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Abstract

A pilot study was conducted to examine the relationship between motor performance

and the characteristics of mindfulness. The participants in this study were eight

college-going students who were randomly divided into three teams. Each team per-

formed a ball-rolling task four times, after answering the Japanese version of Five Facet

Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Following that, the distance from the center of

the target to the ball, in the fourth ball-rolling task, was measured as the performance

variable. The results of this study showed that there was a significant negative correla-

tion between distance, which is the indicator of sports performance, and scores on the

“Non-judgmental” subscale of the FFMQ. In other words, when the outcome of the

ball-rolling task was excellent, it was observed that the score on the “Non-judgmental”

subscale was also higher (r(6) = −.823, p < .05). Based on the results of this study,

it was suggested that being “non-judgmental,” which is one of the characteristics of

mindfulness, may be a factor that could help in predicting excellent sports-related

performance, under pressure conditions.
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概　要

本研究では，運動パフォーマンスとマインドフルネス特性の関係性について，試験的な

検討を行った。対象者は大学生 8名であった。対象者は 3群に分かれ，群間対抗のボール

ころがし課題を各自 4回行った。対象者は課題実施前に，個人のマインドフルネス特性を

評価するために日本語版 Five Facet Mindfulness Questionnaireを測定し，4回目のボー

ルころがし課題における的からボールまでの距離を測定した。本研究の結果，FFMQの下

位尺度である「判断しないこと」と運動パフォーマンスの指標であるボールと的の距離の

間に有意な負の相関関係が認められ，ボールころがし課題の成績が優れているほど，「判断

しないこと」の得点も高いことが確認された（r(6) = −.823, p < .05）。本研究の結果か

ら，マインドフルネスの「判断しないこと」という姿勢が，プレッシャー状況下における

優れた運動パフォーマンスを予測する要因である可能性が示唆された。
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問 題

スポーツをはじめ，様々な状況におけるパフォーマン

スの発揮には，身体だけではなく心理面のコントロール

が重要である。それを裏付けるように，多くの先行研究

によって，パフォーマンス時に生起するネガティブな心

理的反応が，個人のパフォーマンスを低下させる原因と

なることが報告されている（e.g., Woodman & Hardy,

2003）。このような，パフォーマンス時に生起する心理

的反応はプレッシャーが強い状況で特に生じやすく（村

山・田中・関矢，2009），そのような状況や反応への対

処方略としては，一般的に「考えない」といった内的反

応を抑制，あるいは変化させる試みが広く活用されてき

た。例えば，アスリートのパフォーマンス発揮・向上を

意図した心理サポート法であるメンタルトレーニングに

おいても，その技法の一つとして，競技中に生じる思考

の停止を意図したソートストッピング法が提案されてい

る（竹中，2005）。しかしながらスポーツ場面に限らず，

このような内的反応を抑制・変化させる試みは皮肉にも

失敗しやすく，それがパフォーマンスの低下を引き起こ

す原因となることが指摘されている（Wegner, Ansfield,

& Pilloff, 1998; Woodman & Davis, 2008）。そのため，

上記のような抑制とは異なり，パフォーマンス発揮に有

効な対処方略の検討が求められる。

近年，パフォーマンスと個人が有するマインドフルネ

ス特性の関係性が注目されている。このマインドフルネ

ス特性とは，「意図的に，その瞬間に，判断をせずに注意

をむける」（Kabat-Zinn, 1994 田中・松丸訳 2012）とい

う心のありようを意味し，それを高める実践は，トップ

アスリートにも活用されている。実際に，アスリートを

対象としたマインドフルネスのプログラムも開発が行わ

れており，そのプログラムを通して，心理的なマインド

フルネスが獲得され，結果的にパフォーマンスや競技レ

ベルの向上といった効果に繋がったことや（Gardner &

Moore, 2012），パフォーマンスにネガティブな影響を及

ぼす心理的要因の低減効果が導かれたことが報告されて

いる（De Petrillo, Kaufman, Glass, & Arnkoff, 2009）。

この背景には，マインドフルネスの構成要素として「判

断しないこと」（Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, &

Toney, 2006）が影響していることが予想される。スポー

ツの文脈に置き換えると，このような態度はパフォーマ

ンス時に生じうる非機能的な感情や思考を評価せずにい

ることを可能とし，抑制しなくとも内的反応の影響を受

けず，結果的にパフォーマンスの低下を抑えることが期

待される。しかしながら，これまでどのようなマインド

フルネス特性の側面がパフォーマンスと関係するのかは

明らかになっていない。

そこで本研究では，心理的プレッシャー要因が存在す

る状況下を用いて，運動パフォーマンスとマインドフル

ネス特性の関係性について，試験的に検討を行うことを

目的とする。

方 法

1．調査時期および調査対象者

調査時期は 2015年 7月であった。調査対象者は A大

学に所属する大学生 13 名であり，欠損値を有する対象

者をリストワイズ除去した後，最終的に 8 名を分析対

象とした（男性 7名，女性 1名，平均年齢 = 19.43歳，

SD = 0.92）。なお分析対象者は皆過去にスポーツ経験

を有し，また調査時期においても 1名を除き，運動部活

動に所属していた。なお，所属部活動はサッカー，テニ

ス，アメリカンフットボール，スノーボードおよびテコ

ンドーであった。

2．調査内容

個人のマインドフルネス特性の程度を測定するため

に，日本語版 Five Facet Mindfulness Questionnaire：

FFMQ（Sugiura, Sato, Ito, & Murakami, 2012）を用

いた。この尺度は 5 下位尺度 39 項目から構成されてい

る尺度であり，先行研究において信頼性と妥当性が確認

されている。本研究では，FFMQの 5下位尺度（観察：

Observing，反応しないこと：Nonreactivity，判断しな

いこと：Nonjudging，描写：Describing，気づきの伴う

行為：Acting with Awareness）それぞれの得点および，

総合得点を用いた。

3．実験課題

心理的な側面とパフォーマンスの関係に関する先行研

究において，これまで用いられているパフォーマンス評

価として，主にダーツやピッチング，ゴルフのパッティ

ング課題が挙げられる。これらの課題は部分的，あるい

は全身的な身体運動を通してある対象に物体（矢やボー

ル）を運ぶ課題であるが，本研究では，そのような課題

と共通し，身体運動の中で生じる力加減を自身で調整し

ながら的を狙う課題として，ボール転がし課題を採用し

た。これまでボール転がし課題は，主に幼少期の子ども

を対象とした運動学習課題や協調運動を測定する検査の

一つとして用いられてきたが（Hendersen & Sugden，

1992；七木田・増田，2003），近年はボール転がし課題
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と類似したボッチャがパラリンピック種目に選出されて

いたり，高齢者と成人の運動学習過程の違いを検討した

研究においても同様の課題が使用されており（坂本・豊

田・山本・神前，2011），幅広い対象に向けた研究や実践

で活用されている運動課題である。ボール転がし課題は

ダーツやピッチングなどと類似する投動作の課題として

判断することが可能であり，上記のような運動学習の研

究においても使用されていること，また運動時のプレッ

シャーが全身協応運動に影響を及ぼすという指摘がある

ことから（田中・瓜本・村山・関矢，2009），本研究におけ

る実験課題として設定した。なお本研究の課題では，4m

先の直径 15cmの的に向かって対象者がテニスボールを

転がし，的の中心とテニスボールの中心の距離（cm）を

パフォーマンス得点とする課題を用いた。すなわち，パ

フォーマンス得点が低いほど，優れたパフォーマンスを

発揮していることを意味する。

4．手続き

実験手続きとして，対象者はランダムに 3群に割り当

てられ（分析で欠損扱いとなった対象者を含め，4名で

構成される群が 1つ，3名で構成される群が 3つであっ

た），各群は同時に実験に参加した。課題説明時に，群内

の合計距離が最も短い（成績の優れた）群が優勝となり，

各メンバーにいくらかの賞金が贈呈されることが伝えら

れた。課題実施前において，群内での練習時間を 10 分

間設け，その後，各群の対象者 1名が同時に 1投ずつ行

い，合計 5回の投球を行うことが説明された。各対象者

が 3投目を終了した時点で，（a）時間の都合上 4投目で

終了となること，（b）4投目の得点は的にボールが乗っ

た場合は 0 点であるが，的から外れた場合はその距離

×2 点が 4 投目の得点となること，（c）個人の結果は後

日全体に開示されることを追加条件として伝え，本研究

では，4投目の課題成績をパフォーマンス得点として用

いた。先行研究において，本番試行や賞金の存在，周囲

の環境がプレッシャーを導く要因として機能し，人のパ

フォーマンス発揮に影響することが指摘されている（立

谷，2018；田中他，2009）。そのような要因を課題に含む

ことで，より個人のパフォーマンスが影響を受けやすい

実験設定が可能になると考えられることから，賞金の呈

示やチーム競技の条件を導入して課題を行った。なお，

実験開始前には対象者から承認を得た上で行い，実験後

にデブリーフィングを実施し，個人の結果については開

示しない旨を伝えるなど，倫理面には十分に配慮した。

結 果

FFMQの 5下位尺度得点とパフォーマンス課題 4投

目の得点間における Pearson の積率相関係数（r）を算

出した結果，FFMQ の下位尺度である「判断しないこ

と」とパフォーマンスとの間において，Figure 1の散布

図を確認したところ外れ値と判断されるデータは認めら

れず，有意な負の相関関係（r(6) = −.823, p < .05）が

確認された。相関係数の値を Table 1に示す。

Figure 1. Scatter plot between Nonjudging
and Performance scores

Table 1. Descriptive statistics for each variable and Pearson’s correlation coefficient (r)
between mindfulness and motor performance
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考 察

本研究の結果から，心理的プレッシャーとなる要因が

多数存在する状況下におけるボールころがし課題の結果

は，マインドフルネス特性の「判断しないこと」の得点

と有意な負の相関関係を示すことが確認された。先行研

究において，内的な価値判断や不安が結果的に適切なパ

フォーマンスを阻害することが指摘されている（Flett

& Hewitt, 2005）。また Röthlin, Horvath, Birrer, &

Holtforth（2016）は，マインドフルネスの高さがアス

リートの認知的不安を抑制し，過酷な状況におけるパ

フォーマンスと関連することを報告している。プレッ

シャー状況などで運動パフォーマンスが低下する原因と

して，意識的処理仮説（ストレス状況下において自動化

した運動に意識を過剰に向けることによって自動化が解

除された結果，運動パフォーマンスが低下するという仮

説）が提唱されている（Masters, 1992；村山他，2009）。

この仮説に基づくと，運動パフォーマンスを評価し，そ

れに基づいて生じる非機能的な運動への意識や運動制御

の試みが，パフォーマンス発揮を阻害する原因であるこ

とが考えられる。そのため本研究および先行研究に鑑み

ると，マインドフルネス特性の「判断しないこと」とい

う態度が，パフォーマンスについてのネガティブな評価

を抑制し，余計な運動制御や調整をせずにパフォーマン

ス発揮に繋げる可能性がある。

しかしながら本研究は試験的研究であり，課題が散

見される。まず，「判断しないこと」を除く FFMQ の

要素や合計得点と運動パフォーマンスの得点は，有意な

相関関係を示さなかった。これは，対象者数や課題特性

が影響している可能性もある。また本研究では先行研究

においてプレッシャー条件と報告されている要因を課

題に含んでパフォーマンスの測定を行っているが，対象

者が実際にどの程度プレッシャー条件の影響を経験して

いるか，すなわち操作確認は実施されていない。そのた

め，本研究の課題設定の影響については，改めて検討す

る余地がある。また一方では，対象者数が少なく，また

FFMQ の各下位尺度間に有意な相関関係が示されてい

ないことから，本研究の結果について，疑似相関や第三

の変数の影響の可能性も否定できない。そのため今後，

より精緻な追加実験を行うことが求められる。
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