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個人特性によるポジティブシンキングの役割の多様性
―注意の対象の 3軸分析―

筒井　香 1）・藤原素子 2）

Diversity of the Role of Positive Thinking According to Individual Characteristics
―A Triaxial Analysis of Objects of Attention―

Kaori Tsutsui1 and Motoko Fujiwara2

Abstract
This research clarified the concrete contents of positive thinking and explored how positive 

thinking differs according to individual characteristics. Levels of trait anxiety and concerns about 

evaluation from others and the coaching environment, were defined as individual characteristics. The 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) for measuring trait anxiety was administered to a university male 

baseball team. Subsequently, one baseball player with high trait anxiety and one baseball player with 

low trait anxiety were interviewed. Semi-structured interviews focused on their thoughts during their 

baseball games and their individual characteristics. Interview data were transcribed verbatim and 

analyzed qualitatively. Positive thinking was classified according to eight patterns associated with the 

objects of attention, on 3 axes (emotional expression, body consciousness, and external concern), and 

the relationship between individual characteristics and positive thinking was considered. Greater trait 

anxiety and concern about evaluation from others seemed to indicate that self-control thinking 

contributed to performance. In contrast, when trait anxiety and concern about evaluation from others 

was lower, self-encouragement thinking was more likely to contribute to performance.
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序　　論

2020年の東京五輪開催が決定したこともあ

り，スポーツに対する国民の関心は一層高まり

を見せることが予想される．関心の高まりは，

選手に対する金メダルへの期待となり，その期

待は選手にとって「国民の期待に応えるために

も勝たなければいけない」という心理的プレッ

シャーに繋がりかねない．大きなプレッシャー

が伴う大会で選手が実力を発揮することの難し

さは，Muraki（1986）の調査結果でも示唆さ

れている．このような心理的問題に対処して実

力を発揮するための方法として，心理的スキル

を獲得するメンタルトレーニングがある．メン

タルトレーニングでは特性としての心理的スキ

ルを高めることが，最終的にパフォーマンスを

高めることに繋がることが明かにされている

（徳永ほか，2007）．

心理的スキルの一つであるポジティブシンキ

ングは，ストレッサーを自分にとって有利なも

のとして解釈し，競技に対する動機づけや意

欲，自信の向上，最適な緊張状態の形成に役立

て，覚醒水準を最適なレベルに導いて集中力を

高め，パフォーマンスに対してプラスに働く思

考のことである（猪俣，1997）．覚醒水準とは，

大脳皮質における神経細胞の興奮の強さのこと

であるが（ヘッブ，1970），マートン（1991）は競

技不安の高い人は低い人より競争という環境刺

激に敏感に反応するために，覚醒水準が高くな

りやすいとした．ポジティブシンキングは覚醒

水準を高める働きがあるため，競技不安が高い

人には覚醒水準を高め過ぎないようなポジティ

ブシンキングが必要になる．つまり，ある選手

にとって有効なポジティブシンキングである思

考が，他の選手にとっては覚醒水準が高まり過

ぎる思考になる可能性は否定できない．一方

で，一般的に考えられる覚醒水準よりも低い水

準が適している選手もいるであろう．よって，

心理的スキルであるポジティブシンキングは覚

醒水準の高まりやすさといった個人特性を考慮

したものであることが望ましいと思われる．ま

た，メンタルトレーニングの効果検証に関する

論文のなかで，心理的スキルトレーニングの一

つとしてポジティブシンキングを実施した報告

はあるが（大場，2006），具体的に選手がどの

ような思考をポジティブシンキングとして学習

したのかまでは示されていないものが多く，パ

フォーマンス中の思考の特徴を把握する必要性

も指摘されている（Zourbanos et al., 2009）．

これまでメンタルトレーニングは個人特性や

競技特性，競技状況を軽視したものであると指

摘されてきた（猪俣，1986：多々納，1995）．

近年は，ハニンによって提唱されたIZOF理論

のように個人に焦点を当てたアプローチが行わ

れ（Hanin, 2000），また，スポーツカウンセリ

ングルームを開室し，個人の主訴に合わせた選

手の心理面のサポートを行った活動報告（鈴木

ほか，2000）も出されている．さらに，スポー

ツにおけるメンタルトレーニング関連図書が数

多く翻訳・刊行されるようになる（猪俣，

1997）など，個人差を考慮した介入の重要性が

認識されてきている．一方で，徳永ほか（2007）

が各種の心理的スキルに対するメンタルトレー

ニングの具体的な指導法を作成することによっ

て，トレーニング内容の体系化を急ぐ必要があ

ると指摘しているように，個人差を考慮した具

体的な心理的スキルのトレーニングの方法を記

述したものは不足している．心理スキルトレー

ニングには，目標設定やリラクセーション，ポ

ジティブシンキングなどがあり，どれも個人差

を考慮する必要性が考えられる．これらのう

ち，目標設定に関してはチーム目標に加えて，

選手一人ずつのレベルに合わせた個人目標の設

定が行われており，また，リラクセーションに

関しては呼吸法や筋弛緩法など複数の技法が提

示されているため，選手が自分に合ったものを

選択できるのに対して，ポジティブシンキング

に関しては個人特性に合わせた技法を提示する

までには至っていない．

そこで，本研究では上述したような各種の心

理的スキルに対するメンタルトレーニングの具

体的な指導法作成の重要性と，個人差を考慮し

た介入の重要性を踏まえ，パフォーマンスを発

揮するために機能する思考としてのポジティブ
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シンキングの具体的内容を検討し，個人による

差異を明らかにすることと，差異が生じる背景

要因となる個人特性の探索を目的とした．具体

的には，調査対象者に半構造化面接と質問紙調

査を実施し，パフォーマンスが良かった，或い

は悪かったと自己評価できる試合のときに保持

していた思考と，個人の特性に関する調査を

行った．本研究のように，スポーツ競技場面に

おいて選手がどのような思考をし，それがどの

ようにパフォーマンスと関係しているのかにつ

いて明らかにする研究方法としては，少数事例

について個別性を尊重し，その個性を詳細な

データに基づき研究していく方法である事例研

究や，数値で表せないデータを扱う質的研究が

有用である．北村ほか（2007）は質的な研究方

法論の特徴として，今川（2001）の「一人ひと

りに寄り添って表現をよみとる」を引用し，研

究対象者の主観的経験の意味を大切に扱う点を

挙げている．質問紙調査を用いることでも主観

的経験を聞くことは可能であるが，質問項目を

作成するには心的過程が明確でなく，複雑な過

程を質問項目で詳細に調べることは難しい．ま

た，質問項目以外に重要な要素があった場合の

測定が困難であるという問題も残る．さらに，

質問紙調査といった量的研究では，統計処理に

よりデータを平均化することになるため，個人

による主観的経験の意味を大切にし，思考の差

異を明らかにすることを目的とする本研究には

適さない．看護分野においても，患者の思いや

個人特性に着目し，患者心理を明らかにする研

究では，面接法を用いた質的研究が行われて

いる（廣瀬・藤野，2003）．また，関矢（2004）

が質的データの分析がメンタルトレーニングの

実践的研究を行う際に重要になると述べている

ことからも，対象者の思考や個人特性にアプ

ローチする本研究においては質的研究を用いる

ことが妥当であると考えられる．よって，本研

究では事例研究を調査手法とする質的研究を行

い，面接で得られた発話データについて佐藤

（2008）の質的データ分析法を参考に，選手の

発言がどのような意味を成しているのかという

文脈を重視した分析を行った．

また，思考のコントロールに役立つ心理的ス

キルであるセルフトークには，注意と情報処理

の理論に基づいてプレイ遂行の重要な要素に注

意を促す効果があることや（海野，2005），運

動学習領域におけるパフォーマンス発揮のた

めの注意の焦点づけの重要性が示唆されてい

る（関矢，2006：高橋・中島，2013：Wulf and 

Dufek, 2009）．そこで，本研究においても調査

対象者が保持するパフォーマンスを発揮するた

めに機能する思考であるポジティブシンキング

について，注意の対象のパターン（以下，注意

対象パターンとする）に基づいて分類し，ポジ

ティブシンキングについての具体的内容の特徴

を捉えることとした．これにより，現場の選手

は注意のコントロールを意識し，自分に適した

ポジティブシンキングを習得することに繋げる

ことができると思われる．つまり，個人特性に

適したポジティブシンキングの習得の手掛かり

として注意が機能すると言えよう．筒井・藤原

（2013）は 2名の個人特性の異なるサッカー選

手の思考について，注意の対象に基づき，内界

（自己の身体や思考）または外界（他者や状況）

に向ける「内界－外界軸」と，自己のプレイま

たは感情に向ける「プレイ－感情軸」の 2つの

軸で捉えることによって分類を行ったが，その

研究では以下に示す限界点が挙げられるため，

その補正と新たな視点の導入により，本研究で

は 3つの軸で捉え直すこととした．

まず限界点は，身体と感情を同一軸上で捉え

ていたことによるものであった．つまり筒井・

藤原（2013）は，感情にはこころに由来するも

のと，感覚受容器という身体に由来するものが

あるという山鳥（2011）の説を引用し，「プレ

イ－感情」軸を設ける意義を述べたが，同一軸

上で捉えた場合には，注意の対象がプレイか感

情かのどちらかに限定されることになるため

に，両者を程度の違いから捉えることが難しく

なるという問題が提起される．そこで本研究で

は，x軸を「感情の表出」，y軸をプレイを遂行

する「身体への意識」と設定し，感情の表出の

強弱と身体への意識の高低という 2つの軸で捉

え直した．各軸の必要性について，「感情の表
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出」の軸に関しては，恐怖や喜びなどの感情の

生起は，心臓の鼓動の高まりや呼吸の乱れな

ど，多くの身体反応を誘発する（大平，2010）

ことから，ポジティブシンキングに伴う注意の

対象が感情に向けられるか否かにより，身体反

応の変化に伴ってパフォーマンスにも影響が出

ることが考えられるため設定した．また，「身

体への意識」の軸に関しては，運動学習への効

果としてインターナルフォーカスやエクスター

ナルフォーカスが研究されており（ウルフ，

2010），ポジティブシンキングに伴う注意の対

象が身体に向けられるか否かにより，パフォー

マンスへの影響が考えられるため設定した．こ

れら 2つの軸を設けることにより，「身体への

意識が高くて感情の表出も強い」「身体への意

識は高くて感情の表出が弱い」「身体への意識

は低くて感情の表出が強い」「身体への意識が

低くて感情の表出も弱い」といった 4つのパ

ターンで思考を分類することが可能となる．心

身相関の考えからも， 2つの軸を設けて身体と

感情の組み合わせを丁寧に扱うことは妥当であ

ると思われる．

また，新たな視点の導入としては，「外界へ

の関心」の高低を示す z軸を設定し直し，内界

か外界かではなく，外界への関心の高低という

x軸とy軸と同様に程度を表す軸とした．より

効果的な正しい運動を行うために必要である外

界からの刺激情報の受理や処理には，各個人に

固有の様式があるとされており，個人差が重要

視されている（山内，1979）．つまり，ポジ

ティブシンキングに伴う個人の注意の対象が，

どの程度外界に向けられるかがパフォーマンス

へ影響を及ぼすことが考えられることから，

「外界への関心」という軸を設けることとした．

以上のように，本研究ではz軸による外界へ

の関心の程度の違いを二つの座標平面上に示

し，さらにそれぞれの平面上において，一人の

個人が保持する感情の表出の程度と身体への意

識の程度を，x軸とy軸の二次元で捉えること

とした．このように軸を 3つ設け，計三次元で

注意対象パターンを捉えるようにすることで，

思考の分類のパターンが 4つから 8つとなり，

パフォーマンスを発揮するために機能する思考

であるポジティブシンキングをより多面的に捉

えることができるようになると考えられる．な

お，本研究における「ポジティブシンキング」

は，パフォーマンスが良かった試合のときに選

手が保持している，パフォーマンスを発揮する

ために機能する思考全般のことを指し，メンタ

ルトレーニング技法の一つである心理的スキル

の一つとしての「ポジティブシンキング」とは

区別し，心理的スキルの一つとして用いる場合

にはその旨を明確に記述することとする．

方　　法

1．調査対象者
阪神大学野球連盟の 1部リーグに所属する某

大学の男子野球部員20名を対象として，特性不

安測定のために新版STAI状態－特性不安検査

（State-Trait Anxiety Inventory-From JYZ; STAI）

のSTAI Y- 2（肥田野ほか，2000）の質問紙調

査を実施した．特性不安は，ストレス状況下に

おいて状態不安を喚起させやすい傾向であり，

比較的安定した個人内特性であることから，個

人特性の一つとして着目することとした．回答

結果から，特性不安が55点と最も高く， 5段階

評定で見るとレベル 4の選手（以下，選手A）

と，特性不安が42点と最も低く， 5段階評定で

見るとレベル 2の選手（以下，選手B）を，面

接を実施する調査対象者として選出した．選手

Aと選手Bは共に先発ローテーション入りを目

指す 1年生の投手であった．

2．調査方法
1）インフォームド・コンセント
研究目的を伝えたうえで，面接での発言に

よって個人が特定されないように配慮するこ

と，ならびに研究データとして面接内容をICレ

コーダに録音することを説明し，同意を得た．

また，面接の途中であっても，調査対象者自身

の意思で研究への参加を止めることを選択する

権利を保障するなど，人権の尊重と安全の確保

を最優先し，十分な倫理的配慮を行った．
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2）面接法
某大学のキャンパス内にある応接室（ソ

ファーとテーブルがある 8畳ほどの広さの部

屋）において，調査対象者自身のパフォーマン

スが良かったときと悪かったときの思考と，そ

の思考を保持するに至った背景要因となる個人

特性に焦点を当てた約40分に及ぶ 1対 1の面接

法による調査を2012年 7月11日－12日に実施し

た．

本研究では，あらかじめ調査項目を準備する

ことにより，調査対象者間で調査内容に差異が

生じないように構造を保つことと，対象者の状

況や回答に応じて質問の表現や順序を変更する

自由度を確保すること，という 2つの目的を満

たす半構造化面接の方法を採用した．面接に際

して作成したインタビューガイド（Table 1）

のうち，スポーツ競技場面における思考とパ

フォーマンスとの関連について探索することを

目的とした調査項目は，①－④の 4項目であっ

た．さらに，思考を保持する背景要因となる個

人特性を探索することを目的とした調査項目

は，⑤－⑫の 8項目であった．これらの項目

は，スポーツ場面で生じる思考に関して複数の

視点から検討を行うためには，競技人生に影響

を与えると思われる対象者の性格や出来事を把

握する必要があると考えられたため設定した．

本研究においてはこれらを含む項目を用いた筒

井・藤原（2013）を参考にし，STAI Y- 2の結

果と合わせて選手の個人特性と捉えることとし

た．面接中に用いる「パフォーマンスが良かっ

た」「パフォーマンスが悪かった」という表現

は，チームの勝敗とは関係なく，思い通りの投

球ができた，或いは思い通りの投球ができな

かった試合のことを指し，調査対象者自身が主

観的に感じたプレイの出来具合によって判断す

ることと事前に教示した．そして，パフォーマ

ンスが良かったときに保持していた思考を，パ

フォーマンスを発揮するために機能する思考と

   コンプレックスを感じていることがプレイに影響したか．

⑥これまでの指導環境

⑦家族からの応援・支援

 　何を期待されていたか，プレッシャーを感じたことはあったか．

　 他者評価はどの程度気になるか，自己評価とのギャップはあるか．

　 現役選手引退後どう生きていくか．

①どのようなことを考えていたときに，試合でパフォーマンスが良かったか．

②どのようなことを考えていたときに，試合でパフォーマンスが悪かったか．

③どこに注意が向いていたときに，試合でパフォーマンスが良かったか．

④どこに注意が向いていたときに，試合でパフォーマンスが悪かったか．

⑪挫折経験

　 挫折をどう乗り越えたか，どのような意味づけをしたか．

⑫あなたにとって野球とはどういう存在か．

⑤身長・体重・身体能力などへのコンプレックス

 　何を重視する監督であったか．

⑧自己評価

 　自分のことをどういう人間だと思うか．  

⑨他者評価

⑩セカンドキャリア

Table 1　半構造化面接で使用した調査項目
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捉え，ポジティブシンキングとラベル付けする

こととした．

3．分析方法
半構造化面接を実施して得られた全てのデー

タはテープ起こしを行い，文字テキスト化し

た．そして，このテキストデータを佐藤（2008）

の質的分析法を参考にし，次の 4段階により分

析を行った．

1）オープン・コーディング
テキストデータから，インタビューガイド

（Table 1）の①～④に対する対象者の回答であ

る，パフォーマンスが良かった試合と悪かった

試合での，競技遂行に伴うパフォーマンスに影

響を与える全ての思考に関する発言を，意味単

位として抽出した．そして，各意味単位に対し

てどういった意味内容を含有しているかに着目

し，ラベル付けを行った．

2）焦点的コーディング
ラベルの類似性および差異性に着目し，類似

したラベルを持つ内容ごとにコーディングを

行った．それぞれのコードに，オープン・コー

ディングのときよりも意味単位の広いラベル付

けを行い，サブカテゴリーを生成した．

3）概念的カテゴリー化
焦点的コーディングにより生成されたサブカ

テゴリーを集め，さらに抽象度の高いレベルの

カテゴリーへと統合する概念的カテゴリー化を

行った．この際，本研究においては，プレイ遂

行時にどういった考え方を表しているかという

思考の概念に着目し，概念的カテゴリーとして

各思考に最終的なラベル付けを行った．

4）注意対象パターンの分析
概念的カテゴリーが生成されるまでの質的分

析の過程で，テキストデータから抽出された選

手の発言に基づき，「外界への関心」（z軸）に

ついて高いか低いかに分け，それぞれにおいて

「感情の表出」（x軸）と「身体への意識」（y

軸）を設けたものを用いた（Figure 1）．z軸の

外界への関心が高い場合，Figure 1aに示す 4つ

の象限が生じた．また，z軸の外界への関心が

低い場合も同様に 4つの象限が生じるため

（Figure 1b）， 3つの軸を用いた思考の分類は，

全部で第 1象限から第 8象限までの 8つの象限

から構成されている．

質的分析の過程で抽出された選手の発言か

ら，注意の対象を指し示す意味単位を取り出し

て分類することで，本研究において何を基準と

して感情の表出の「強」と「弱」，身体への意

識や外界への関心の「高」と「低」に分けるの

かを示した．

4．信憑性及び確実性
質的研究の方法論（Miles and Huberman，

1994；内垣戸ほか，2006）に基づき，信憑性

（データのリアリティさ）および確実性（デー

タや手続きが当てになるか）の視点から，分析

の手続きに関する検証を行うこととした．現役

の選手を対象者にし，面接日から 1か月以内の

試合と高校時代の印象的な試合を想起して回答

するように促したことで，競技場面でのより鮮

明で詳細な記述を可能とし，信憑性を確保し

た．さらに，筆者の分析が一貫した視点で行わ

れているか共同研究者が分析過程を確認し，他

の解釈が生じた場合には両者の意見が一致する

まで議論を行うことにより確実性を担保した．

主たる分析者である筆者はスポーツ心理学の専

門家であり，プロ野球選手と高校生の野球選手

のインタビューを以前にも経験していた．ま

た，共同研究者はスポーツ科学のバイオメカニ

クスの専門家であり，異なる専門領域の視点を

交えた分析が行われた．また，インタビューガ

イドを用いた半構造化面接を行うことで，柔軟

性をもたせながらも対象者 2名の面接を均質化

し，確実性を確保することに繋がった．さら

に，対象者の発言を誘導しないよう，調査者が

非指示的な形で質問を行うことや，対象者自身

の言葉をそのまま用いて分析することで，調査

者の影響を考慮し，信憑性を確保することとし

た．

結果および考察

1．軸の基準
概念的カテゴリーが生成されるまでの質的分



121─　　─

筒井・藤原：ポジティブシンキングの役割の多様性

ど）が抽出された場合を，「外界への関心：高」

とし，そのような意味単位が見られない場合を

「外界への関心：低」とした．

2．思考の概念的カテゴリー化と注意対象パ
ターンによる分類

本研究ではポジティブシンキングに焦点を当

てているが，選手が比較することで回答しやす

くなると考え，パフォーマンスが良かった試合

だけでなく，悪かった試合のときの思考につい

ても調査項目としてインタビューガイドに設

け，パフォーマンスに影響を与える思考として

捉えた．Table 1に示した，調査項目への回答

全ての文字起こしを行ったテキストデータか

ら，競技遂行に伴うパフォーマンスに影響を与

析の過程で，テキストデータから抽出された選

手の発言における対象を指し示す意味単位のう

ち，「感情・想い」に関する意味単位（勝ちた

い，チームのために，評価されて嬉しい，打た

れそうで不安，緊張する，など）が抽出された

場合は，「感情の表出：強」とし，そのような

意味単位が見られない場合を「感情の表出：

弱」とした．また，「フォーム・筋感覚」に関

する意味単位（重心を低く，タイミングを計

る，強く，しなやかに，など）が抽出された場

合を，「身体への意識：高」とし，そのような

意味単位が見られない場合を「身体への意識：

低」とした．また，「人・環境」に関する意味

単位（監督，チームメイト，相手チーム，サ

ポーター，試合状況，優勝がかかった試合，な

（a）z軸（外界への関心）：高い

x軸（感情の表出）

高

低

強弱

y軸（身体への意識）

第1象限

第2象限第3象限

第4象限

（b）z軸（外界への関心）：低い

x軸（感情の表出）

高

低

強弱

y軸（身体への意識）

第5象限

第6象限

第8象限

第7象限

Figure 1   3軸による注意対象パターン
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を行ったところ，同一概念的カテゴリーでは同

一の注意対象パターンが見られた．選手Aと選

手Bのパフォーマンスを発揮するために機能す

る思考であるポジティブシンキングについて，

3軸による注意対象パターンに基づいて分類し

た結果は，Figure 2に示す通りであった．な

お，課題集中的思考，自己抑制的思考，自己鼓

舞的思考，使命感的思考，報恩的思考のカテゴ

リーについては，メンタルトレーニング技法と

して意図して用いたわけではないが，パフォー

マンスが良かった試合のときに保持していたこ

とで，パフォーマンスを発揮するために機能す

る思考として捉えたカテゴリーであるため，ポ

ジティブシンキングに該当すると考えられた．

一方，その他のカテゴリーについてはパフォー

マンスが悪かった試合のときに保持していたた

め，ポジティブシンキングに該当しないと考え

える思考に関する発言を意味単位としたもの

が，選手Aからは30，選手Bからは38得られ，

それぞれにどういった意味内容を含んでいるか

に着目したラベルが付けられた．ラベルが付け

られた意味単位は，類似したラベルを持つ内容

ごとにコーディングされ，選手Aでは9，選手

Bでは10のサブカテゴリーが作成された．サブ

カテゴリーはさらに抽象度の高いレベルでコー

ディングされ，思考の概念を表すものとして，

Table 2に示すように，選手Aでは 4，選手B

では 7の概念的カテゴリーにまとめられた．意

味単位をコーディングする過程において，一つ

の意味単位が複数のカテゴリーに属することは

なく，最終的にいずれか一つの概念的カテゴ

リーにコーディングされた．

また，注意の対象を指し示す意味単位の有無

から，注意対象パターンに基づいた思考の分類

・普段通りの気持ちの入れ方で投げてしまう．

・イメージ通りに投げる．
投球内容

支えてくれた人への感謝

普段通りの坦々とした投球

・（ベンチメンバーに）入れてない人の分まで頑張ろう．

・自分が野球できてるのは，まぁマネージャーとか，まぁ親とかもあって，

  そういうので野球できてる．

・絶対抑えたろう．

・いつもとちょっと違うストライク入る投げ方を探りながら投げる．
自己の修正すべき動き

・自分が抑えるしかない．

・腕を振るだけに集中．

・ここの場面は大事にしなあかん場面．

・とりあえず課題は一つだけにして．

・自分のその(頑張ってる)姿見せる．

非生産的思考

自分の頑張りが必要という認識自己鼓舞的思考

選手Ａ

ベンチ入りできなかった仲間への想い

選手Ｂ 報恩的思考

フォアボールへの不安感の払拭

使命感的思考

課題集中的思考

・監督の目を窺う．
他者評価に対するプレッシャー

不安生産的思考

アウトカウントの計算

・勝ちを意識する．

・勝ちのイメージをしてしまいすぎる．

・あとアウトが一つ．

勝てそうだという意識
勝利予測的思考

バッターへの脅威

・相手がこう思ってるんじゃないかな．

・打つんじゃないかな．

・フォアボールやったらもうフォアボールでしかたない．

自己抑制的思考
最善を尽くす

いつも通りの投球
・自分がいつも通り．

・もう今できる最善を尽くして．

・冷静．

・さっきはこう球離れが早かったんで，次はもうちょっと長く持ってみよう．

・極力ストライクに．

概念的カテゴリー サブカテゴリー 主な意味単位

課題集中的思考
投球内容

自己の修正すべき動き

・キャッチャー（のサイン通りに投げる）だけで．

・目の前の一球に集中して．

・自分だめなところとかいろいろ多い．

・ストライク入れなあかんな．

ミスはできないというプレッシャー不安生産的思考

課題を絞りきれない（過去・未来）課題錯綜的思考

・こいつには打たれる気しかせーへん．

・ちゃんと自分の役割当てられた場面で，きっちりと自分の仕事せーへん

  かったらあかんな．

・他者評価を気にする．

・自分のできひんところを一個に絞らんと何個も何個も考える．

バッターへの脅威

他者評価に対する関心

Table 2   概念的カテゴリー生成過程
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分類について説明する．文脈の中で省略されて

いた選手の言葉は，面接中に筆者が聞き返して

得た答えやその文脈を考慮し，筆者が（　）で

補足した．

1）選手A

①課題集中的思考

このカテゴリーは，課題に注意を集中させる

思考について説明するカテゴリーとして作成さ

れた．キャッチャーのサイン通りに投球するこ

とや，次に投げる一球だけに集中しようとする

られ，Figure 2からは除外した．

以下，選手Aと選手Bそれぞれの発話につい

ての質的分析から生成された概念的カテゴリー

について，意味単位とサブカテゴリーがコー

ディングされる過程に基づいて説明する．さら

に，ポジティブシンキングに該当したカテゴ

リーに関しては（Figure 2），概念的カテゴリー

が生成されるまでの質的分析の過程で，テキス

トデータから抽出された選手の発言例を四角の

枠内に示し，注意対象パターンに基づく思考の

y軸（身体への意識）

B

（a）z軸（外界への関心）：高い

x軸（感情の表出）

高

低

強弱

B

B

報恩的思考

使命感的思考

自己鼓舞的思考

第1象限

第2象限第3象限

第4象限

●：選手Aの思考
〇：選手Bの思考

y軸（身体への意識）

（b）z軸（外界への関心）：低い

x軸（感情の表出）

高

低

強弱 自己抑制的思考

課題集中的思考

B 課題集中的思考

A

A

第5象限

第6象限第7象限

第8象限

●：選手Aの思考
〇：選手Bの思考

Figure 2  ポジティブシンキングの注意対象パターンに基づく分類
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状態を表す「投球内容」と，投げたときの身体

感覚を手がかりに，次の投球について考えてい

る状態を表す「自己の修正すべき動き」の 2つ

のサブカテゴリーから構成された．

さっきはこう球離れが早かったんで，次は

もうちょっと長く持ってみよう．

この発言からは「感情・想い」「人・環境」

に注意を向けた意味単位は見られず，投げたば

かりの投球結果を振り返るための「フォーム・

筋感覚」の意味単位が抽出された．よって，課

題集中的思考は「外界への関心：低，感情の表

出：弱，身体への意識：高」という注意対象パ

ターンをもつ思考として第 8象限に分類され

る．

②自己抑制的思考

このカテゴリーは，高まる感情を抑制しよう

とする思考について説明するカテゴリーとして

作成された．いつも通りに，冷静になろうとす

る状態を表す「いつも通りの投球」と，結果は

後からついてくると考え，今できる最善を尽く

そうとする状態を表す「最善を尽くす」，開き

直ることで思い切りの良い投球を目指そうとす

る状態を表す「フォアボールへの不安感の払

拭」の 3つのサブカテゴリーから構成された．

フォアボールやったらもうフォアボールで

しかたない．

この発言からは，失敗してもその時は仕方が

ないと感情を抑えて割り切るなど，「感情・想

い」「フォーム・筋感覚」「人・環境」に注意を

向けた意味単位は見られなかった．よって，自

己抑制的思考は「外界への関心：低，感情の表

出：弱，身体への意識：低」という注意対象パ

ターンをもつ思考として第 7象限に分類され

る．

③勝利予測的思考

このカテゴリーは，試合が終わる前に試合結

果を予測する思考について説明するカテゴリー

として作成された．投球内容などの課題への集

中ではなく，まだ先の勝利に集中している状態

を表す「勝てそうだという意識」と，勝利まで

あといくつのアウトを取る必要があるのかを考

えている状態を表す「アウトカウントの計算」

の 2つのサブカテゴリーから構成された．

④不安生産的思考

このカテゴリーは，不安な感情を生み出しや

すい思考について説明するカテゴリーとして作

成された．監督や周りの人から自分がどのよう

に見られているかを気にしている状態を表す

「他者評価に対するプレッシャー」と，勝負を

する前から打たれそうだと感じている状態を表

す「バッターへの脅威」の 2つのサブカテゴ

リーから構成された．

2）選手B

①課題集中的思考

このカテゴリーは，課題に注意を集中させる

思考について説明するカテゴリーとして作成さ

れた．イメージ通りに投げることや，次に投げ

る一球だけに集中しようとする状態を表す「投

球内容」と，投げたときの身体感覚を手がかり

に，次の投球について考えている状態を表す

「自己の修正すべき動き」の 2つのサブカテゴ

リーから構成された．

腕振ってストライク入らへんときは，もう

ちょっといつもとちょっと違うストライク

入る投げ方を探りながら投げるしかない．

この発言からは，「感情・想い」「人・環境」

に注意を向けた意味単位は見られず，投げたば

かりの投球について振り返り，次の投球の課題

を確認するために，「フォーム・筋感覚」の意

味単位が抽出された．よって，課題集中的思考

は「外界への関心：低，感情の表出：弱，身体

への意識：高」という注意対象パターンをもつ

思考として第 8象限に分類される．

②自己鼓舞的思考

このカテゴリーは，試合中に起こった困難な

状況に立ち向かうために，自分自身を奮い立た

せようとする思考について説明するカテゴリー

として作成された．大事な場面であると強く意

識したり，他の誰でもない自分がピンチを抑え

るのだと覚悟している状態を表す「自分の頑張

りが必要という認識」のサブカテゴリーから構
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ついて説明するカテゴリーとして作成された．

自分が野球をできているのは周りの人の支えで

あるという想いから，その人たちに自分が野球

を頑張っている姿を見てもらいたいと考えてい

る状態を表す「支えてくれた人への感謝」のサ

ブカテゴリーから構成された．

やっぱり自分～が野球できてるのは，その

～自分だけじゃなくて，まぁマネージャー

とか，まぁ親とかもまぁあって，そういう

その野球できてるから，その自分のその姿

を見せるっていう面ではやっぱり自分だけ

じゃなく周りの力も必要なんかなって．

この発言からは，「フォーム・筋感覚」に注

意を向けた意味単位は見られないが，自分が野

球をすることをサポートしてくれている周りの

人たちという「人・環境」の意味単位と，その

人たちに自分が野球をしている姿を見てもらい

たいという「感情・想い」の意味単位が抽出さ

れた．よって，報恩的思考は「外界への関心：

高，感情の表出：強，身体への意識：低」とい

う注意対象パターンをもつ思考として第 2象限

に分類される．

⑤非生産的思考

このカテゴリーは，やる気を生み出しにくい

思考について説明するカテゴリーとして作成さ

れた．試合中に起こった困難な状況に立ち向か

うためには，大事な場面であると意識した方が

自分にとっては良いのにも関わらず，普段通り

の意識で投げてしまった状態を表す「普段通り

の坦々とした投球」のサブカテゴリーから構成

された．

⑥不安生産的思考

このカテゴリーは，不安な感情を生み出しや

すい思考について説明するカテゴリーとして作

成された．勝負をする前から打たれそうだと感

じている状態を表す「バッターへの脅威」と，

自分に与えられた役割をしっかり果たさなけれ

ばいけないと感じている状態を表す「ミスをし

てはいけないというプレッシャー」，他者から

評価されていることに気を取られている状態を

表す「他者評価に対する関心」の 3つのサブカ

成された．

ピンチになったときに，こういうときに抑

えな意味が（ない）．自分のミスとかで出た

ランナーやったら，もう自分が抑えるしか

ないとか，そういう絶対抑えたろうとか，

そういう気持ちで投げた．

この発言からは，「フォーム・筋感覚」に注

意を向けた意味単位は見られないが，ピンチな

状況という「人・環境」の意味単位と，その状

況を自分が抑えるという「感情・想い」の意味

単位が抽出された．よって，自己鼓舞的思考は

「外界への関心：高，感情の表出：強，身体へ

の意識：低」という注意対象パターンをもつ思

考として第 2象限に分類される．

③使命感的思考

このカテゴリーは，試合に出場できない仲間

もいる状況で，試合に出場するチャンスを与え

られた自分の使命を果たそうとする思考につい

て説明するカテゴリーとして作成された．ベン

チメンバーに選ばれなかった仲間の分の気持ち

も込めて頑張ろうとする状態を表す「ベンチ入

りできなかった仲間への想い」のサブカテゴ

リーから構成された．

自分がメンバー入れたけど，入れてない人

たちの分まで頑張ろって思えたら，思えて

たらまぁ自然と，…（中略）…その入って

ない人とかの分の気持ちも込めてみたい

な，その周りの人たちのこと考えて．

この発言からは，「フォーム・筋感覚」に注

意を向けた意味単位は見られないが，ベンチ入

りできなかったメンバーという「人・環境」の

意味単位と，そのメンバーの分の気持ちも込め

て頑張ろうという「感情・想い」の意味単位が

抽出された．よって，使命感的思考は「外界へ

の関心：高，感情の表出：強，身体への意識：

低」という注意対象パターンをもつ思考として

第 2象限に分類される．

④報恩的思考

このカテゴリーは，試合を通じて，自分を支

えてくれている人の恩に報いようとする思考に
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野球を始めた．中学校時代は学校の部活動では

なく，硬式野球のできるクラブチームに所属し

たが，監督からの指導はあまりなかった．今の

自分があるのは高校時代の顧問の先生のおかげ

で，進学先も顧問の出身大学で学びたいという

想いで選んだということであった．「ベンチメ

ンバー外は最高のサポートをし，メンバーはそ

れに応えるプレイをする」という顧問の言葉が

印象に残っている．私生活を整え，普通のこと

をしっかり普通にするという社会で生きていく

上で大切なことを学んだと答えた．選手Aと選

手Bは野球を始めた学年や指導環境は異なる

が，野球に関する大事なことは高校時代の顧問

から最も学んだという点は共通していた．選手

Bは大学の進学先や将来就きたい職業について

も顧問の影響を受けており，強い尊敬の想いが

推察された．

4）家族からの応援・支援
選手Aは親が練習試合にも応援に来てくれ，

野球道具も不自由なく与えてもらえたことに感

謝していた．しかし，家族が応援に来ると無意

識にプレッシャーを感じているのか結果が悪い

ことが多いということだった．選手Bは親が道

具の必要な経済的に負担のかかる野球をさせて

くれたことや，クラブチームに所属したことで

親が当番制の世話係をしなければならなかった

が，快く引き受けてくれたことに感謝してい

た．親が試合に応援に来てくれることや，「頑

張りや」と声をかけてくれることが力になって

おり，プレッシャーに感じることは一切ないと

答えた．選手Aと選手Bは親から恵まれた環境

で野球をさせてもらえたことに非常に感謝して

いる．しかし，親が応援をしに試合を観に来る

ことに対しては，選手Aがプレッシャーに感じ

ているのに対して，選手Bは力になることは

あってもプレッシャーを感じたことはないとい

う違いが見られた．

5）自己評価
選手Aは相手が自分をどう思っているのか，

嫌われていないかなど，周りの目を気にし過ぎ

るところがあると自己を評価した．それは野球

をしているときも同様で，監督の目を伺い過ぎ

テゴリーから構成された．

⑦課題錯綜的思考

このカテゴリーは，過去の失敗や未来の失敗

への不安が募り，課題が次々と浮かんでくる思

考について説明するカテゴリーとして作成され

た．課題が多数ある場合，一度に全ての課題を

改善しようと考えると混乱するため，一つずつ

改善していかなければならないが，どれから始

めるか決めきれない状態を表す「課題を絞りき

れない（過去・未来）」のサブカテゴリーから

構成された．

3．個人特性
上記に示した通り，良いパフォーマンスと悪

いパフォーマンスに繋がる思考には選手Aと選

手Bとで個人による違いが見られた．そこで，

選手Aと選手Bについて，特性不安とTable 1の

⑤～⑫の個人特性に関する項目および面接中の

印象について，検討を行った．

1）特性不安
STAI Y- 2により測定した個人特性の一つで

ある特性不安得点の結果は，選手Aが55，選手

Bが42であった．これは 5段階評定で見ると選

手Aは 4，選手Bは 2であり，選手Aの方が選

手Bに比べて特性不安が高いことを示してい

る．

2）コンプレックス
選手Aは足の遅さに対してコンプレックスが

あるが，自分のベストを尽くすようにしている

と答えた．選手Bは身体能力の低さを自覚して

いるが，高校時代に努力して積み上げたものに

対する自信があり，コンプレックスは感じてい

ないと答えた．比較的選手Aの方が身体能力へ

のコンプレックスを感じているようであった．

3）指導環境
選手Aは中学校 1年生から学校の部活動で野

球を始めた．顧問は野球が専門ではなかったた

め，基礎練習中心であった．高校の顧問の先生

からは短い時間で質の高い練習をする大切さを

教わり，失点を 1点でも少なくし， 1点でも多

く点を取って勝ちにいく野球を学んだと答え

た．選手Bは小学校 3年生から地域のチームで
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9）あなたにとって野球とは
選手Aは野球を通じて多くの人と出会えたこ

とに感謝し，ずっとやっていきたいスポーツで

あると答えた．選手Bは野球を通じてチームの

大切さや親への感謝の気持ちなどを学ぶことが

でき，一つのことを続けることが難しいなかで

野球を続けてきたことは自信になるものであ

り，やってきてよかったと思える競技であると

答えた．選手Aと選手Bは自分にとっての野球

の存在についてそれぞれの言葉で語ったが，野

球への感謝の想いが込められた点は共通してい

た．

10）面接中の印象
本研究における面接中の選手Aの印象は，人

見知りであるために面接前に緊張しているとい

う発言通り，表情は硬く，声の音量も小さいな

ど緊張している様子で，不安傾向の高さが推察

された．また，言葉を慎重に選びながら話す思

慮深さがあり，内向的な性格を感じさせるもの

であった．一方，本研究における面接中の選手

Bの印象は，終始笑顔でリラックスしており，

社交的であった．興味や関心が外界に向けら

れ，人と話をすることを楽しんでいる様子は外

向的な性格を感じさせるものであった．

総合考察

選手Aと選手Bのパフォーマンスを発揮する

ために機能する思考であるポジティブシンキン

グを， 3軸による注意対象パターンに基づいて

分類したところ（Figure 2），選手A（黒丸）で

は 2つの象限に 2つの思考が，一方，選手B

（白丸）では 2つの象限に 4つの思考が存在す

ることがわかり，ポジティブシンキングの具体

的内容には，個人内および個人間における多様

性があることが示された．

思考の概念的カテゴリー化において，課題集

中的思考が良いパフォーマンスに繋がる思考と

して抽出された点は，選手Aと選手Bとで共通

していた．また，「投球内容」と「自己の修正

すべき動き」というサブカテゴリーも同じであ

り，選手Aと選手Bで思考の共通性が見られ

た．課題集中的思考は 3軸による注意対象パ

てプレイに悪影響を及ぼすことが多いと評価し

た．選手Bは落ち込んで暗くなることや怒るこ

とがほとんどなく，いつも笑って楽しいように

するタイプであると自己を評価している．選手

Aと選手Bが自己評価を聞かれて述べた内容に

は大きな違いが見られた．

6）他者評価
選手Aは他者から真面目なタイプと評価され

ることが多く，自己評価と一致しているため納

得していると答えた．選手Bは他者からいつも

楽しそうでいつも笑っていると評価されること

が多く，自己評価と一致していると答えた．選

手Aと選手Bの自己評価には違いが見られた

が，他者からの評価の感じ方が自己評価と一致

しているという点は同様であった．

7）セカンドキャリア
選手Aと選手Bは共に，将来は高校教師にな

り，野球を指導したいと考えていた．特に，選

手Bは高校の顧問のような，生徒の人生の印象

に残るような野球の指導者になりたいと答え

た．

8）挫折経験
選手Aは高校生活最後の大会前にストライク

を投げられなくなり，ピッチャーではなく，

バッターの代打として大会を迎えたことが大き

な挫折であると答えた．しかし，思い通りプレ

イができなかったことやコーチが丁寧に教えて

くださった経験によって，大学でも野球を続け

たいと思えたと振り返った．選手Bは高校 1年

生の秋にはエース候補とまで言われていたが，

フォーム改善に失敗し， 3年生の大会では一度

もメンバーに選ばれなかったことが最も大きな

挫折であると答えた．しかし，エースになれな

かったという悔いが残ったことで大学でも野球

を続けようと思うことができ，プライドを捨て

て下っ端の自分を受け入れて練習に打ち込めた

と振り返った．選手Aと選手Bの経験した挫折

内容は異なるが，高校時代に経験した挫折が大

学で野球を続ける原動力であると考えているこ

とは共通しており，挫折を乗り越えた様子が感

じられた．



128─　　─

スポーツ心理学研究　2014年 第41巻 第 2号

心を低くして感情の表出を抑える自己抑制的思

考が必要であり，自己に対して「抑えて止め

る」働きかけをすることにより，覚醒水準の高

まりを抑える役割を果たすポジティブシンキン

グが有効であると考えられる．

一方，選手Bは選手Aと比較して特性不安が

低く，外向的な性格傾向を持ち，さらに，いつ

も笑って楽しもうとするタイプで，他者からの

評価を気にすることも少ないと自己を評価し，

親の応援をプレッシャーに感じることはなく，

自分の力にできるといった特性がある．つま

り，環境刺激に過敏に反応することがないため

に覚醒水準が高まりにくく，あがりにくいた

め，「他者」を意識することや，「感情」を前面

に出すことが覚醒水準の高まり過ぎには繋がら

ないと推察される．このような特性を持つ選手

Bでは，他者やその場の状況といった周囲への

注意を求め，外界への関心を高くして感情の表

出を強めた自己鼓舞的思考が必要であり，自己

に対して「勢いづけて奮い立たす」働きかけを

することにより，覚醒水準を高める役割を果た

すポジティブシンキングが有効であると考えら

れる．

ポジティブシンキングとして選手Bにのみ抽

出された使命感的思考は，高校時代の監督の言

葉で最も印象深いものとして挙げた「ベンチメ

ンバー外は最高のサポートをし，メンバーはそ

れに応えるプレイをする」という教えが背景と

して存在すると思われた．また，報恩的思考は

「僕とかが受けてる環境ほんまにええ方やと思

うんですよ」という発言にもあるように，周り

の人への感謝の気持ちを常に意識していること

が背景として存在すると思われた．これらの思

考は，ベンチ入りできなかったメンバーや感謝

している周りの人たちへの注意を促して外界へ

の関心を高め，仲間の分まで頑張ろう，自分の

野球をしている姿を見せようという感情の表出

を強めたもので，自己鼓舞的思考と同じ第 2象

限に分類される思考であり，覚醒水準の高まり

が予想される．選手Bと同様に，選手Aも親へ

の感謝を述べていることなどから，選手Aが報

恩的思考を持っていないわけではないと言え

ターンでは第 8象限（Figure 2b）に分類され

るもので，外界への関心を低くし，感情の表出

を弱め，身体への意識を高くすることで次の投

球内容に集中するという，ピッチングをするた

めに投手に必要な思考と考えられた．

しかし，課題集中的思考を除くと，選手Aの

ポジティブシンキングは第7象限（Figure 2b）

に，一方，選手Bのポジティブシンキングは第

2象限（Figure 2a）に分類されたように，選手

Aと選手Bで思考には差異性が見られたことか

ら，各選手のポジティブシンキングの特徴が明

らかになった．

選手Aと選手Bの個人特性による思考の差異

が顕著に現れているのが，選手Aの持つ自己抑

制的思考と選手Bの持つ自己鼓舞的思考であ

る．同じ自己への働かけであっても，「抑制」

は高ぶろうとする感情，激しい欲望，衝動的な

行動などを抑えて止めることであり，「鼓舞」

は励まして勢いづけることや奮い立たすこと

（松村，2006）であるため，結果はパフォーマ

ンスを発揮することに機能しているという点に

おいて同じであるが，その結果に至るプロセス

は大きく異なると言える．

岡沢（1997）はアイゼンクのパーソナリティー

理論（Eysenk, 1967）から，スポーツ状況下で

の行動とパーソナリティーとの関係を検討し，

外向者は興奮しにくいために刺激を求める傾向

があるのに対して，内向者は興奮しやすいため

に刺激をさける傾向があるとしている．杉原

（1987）も内向的な性格的特徴を有する人は，

外部環境の刺激に弱いと指摘している．本研究

の結果においても性格特性と刺激への注意の向

け方の関連について以下のように推察される．

選手Aは特性不安の高さに加え，内向的な性

格傾向を持ち，さらに，相手が自分をどう思っ

ているのか周りの目を気にし過ぎる性格である

と自己を評価し，試合を観に来る親に対しても

プレッシャーを感じるといった特性がある．つ

まり，環境刺激に過敏に反応して覚醒水準が高

くなりやすく，あがりやすいと推察される．こ

のような特性を持つ選手Aでは，他者や周囲の

状況といった刺激への注意をさけ，外界への関
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考の傾向から，抑制と鼓舞といったポジティブ

シンキングの機能の二面性が示唆されたと言え

よう．本研究において，ポジティブシンキング

とラベル付けされた思考は，選手Aと選手Bが

自身の個人特性を考慮し，メンタルトレーニン

グ技法として用いたものではなく，結果として

良いパフォーマンスができたときの思考を指し

ていた．現在，個人特性に合わせた心理的スキ

ルであるポジティブシンキングの技法を提示す

るまでには至っていないなか，本研究において

得られたこれらの知見は，個人差を考慮した介

入の重要性を現場から学ぶ必要性を示すものと

思われる．そして，ポジティブシンキングを三

次元の注意対象パターンにより分類し，どのよ

うな個人特性を有する選手にどのような注意対

象パターンに基づいたポジティブシンキングが

適しているのかを示唆した知見は，心理的スキ

ルであるポジティブシンキングの具合的な指導

案作成に繋がり，個人特性を考慮した新たな心

理的スキルとして，メンタルトレーニングの現

場に還元することができると思われる．そうす

ることで選手がメンタルトレーニング技法とし

てポジティブシンキングを習得する際に，それ

が個人特性の違いによって果たす多様な役割に

ついて理解し，自分の個人特性を考慮しなが

ら，無理のないかたちで自分に相応しいポジ

ティブシンキングを身につけることができると

考えられる．

今後，さらにインタビュー調査を重ね，今回

は抽出されなかった象限の思考を探索し，個人

特性との関係性をより丁寧に追っていくこと

で，さらに具体的な指導法の提示が可能となる

と思われる．
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る．しかし，その思考を保持することは，選手

Aにとって覚醒水準が高まり過ぎることに繋が

る可能性があるため，スポーツ競技場面におけ

るポジティブシンキングとしては抽出されな

かったと思われる．つまり，これらの 2つの思

考が選手Bにのみ抽出されたのは，上述した選

手Bの個人特性によるものであると考えられ

る．

また，本研究においては測定していない個人

特性の一つである「公的自意識」について，木

村ほか（2008）はFenigstein（1979）を引用し，

公的自意識の高い性格的特徴を有する人は，他

者からの評価的態度に敏感であると指摘してい

る．公的自意識が高く，さらに特性不安も高い

選手であれば，評価する他者といった刺激をさ

けるため，「外界への関心：低」という注意対

象パターンをもつポジティブシンキングが望ま

しいと思われる．逆に，公的自意識が低く，さ

らに特性不安も低い選手であれば，「外界への

関心：高」という注意対象パターンをもつポジ

ティブシンキングが適することも考えられよ

う．その他にも，ビックファイブにおける「神

経症傾向」の性格特性を有する人は，自己への

脅威，喪失，不正によって動機付けられた自己

へ注意を向けやすく，「開放性」の性格特性を

有する人は，知的好奇心によって動機付けられ

た自己へ注意を向けやすい（高野・丹野，

2008）と言われている．よって，神経症傾向の

性格特性を有する選手であれば，「感情の表

出：弱」という注意対象パターンをもつポジ

ティブシンキングにより，不安感情への注意を

低下させることが相応しいであろう．また，開

放性の性格特性を有する選手には，「感情の表

出：強」という注意対象パターンをもつポジ

ティブシンキングにより，奮い立つ感情への注

意を高めることが適していると考えられる．

本研究においてパフォーマンス発揮に繋がる

ポジティブシンキングとして 5つのカテゴリー

が抽出され，それらを三次元の注意対象パター

ンで可視化したことにより，ポジティブシンキ

ングの具体的内容が明らかになった．さらに，

個人特性の異なる選手Aと選手Bの保持する思
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