で行い，指導者
には競技の専門的なところを指導してもらうという
スタンスが，道徳判断の発達を促す環境を生み出し
ていると考えられる．
また，重要な他者を誰にしていようと，罰勢力は
部員の道徳判断に影響は与えていなかったが，先行
研究では罰勢力は性格特性によって影響が異なって
くるという報告がされているため，本研究で用いた
以外の性格特性を考慮した変数により，再度検討し
なおす必要がある．

.

結

論

本研究の結果から，以下の結論が得られた．
 低依存・高独立群において，指導者や友人への

信頼感が高い方が，部員の道徳判断も高くなる
ことが明らかになった．
 重要な他者を監督とする部員には，

「正当勢力」
と「指導意欲勢力」が部員の道徳判断に影響を
与えていることが明らかになった．
 重要な他者を部活の友人とする部員には，
「友

人への信頼感」と「専門勢力」が部員の道徳判
断に影響を与えていることが明らかになった．
 罰勢力に関しては，誰を重要な他者としよう

と，部員の道徳判断に影響を与えなかった．
（当論文は，平成20年度順天堂大学大学院スポー
ツ健康科学研究科の修士論文を基に作成されたもの
である）
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