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1．Play，文化理論を背景にしたスボーツ教

化は遊び（p1ay）の中で，遊び（p1ay）として発

育を

展してきた」ことを論証している。スポーツ
が文化であることはすでに常識であるといっ

「テニスをする」「野球をする」とい一う時に，
p1ay

to

sports．It

tennis，p1ay

baseba11という。

しかし，

てよい。ところが，わが国において今日なお

このplayは，「p1ay＋sport」以外の文化領域

スポーツが体育としてとらえられ，文化に対

でも使われている。「p1ay＋music」「p1ay＋

比させられている。例えば，課外活動をとっ

dance」

「P1ay

ても，体育系サークル，文化系サークルといっ

＋gamble」等々。従って，p1ayをフィルター

た分類をしている。これではスポーツの文化

にしてみるならば，スポーツ，音楽，ダンス，

的側面がなかなかみえてこない。

「P16y＋drama」

「Play＋9ame」

演劇，ゲーム，ギャンブル等，皆同じ仲間と

1986年に筑波大学で開催された日本体育学

いうことになる。かってヨハン・ホイジンガ

会シンポジウムで，21世紀に向けてのスポー

は，「ホモ・ルーデンス（遊戯人）」の中で，「文

ツをめぐるKeywordとして，レジャー，高
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齢化（人生80年），健康が，とりあげられた。

スポーツ享受能力をいかに高めるか，それに

こうした大きな流れの中で，大学体育（一般

学生たちのスポーツ行動をいかにとらえるべ

体育，正課体育という呼び名もout

きなのか，この原点に立ち戻って議論を深め

of

date

になってきている）は，生涯スポーツの時代

広げるために準備したものである。すでに

に向けての能力開発の機会として，モデル・

トータルな正課体育の改善の方向について

チェンジをはかっていかなければならないだ

は，本号の座談会特集で扱っているので，こ

ろう。これまでの大学体育は，あまりにも実

こではスポーツ行動のモデル化の方向をとり、

技指導中心に偏り過ぎてきたきらいがある。

あげ，次回以降，正課体育カリキュラムのあ

スポーツの価値の表現はいまや文芸，美術，

り方につなげ，発展させていきたいと思う。

音楽，ファッションに多岐にわたっている。

生涯スポーツに対する気づき，態度，プレイ
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能力を，総合的に開発するためには，大学体

私たちは，どのような行動プロセスを経て，

スポーツ行動プロセスについて

育は実技指導に加えて，理論教育面を充実す

スポーツのプレイを楽しむようになるのか。

べき時機にきている。現在，筑波大学体育セ

この問題を，企業経営のマーケティングの分

ンターの正課体育は，実技中心の専門種目

野で研究されてきた消費者行動モデルを参考

サービスになっている。しかし，この授業場

にしながら，考えてみたい。

面を生涯スポーツの能力開発の機会とするに

アメリカで古くから取りあげられてきた行

は，学生のスポーツ行動をトータルにとらえ

動プロセスはAIDAである。消費者は新商品

る方法論を持ち，そこに各論としての実技指

に対し，「おや！なんだろう」と注意

導を位置づける必要があろう。

（Attention）し，次に「おもしろそうだ」と

スポーツにしろ，音楽，演劇にしろ，また

興味（∫ntereSt）を持ち，「やってみたい」と欲

ダンス，文芸，美術，ゲームにしろ，これ牟

望（DeSire）を持ち，そして行為（λCtiOn）に移

楽しもうとすると，人間的に，技術的に，高

すという考え方である。この頭文字をとった

い能力を必要とする。そして，その能力を開

のがAIDAである。

発するためには，充実したハードウェア，ソ

R．J．ラビッジとG．A．スタイナーは，基本

フトウェアの環境が必要である。幸い，筑波

的にはこのAIDAに沿いながら，さらに細く

大学のスポーツ環境についていえば，わが国

とらえ，知覚（Awa．eness）→知識（Know1edge）

唯一といってもよい恵まれた環境にある。こ

→好意（Liking）→選好（Preference）4確信

のスポーツ生活環境で，いかにスポーツ享受

（Conviction）→購入（Purchase）の指標をとっ

能力を高めるか（スポーツの文化的側面の享

ている。R．H．コーレイは，広告効果；コミュ

受も含めて），そして結果として，スポーツ

ニケーションと効果の測定2）という視点か

の生活化を促進し，クオリティ・ライフの改

ら，知覚（Awareness）→理解（Comprehension）

善に寄与するか，いずれも魅力ある課題であ

→確信（Conviction）→購買（Purchase）の指標

る。

の有効性を提案している。F．M．ニコシアは，

筑波大学の正課体育をこのような問題意識

シミュレーション・モデルから消費者行動3）

にたって改善をはかると，それはそのまま「生

をとらえ，知覚（Awareness）→態度（Attitude）

涯スポーツ教育（学習）の支援システム」に応

→動機づけ（Motivation）→購買（Purchace）→

用できることになろう。このたびの私どもの

経験（Experience）の指標をとりだしている。

このdiscussion

paperは，この恵まれた筑波

大学のスポーツ生活環境の中で，学生たちの

このような消費者行動プロセスをとらえる
指標を，まだいくらでもあげることができる
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が，ここではプロセスをイメージしてもらう

アの態度は，認知レベルと感情レベルの両方

のがねらいであるので，このへんで整理して，

に入れた方がよさそうである。

以上，消費者行動モデルの指導を整理した

次にスポーツ行動モデルを考えてみたい。こ

れまでとりあげた指標を大まかに整理してみ

ものであるが，マーケティング分野のこれら

ると

研究成果は，スポーツ行動モデルを考えるに
あたっても，極めて示唆に富むものと思う。

認知レベル（COgnitiVe1eVe1）
感情レベル（affective1eve1）

なおスポーツ行動プロセスでは，購買

意欲レベル（COnatiVe1eVe1）

一（Purchase）を行為（Action），活動（Activity）

実施レベル（aCtiVe1eVe1）

に換えた方が適切であろう。

の4つに分けることができる。認知レベルに

これら消費者行動のプロセス指標の中で，

は，注意，知覚，知識，理解の指標が入る。

ここではF．M．ニコシアの考えを，スポーツ

そして，注意，知覚は新商品に対する気づき

行動モデルづくりの参考にしてみようと思

で，次に知識，理解で新商品のなんたるかを

う。それは反応プロセスの指標のユニークさ

知る。感情レベルには，興味，好意，選好の

だけではなく，モデル構造がスポーツの分野

指標が，意欲レベルには，確信，動機づけ，

に応用性が高いと思うからである。

欲望が，そして実施レベルには購買，経験の

F，M．ニコシアの消費者行動モデルの一般

指標が入るとみてよいだろう。F．M．ニコシ

的な解説はここでは割愛して，スポーツ行動

行動の次元

認知レベル
cognitive1evel

AIDA

ラヒソソ／
スタイナー

注意

知

（Attention）

覚

（一AWareness）

知

理

識

(Interest )

↓
解

（Comprehension）

:

覚

（Awareness）
↓

態度A
（Attitude）
*

(Attitude)

(L ik ing )

affective level

ニコシア
知

B

味

#f

囲
L/ :)V

覚

（Awareness）
↓
（Know1ege）

! 1, ;,

コーレイ
知

T

*
,

(Preference)
意欲レベル

（Desire）

COnatiVe1eVe1

確

信

（Conviction）

確

↓

実
実施レベル
aCtiVe

施

（Action）

購

信

（Conviction）

動機づけ
（Motivation）

↓

買

（Purchase）

leVel

購

↓

買

（Purchase）

購

買

（Purchase）

↓
経

験

（Experience）

注）菅波三郎／松田義幸r意思決定とシステム」日本経済新聞，昭和46年ユ46ぺ一ジの図，

反応プロセスに修正を加えたもの。

図1

反応プロセス
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弱められたりする。この強化修正の心的過程

に応用した場合の考え方を述べてみよう。話

をわかりやすくするため，ウィンド・サー

は，レオン・フェスティンガーの認知的不協

フィンを例にとってみたい。

和の理論（Theory

ofcognitive

dissonance4））

今日，青年たちであれば，夏のバカンスを

によってよく説明できると思う。イメージが

色彩るウィンド・サーフィンは，どういうス

過大でも，過小でも，実際の経験の方に修正

ポーツか，おおよそ知っている。しかし，筑

される。そして，ウィンド・サーフィンのプ

波大学の正課体育でとりあげた昭和52年頃

レイ能力が開発され，楽しさを享受できるよ．

ウインド・サーフィンがどんなスポーツであ

うになると，知覚・知識→態度→動機づけ→

るかわからなかったはずである。そこで，ウィ

行為→経験→知覚・知識→…とル丁プし，そ

ンド・サーフィンの普及をビジネスにする人

こにスポーツ学習効果が生まれる。また学習

たちは，テレビC

M，カラー雑誌広芦の背景

効果情報は，サービスの供給側にもフィード

に使ってもら・うよう働きかけたり，パブリシ

バックされ，それに基づいてサービスの質の

ティで扱ってもらうよう働きかけたりして，

改善をすることもできる。

青年たちにターゲットを絞り，盛んにメッ
セージを送り届けていた。これがF．M．ニコ

3

スポーツ教育の総合化

シアのいうところの露出である。青年たちは

F．M．ニコシアのモデルによると，認知，

感情，意欲，実施の各レベルの指標として

このメッセージになん度が接触し，「サーフィ

ンのようでもあるし，ヨットのようでもある

知覚率

し，水上スキーのようでもある」と気づくよ

知識率（態度A）（Know1edge）

Aw
K

うになる。これが知覚（Awareness）である。

態度率（態度B）（Attitude）

At

次にウィンド・サーフィンに気づいたなん人

勲機づけ率

（Motivation）

M

かの人たちが，さらに突っこんだ情報収集し，

活動率

（Activity）

Ac

ウィンド・サーフィンに関するおおよその知

（経験Experienceは活動率に含む）

（Awareness）

識（Know1edge）を持ち，これに「おもしろそ

となり，サービスをする供給側にとっての学

うだ」という気持ちを重ね，心的構え

習効果を図3のように想定することができ

（Predisposition）をつくる。これが態度

る。反応プロセスのパターンは，スポーツの

（Attitude）である。この態度はポジティブに

種目によって，違ってくるであろう。気軽に

も，ネガティブにも出る。「おもしろそうだ

誰もがプレイできるスポーツはパターンユ，

からやってみよう」「おもしろそうだけどリ

プレイの難度が高くなればパターン2のよう

スクもあるんじゃないか」「白分にはとても

になるだろう。ところで，これら指標を用い

できそうにない」などいろいろである。この

て，筑波大学学生のウィンド・サーフィンに対

うち「やってみよう」と思った人が，さらに

するt期，（t＋1）期の反応プロセスの変化

詳しい情報を求め，デモンスレーションに出

をみると，おそろくパターン2のようになる

かけたり，どこのスクールがよいかなどを調

のではあるまいか。もしこのような変化を認

べて，動機づけ（Motivation）られるところま

めることができたとすれば，t期から（t＋

でゆく。そしていろいろ実際に挑戦（行為の

1）期の間に，これだけのサービス効果があっ

Action，活動のActivity）し，経験（Experience）

たことになる。正課体育では，4年間に基本

を積むようになる。ここまでくると，実際に

は4種目選択であるが，開設種目は25あり，

経験する前に感じたイメージと実際との突き

各種目に対して学生全体の反応パターンを画

合わせが行なわれ，イメージが強められたり，

くことができる。しかし，現在の体育センター

一24一

封並阯⊥︑

h〜明轟

埋連gく璽
k︑〜＾・m

Qイし＼

寸．自

N．自

婁亨
Q益3
ω5

N．寸．目

■逃

一．寸．自

■量

令
〜1

約ハ竜

揮眠
oH︐H

岬む鼎︼故扇哨噌

ぺ鍵Q爾忙Qぐ

馬︸鰯

；．一

止︑心．卜劃蓮湘割迎〜

︵拭員

壇蛸運︶一
掴艮垣貝壁

担遅

s．一

︑ ＼

．り．自

■冬

トー

く磐Q刊瑠

oo．自

国蔀紅起

卜劃迦湘胴消迎〜

＼H而へ1．ζト山

鯉

へ−ギ︑・ス

〜担Q

一．自

バ 1て竜
9し＼ ト
o﹁．寸．自

蝶

寸．目

越

一．oつ︸．一

自壊

一拙糺蝸班Q似也昌
︐．ミ．︸

岬↓﹈面ム

ψ追

一曽

畑瞳ou工＼心．卜

寸嵩

剥蓮Q佃綱霜

㊤崖

瓠紐巧傾坦
岨曽
鯉

畔

︸鍵Q粛に

岨．−

トス

︵黒醐陣暮粋︶

封塩へー

妻

﹄

N因

．一

N．一

劃革Q︼土︑心︑卜

劃迦尖崎心一やH﹁誰一黒Q⁝淋剣

oo︑一

国鰍磐眠

ミト山り漏仁相綱紅〜Qト心□︺

寸．一

封迦埴載

︵黒醐川匪冒峠︶

十へ︑︑トトートQ辮剣

岬柚哀︺−⊥︑心︑h〜

撚唱也鍍
N昌

︑而ふ

ー㌣ト︸

幽鎖

バ．ト．︷

糊噌

﹂蜘
□．ト．H

Qイ拭如邊

o．一

封津籾鋼挺

25

軍溝
Q磁叶塁皿
oo．自

N．N．自

慣些幽漫
甥留Q刈
oo．o〇一．一

︑ーギ︑・︑

一．oつH．一

曽鴎

自1ト盤

紅

帥

拭導

止︑心ト曼埣相割紅
︸．目

幽濃Q＜

奥霊艶牒
へーギトX

oo男
一繭

g購牒
く

Q
d＼く

逆
汐
、

如甑Q刈く呈
里魑山囮

ふ

の学生に対するサービスは，4種目選択中心

ユOO％

一般パターン

であるから学生の二一ズとかなりミス・マッ
チしている。このミス・マッチを改善して，

反応プロセスのパターンを100パーセントの
方に向けて，上に押しあげていくためには，

50％

現在の体育センターのサービス・システム
を，スポーツ行動プロセス全体と関わるよう．
にしていかなければならない。具体的には，

スポーツ実技指導申心の現在のあり方から，

スポーツ理論とスポーツ実技指導の調整をは
かっていかなければならないであろう。

Aw→K→At→M→Acのプロセスで，Acを高
めようとすれば，その前のAw→K→At→M
のラインを上に押し上げる情報の提供がい

100％

る。これはなにも筑波大学の正課体育だけで

パターン1

はなく，わが国大学体育全体についていえる

（t＋ユ）期

問題である。

先のウィンド・サーフィンに戻して考える
ならば，プレイ能力の向上につれて，スポー

50％

ツに対するものの見方，考え方，感受性の心

t期

的構え（p．edisposition）がどのように豊かに

なったか，つまり態度変容がおきたかを，レ
ジャー理論，プレイ理論が背景におきながら，

認識させることが重要である。そのような認
識の広がりと深まりがまたプレイを楽しくし
てくれるはずだからである。これは昭和52年

100％

頃に，ウィンド・サーフィンについて，学生

パターン2

たちにグループ・インタビューをしたときの
イメージである。サーフィン，ヨット，そし

◎

てウィン

ド・サーフインについて，インタ

ビューをしてみた。
50％

サーフィン。こわいスポーツだ。それは死
（t＋1）期

を強烈に連想させる。サーファーは波を支配

t期

し，不安定なうねりにわが身をのせ，自らの

強い意志と努力で生き抜こうとする。そのと
きに，彼は死，恐怖を非常に近くで意識する。

Aw

K

At

M

そしてその一方で，生の悦びを実感する。こ

Ac

ういった意味では，サーフィンは生物として
図3

の人間の生存欲求に結びついたスポーツであ

ろポーツ種目に対する反応プロセス

る。
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ア，カタログ，D

ヨット。風，波，海流，雲，嵐，いずれも

Mなど），人的販売（persona1

変化するものばかりである。こうした状況を

Se11i㎎）の最適組合わせをいう。一般的には，

スキッパーとクルーの協力で克服して進む。

認知，感情のレベルは，広告，パブリシティ

ヒールを潰すときのスリル，水面下の抵抗を

が主に対応し，感情，意欲のレベルはS

Pが，

最小にしながら，不安定な状態を維持し，波

そして意欲，実施のレベルは人的販売が主に

をかぶりながら，全感覚を総動員して，風土

対応するといわれている。このプロモーショ

にのぼってゆく。力学的な知識，技術を最高

ン・ミソクスがあるから，短い期間に，30パー

セント，50パーセントと，市場に新商品が受

に必要とするスポーツである。

ウィンド・サーフイン。サーフィンとヨッ

容されるのである。

トを結びつけることができないか。カリフォ

ルニアの若いコンピュタ・エンジニアのシュ

反応プロセス

バイツアは，この問題解決に夢中になった。

知覚率

そして苦心の末にできあがったのが，ウィン

知識率

Aw
K

ド・サーフィン。この楽しさは，水上におけ

態度率

At

るロックン・ロールのようなものである。ヨ・ツ

動機づけ率

M

ト・サーフィン，スキー，水上スキーを組み

活動率

Ac

プロモーション要素

広告・パブリシテイ

1・・

1人的販売

合わせた魅力をもつ。自然との一体感，修得
するまでの学習プロセス，遣具を操作する楽

図4

プロモーション・ミックスの方法

しさ。ウィンド・サーフィンはいろんな欲求
を同時に満足させてくれるスポーツである。

コミュニケーション方法として，マーケ

このような一ウィンド・サーフィンヘの認識

ティングの分野では，プロモーション・ミッ

の広がりと深まりが，この種目に対するAw

クスは常識である。さらに，知覚，知識，態

→K→At→M→Ac→Aw→K→…のループをつ

度へのコミュニケーション方法として，テレ

くり，さらに全体のラインを上に押し上げて

ビ広告，新聞広告，雑誌広告，ラジオ広告の

いく。スポーツの実技指導が重要である（行

メディア・ミックス（広告媒体選択）も重視さ

為経験との関わり）ことはいうまでもないが，

れている。

教育の分野で，視聴覚教育方法がとりあげ

スポーツをレジャーとして楽しむ，スポーツ
の生活化のためには，技術指導だけでなく，

られるようになって久しいが，マーケティン

スポーツの文化的側面の教育にも配慮する必

グの分野ほど未だ活用されていない。これは

要があろう。

大きな機会損失である。また最近では，パー
ソナル・コンピュータ，コンピュータ・グラ

4

スポーツ教育支援システムの充実

フィックスも発達して，支援情報システムも

マーケテイングで，消費者のAw→K→At
→M→Acの反応を上に押しあげる方法とし

充実してきている。教育の分野もマーケティ

て，プロモ」ション・ミックスを重視してい

ション・ミックスに関心を向けるべきであろ

る。プロモーション・ミックスとは，新商品

う。特に体育，スポーツ教育のように，理論

と消費者との間のコミュニケーションを図る

から実際へ，実際から理論への関係が，同時

方法で，広告（新聞，テレビ，雑誌，ラジオ），

に行うような世界では，」プロモーション・

パブリシテイ（記事，テレビ報道など），セー

ミックスは有効だと思う。

ルス・プロモーション（通常S

ングめ分野のように，もっと，コミュニケー

将来，正課体育にプロモーション・ミック

Pといい，フェ
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スの方法が用いられ，多くの学生が，スポー

されてきている。正課体育の授業でも，今後

ツの価値に気づき，動機づけられると，いま

こうした支援システムを充実しながら，多種

よりも多くの種目選択二一ズが出てくるだろ

目をサービスできるようにすることがあって

う。現在，正課体育では，ある種目を専門と

もよいのではないか。

する教官が，その種目を指導することになっ

さらにこれからの正課体育で配慮すべきこ

ているが，こうした学生の多様な二一ズに応

とは，課外において，スポーツを生活化させ

えるには，正課体育の目的1教授方法，評価

るスポーツ・クラブづくりへの支援である。

など，そのあり方を基本から検討する必要が

週1回の75分の授業だけではなく，課外にお

出てこよう。

いてもスポーツを楽しむようにするには，ス

例えば，指導方法に，コンピュータ，コン

ポーツ・クラブ，環境づくりにも協力してい

ピュータ・グラフィックスを活用した意思快

かなければならないだろう。すでにこうした

定支援システム（Decision

学生からの二一ズはおきてきており，スポー

Support

System）を

導入する必要が出てこよう。競技スポーツの

ツ同好会，愛好会では，メイン。の種目を据え

世界では，選手とコーチの関係は，芸術作品

ながら（テニス），季節に合わせたオプション

のようなもので，一回性であるといわれてい

の種目を追加（スキー，ウィンド・サーフィ

るが，レジャーとしてスポーツを楽しむ，ス

ンなど）し，さらに，音楽，ダンス，ゲーム

ポーツを生活化するということでは，サービ

まで楽しんできている。こういう傾向がもっ

スをする側と受ける側の関係はもっと標準化

と一般化し，そして社会人になっていくと，

されてよいのではないか。

正課体育はまさに学校教育の最後のステージ
で，生涯スポーツに向けての最初のステージ

優れた選手とコーチの関係を可能な限りモ
デル化し，情報で再現できるようにし，それ

として，位置づけることができるようになる

をスポーツ教育の現場に出前するということ

だろう。

が，考えられよう。そういう情報システムの
サービスを支える技術はこのところ速いテン
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