
Ⅰ. 問題の所在

(1) バレーボール人口の減少

少子化による若年層の人口減少以上にスポーツに参加する小学生の減少の方が急速に進

んでいる｡ 2002年の小学生人口7,239,327人に対して, 2014年は6,600,006人, 増減率1) は

91.2％であった｡ 一方, スポーツ少年団の競技人口の推移をみると, 2002年の934,196人

から2014年の741,797人へと減少し, 増減率は79.4％であった｡

次に中学校全体の生徒数をみていくと, 2001年の3,991,991人から2017年には3,357,435

人となり, 増減率が84.1％であった｡ それに対して, 運動部活動に所属する中学生は2001

年の2,630,299人から2017年の2,111,056人へと推移しており, 増減率は80.3％となり, 小学

生と同様に競技人口が人口減少を上回るはやさで減少していることがわかる｡

中学校の運動部活動に所属する競技種目別の状況はどうだろうか｡ 2001年と2018年の競

技別加盟校数, 生徒数 (上位３競技) について, (公財) 日本中学校体育連盟の加盟校調

査集計2) の結果をまとめた｡ その結果, 2001年の男子の加盟校数は軟式野球が最も多く

8,391校, 次いでバスケットボールの7,022校, ３番目が卓球の6,818校であった｡ 生徒数で

みると若干順位が変動し, １位が野球の321,692人, ２位がサッカーになり221,806人, ３

位がバスケットボールで213,562人であった｡

では, 直近の2018年の状況はどうだろうか, 比較をしてみた｡ 最も加盟校数が多かった

のは野球で8,384校, 次いでバスケットボールの7,018校, ３番目がサッカーの6,827校であっ

た｡ 18年前に比べて, サッカーだけは383校増加している｡ 生徒数は, １位が野球から代

わりサッカーの196,343人, ２位が野球の166,800人, ３位はバスケットボールの163,100人

であった｡ 野球部に所属する男子中学生は, この18年間で約半減している｡ 本研究の対象
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1) 増減率とは, ここでは2002年を100とした場合の増減の割合をいう
2) (公財) 日本中学校体育連盟 HP, ｢加盟校調査集計｣ (http : // njpa.sakura.ne.jp / kamei.html) より,
2001年と2018年の推移をまとめた｡ (最終閲覧日2019年12月25日)

山 本 辰 生

櫻 井 貴 志

明 石 光 史

田 島 良 輝

私立高校連携型バレーボールスクールの
プロダクト構造と事業モデル



であるバレーボールは, 加盟校数が2001年の4,211校から2,893校へ, 生徒数が81,185人か

ら53,081人と, 1318校, 28,104人という大幅に減少していることが示された｡ 男子中学生

においては, 野球とバレーボールはこの20年間で大きく競技人口を減らしていることがわ

かった｡

一方女子の場合は, 2001年の加盟校数が最も多かったのがバレーボールで8,882校, 次

いでソフトテニスの7,577校, ３番目がバスケットボールの7,486校であった｡ 生徒数でみ

ると女子の場合も若干順位が変動する｡ １位が加盟校数では２番目だったソフトテニスが

浮上し, 233,965人であった｡ バレーボールは211,872人で２位となり, ３位がバスケット

ボールの1,767,371人と続いた｡

では, 2018年の状況はどうだろうか｡ 最も加盟校数が多かったのは, バレーボールで

7,882校, 次いでバスケットボールの7,219校, ３番目がソフトテニスの6,886校となる｡ 生

徒数は, 18年前と同じ順位で１位がソフトテニスの167,762人, ２位がバレーボールの

145,312人となった｡ ３位はバスケットボールの130,366人であった｡ 女子の場合, 男子と

比べて顕著なスポーツ離れの傾向がみられるが, なかでも本研究の対象であるバレーボー

ルは, 加盟校数が1,000校, 生徒数が66,560人減少しており, 減少の幅が大きいことがわ

かった｡

先にも述べたが, 本研究の対象であるバレーボールの加盟校数 (2001年～2018年) は,

男子で4,211校から2,911校に推移し, 1,300校が減少した｡ 女子でも8,882校から7,882校に

推移し, 1,000校も減少した｡ 生徒数も同様に2001年～2018年において, 男子では81,185

人から53,018人となり, 28,167人が減少した｡ 同様に女子でも211,872人から145,312人と
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図１ 中学校部活動生徒数 (男子2001年→2018年)
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66,560人も少なくなっており, 他の競技種目と比べて男女ともに減少傾向にあることが示

された｡

なぜこのような状況 (中学生世代の競技人口の減少) が起きているのだろうか｡ 村松

(2013) は1964年の東京オリンピックの勝利には, 監督であった大松博文3) の指導, つま

り, 他国を圧倒する徹底した練習量とそれを支える哲学＝精神論が影響を与えたことを指

摘した｡ この精神論を基盤にした厳しい練習のようすが, メディア, 特にアニメなどを通

じて子どもたちの間に広がった｡ バレーボールの人気が高まるとともに,“困難な敵に立

ち向かうために厳しい練習に耐え忍び, 勝利を目指す”というイメージがバレーボールに

植え付けられていった｡ さらに村松 (2013) は部活などで体罰を受けた経験があると, 指

導者となっても体罰を行うことが多く, 長年繰り返される傾向も指摘した｡ 中学校および

高等学校でのバレーボール部での生徒の体罰経験率は, 実に70％を超えており (冨江,

2009), 他の種目に比べて, 体罰を許容する空気があると筆者は考えている｡

精神論が暗黙の了解として綿々と蔓延しており, また, 体罰を受けたものが指導者となっ

て, 体罰を行うという負の連鎖によるバレーボールのイメージ悪化が若年層に選択されな

いスポーツへと変容した要因のひとつではないだろうか｡
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3) 日本のバレーボール指導者であり, 1964年の東京オリンピックで金メダルに導いた｡ 過酷な練習を
選手に課したことから ｢鬼の大松｣ とも呼ばれた｡ 回転レシーブの考案者でもある｡
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(2) 低迷する日本代表チームの成績

1964年の東京オリンピックで男子バレー初の銅メダルを獲得, 女子が団体競技初の金メ

ダルを獲得して以来, バレーボールは, ミュンヘンオリンピックの男子金メダル, モント

リオールオリンピックでの女子金メダルの活躍など, 1970年から1980年代半ばにかけて,

日本の ｢お家芸｣ と呼ばれるほどの実力を誇った｡ また, 競技力だけでなく, ｢サインは

Ｖ｣4) や ｢アタック No. 1｣5) といったスポ根漫画が多くの子どもたちの心を捉え (藤田,

2012), 実力のみならず, 人気の面でも日本のスポーツの中心的な存在となった｡ ちなみ

に, これまで日本の球技 (団体) で金メダルを獲得したのは, 女子バレーボール競技, 女

子ソフトボール競技 (北京オリンピック), 男子バレーボール競技のみである｡

しかし, 近年の日本代表チームのオリンピックでの成績は, 2000年のシドニーオリンピッ

クは男女ともに予選で敗退し, 出場することができないという状況に陥った｡ その後も

2004年のアテネオリンピックでは, 男子は出場ができず, 女子においても５位とメダルに

は届かなかった｡ 2012年のロンドンオリンピックで, 女子は1984年のロサンゼルスオリン

ピック以来, 18年ぶりの銅メダルを獲得したが, 2016年のリオデジャネイロオリンピック

は５位, 男子はまたも予選で敗退し, 出場できなかった｡

日本のバレーボールが世界のトップレベルと伍していくためには, 身長の高い若者を早

期にスカウトし, 育成するというシステムを確立していくことや, 若者がバレーボールと

いう競技にふれ, 魅力を感じるようなトップリーグ (プロ化) の充実が必要となってくる

だろう｡

(3) 学校運動部活動に偏る育成・普及システム

1) 育成環境

中学生世代のバレーボール競技者が減少し, 国際競技力も長期的に低迷するなかで, 日

本のバレーボールの育成システムはどのような特徴があるのだろうか｡

表１は, リオデジャネイロオリンピック (2016) に出場したバレーボール女子日本代表

チームの出身経歴一覧である｡ 全員が学校運動部活動出身となっている｡ 近年, トップリー

グに所属するバレーボールチームにおいて育成組織を構築する動きがあるが, バレーボー

ルのトップ選手育成は, 学校運動部にほぼ一元化されていることが示唆されている｡

この学校を中心としたトップアスリート育成システムは, バレーボールに限らず日本の

スポーツの特徴ではあるが, 例えば, 男子バレーボールのように一昔前は日本のお家芸で

あった種目でも, 他国の強化が進み, 世界大会レベルでの活躍が難しくなっている競技種
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4) 日本のバレーボールブームに影響を与えた漫画である｡ その後, テレビドラマとしても人気があっ
た｡ 少女漫画の要素も強かった 『アタック No. 1』 に対して, 特訓や魔球というスポーツ根性漫画
の要素が強い｡

5) 1968年１月から1970年12月まで 『週刊マーガレット』 (集英社) に連載された漫画である｡ 『アタッ
ク No. 1』 と並び, 日本のバレーボールブームに大きな影響を与えた｡ マーガレットコミックスか
ら全12巻が刊行され, その後, テレビアニメやテレビドラマの原作にもなった｡



目も多い｡ 筆者は, トップ, プロスポーツ選手の育成を目的として組織づくりされた Jリー

クの育成組織 (ユースシステム) と, 教育の一環として位置づけられる学校運動部での競

技者育成とでは, 国際レベルにおいて, 大きな差がうまれてくるのではないかと考えてい

る｡ 柿島・増山・村本 (2014) らも同様の視点から, 近年のバレーボール界の競技力低下

の原因として優秀な指導者不足を挙げている｡ 現在100％の代表選手を輩出している学校

運動部ではあるが, そもそも学校は競技者育成のための組織ではない｡ それゆえ, 専門指

導者の配置を優先することは基本的に難しく, たとえ専門の指導者が配置されたとしても,

一定の期間に達すると人事異動により継続的に指導を受けることができないシステムであ

ることを指摘した｡

以上より, バレーボールの競技者育成が他の日本の他の競技スポーツ種目と同様に学校

を中心としたシステムとなっているため, 優秀な指導者から継続的・体系的な指導を受け

ることができない状況にあることがわかった｡

2) 普及環境

スポーツには競技者を輩出するという強化・育成という側面もあるが, そのスポーツを

自らの生活を豊かにするひとつとして取り組むという側面もある｡ 前者が競技者の育成と

いう視点であり, 後者は愛好者への普及という視点と整理することができるだろう｡

本研究では, 青少年のバレーボール環境が, 競技者の育成も愛好者への普及も学校部活

動というシステムのみに依存しすぎている点に問題意識を持っている｡ 1) 育成環境は主

に, 競技者輩出という視点で現状の課題を分析したが, ここには愛好者への普及という観

点から現状を考えておきたい｡

中澤 (2011) は日本の学校教育の特徴として, 学校の教科 (＝体育) としてだけでなく,

教育課程外でありながら生徒を対象に, 学校の施設, 指導者を使用してスポーツプログラ

ムを提供する運動部活動があることを指摘している｡
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表１ バレーボール女子日本代表 出身経歴 (2016 リオデジャネイロ) 一覧

名前 ポジション 所属 出身校

山口 舞 ミドル (株) ウォーク 私立大阪国際滝井高校

荒木絵里香 ミドル (公財) 日本バレーボール協会 私立下北沢成徳高校

木村沙織 ウイングスパイカー 東レ (株) 私立下北沢成徳高校

迫田さおり ウイングスパイカー 東レ (株) 明桜館高校

佐藤あり沙 リベロ 日立オートモティブシステムズ (株) 東北福祉大学

座安琴希 リベロ 久光製薬 (株) 中部商業高校

田代佳奈美 セッター 東レ (株) 私立古川学園高校

石井優希 ウイングスパイカー 久光製薬 (株) 私立就実高校

長岡望悠 オポジット 久光製薬 (株) 私立東九州龍谷高校

島村春世 ミドル 日本電気 (株) 川崎市立橘高校

鍋谷友理枝 ウイングスパイカー (株) デンソー 私立東九州龍谷高校

宮下 遥 セッター (株) ウォーク 私立大阪国際滝井高校



運動部活動は, スポーツを行ううえで必要とされる ｢時間・空間・仲間｣ を備えている

ということもあり, 中学生や高校生のスポーツ実施を高めるためには, 非常に効果的なス

ポーツ環境である｡ 実際に中学生の部活動加入率はおおよそ65％から67％ (笹川スポーツ

財団, 2017) で推移しており, 多くの中学生が日常的にスポーツを親しむことができる環

境となっている｡

しかし, 学校での運動部活動という日本特有のスポーツ普及システムにも, 多くの課題

が指摘されるようになってきた｡ 強化・育成の部分でも示されていたが, やはり学校はス

ポーツを行うための場所ではないため, 指導をする顧問教員が適正配置されるわけではな

い｡ それゆえ, 生徒にとって的確な指導が行われないケースも多く, 良い指導者がいても

教員の人事異動により廃部となってしまうケースもある (永谷, 2017)｡

こうした課題や問題の対応策として, 合同チームや外部指導者制度といった政策が検討,

実施されているが, 練習時間が確保出来なかったり, 顧問や学校との意思疎通が困難であっ

たり, 新たな課題も顕在化している｡ 永谷 (2015) は, 学校体育施設を活かしつつ, 指導

については, 地域のスポーツ指導者やチームといった地域資源を用いた連携の必要性を指

摘した｡

以上の検討から, 大部分の中学生 (65～67％) が日常的にスポーツに触れる学校運動部

活動の現場においても, 指導者の問題を中心に安定的で良質なスポーツ環境の提供に課題

があることがわかってきた｡ 中学生のバレーボールのプレイ環境は, 以前と比べて Vリー

グのジュニアチームやヤングクラブチームといった選択肢が増えつつある｡ しかし, 学校

運動部に競技者育成も愛好者への普及も依存した環境に変わりはない｡ ただ, その学校運

動部活動での指導内容が十分なものであれば問題がないのだが, 柿島・増山・村本

(2014) らの指摘にもあったとおり, 専門的な指導者が配置され, 指導が行われているか

というと, かなりのばらつきがある｡

以上の観点から, 本研究では, 十分な知識と技術をもった指導者が配置されていない学

校運動部の生徒たちが専門的な指導を受けることができる, 新たなバレーボールスクール

の仕組みを提示し, そのサービスプロダクトの特徴を検討したいと考えている｡

Ⅱ. 研究の視点, 目的, 方法

本研究では, 競技志向者にも, レクリエーション志向の生徒にとっても, 運動部活動し

かないというバレーボールの育成・普及システムの課題を解決するべく, 中学生世代に新

たなバレーボール活動の場という選択肢を提示できないかと考えている｡

新たなバレーボール活動の場として, 今回検討を行うのが (一社) アスリートサポー

ト6) が提供する私立高校連携型バレーボールスクールの取り組みである｡ ここでは概要だ
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6) 2014年に設立｡ ｢楽しくバレーボールをしよう！｣ を合言葉に次世代を担う選手育成を目指してい
る｡ 主な事業内容は, バレーボールスクール事業, コーチ派遣事業を行っている｡ スクールは,
2019年現在, 姫路校, 松江校, 守口校, 神戸校, 計４箇所で小中学生150人を対象にプログラムを
提供している｡



けを記すと, 中学生を対象に週に１～２回, １回２時間程度のプログラムを提供するバレー

ボールスクールである｡ 指導方針や監修・責任はアスリートサポート, 現場での指導は連

携先の私立高校のバレーボール部指導者が担当する｡ バレーボールの専門的な指導を求め

る中学生にとって, 高校のバレーボール部で指導を行う専門家から直接, 定期的に指導を

受けることができるのである｡ 私立高校と連携することで, スクール運営を行う際に, 指

導者の確保の次に来る課題, 場所の確保についても解決が可能になっている｡

(1) 研究の視点

本研究では, 十分な知識と技術をもった指導者が配置されていない学校運動部の生徒た

ちが専門的な指導を受けることができる, 新たなバレーボールスクールの仕組みを提示し,

そのサービスプロダクトの特徴を検討したいと考えている｡

(2) 研究の目的

具体的には, 以下の３つの点を明らかにしたい｡

1) (一社) アスリートサポートが提供する私立高校連携型バレーボールスクールのサービ

スプロダクトについて, 参加者の満足度の構造を明らかにする｡

2) (一社) アスリートサポートが提供する私立高校連携型バレーボールスクールのサービ

スプロダクトが, 中学校運動部活動のプログラム (指導体制, 指導方針, 内容・体系性,

指導環境) と比較して, どのような違いがあるのか否か (＝プロダクトの差別化ができて

いるのか) を明らかにする｡

3) 1) 2) のプロダクトをどのような事業モデルをとおして提供することができているの

か, サービス改善や事業拡大に向けた課題はどのような点にあるのかを明らかにする｡

(3) 研究の方法

目的 1) については, 私立高校連携型バレーボールスクールに参加する中学生を対象に

アンケート調査を行い, サービスプロダクト評価項目の因子分析を行った｡ その後, どの

ようなサービス評価因子が参加満足度を高めているのか重回帰分析を行った｡

目的 2) については, (一社) アスリートサポートが提供する私立高校連携型バレーボー

ルスクールのサービスプロダクトと学校運動部活動のプロダクトにどのような違いがある

のか, コトラーのプロダクト構造の枠組みを用いて検討した｡

最後に, 3) (一社) アスリートサポートの事業モデルを提示し, どのようなプロセスで

ステイクホルダーの資源を活用し, 顧客にサービスを提供しているのかを提示した｡
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Ⅱ. バレーボールスクールのサービスプロダクト評価分析

(1) 調査対象

本研究では, 指導者や指導プログラムが整備されていない運動部活動を補完する新たな

バレーボール活動の場を提供する (一社) アスリートサポートのスクールに参加する生徒

をアンケート調査の対象とした｡ 調査対象の (一社) アスリートサポートの概要と事業に

ついて, まずは以下にまとめた｡

1) アスリートサポートの概要と事業

元実業団チーム選手, プロビーチバレー選手の経験を持つ筆者が代表理事として活動を

行っている団体である｡ 中学校などの学校運動部では, 専門的な育成プログラムが提供で

きていないという環境があり, 小中学生を中心に専門指導者を配置することで, 次世代を

担うバレーボール選手の育成を目指している｡

代表理事を中心に, 大学バレーボールの指導者をアドバイザーに配置し, その他, 健康

指導やトレーナーの専門家とも連携をしている｡ 主な事業内容は, ３つに分かれており V

チャレンジリーグを目指す社会人クラブの支援 (現在休止中), バレーボールコーチの派

遣事業7), 今回対象としたスクール事業がある｡

2) 私立高校連携型バレーボールスクール

バレーボールスクールのプログラムを提供する仕組みとして, 私立高校と連携した取り

組みを行っている｡ これは, 優秀な指導者の確保と練習会場を確保することを企図した事

業モデルである｡ 現在, 兵庫県神戸市, 兵庫県姫路市, 大阪府守口市, 形態は若干異なる

が島根県松江市の４か所で開設をしている｡

3) 調査対象

今回は, 以上のスクールのうち神戸弘陵学園高等学校8) と連携し, 実践している神戸校

の参加者を調査対象と選定した｡

中学生を中心に約90名が参加する神戸校は, 神戸市北区にある私立高校であり, バレー

ボールの強豪高校でもある｡ 毎週火曜日と木曜日に当該高校の体育館にて, 当高校の監督

が指導する形式でプログラムを構築している｡

神戸弘陵高校は, サッカー部でも当団体とは異なるが, 同様の私立高校連携型で小中学
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7) 例えば2017年度には, 関西大学北陽高等学校と指導員派遣契約を結んだ｡ 派遣コーチのキャリアは
S (全日本代表レベル) A (実業団経験レベル) B (大学経験レベル) ランクコーチに分かれ, 選択
することができる｡

8) 神戸市北区にある私立高等学校である｡ 1983年に創設し, 特進文理コース, 総合進学コース, 総合
教育コース, 体育特選コースの４コースを持つ共学 (一部男子のみ) 校である｡ 部活動は野球やサッ
カーが有名であるが, バレーボールも全国選抜大会４回, 全国高校総体６回の出場実績がある｡



生を対象にスクールプログラムを提供しており, 今回は当団体のバレーボールスクール参

加者と合わせて, 他団体のサッカースクールに参加する中学生を対象に調査を行った｡

(2) 調査目的, 方法, 内容

1) 目的

本調査の目的は, 以下の３点とした｡

私学高校と連携した, バレーボールスクール, サッカースクールの参加者 (中学生) の

�) 参加実態 (属性, 参加者行動, 参加者意識) に関する基本情報を把握する｡

�) サービスプロダクト (プログラムを中心とした) に関する参加者の評価を測定する｡

�) どのようなサービスに満足すると, スクール参加 (全体) の満足度が高まるのか, 参

加満足度を規定する要因 (参加種目別など) を明らかにする｡

2) 方法

調査実施の方法は以下のとおりである｡

�) 実施日；2019年９月10日 (火), 12日 (木), 17日 (火), 19日 (木)

バレーボール, サッカースクール練習日

�) 調査対象；バレーボール, サッカースクールへの中学生参加者全員168名

バレーボール60名, サッカー108名

調査票配布数は153部 (バレーボール53部, サッカー100部), 回収数は110部 (バレーボー

ル34部 サッカー76部), 有効回答数は103部 (バレーボール30部 サッカー73部), 有効

回答率67％であった｡

�) 配布＆回収方法；

①スクール練習日の練習終了時に, スタッフより調査の主旨, 内容を説明したのち, 練

習参加者全員へ配布し, 次回練習時に回収を行った｡

②９月10日練習日に不在の場合, 12日, 12日不在の場合は17, 19日と欠席者対応をする

ことで, 可能なかぎり対象者全員への配布＆回収を試みた｡

3) 調査内容と分析方法

主な質問項目は以下のとおりである｡

�) 参加者の基本属性；｢所属｣ ｢性別｣ ｢学年｣

�) 参加者行動の概要；｢競技歴｣ ｢所要時間｣ ｢所属期間｣ ｢参加回数｣ ｢交通手段｣

｢認知・口コミ｣

�) 参加者意識の概要；｢動機｣ ｢入会理由｣ ｢総合的な満足度｣

�) プロダクトのサービス評価項目；｢指導者｣ 11項目, ｢施設・設備｣ ８項目, ｢プログ

ラム｣ ７項目, ｢価格｣ ２項目, ｢スクールへの信頼｣ ２項目の５つの観点, 31の質問項目
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を設定した｡ サービス評価項目については, ｢満足｣ から ｢不満｣ の５段階評定尺度を用

い, 総合的な満足度 ｢非常に満足｣ から ｢非常に不満｣ の７段階評定尺度を用いて測定を

した｡

サービスプロダクトの評価に関する質問項目は, 周 (2008) (2009) のフィットネスク

ラブ参加者のサービス評価に関する研究で示された ｢スタッフ｣, ｢施設・設備｣, ｢プログ

ラム｣, ｢安心・安全｣, ｢価格設定｣ の５次元20項目の評価項目をもとに, 当バレーボール

スクールの特性を考慮して, 策定をした｡

(3) 分析

1) サンプルプロフィール

バレーボールスクール参加者が29.1％ (30名), サッカースクール参加者が70.9％ (73

名) とサッカースクール参加者が多数を占めている｡ 性別が男子78.6％ (81名), 女子21.4

％ (22名) であることから, バレーボール参加者の多くが女子, サッカー参加者の大部分

が男子という属性であることがわかる｡ 学年に大きなばらつきはないが, 中学１年, ２年

生が79.8％ (81名) を占めており, 比較的若い学年が中心となっていた｡

自家用車や電車を利用して参加している場合がほどんどであり, 校区外からの参加であ

ることが推察される｡ スクール参加のきっかけの一番が競技経験者である家族からの勧め

であることと合わせて, 生徒の背景には熱心な保護者層がいることも推察される｡

満足度は高く, 全体の94.1％は満足をしていた (｢非常に満足｣ は51.5％, ｢満足｣ 32.7

％, ｢まあ満足｣ 9.9％)｡ なかでも, 指導者に対する評価が高く, サービスプロダクト評

価の一覧では, ｢コーチは礼儀正しい｣ (4.84), ｢コーチは高い指導能力を持っている｣

(4.83), ｢コーチは熱心な指導である｣ (4.83) といった項目が上位を占めた｡

2) クロス集計

本研究では, 私立高校と民間団体が連携して主に中学生を対象にプログラムを提供する

という同様の仕組みで運営されるサッカースクールとバレーボールスクールを対象に調査

分析を行っている｡ そこで, サッカースクール参加者とバレーボールスクール参加者の特

徴の違いを整理するために, クロス集計分析をおこなった｡ 以下が主な結果である｡

競技別の特徴は, バレーボールスクールでは, 性別は女子が73.3％と多く, 中学２, ３

年生が中心であった｡ 学校の部活動には86.7％が所属し, 競技歴が３年以下の生徒が53.3

％で, 参加回数は週１回が70.0％であった｡ サッカースクールでは, 性別は男子が100％

であり, 中学１, ２年生中心であった｡ 学校部活動に所属していない生徒が75.0％と多く,

競技歴が６年以上の生徒が90.3％で, 参加回数は週２回以上が87.8％であった｡

バレーボールスクールでは, 女子が中心で, 学校部活動所属も高く, 部活動で足りない

部分をスクールに参加して補っている傾向がある｡ 競技歴も浅く, 技術を体得していない

生徒が多く参加している｡ 一方, サッカースクールでは, 男子が100％であり, 学校部活

動非所属が高く, 自らの競技活動の場をスクールと位置づけているようだ｡ 競技歴からも
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経験値の高い生徒が参加していることがわかった｡ 学校部活動中心のバレーボール競技で

あること, 一方, サッカー競技は専門のスクールが地域で機能していることが示された｡

3) サービスプロダクト評価項目の因子分析

�) 因子分析結果

サービスプロダクトに対する31の評価項目について６つの因子を仮定し, 主因子法・プ

ロマックス回転による因子分析を行った｡ 十分な因子負荷量 (0.35) を示さなかった項目

を削除するなど, ５回目の因子分析で23項目４因子の分析結果を得ることで収束した｡

第１因子は12項目で構成されており, ｢コーチは熱心な指導を行っている｣, ｢コーチは

的確な指導を行っている｣, ｢コーチが良好なコミュニケーションをとってくれる｣ など,

コーチの技術や姿勢, 指導に関連する評価の項目が高い負荷量を示していた｡ そこで ｢コー

チング｣ 因子と命名した｡ 第２因子は７項目で構成され, ｢利用料金が異なる種別が設け

られている｣, ｢開校・閉講時間は適切である｣, ｢学校利用が信頼できる｣ など, スクール

に付随するサービスに関連する評価の項目が高い負荷量を示していたので, ｢付随サービ

ス｣ 因子と命名した｡ 第３因子は２項目で構成され, ｢トイレ・更衣室が清潔で十分な広

さである｣, ｢器具・用具が充分に備わっている｣, 施設に関連する評価の項目が高い負荷

量を示していたので, ｢施設｣ 因子と命名した｡ 第４因子は２項目で構成され, ｢多様な練

習メニューが用意されている｣, ｢常に新しい練習メニューが用意されている｣, 練習メニュー

に関連する評価の項目が高い負荷量を示していたので, ｢練習メニュー｣ 因子と命名した｡

�) 下位尺度ごとの平均, 標準偏差, および下位尺度間の相関

４つのサービスプロダクト評価因子の下位尺度項目から下位尺度得点を算出し, 内的整

合性を検討するためにクロンバック�係数を算出した｡ その結果, ｢コーチング｣ で �＝

.95, ｢付随サービス｣ で �＝.87, ｢施設｣ が �＝.53, ｢練習メニュー｣ で �＝.78 という値

になった｡ ｢施設｣ は �＝.53 と低い値であり, 信頼性については留意しておく必要があ

る｡

また, 下位尺度ごとの平均値と標準偏差, 下位尺度間の相関係数を算出した｡ ｢コーチ

ング｣ 下位尺度得点 (平均4.72, SD 0.53), ｢付随サービス｣ (平均4.16, SD 0.72), ｢施設｣

下位尺度得点 (平均4.26, SD 0.79), ｢練習メニュー｣ 下位尺度得点 (平均4.27, SD 0.80)

であった｡ また, ４つの下位尺度は (表３) のとおり互いに有意な正の相関を示した｡

4) サービスプロダクトが満足度に与える影響の分析

スクールのサービスプロダクトのどのようなサービス因子が参加満足度へと影響を及ぼ

すのかを, スクールに対する総合的な満足度を従属変数, サービスプロダクトの各因子を

独立変数として, 全体および競技別の重回帰分析を行った｡
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表２ スクールプログラムのサービス評価項目の因子分析結果

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

13. コーチは熱心な指導である 0.975

11. コーチは的確の指導を行っている 0.917

18. コーチが良好なコミュニケーションをとってくれる 0.907

12. コーチは高い指導能力を持っている 0.895

16. コーチが信頼できる 0.894

17. コーチがスクール生をサポートしている 0.879

14. コーチは技術的な要求を教えてくれる 0.841

20. 他 (部活動) では味わえない指導が受けられる 0.799

19. コーチは責任感が強い 0.791

29. 経験値の高い指導員, 学校の教員が指導することによりスクー
ルが信頼できる

0.749

28. 指導時間は適切である 0.608

15. コーチの数はスクール生に対して適当である 0.479

26. 利用料金が異なる種別が設けられている 0.818

27. 開講・閉講時間は適切である 0.719

30. 学校利用が信頼できる 0.699

25. 月謝は提供される練習メニュー・指導に対して適正な価格で
ある

0.638

21. スクールの時間は週１～２回が適当である 0.617

07. 施設までのアクセスは便利である 0.542

06. 加入申し込みの手続きは便利である 0.487

04. トイレ更衣室が清潔で十分な広さである 0.685

05. 器具・用具が充分に備わっている 0.564

23. 多様な練習メニュー 0.554

22. 新しい練習メニュー 0.513

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ 1.000 0.607 0.340 0.615

Ⅱ 1.000 0.510 0.484

Ⅲ 1.000 0.324

Ⅳ 1.000

表３ 下位尺度間の相関

コーチング 付随サービス 施設 練習メニュー

コーチング 1 .607** .340** .615**

付随サービス 1 .510** .484**

施設 1 .324**

練習メニュー 1

** p＜.01



�) バレーボール＆サッカースクール全体

スクール活動の満足度に強い影響を与えているサービスプロダクト因子は, ｢コーチン

グ｣ (0.685) 因子と ｢練習メニュー｣ (0.174) 因子であった｡ 当然かもしれないが, 指導

プログラムと指導方法を高く評価した人の満足度が高くなる傾向が示された｡

�) バレーボール＆サッカースクール別

競技別満足度に影響を与える要因を分析したところ, バレーボールは ｢コーチング｣

(0.464) と ｢練習メニュー｣ (0.460) が高い標準回帰係数を示し, サッカーは ｢コーチン

グ｣ (0.679) が高い標準回帰係数を示すという結果となった｡

コーチング因子は, ｢コーチは熱心な指導を行っている｣, ｢コーチは的確な指導を行っ

ている｣, ｢コーチが良好なコミュニケーションをとってくれる｣ など, コーチの技術や姿

勢, 指導に関連する評価項目であることから, バレーボールであろうが, サッカーであろ

うが, スクール生が求めるのはコーチの指導力であることがわかる｡ また, 練習メニュー

因子は ｢多様な練習メニューが用意されている｣, ｢常に新しい練習メニューが用意されて

いる｣ といったスクールの練習内容に関する評価であるが, こちらはバレーボールのみが

高い標準回帰係数を示した｡

この違いは, 参加者の競技歴や競技力が影響を与えているのではないかと考えている｡

サッカースクール参加者は, 競技歴も長く, スクールを主な活動な活動場所にしているこ

とからも, より高いレベルを目指した生徒の集まりであることが推察される｡ それに対し

て, バレーボールは競技歴も短く, 学校運動部としてのバレーボールでは物足りなさを感

じている生徒が多数を占める｡ それゆえ, どのようなトレーニングや練習が上達につなが

るのか, 練習内容の引き出しを持ち得ていない段階であることが考えられる｡ それゆえ,

スクールに参加することで, 専門的な指導者による練習メニューでトレーニングできるこ

とが参加者の満足度につながっていることが示唆された｡
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表４ 参加満足度に影響を与える要因 (全体)

満足度

標準回帰係数

コーチング 0.685***

付随サービス 0.003

施設 0.035

練習メニュー 0.174*

重相関係数 0.823

* p＜.05 *** p＜.001



Ⅲ. サービスプロダクトの構造とつくり方

(1) 私立連携型スクールのプロダクト構造分析

原田 (2018) は, コトラーより, プロダクト (製品) を ｢顧客のニーズや欲求を満たす

ために市場へ提供されるもの｣9) と提示した｡ (図３) をみてもわかるとおり, プロダクト

の５つの層はもっとも中心にある ｢中核ベネフィット｣ からはじまり, ｢基本製品｣ ｢期待

製品｣ ｢膨張製品｣ ｢潜在製品｣ と外側に広がっていく｡ その際, ｢基本製品｣ より ｢期待

製品｣, ｢期待製品｣ より ｢膨張製品｣ と顧客の求める価値のレベルがあがっていく｡

中央にある ｢中核ベネフィット｣ はその事業のアイデンティティに通じるものであり,

｢顧客が何を求めて製品を買うかという基本的なサービスやベネフィット｣10) のことをいう｡

すでにどのようなサービスが満足度に影響を与えているのかを分析したが, その結果は,

コーチの的確で熱心な指導やスクールの提供する練習メニューが参加者の満足度を高める

というものであった｡ スクール参加者の参加理由は ｢競技力の向上 (n＝68)｣ と ｢部活

動が物足りない (n＝60)｣ が主なものであり, サッカースクール参加者と比べてバレー

ボールスクール参加者の経験年数が短い点を考慮すると, バレーボールに興味をもちはじ

めた比較的経験の浅いプレーヤーの“よりうまくなりたい, よりバレーボールを知りたい

という向上心”を満たすプロダクトと考えてよいのではないだろうか｡

つづいて ｢基本製品｣ とは ｢中核ベネフィット｣ を生み出すための施設や設備のことで

ある｡ 一般にスポーツを行うためには, 時間・場所・人の３つが必要であると指摘される

が, ここでは, 私立高校の体育館という場所, 私立高校バレーボール部の指導者, 練習メ

ニューが基本製品にあたる部分になるだろう｡

３つめの ｢期待製品｣ は, ｢プロダクトの基本部分に新たなプロダクトを付加させ, プ

ロダクトを魅力的に変容させること｣11) である｡ これは, 強豪高校バレーボールチームの
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9) 原田宗彦, ｢スポーツプロダクトとは｣, 『スポーツマーケティング 改訂版』, 大修館書店, 2018年,
p 37

10) 同掲書 9, p 37

11) 高橋豪仁 ほか, ｢スぺクテータースポーツのプロダクトと観戦者の満足に関する事例報告：大阪エ

表５ 参加満足度に影響を与える要因 (競技別)

満足度

標準回帰係数

バレーボール サッカー

コーチング 0.464* 0.679***

付随サービス 0.011 0.041

施設 0.05 0.017

練習メニュー 0.46* 0.085

重相関係数 0.928 0.754

* p＜.05 *** p＜.001



指導者という専門家から提供される多様な練習プログラムがここに該当する｡ 上記の調査

結果でも, 練習メニューが参加者の満足度を高めることが示されていた｡ 第４のレベルに

該当する ｢膨張製品｣ は, スクールプログラムの内容とは直接関係があるわけではないが,

参加した経験の全体的な満足度を上げる (あるいは下げない) 要因になるものという理解

から, 参加費の価格, スクールの開催時間, 信頼性といった付随的なサービスにあたると

考えた｡ ５つめの ｢潜在製品｣ は, いまあるプロダクトにこれまでなかった新たな価値が

提供されていくことであるが, 本研究の調査結果から抽出されたサービスプロダクト因子

からは, ここに相当する内容はなかったと考えている｡

(2) 学校運動部活動 (中学校バレーボール部) のプロダクト構造分析

次に学校運動部活動によるバレーボール部の状況を分析した｡ ここでは, 中学校のバレー

ボール部で提供されているプログラムを, Ⅲ (1) と同様にプロダクト構造の枠組みで検

討をすることにした｡ 具体的なバレーボール部の活動内容については, 以下の内容でヒア

リング調査を行った結果を用いた｡

1) ヒアリング方法

調査対象；大阪市立 A中学校 A教諭12) (バレーボール顧問)

調査日時・場所；2019年12月16日 16時～17時 場所 当該中学校

主な質問項目；
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ヴェッサのホームゲーム観戦者の調査から｣, 『スポーツ産業学研究』, 第21巻 第２号, 2011年,
p 253

12) 教員歴20年以上, バレーボール指導についても JOC中学選抜チームの監督を務めるなど実績豊富
な教員を対象とした｡
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私立連携型バレーボールスクール

よりうまくなりたいという向上心 (比較的経験の浅いプレーヤーの)

私立高校の体育館, 私立高校のバレーボール顧問, 練習プログラム

多様な練習プログラムと専門家からの指導

価格, 時間設定, 信頼性 (学校という)

該当なし

図３. 私立連携型バレーボールスクールのプロダクト構造



・基本情報 (部員数, 指導スタッフ数, 指導者プロフィール, 戦績)

・練習時間, 時間帯, 大会＆連取等の年間スケジュール

・指導の在り方・指導の方向性

・部活動ガイドラインについて

・これからの部活動の在り方 (外部講師, 地域スポーツクラブとの連携)

・ジュニアの競技人口減少, チーム廃部の現状について

・ヤングバレー, やユースチームについて

・今後, 公立中学校の部活動が取り組んでいくべき課題とは？

2) ヒアリング対象の基本情報

ヒアリングを行った中学校のバレーボール部 (男子) の現状は, 部員数が３年生18名,

２年生10人, １年生６人, マネージャー２人の合計32人であり, 男子の競技人口が減少し,

部の存続が厳しい中では多いほうである｡ 指導教員は２名で, ともにバレーボール経験者

であった｡ ヒアリングを行った A教諭は, 当中学校へ赴任して６年目になるが, 前任校

時代から JOC中学選抜 (大阪北) の監督を務めるなど, 高い指導力を有している｡

3) プロダクト構造分析

中学校バレーボール部 (以下 バレーボール部) の ｢中核ベネフィット｣ は, ｢前任校か

ら, JOC中学選抜 (大阪北) の監督｣ (コメント C) である A教員の指導を求めて入部す

る生徒も多く, 根底にあるものは生徒の“よりうまくなりたいという向上心”であること

が推察される｡

つづいて ｢基本製品｣ であるが, スポーツを行うために必要な時間・場所・人という観

点から考えたとき, 所属する中学校の体育館13), 所属する中学校の顧問教員, 所属する中

学校の仲間と, 学校運動部活動には本来マネジメントする必要がある資源が, すでに備わっ

た環境であることがわかる｡

３つめの ｢期待製品｣ は, ｢プロダクトの基本部分に新たなプロダクトを付加させ, プ

ロダクトを魅力的に変容させること｣ であるが, これは,“経験豊富な教員からの専門的

な指導”とした｡ ここは, 重要なポイントになるので, ヒアリングの結果を用いて, 提示

した内容の根拠を考えておきたい｡

バレーボール部において,“よりうまくなりたいという向上心”を求める中学生に提供

する“経験豊富な教員からの専門的な指導”とは具体的にどのようなものだろうか｡ 結論

を先取りすれば, ｢生徒の主体性を引き出す指導法｣ であり, これを実行するためには,

バレーボールという競技への深い理解と, 生徒の技術レベルに対応したメニューの引き出

しが必要になる｡ バレーボールという競技は, 勝利をするためにはスパイクを決め, 点を

大阪経大論集 第71巻第１号124

13) 他の運動部と日程や時間を調整する必要はあるが, 水, 木, 金の２時間と土日のうちいずれかの半
日は練習を場所の体育館を確保することができる｡



取りにいかなければ勝つことができない競技ではあるが, その反面, 相手がミスをするこ

とでも同じ１点が入る競技でもある｡ つまり, ミスを少なくする (＝基礎を地道に身につ

ける) ことが, 勝利に直接つながりやすい特性がある｡ それゆえ,

｢パス・トス, チャンスボールといった基礎練習を中心にし, 長くなると飽きてくるの
で, 種類を変えながら工夫して行っている｡｣ (コメント K)

のコメントにあるように, 基礎練習が中心になり, その習得に向けては指導者に多くの引

き出しがあることが望まれる｡

また, チームの練習は, ゲーム形式の練習を多く行っていた｡

｢ゲーム形式の練習を多くし, ボールを繋げられなければ勝てない, 勝てなければパス・
トスの練習もするし, スパイクを打ちたければ, パス・トスを上手に返さないと打てない
ことを本人に理解させる｡ 自分たちが理解すれば, 地道な練習もする｡ そのためにゲーム
形式の練習を増やす｣

その際に A教諭が留意したのが, なぜ勝ったのか, なぜ負けたのかを深く考えること

を促すという点であった｡ 例えば, スパイクが決まらないから負けた｡ では, なぜ決まら

ないのか｡ トスが悪かった？からなのか｡ では, トスが上がらないのは, レシーブがトス

をあげる人にしっかり返ってないからではないのかということを生徒に問いかけることで,

生徒自らが答えをみつけだしていく｡ このようなプロセスを経て, 勝つために何が足りな

いかを理解できた生徒は, 地道な基礎練習も一生けん命に取り組むようになるという｡ 繰
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図４. 中学校バレーボール部のプロダクト構造



り返しになるが, 期待製品として示した“経験豊富な教員からの専門的な指導”とは, バ

レーボールという競技の特性を深く理解したうえで, ｢生徒の主体性を引き出す｣ ことが

できる指導であるということだ｡

第４のレベルに該当する ｢膨張製品｣ は, 参加費の価格, もっと踏み込んでいえば,

｢無料での指導｣ が主なものであろう｡ この点は, 本来であれば, 自らマネジメントを行

い, 場所, 指導者といった資源を集める必要があるものを学校の中でスポーツプログラム

を提供するというシステムによって, 所与のものとして活用することができる学校運動部

の特徴だといえる｡ ただし, メリットの反面, 費用を必要としないのは, 教員による無償

に近い労働力の提供であったり, 解決すべき課題は大きい｡

５つめの ｢潜在製品｣ については,“将来を見据えた教育”とした｡ A教諭のコメント

からも, 今以上に将来を見据えた練習メニューや取り組みが見受けられる｡

｢今の結果を求めるのではなくて, 高校へ行って活躍できるために指導している｡ その
ためにはパス・トスができて, サーブがきっちり打てて, 声を出すことができる, 時間を
守る事に重きをおいている｣ (コメント L)

｢勝つことを目標としているが目的ではない, 勝つために色んなことを犠牲にはさせな
い｣ (コメントM)

バレーボール競技は, 身長が物言う競技であるが, 子供たちの成長はいつするかわから
ない, 勝つために, 一つのポジションを固定するのではなく, 今後の事を考えて, 複数の
ポジションをさせる｣ (コメント O)

上のカテゴリーで通用するように選手を育てる｡ 最終的にはその子たちが大人になり,
子供たちにもバレーボールをさせたいと言ってくれるように指導している｣ (コメント P)

生徒の将来を見据えるという視点, バレーボール競技としてだけでなく, 一人の人間と

しての成長を見据えた教育的配慮は, 学校教員がスポーツ指導を行う特徴であり, メリッ

トのひとつだと考える｡

(3) 私立連携型バレーボールスクールのプロダクト構造の差別化

これまで学校運動部を中心に日本のスポーツ, 特にバレーボールは発展を遂げてきたこ

とはすでに 1.問題の所在 で記した｡ 筆者は, その育成・普及の体制に対して, 時代とと

もに制度疲労が生じ, 学校運動部活動に加えた新たな選択肢の必要性を感じたことが, 本

研究や自らの実践に取り組むきっかけであった｡ であるならば, 筆者が実践としても取り

組んでいる私立連携型バレーボールスクールのプロダクトは, これまでの学校運動部活動

で提供しているプログラム (ここではプロダクトとした) に比べ, 差別化を図れていなけ
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ればならない｡ そこで, ここでは, 上記で検討したプロダクト構造を比較することで, 両

者にどのような違いがあるのか, あるいはないのかを考えた｡

両者ともに, 比較的バレーボール経験の浅い中学生を対象に, 彼 (女) らの“よりうま

くなりたいという向上心”を満たすプロダクトを提供しようとしていた｡ 基本製品にあた

るプログラムの提供を可能にする環境 (施設, 指導者など) については, バレーボール部

の場合, 場所も指導者も調達コストがない環境であるのに対して, スクールの場合, 自ら

それらを調達しなければプログラムを提供することができない｡ そこで, スクールは, 私

立高校 (のバレーボール部) と連携することで, 指導するスタッフ (高校バレーボール部

の指導者) と場所 (高校体育館) を確保していた｡ 期待製品に関しては, いずれも専門性

の高い指導者による指導が担保されていた｡ ただし, ほぼ毎日練習を行うバレーボール部

と部活動の補完的に週に１から２回の活動であること, 対象とする生徒が, 自校の生徒で

あるバレーボール部と普段授業等で教えることのない生徒を対象とするスクールの間では,

若干のアプローチの違いが示唆された｡ それは, ５つ目の層である膨張製品部分でもあら

われており, 中学運動部の場合, 生徒の長期的, 全人的な成長にかかわっていることがわ

かる｡

以上の比較分析からわかってきたことは, 生徒とふれあう時間の長さ等の影響で若干の

違いがあるものの, バレーボールの上達という点においては, 両者に大きなプロダクト上

の違いはないということだ｡ シンプルな話ではあるが, うまくなりたいという思いを持っ

た生徒に対して, 彼 (女) らが満足できるプログラムを提供するためには, (どのような

場であろうと) 経験豊富で生徒の自主性を引き出す指導ができる ｢良い指導者｣ が必要だ

ということであろう｡ 本研究の分析対象としたバレーボール部は, 実績も, そしてヒアリ

ング調査にみられた指導哲学や方法からも ｢良い指導者｣ であり, 高校バレーボール部を

長年指導するスクール指導者の場合も同様であった｡ それゆえ, 両者はよく似たプロダク

ト構造になったものと考える｡

しかし, 問題は,

｢新しい赴任先では, 違う競技を持たないといけないし, 部活動自体を持てないことだっ
てあり得る｡ また公立中学校では, このようなことが当たり前に起こる｣ (コメント F)

という中学バレーボール部の教員の声にあるとおり, 中学校はそもそもスポーツプログラ

ムを提供することを第１義の目的とする組織ではないという点だ｡

偶然専門的な指導ができる良い指導者がいれば問題はないが, その逆の方が多いことは,

アンケート調査のスクールへの参加理由からも示唆されている｡

学校運動部か民間の団体か, という二者択一の話ではなく, 中学生のバレーボール環境

を総合的, 全体的に質を担保するためには, 優秀な指導者が指導をできる環境を増やして

いく必要がある｡ 学校が, 組織目的上それができないのであれば, 補完する仕組みを構築

していくことの重要性は論をまたないだろう｡
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(4) 私立高校連携型バレーボールスクールの事業モデル

ここまでの議論から, 学校運動部活動を補完し, 安定的に優秀な指導者と場所を確保で

きる仕組みとして, 私立高校連携型バレーボールスクールの有効性が示されたのではない

か, と考えている｡ そこで, この私立高校連携型バレーボールスクールとは, どのように

設計・実践されているのか, 本研究の分析対象である (一社) アスリートサポートを事例

に, 以下に事業モデルを提示した｡

1) 目的

私立高等学校と民間スクールが協働し, 部活動かスクールかの二者択一ではなく, 両者

が補完する ｢中学生のニーズにあったプログラム｣ を提供する｡

2) ステイクホルダーとそれらの取り組み

1) の目的を達成するためには, 本研究の分析結果から ｢良い指導者｣ を確保すること

が重要であることが示された｡ 合わせて, 運動部活動では所与のものとして存在するスポー

ツ実践の場 (ここでは体育館) を調達する必要があった｡ そこで, 筆者らの実践である

(一社) アスリートサポートは私立高校と連携することで, その２点を解消することを目

指した｡

事業主体である (一社) アスリートサポートが, ①スクール生に対して募集と事務手続

きの窓口となり, ③私立高校と交渉し, 指導者と施設を確保する｡ ③が確保できたら, 指

導担当者と目標や練習内容を協議し, ⑤⑥スクール生に提供するサービスが完成する｡ 現

在はまだ取り組めてはいないが, 当該地区の中学校バレーボール部顧問と情報交換などの

交流の機会を持つことや, 当該地区のバレーボール協会を連携して大会やジュニアのイベ

ント開催を行うことも計画している｡ また, お金の流れとしては, 参加者が参加費を支払

い, 私立高校へ施設費と指導費を支払い, (一社) アスリートサポートの事務経費を引い
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①募集, 事務窓口 (入退会, 会費管理), 広報誌の発行
②入会手続き, 会費の支払い
③＆④協働したプログラムづくり (指導内容, 施設確保)
⑤プログラム (練習メニュー, 指導者, 施設) の提供
⑥プログラムへの参加

・寄付
・普及イベントの協働開催
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た利益のうち, 当該地区のバレーボール普及のための寄付 (大会開催などに活用) も事業

モデルの中に組み込んでいる｡

以上の仕組みを構築, 実践することで, 私立高校にとっては当該地域への社会貢献と同

時に中学生への PR効果も期待できる｡ また, バレーボールがうまくなりたいという中学

生へは専門的な指導者から定期的な指導を受ける機会を提供できる｡ (一社) アスリート

サポートにとっても, 直接当団体が教室を開くよりも, 私立高校 (およびバレーボール部

顧問) と連携・協力をすることで, 低コストで高品質のプログラムサービスを提供するこ

とができる｡ また, 低コストな仕組みのため, 新規開設が経済的な初期投資なく進めやす

いという点も示唆することができた｡

Ⅵ. まとめ

本研究では, 十分な知識と技術をもった指導者が配置されていない学校運動部の生徒た

ちが専門的な指導を受けることができる新たなバレーボールスクールの仕組みを提示し,

そのサービスプロダクトの特徴を検討したいと考えていた｡

具体的な研究目的は 1) (一社) アスリートサポートが提供する私立高校連携型バレー

ボールスクールのサービスプロダクトについて, 参加者の満足度の構造を明らかにする｡

2) (一社) アスリートサポートが提供する私立高校連携型バレーボールスクールのサービ

スプロダクトが, 中学校運動部活動のプログラム (指導体制, 指導方針, 内容・体系性,

指導環境) と比較して, どのような違いがあるのか否か (＝プロダクトの差別化ができて

いるのか) を明らかにする｡ 3) 1) 2) のプロダクトをどのようなビジネスモデルをとお

して提供することができているのか, サービス改善や事業拡大に向けた課題はどのような

点にあるのかを明らかにする｡ という３点であった｡

分析, 考察の結果, 1) 私学連携型スクールのサービスプロダクト因子として, 一部内

的整合性に課題は残るものの, ｢コーチング｣, ｢付随サービス｣, ｢施設｣, ｢練習メニュー｣

の４因子が抽出された｡ そのうち, バレーボールスクール参加者は ｢コーチング｣ や ｢練

習メニュー｣ に満足した生徒が, 当スクールへの参加満足度が高くなる傾向が示唆された｡

2) については, 今回調査した中学校のバレーボール部と民間の私立高校連携型バレーボー

ルスクールのプロダクト構造に大きな違いがみられなかった｡ その理由は, いずれの組織

も優秀な指導者を配置できているからだということが指摘できる｡ バレーボールをプレイ

する中学生は比較的経験が浅い場合が多く, 基礎的な練習メニューを中学生のモチベーショ

ンを高めつつ, タイミングよく提供することが, 彼 (女) らの“うまくなりたいという向

上心”を満たすことにつながる｡ 生徒の自主性を引き出すことができる ｢良い指導者｣ の

重要性が示されたといえる｡ 3) の事業もモデルの検討では, プログラムを提供するうえ

で必要な ｢指導者｣ と ｢場所｣ を確保するために, 私立高校と連携・協力するという仕組

みの有効性を示唆することができた｡

Ⅰ. 問題の所在で指摘したが, 中学校運動部活動では, 専門的なスポーツ指導者が配置

されないケースも多く, 専門的な指導ができる教員でも人事異動により専門種目外の運動
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部活動の指導に従事するケースも少なくない｡ それゆえ, 学校運動部活動を補完する選択

肢として, 本研究で提示した私立高校と民間スクールが連携した取り組みは, 質の高いス

ポーツプログプログラムを中学生に提供するために, 今後も実践と研究を進めていく必要

があると考えている｡
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