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一心理的スキル及び心理的健康を中心とした一

村上貴聡1) 徳 永 幹 雄 橋本公雄

Psychological Factors Affecting Competitive Performance 

Kiso MURAKAMI, Mikio TOKUNAGA and Kimio HASHIMOTO 

Abstract 

Identifying psychological factors associated with athletic success has been a topic of considerable 

interest to sport psychology researchers in recent years, and much has been learned about the 

psychological factors of more versus less successful athlete. However, competitive sports often demand 

athletes to train in intensely physical, psychological, and stressful environment. competitive athletes are 

required to cope with various stresses in sport situations, such as physical injury, performance slumps, 

time management, interpersonal conflict, expectations, and fear of failure. Researchers in sport 

psychology have reported that coping plays an important role in performance enhancement, injury 

prevention and recovery, and managing performance slumps. 

The purpose of this paper is to review psychological factors affecting competitive performance, in 

order to clarify some of the problems concerning performance enhancement. First, we present the 

assessment of psychological factors, including qualitative interviews, inventory development. 

Furthermore, we describe that measurable differences exist in the level of skill development displayed by 

more and less successful athletes in various sports. Second, we describe the state of psychological skill 

training for competitive athletes. Third, we present that one key factor in bringing an athlete's 

capability into full play is mental health along with the degree of psychological competitiveness. 

Finally, we offer future directions for performance enhancement study. 

Key words: psychological factors, competitive performance, athlete 
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はじめに

スポーツにおいて，心理面でのトレーニングの必要

性が指摘されて既に久しい。競技パフォーマンスは，

生理的・身体的な要因によってのみ決まるものではな

く，知覚・判断・記憶・感情・情緒などを含む多くの

心理的・精神的要因が密接に関与している！）。スポー

1)九州大学大学院人間環境学府

ツ心理学の研究内容は，競技パフォーマンスの高度化

という現象に伴って発展してきた。その志向するとこ

ろは競技力の向上であり，記録，成績，結果を追求す

る，勝つための支援に重きが置かれてきた。しかしな

がら，今日の競技スボーツでは，競技力の高度化に伴

いスポーツ選手の心理的問題が多く見受けられ，競技

カの向上を妨げる要因になると考えられる。記録の向
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上や勝利することを目的とした今日の競技スポーツで

は，バーンアウト，学習性無力感といった精神的問題，

競技からのドロップアウトや薬物依存，摂食障害など

の行動的問題，オーバートレーニング，スボーツ外傷・

障害などの身体的問題が浮き彫りにされ豆スボーツ

選手が経験する代表的な弊害として，国内外を問わず

大きな話題となっている。 Petipaset al. 3)は米国代

表のスポーツ選手が競技場面以外での自分に自信がな

く，役に立たないと感じていることを明らかにしてい

る。競技からのドロップアウトに関しても，高校生を

対象にしたスボーツ活動のドロップアウトの理由を調

べた青木4)は，「人間関係の軋礫」「練習のつらさ」

「勉強との両立」「他にしたいことがある」などが主な

理由であることを指摘している。また，スポーツ選手

のバーンアウトに関して，岸ら 5)は記録や技能の停滞

などによる不満感と直接的な関連をもつとし，スボー

ツ選手のバーンアウトにとって最も顕在化しやすい問

題となるのは，競技意欲の低下であると指摘している。

このように競技スボーツの高度化に伴う長時間の練習，

勝利志向の重視などは，スポーツ選手に対して強いス

トレスの原因となっており，その弊害が指摘されてい

る。さらに，周囲からのプレッシャー，指導者からの

一方的な押しつけに盲目的に従うなど，選手の自主性

や創造性の育成に欠陥があるとも考えられる。そこで，

本稿では，競技力向上を目標とするスボーツ選手に対

して，健康的視点を加味した心理的介入の開発の予備

的作業として，競技パフォーマンスに影響する心理的
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要因に関する先行研究から， 1)スポーツ選手の心理

的特性の評価， 2)スポーツ選手への心理的介入・指

導の現状， 3)スポーツ選手の健康心理的側面を扱っ

た研究を概説し，今後の研究の課題を明らかにする。

1. スポーツ選手の心理的特性の評価

1)質的研究法による評価

質的研究法は，社会学，心理学，人類学において用

いられており，インタビューや観察などのテクニック

を用いて個人が経験したことや知識等をより深く理解

しようとする方法6)であり， 1980年代になってから

欧米諸国を中心にスボーツ科学の領域においても盛ん

に行われ，その手法の有効性が認められている 7) 8)。

質的研究法は，優れた選手の競技パフォーマンスで用

いられる心理的要因を明確にし，これらの心理的要因

がどのように競技場面で応用できるかを示すには非常

に価値のある方法であるといえよう。表 1は，近年の

質的研究法によるピークパフォーマンスに関わる心理

的要因を要約したものである。質的研究法によるピー

クパフォーマンスに関わる心理的要因の調査は Orlick

& Partington 9)の研究が先駆的なものとされている。

彼らは，夏季・冬季オリンピックに出場したカナダ人

選手 160名を対象に，競技で成功する要素を調査した

結果，質の高いトレーニング，明確な目標，イメージ

トレーニング，シミュレーショントレーニング，心理

的な準備が重要な特性であることを報告している。ま

Table 1. Summary of Peak Performance Literature 

研究者

Williams & Krane 
(1998) 

Orlick & Partington 
(1988) 

Gould, Eklund, & 

Jackson 
(1992a, 1992b) 

Gould, Finch, & 
Jackson 

(1993) 
Gould, Jackson, & 

Finch 
(1993a, 1993b) 

Woodman & Hardy 
(1998) 

Factors associated with peakperformance 
・競技ルーチンおよび計画
•高い動機づけとコミットメント
・注意散漫や不測の事態に対するコーピングスキル
•高い集中力
・覚醒の自己調節
・目標設定
・視覚化／イメージ
・精神的レディネス
・注意集中力
・パフォーマンスイメージをコントロールする能力
・コミットメント，試合の計画
・目標設定，競技シミュレーション，イメージ
・注意散漫への対処

・ポジテイプな見込み
•最適な覚醒状態
．努力とコミットメント
・ルーチンの準備
・心理的準備（動機づけ，試合への集中）
・合理的思考とセルフトーク
・ポジテイプな注意集中と志向
・ソーシャルサポート
・タイムマネジメントと優先順位
・心理的準備 • 
・不安マネジメント
・熱心なトレーニング
・ストレッサーヘの対処などのストレスマネージメント

Factors associated with poor performance 

・注意散漫を対処すること

・作業したものの変更
・選抜メンバーの決定が遅い
・注意散漫後に再集中できない

・ネガティブな感情状態
・ルーチンを準備する意思がない
・ネガテイプ，不適切，不規則な思考パターン

・組織の関係性
・パフォーマンスヘの期待とストレス

・心理的・身体的要求
・環境的要求
•生活領域に含まれるストレッサー

・スポーツの組織的な政策
・望ましくない管理と計画などのストレッサー
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た， Gouldet al. io) 11)は，オリンピックに出場して成

功をおさめたレスリング選手を対象にして，競技パフォー

マンスに関連する心理的特性を検討した結果，最高の

パフォーマンスに関連する心理的要因として積極的思

考最適な覚醒状態努力，コミットメント，そして

系統的な心理的スキルトレーニングの必要性を述べて

いる。これらの結果は Orlick& Partington 9)の研究

で得られた知見と一致しており，心理的要因の中でも

特に心理的スキルが高いレベルでの競技パフォーマン

スにおいて重要な役割を果たしていることを示唆して

いる。さらに， Gouldet al. 12) 13) 14)は，フィギアスケー

トのオリンピック代表選手を対象に調査を行った結果，

合理的な思考とセルフトーク，積極的な思考，ソーシャ

ルサポート，タイムマネジメント，競技前の心理的準

備，不安マネジメントを含むストレスマネジメントが

高いレベルでの競技パフォーマンスにおいて必要なこ

とを確認している。

一方で，最近は，競技パフォーマンスを阻害する心

理社会的要因についての検討も行われている。成功を

おさめたエリート陸上選手の心理的特徴を調査した

V ernaccia et al. 15)の研究ではスボーツ障害， コーチ

との関係， 日常生活でのストレスなどが競技パフォー

マンスを阻害する要因として報告されている。また，

Greenleaf et al. 16) は米国代表選手 15名を対象に，

オリンピックでの競技パフォーマンスに影響した要因

について検討しており，オーバートレーニング，スボー

ツ障害， コーチとの関係などがパフォーマンスを阻害

する重要な要因として確認されている。すなわち，心

理的スキルとともにスポーツ障害や対人関係， 日常生

活のストレスなどの健康的側面が競技パフォーマンス

ピークパフォーマンス

パーソナリティ・動機づけ・自己の哲学

↑ ↑ ↑ ↑ 
スポーツ選手の身体的・社会的・心理的・組織的な環境

（促進低下）

Fig 1. The pyramid Model of Peak 

Perfomance (Gould, 2001) 

に影響しているといえる。特に，スポーツ障害に関し

ては，多くのスポーツ選手が経験する代表的な弊害で

あり，スボーツ選手自身や指導者が日頃から注意し，

管理していくことで，予防・対処できるものと思われ

る。このように競技パフォーマンスに影響する心理的

要因が注目される中， Gould11)はピークパフォーマン

スの PyramidModelを提唱した（図 1)。このモデ

ルは実証的な検討は行われていないものの， Gouldら

の一連の研究から考案された。これは，パーソナリティ，

動機づけ，自己の哲学を底辺とし，左側面はピークパ

フォーマンスを促進するための心理的スキル，右側面

はコーピングストラテジーなどの健康的側面から構成

される。これは， ピークパフォーマンスを達成するた

めには心理的スキルと同時に健康心理的な側面も必要

であることを示唆している。したがって，競技力の向

上を目的としたスボーツ選手にも，競技に対して健康

的な考え方を持つように指導していくことが重要な課

題であるといえよう。

2)心理テストによる評価

競技力向上を目的としたスポーツ選手に対する心理

的介入の第 1段階となるのが心理面の評価である。ス

ポーツ選手の心理的特性や状態を診断し，その結果に

基づいてトレーニングを計画していくことが必要とな

る。従って，その主たる目的は心理的介入や心理的ス

キルトレーニング (PST; Psychological Skills 

Training)を行う場合の，選手のトレーニングすべき

要素を知り， トレーニング効果の可能性を判断するこ

とであろう。心理テストはその手法から分類すると，

質問紙法，作業検査法，投影法があるが，求める因子

の多面性及び結果処理の能率性から，テストの多くは

質問紙法となっている。競技パフォーマンスに影響す

る心理的特性を明らかにするためには多角的な接近が

必要である 18)0 

これまで，スボーツ選手の心理面の重要性は早くか

ら指摘されながらも，研究としてはパーソナリティ研

究として発展してきた。つまり，スポーツ選手の性格

特性を分析する目的から優秀な競技成績をおさめた選

手を対象にし，矢田部・ギルフォード検査 (Y-G検

査） 19)，カリフォルニア人格目録 (CPI)20)，内田・クレ

ペリン精神作業検査 (U-K法） 21)，特性ー状態不安テ

スト (TAI及びSAI)22), モーズレイ性格検査 (MPI)23) 

など心理学分野で開発された心理テストによって特性

論的性格の特徴が論じられる傾向が多かった。しかし

ながら，パーソナリティ研究の多くは，既成の一般性
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格検査や精神健康度診断検査などをスポーツ選手に適

用し，それらの結果と技能向上との関連をみるという

方法をとっており，臨床心理学や人格心理学の関心か

ら開発された測定尺度が，スボーツ行動との関連で，

適切かつ有効に選手の意欲や態度そして行動特性をと

らえ得ているかという点に問題が残る。

1980年代になって，競技力の向上を目的として，

競技場面特有の尺度が開発され始めた。特に， Tutko

et al. 24) によって作成された Athletic Motivation 

Inventory (AMI)が心理的特性を評価する先駆的な

ものとされている。表 2は，スポーツ選手の心理的特

性を評価する代表的な質問紙である。 Loehr25) の

Psychological Performance Inventory (PPI), 

Mahoney et al. 26) の The Psychological Skills 

Inventory for Sport (PSIS), Nelson et al口の

The Sport-Related Psychological Skills Question-

naire (SPSQ), Thomas et al. 28)のTheGolf Perf or-

mance Survey (GPS)が代表的である。そして，最

近では Smith et al. 29) の The Athletic Coping 

Skills Inventory-28 (ACSI-28) など，競技場面にお

けるコーピングスキルを重要視した評価法も開発され

ている。例えば， Mahoneyet al. 26)の開発した PSIS

は，集中力や自信など 6因子から構成され，競技場面

における心理的特性を評価するものであった。また，

Smith et al. 29)は，競技場面特有のコーピングスキル

として逆境への対処， 目標設定などの 7つのスキルを

挙げ，それらがパフォーマンスの向上や障害への対処

に大きく関係していると報告している。わが国におい

ても，競技力の向上を目的として，スポーツ選手のや

る気を測定するものとして松田ら 30)の体協競技動機

検査 (TSMI)，競技場面における心理的スキルを測

定する徳永ら 31) の 心 理 的 競 技 能 力 診 断検査

(DIPCA.2)が作成されている。これらの質問紙の内

容を概観すると，動機づけ／コミットメント，集中／

注意イメージ，自信，目標設定，不安のコントロー

ルなどがスポーツ選手に必要な心理的特性として共通

して確認された。この内容は，質的研究法で確認され

たピークパフォーマンスに関連する心理的要因と一致

している。しかしながら，これまでの研究においては，

パフォーマンスを阻害する要因として確認されたスボー

ツ外傷・障害，チーム内の関係，生活習慣などの健康

的視点から競技力向上を目的としたアプローチがなさ

れていないのが現状である。競技力の向上に伴い，ス

ボーツ選手は過度な練習やトレーニングが必要とされ

Table 2. Comparison of Subscales / Skills Identified in PST Reseach 

Loehr (1986, PPI) Vealy (1988) Nelson & Hardy (1990, Mahoney et al. (1987, 

動機づけ 動機づけ SPSQ) PSIS) 

イメージ イメージ 動機づけ 動機づけ

自信 自信 心理的準備 心理的練習

態度のコントロール 自尊感情 イメージカ 自信

注意のコントロール 自己への気づき セルフエフィカシー 集中力

ポジティブな活力 注意のコントロール 集中力 不安のコントロール

ネガティブな活力 覚醒のコントロール リラクセーション 協調性

内的スキル 認知的不安

生活のマネジメント

Thomas & Over (1994, Smith et al. (1995, 徳永 (2001,DIPCA.3) 

GPS) ACSI-28) 忍耐力

コミットメント 目標設定／準備 闘争心

向上のための研究 自信 自己実現意欲

心理的準備 集中力 勝利意欲

集中力 プレッシャーの対処 自己コントロール

自動化 困難への対処 リラックス能力

ネガテイプな情動と認 逆境への対処 集中力

知 コーチ受容 自信／決断力

保守的なアプローチ 予測力／判断力

協調性
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るようになっている。選手を取り巻く環境の中にスト

レス状態が多く，そのことが競技力に影響しているこ

とが考えられる。前述した Gould11) の Pyramid

Modelによると， ピークパフォーマンスには，心理

的スキルのアプローチと健康的側面からのアプローチ

の両側面が重要であると示唆している。したがって，

指摘されているようなスポーツ選手のケガに対する考

え方や勝敗観などの健康的側面からアプローチするた

めのツールの開発が急務とされる。

3)個人差の研究

競技場面で必要な「精神力」について徳永は「心理

的競技能力」と呼んだ 31)が，欧米ではこれらを心理

的スキルと呼び，各種の心理的スキルトレーニングプ

ログラム (PST; Psychological Skill Training)が

開発されている 25)32) 33) 34) 35)。これは心理的スキルが学

習された行動として認識され，ある学習方法に従って

練習していけば，習得することが可能な技術として位

置付けられている。これについては，実験心理学にお

ける学習理論をその主たる根拠とみることができる 36)0 

学習理論では「経験や練習の条件下で生じる，比較的・

永続的な行動の変化」と学習を定義し，情動反応もま

た学習され，習慣化したものとされる。従って， ヒト

の不適応な行動や情動反応も，それが学習によるもの

である限り，修正または変容，あるいは消去すること

が可能とされている。このように競技場面で必要な心

理的スキルが学習可能であるという理論に基づくなら

ば，様々な競技種目において競技パフォーマンスが優

れた選手とそうではない選手の心理的相違を比較する

ことが望まれるであろう。この種の研究に関して，

Mahoney & Avener 37)は，米国代表の体操選手 6名

と国内予選決勝で敗退した 6名を対象に調査を行った

結果，代表選手の自信が高いこと，いつも目標を念頭

においていること，練習や試合でセルフトークを用い

ていることを報告している。また， Gouldet al. 38)は，

NCAAのレスリング選手を対象に，実力を発揮した

選手は自信，不安マネジメント，そして動機づけなど

の心理的特性が望ましいことを示した。 Highlen& 

Benette 39), Meyer et al. 40), Rotella 41)も同様の研究

を行っており，競技レベルによる心理的相違を明らか

にしている。また，優れた競技成績をおさめた選手と

そうではなかった選手に関する心理的要因をレビュー

した Williams& Krane 42)は，優れた成功をおさめた

スポーツ選手の自信及び集中力が高いこと，不安がマ

ネジメントできていることを報告した。わが国におい

ても，久保ら 43)は，国体選手を対象に TSMIによる

調査を行い，国体入賞群は非入賞群に比べ，困難の克

服，失敗不安，緊張性不安，冷静な判断，精神的強靭

さ，対コーチ不適応，闘志，不節制，競技価値観など

で有意な差が認められ，競技レベルの高い者の競技意

欲が望ましいことを示した。 TSMIを用いた一連の研

究としては，加賀 44)や吉沢 45)，岡沢 46)の研究などが

あり，優れた競技レベルの選手の心理的適性を報告し

ている。また，徳永ら 47)は，心理的競技能力診断検

査を用いて競技レベル差について調査を行い，競技レ

ベルの高い選手ほど自信，作戦能力で顕著に優れ，そ

のほか競技意欲や精神の安定・集中で優れていたこと

を報告している。これに関連して，心理的競技能力の

競技レベル差をみた研究としては，岩崎 48)や古谷ら 49)'

宮田 50) など多数報告されており，いずれも競技レベ

ルが高い選手は優れた心理的競技能力であることが示

されている。つまり，高い競技パフォーマンスを示す

選手は， 自信や競技意欲などの心理的スキルの得点が

高く，心理的に望ましい状態であることが示されて

きた。

しかしながら， Heyman51)は，競技パフォーマンス

の成功の原因となるのは心理状態よりもむしろ以前経

験したパフォーマンス時の認知が影響していることを

示唆している。したがって， この種の研究は成功した

選手個人よりも成功した経験に共通する心理的要因を

検討するアプローチヘと変化していった。例えば，

Peak Performance 52), Peak Experience 53l 54l, Ideal 

Performance State 25)，あるいは Flow56)のような成

功体験時に経験された思考や感情が確認された。例え

ば，スポーツ選手にみられるフローの状態は， Jackson

et al回の研究で確認されている。フロー状態とは，

選手が自分の最高の能力を発揮する状態，プレイに完

全に集中した状態のことである。 Jacksonet al団は，

一般的な「フロー状態を形成する要因（積極的な心理

的態度，積極的な競技への態度，適切な集中力の維持，

身体的準備）」と「フロー状態を阻害する要因（身体

的問題集中維持のなさ，消極的な心理的態度）」を

示した。フロー状態へ近づくための要因の中にはコン

トロールできないもの（観客の反応など）があるが，

要因をコントロールすることで予め準備されていた場

合にはフローがおこりやすいと言われている。

このように，競技パフォーマンスには競技場面にお

ける心理的スキルが密接に関与している。しかしなが

ら， Gould11)が指摘したように，心理的スキルを高め

ると同時に健康的な側面からのアプローチもまたピー



80 健康科学

クパフォーマンスを発揮するためには重要である。し

たがって，ケガヘの対応，対人関係，ストレスなどの

健康心理的側面における心理的相違を示し，実力を発

揮した選手，優れた選手の心理的健康を明らかにして

いくことが必要であるといえよう。

2.競技力の向上を目的としたスポーツ選手

への心理的介入・指導の現状

心理的スキルトレーニング (PST)への関心はロサ

ンゼルスオリンピック (1984)前後から，急速に高まっ

てきた 18)。このことは心理面のトレーニングがパフォー

マンスの向上に有効に作用した，とする報告が多くみ

られるようになったためである。スボーツ活動に対す

る動機づけや態度を望ましい内容に変化させたり，競

技場面での不安や緊張を軽減することに利用される。

すなわち，スボーツ心理学では競技者の心理的コンディ

ショニングを目的としたメンタルトレーニングの中核

をなすものとされている。近年，体力や技術のトレー

ニングと同様に，競技場面で最高のパフォーマンスを

発揮するために必要な心理的側面を管理する（または

コントロールできる）心理的トレーニングを重視する

ようになり，総合的な競技力向上を目指すようになっ

た。心理的スキルの文献をレビューした Murphy56) 

によると，三段階のプロセスとして競技パフォーマン

スのマネジメントを捉えることが有効であることを提

唱している（図 2)。このプロセスは，理想的な心理

状態の確認セルフモニタリング，自己調節であり，

Murphyはこのプロセスに基づいてパフォーマンスマ

ネジメントを論じている。

Unestahl 57)は競技力向上を目的とし，基礎的メン

タルトレーニングや競技に対する心理的準備などを構

成要素とするインナーメンタルトレーニング (IMT)

を作成し，実際の競技場面で効果をあげている。また，

ピークパフォーマンス時の生理・心理的状態を甚盤と

した Garfieldによるメンタルトレーニングプログラ

ム， リラクセーションや目標設定などの心理的スキル

を複合的に組み合わせた Suinn58)のセブンステップ
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スなども，実践場面において，有効性が認められてい

る。わが国においてもスポーツ選手が競技場面で実力

を発揮するために，精神力を高めるためのメンタルマ

ネジメントや心理的スキルトレーニングといわれる種々

の技法が取り入れられ，その有効性が報告されてい

る59)60) 61) 62) 63) 64)。しかしながら，競技力の高度化に伴

いスポーツ選手の心理的な健康問題が多く見受けられ，

競技力の向上を妨げる要因になることは前述した。競

技を継続する上で，スポーツに関連する能力以外の発

達の欠如と偏在を招き，生活への不適応やアイデンティ

ティの混乱を生じたり，スボーツクラブやチームなど

のスポーツ集団になじめないなどの不適応を呈したり，

クラブのメンバーやコーチとの人間関係上の問題が生

じるなど，競技活動の参加によって好ましくない結果

を生じることもある。特に，競技力向上を目指す選手

自身の心身の健康管理に対する認識が低いことも相まっ

て様々な問題が発生しており，早急に何らかの対策が

必要だと考えられる。したがって，スポーツ選手が競

技に対して健康的な考え方を持つような指導法を確立

していく必要がある。さらなる競技力向上のための心

理的トレーニングの一環として，スポーツ選手の心理

的健康を高めるような指導がなされることが望ましい

と考えられる。

3.健康心理的視点からのアプローチ

思春期から青年期にかけては，精神的に不安定な時

期であり，多様な心理的問題の発生しやすい時期でも

ある。スボーツ選手は，バーンアウトなどの心理的問

題を競技活動の中においても解決していかなければな

らない 65)。一般に，スボーツ選手は身体的及び心理的

に健康であると思われている。特に，スポーツ選手の

心理的健康に関しては，不健康であるはずがないと周

りが思っているだけでなく，選手自身もそのように思

いこんでいるところがある。スポーツ競技場面を考え

てみれば，心理的に強いという要素が勝利を導く一つ

の要因として挙げられるのも当然の結果である。しか

しながら，そのために表面化されない問題が内在して

Stepl Step2 Step3 

理想的な心理状態への

気づき

セルフモニタリング 認知の再構成

Fig 2. A3-Step Process for the Application of Psychological Skills 

for Performance Management (Murphy, 1988) 
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いることもまた考えられる。

スポーツ選手の心理的問題に関しては，ストレス尺

度や不安尺度による調査から検討されてきた。その結

果，ストレス得点が高い傾向の人には，バーンアウト

等の心理的問題が誘発されやすいことがわかってい

る66)。競技場面においても，これらの尺度を用いて様々

な競技種目で，上級者と初級者との心理的相違を明ら

かにしている。つまり，高いパフォーマンスを示す選

手は，ストレス得点や不安得点が低く，心理的に安定

した状態であることが示されてきた。得点の低さだけ

でなく，ストレスや不安に対処する能力が優れている

ことも明らかにされてきた叫このように，心理的健

康の良し悪しが行動やパフォーマンスに影響を及ぼす

ことが明らかになっている。したがって，競技力向上

を目標とするスポーツ選手への指導の際に健康的視点

を導入することが重要な課題であるといえよう。近年

の健康の捉え方は，単に疾病や障害がない状態を指す

のではなく，人間存在のトータルとして，あるいは生

き方，生き様を含めて考えられている 68)。心理的健康

に関しても， Jahoda69) は， Frommや Maslow,

Allport, Rogersらによる心理的健康に関連した定義

や考察を検討し，次のような 6つの基準を抽出してい

る。①自己への態度，②成長，発達， 自己実現，③人

格の統合性，④自立性，⑤現実知覚への的確さ，⑥環

境への支配の 6つの墓準は，それぞれ心理的健康の下

位概念を示すものである。また， Jahoda(1958)の

研究と期を一にするものであり，かつ比較的新しいも

のに Shultz10)の「心理的健康」のレビューがある。

それは，①自分の生活を意識的にコントロールできる

こと，②自分は誰か，何であるかについて知っている

こと，③現在にしっかりと結びつけられていること，

④挑戦し，新しい目標や経験を目指すこと，⑤その人

らしい独自性を持っていること，というように

Jahoda 69) とShultz10)の間ではかなり共通しているこ

とが明らかである。スポーツ選手の健康的側面を考え

た場合に，ストレスや不安など，否定的な心理的健康

の側面を明らかにするだけではなく，近年の健康の捉

え方である積極的なものとして，スポーツ選手の心理

的健康を捉えていかねばならないであろう。前述した

心理的健康はスボーツ選手にも必要であると考えられ

る。村上ら 71)は，競技力を向上するための心理的側

面として，新たな視点であるスポーツ選手特有の積極

的な心理的健康に着目し，挑戦， 自己理解，個性の発

揮，ケガヘの対応， 日常生活のコントロールなどを挙

げて，それらがパフォーマンスの向上や競技の継続に

大きく関与していることを示唆している。したがって，

スポーツ選手の健康心理的な側面からアプローチする

場合，ストレスや不安などのマネジメントも必要であ

るが，競技場面において選手自身が心理的健康を高め

るような PSTのプログラムの開発と実施が急務であ

ると思われる。

まとめ

競技力の向上を目標とするスポーツ選手の心理的要

因と問題点について概観してきたが，競技場面におけ

る心理的スキルとともに健康的視点からのアプローチ

も必要であることが明らかになった。この健康的視点

からのアプローチに関しては，ストレスや競技不安な

どネガティブな側面を捉えたものであり，近年の健康

の概念である積極的な視点から捉えたアプローチ法は

ほとんど皆無であるといえよう。スポーツ選手におけ

る心身の健康問題は，発育期から青年期のスポーツ選

手まで幅広く見受けられ，競技力向上を阻害する要因

になるとも考えられる。スポーツ選手はこのような心

理的な健康問題を競技生活において予防・対処してい

く必要がある。しかしながら，前述したように競技活

動実施による心理的側面の弊害は経験的に知られてい

るが，競技スポーツ指導においてこれらに対する予防

や対処はほとんどなされていないのが現状である。競

技力向上を目指す場合，心身の健康を必要のないもの

であると考える人もいるかもしれない。しかし，前述

したような様々な弊害を考えると，競技力の向上だけ

でなく，これまでなおざりにされてきたスポーツ選手

が心身の健康，とくに心理面で健康的な考え方を持つ

ように指導することは重要な課題であると考えられる。

さらには，健康への関心が増大すると同時に，健康教

育の必要性，重要性についても論じられることが多く

なった。健康教育とは，「心身の健康の保持・増進を

図るために必要な知識及び態度の習得に関する教育」 72)

であり，健康の意味や健康な生活を送るための態度や

方法について指導することを示している。競技活動に

おけるスポーツ選手特有な心理的健康の評価は，競技

力向上とともに健康教育の点においても，有効かつ意

義のある視点であろう。そこで，今後はこのような視

点を踏まえ，競技力向上と同時にスポーツ選手の健康

的な問題を考慮した研究，さらには，健康教育的視点

からの指導といった研究の方向性が必要であろう。
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