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 原著論文（査読付） 

剣道における対戦相手への認知的評価が心拍変動・瞬目に及ぼす影響 

大東実里 1)・星野聡子 2) 

The influence of cognitive appraisal to the opponent on heart rate variability 
 and eyeblinks in kendo 

Minori Ohigashi1)  Satoko Hoshino2) 
 

Abstract 
In this study, we examined the effects of the cognitive appraisal of "challenge or threat" on 

heart rate variability and eyeblinks under the competitive stress situations from the point of 
the difference in experience years of kendo.  

The subjects were 13 collegiate women kendo players (age 21.3 ± 1.5 years old, experience 
9.7 ± 4.9 years, 2.8 ± 0.6 kendo dan), and 14 senior amateur kendo players (age 51.1 ± 8.6 years 
old, experience 27.9 ± 11.2 years, rank 5.3 ± 0.8 levels). The tasks were to confront opponents 
while the subjects imagine about accomplishing their effective hits in response to the 
opponents’ MEN movement.  

As a result, when the students group cognized that the skilled levels of opponents was 
significantly higher or lower than own level, increasing of LF/total (sympathetic nervous 
activity), and inhibiting of HF/total (parasympathetic nervous activity) were shown. On the 
other hand, there were no significant differences in the heart rate variability among conditions 
on the senior amateur kendo players, therefore they were challenging regardless of the skill 
levels of the opponents. In addition, it was revealed that the inhibiting eyeblinks time on the 
senior amateur kendo players were significantly extended compared to the students group. It 
can be said the senior amateur kendo players increased the attention against the opponents.  

From these results, it was found that senior amateur kendo players were not influenced by 
the skill level of the opponent in the cognitive appraisal. In addition, senior amateur players 
had higher levels of autonomic nervous system activity than collegiate women players. 
Therefore, it was suggested that they were able to concentrate on the competition in 
psychophysiologically stable states. 

 
Keywords: heart rate variability, eyeblinks, challenge and threat, years of experience 
キーワード：心拍変動，瞬目，挑戦・脅威，経験年数 
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緒 言 

 

日常生活の様々なストレス要因はストレス反応

をもたらすが，その反応はスポーツ競技場面でよ

り顕著に生起する．とりわけ，対人型個人競技で

は，競技ストレスの負荷が非常に高くなると考え

られる．1 対 1 で真っ向から対峙し，近距離で打

突し合う剣道では，相手をどのように認知するか

によって，「四戒（「驚」「懼」「疑」「惑」）」という

対戦時の好ましくない心の状態が生起すると古く

からいわれている．いわば，剣道は，瞬発力や敏

捷性などといった体力的要素だけでなく，「心」の

状態を競い合う競技である 10）． 

相手に対する認知には，「挑戦・脅威（challenge 

and threat）」が挙げられ，経験に基づいて，課題

要求を満たすために，十分な資源を備えていると

きに挑戦評価が生じ，反対に，課題要求に対して，

資源が不十分であるときに脅威評価が生じる．「挑

戦・脅威」は，肯定的・否定的な情動に加え，認知

的，生理的要素を含んだ個人の動機づけられた状

態であると定義されている 3）． 

先行研究において，心臓血管系の振る舞いに異

なるパタンが現れることが報告された 2）4）6）11）12）

14 ）．挑戦状況では，交感神経－副腎髄質

（Sympathetic-Adreno-Medullary：SAM）軸が活

性化し，心収縮力の増大による血圧上昇を特徴と

した心臓側の活動亢進が示される一方，脅威状況

では，SAM軸の活性化に加え，下垂体－副腎皮質

（Pituitary-Adreno-Cortical：PAC）軸の活動が盛

んになり，総末梢血管抵抗の増大による血圧上昇

を特徴とした血管側の活動亢進が示されることが

確認された 11）14）．これらの研究は，スピーチ課題

における評価者の有無 2）11），暗算課題における時

間切迫の有無 12），また，サッカーのPK課題にお

いては，自らのシュートが決勝点となるか否か 6）

と教示を行い，「挑戦・脅威」状況を設定していた． 

実際場面では，競技者自身がその時の状況を受

け止め，認知的評価するものである．従来の研究

で問題であると考えられることは，験者が設定し

た状況を被験者が正しく捉えられているとは限ら

ないということである．そこで，本研究では，被

験者自身に認知的評価を委ね，より実際場面に近

づけたいと考える． 

心臓血管系は，主に代謝要求に応えるべく機能

しているが，心理的ストレス時には過剰な心臓血

管系応答を引き起こす 13）．心臓血管系応答の支配

には自律神経系活動が大きく関わり，拮抗する交

感神経・副交感神経活動の亢進の程度によって複

雑に変化する．この自律神経系活動は，心電図の

R-R 間隔をパワースペクトル解析することによっ

て得られた2つの周波数帯で評価が可能となる7）．

低周波成分（Low-Frequency：LF），高周波成分

（High-Frequency：HF）をそれぞれLF+HF（以

下，total）で除し，LF/total を指標として交感神

経活動を，HF/totalを指標として副交感神経活動

を評価することができる． 

さらに，瞬目の振る舞いにも「挑戦・脅威」の認

知的評価の影響が現れるといわれている．ゴルフ

のパッティング課題で，挑戦教示群のほうが脅威

教示群より，ターゲットへの固視時間が有意に長

く，課題に先行する情報処理が効率的に働くこと

が明らかとなった 9）．また，福田ら（1990）は，

情報処理過程と瞬目には対応があり，情報の取り

入れは，瞬目の抑制に現れると報告している 5）．  

ところで，全日本剣道連盟が掲げる「剣道指導

の心構え」の一つに「生涯剣道」がある．剣道は，

世代を超えて，幅広い年代がともに学び合いなが

ら，競技に取り組んでいる．世代間で共通する目

標の一つに，段位を取得することが挙げられる．

剣道における段位には，年数も関係しており，満

13歳で初段受有後，順当に昇段し，大学生で取得

できる最高段位は四段である．五段以上を取得す

るためには，大学卒業後も一定の期間以上，剣道

の稽古を積み重ねなければならない．一般社会人

の剣道愛好家には，職業として剣道に携わってお

らず，段位の取得を目標に，主体性をもって剣道

の稽古を重ね，段位を取得している者が多い．さ

らに，愛好家と呼ばれる中年期・高年期競技者に，

体力的要素では勝る青年期競技者が，まったく歯

が立たないことは稀ではない．加齢に伴って体力

的要素が低下しても，中年期・高年期競技者が青

年期競技者と互角に，またはそれ以上に競技でき
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るのは，状況に対する肯定的・否定的な情動や注

意や評価を含む認知的過程の違いが存在するので

はないだろうか．  

本研究では，剣道経験のある大学生女子と一般

社会人の剣道愛好家を対象に，剣道対峙場面での

ストレス事態下における認知的評価および心臓血

管系応答，自律神経系活動，瞬目行動を比較す

る．技能レベルの異なる対戦相手と対峙し，中年

期・高年期競技者が青年期競技者と互角に競技で

きる背景を，状況に対する「挑戦・脅威」の認知

的評価および生理応答との関係から，明らかにす

ることを目的とする．以下の通り，仮説を立て

る． 

（1） 大学生は，対戦相手によって認知的評価が

異なるが，社会人は，対戦相手によって認知的評

価が変化しない．そのため，大学生は，対戦相手

によって，自律神経系活動に差が生じるが，社会

人は差が生じない． 

（2） 挑戦評価時のほうが脅威評価時より，瞬目

が抑制されるため，社会人のほうが大学生より瞬

目は抑制される． 

 

方 法 

 

1.被験者 

剣道経験のある大学生女子（以下，大学生群）

13名（平均年齢 21.3±1.5歳，経験年数 9.7±4.9

年，段位 2～4段，平均 2.8±0.6段）と一般社会

人の剣道愛好家（以下，社会人群）14名（平均

年齢 51.1±8.6歳，経験年数 27.9±11.2年，段位 4

～7段，平均 5.3±0.8段）を対象とした． 

被験者の特性を表 1に示す．対応のない t検定

の結果，社会人群のほうが，年齢，段位は高く，

競技の経験年数も長かった．  

2.実験課題 

 大型モニタ前方 1.8m

の位置に，中段の構え姿

勢で，等身大で呈示され

た対戦相手の映像（課題

条件）と正対し，相手の

正面打ちに対して有効打

突を取るイメージを思い

描きながら対峙することを課題とした（図 1）．剣

道団体戦が同点引き分けで，自分が代表戦（2チ

ームの総勝者数，総取得本数ともに同数であった

場合，各チームの代表者の勝敗によってチームの

勝敗が決定する）の選手として勝たなければなら

ない状況を想定することを教示した．この時，手

足をなるべく動かさないことを注意事項とした． 

3.呈示映像 

3-1．対戦相手モデルの選定 

 剣道経験のある大学生女子 12 名（平均年齢

21.0±1.0歳，経験年数 10.2±5.1年，段位 1級～4

段，平均 2.8±0.9段）を，下記の技能レベルの基準

に従って選定し，各条件 4 名ずつで構成した．一

般的に，段位は剣道の経験年数や技量を推し量る

ことができるが，技能レベルの基準と捉えるには

不十分である．したがって，段位に加え，剣道の

戦績や経験年数を考慮してモデルを決定した．対

戦相手モデルの特性を表 2 に示す．各条件の技能

レベルは以下（1）～（3）の通りであった． 

（1） 低技能モデル（Low条件：以下，L）：学生

剣道連盟に登録している大学体育会剣道部に所属

し，関西女子学生剣道優勝大会にレギュラー出場

経験がない者． 

（2） 中技能モデル（Middle 条件：以下，M）：

学生剣道連盟に登録している大学体育会剣道部に

所属し，関西女子学生剣道優勝大会にレギュラー

出場経験がある者． 

（3） 高技能モデル（High条件：以下，H）：全

日本女子学生剣道選手権大会，または全日本女子

学生剣道優勝大会に，出場経験がある者． 

 段位及び経験年数による技量の統計的差異につ

いて，対応のない一要因分散分析の結果，M，Hは

Lより高段であり，経験年数も長かった． 

表 1 被験者の特性の群間比較（年齢，段位，経験年数） 

大学生群 社会人群 t p

年齢（歳） 21.3±1.5 51.1±8.6 16.44 .000 

段位（段） 2.9±0.6 5.3±0.8 2.53 .000 

経験年数（年） 9.7±4.9 27.9±11.2 12.10 .000 

平均値±標準偏差

2.
07

m

図 1 課題中の様子 
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3-2．撮影方法 

元立ち（受け手）が着用する剣道具の面中央部に

あたる物見（目の高さの位置，面金の上から 7 本

目の面金間隔が広くなっている箇所）の高さに小

型ウェアラブルカメラ（HDR-AZ1，SONY社製）

を装着し，対戦相手の真正面より撮影した． 

3-3．モデルの動作 

遠間（「一足一刀」より遠く，相手の打突も自

分の打突もとどかない距離）から動作を始め，約

15秒間の攻め合いの後，正面を打突させた． 

3-4．映像の編集 

動画編集ソフト（Windows ムービーメーカー）

を用いて映像編集処理を行った．対戦相手となる

モデルの竹刀が元立ちの面に達した時点から

165ms（5fps）後までの映像を切り出した．切り出

した正面打ち試行は 2500ms 間の暗転画像を挟み，

同技能レベルモデルの試行を 16 試行（4 名×4 試

行）繰り返し，大学剣道試合規則に準じて 5 分間

に編集した． 

3-5．映像の呈示 

テレビモニタ（UE55C，サムスン電子ジャパン

株式会社製）を縦横に 3 枚並べた映像呈示用モニ

タ（横 366cm×縦 207cm）に等身大で呈示した． 

4．測定項目 

4-1．心理指標 

5 分間の総評を質問紙に回答させた．十分に評

価しやすいように，10cmの両端を 1cmずつ延長

した 12cmのVisual analog scale（以下，VAS）

を作成した．実際には，両端 1cmの区間への回答

はなかったため，両端 1cmを除いた 10cmを解析

対象とした．10cmスケールの左端（「非常に～で

ない」）を 0点，右端（「非常に～である」）を 10 

 

点と換算し，その結果をグラフにまとめた．「挑戦・

脅威」といった状況設定は行わず，「絶対に勝たな

ければならない」といった自身の置かれた状況に

対する評価を被験者に委ねた．測定項目は以下の

通りである． 

「挑戦（全く挑戦に感じなかった～非常に挑戦

に感じた）」，「脅威（全く脅威に感じなかった～非

常に脅威に感じた）」，「難易度（非常に易しい～非

常に難しい）」，「自信（全く自信がなかった～自信

に満ちていた）」． 

4-2．生理指標 

測定項目，測定部位を図 2に示す．年齢による

影響を除くため，安静時からの変化率を算出し，

群間および条件間を比較検討した．安静時は実験

前後に測定したが，その中で，最も変動の少ない

安定した 1分間を採用した． 

（1） 心臓血管系応答 

大学生群：右中指の中節部に指用カフを装着し，

連続血圧・血行動態測定装置（ Finapres  

Medical Systems 社）で一拍毎の指動脈から収縮

期血圧（systolic blood pressure：SBP），拡張期血

表 2 対戦相手モデルの特性（年齢，段位，経験年数） 

平均値±標準偏差
F p 多重比較検定

Low Middle High

年齢（歳） 20.5±1.3 20.5 ±0.6 22.0 ±0.0 4.50 .044 ns

段位（段） 1.8±0.5 3.0±0.0 3.5±0.6 16.71 .001 L < M, H

経験年数（年） 4.3±2.1 11.5±3.5 14.5±1.7 48.75 .000 L < M, H

図 2 生理指標の測定項目と測定部位 

EMG

ECG

RESP

解析用PC

連続
血圧計

血圧解析用PC

心拍変動・
血圧解析用PC

心電図

連続
血圧計

血圧解析用PC

ECG心拍変動
解析用PC

EOG



14 

 

圧（diastolic blood pressure：DBP）を非侵襲的

に連続的に測定した． 

社会人群：左中指の中節部に指用カフを装着し，

血圧波形を連続血圧計MUB101（(株)メディセン

ス社製）で一拍毎の指動脈から SBP，DBPを連続

測定した． 

（2） 心拍変動（Heart Rate Variability：HRV） 

Ag-AgCl ディスポーザブル電極（Vitrode M，

日本光電製）を胸部表面に装着した後，双極誘導

により時定数 1.5sで心電図を測定した．心拍・血

圧リアルタイム解析プログラム MemCalc / 

Tonam2C（(株)GMS社製）を介してHRVを解析

し，心拍数（Heart Rate：HR），低周波数成分（LF），

高周波数成分（HF）を得た．心拍変動は，心電図

に約 30秒遅れて応答が反映されるため，測定開始

30 秒後から各条件終了 30 秒後までの 5 分間を解

析対象とした．LF および HF の個人差を解消す

るため，LF と HF の和（total）で除して正規化

し，交感神経活動指標として LF/total，副交感神

経活動指標としてHF/totalを求めた．  

（1），（2）は，課題中 5分間を解析対象とし，そ

の平均値を求めた． 

（3） 瞬目 

Ag-AgClディスポーザブル電極（Vitrode F，日

本光電製）を眉上および下眼瞼に装着し，サンプ

リング周波数 1.0kHz，時定数 0.03sで垂直眼電図

をMP150WS（BIOPAC Systems社製）において

測定し，パーソナルコンピュータ（VersaPro，NEC

社製）を用いてソフトウェア「AcgKnowledge」に

よって記録した．1 分間あたりの瞬目数を示す瞬

目率，呈示映像における対戦相手の打突前最後の

瞬目から，打突後 165ms（5fps）までの時間を示

す瞬目抑制時間を求めた． 

（4） 呼吸 

トランスデューサが付着したバンドを腹部に

装着して，サンプリング周波数 250Hz，時定数 6s

で，瞬目と同様にして測定し，腹部の膨張変化を

呼吸の相対的変化としてとらえ，デジタル記録し

た．1分間あたりの呼吸数を呼吸率として求めた． 

5．実験手順 

被験者には生体情報測定センサを装着し，実験

環境に十分に慣れさせた後，映像呈示用モニタ正

面中央から 1.8ｍ前方の位置に立たせた．実験開

始前に立位安静を 2分間測定後，課題を説明し

た．各条件の技能レベルは被験者に知らせず，被

験者間でカウンタバランスして呈示した．1つの

呈示映像が終わるごとにVASに回答を求め，す

べての実験が終了後，再度立位安静を 4分間（開

眼，閉眼各 2分間）測定した．全体で約 1時間半

から 2時間を要した． 

6． 統計解析 

心理指標および生理指標の群間比較について，

群（2：大学生群，社会人群）×条件（3：L，

M，H）で二要因分散分析を実施した．交互作用

が認められた場合は各水準の単純主効果検定を行

い，有意差が認められた場合はBonferroni法の

多重比較検定を実施した．また，交互作用が示さ

れず主効果が認められた場合も，Bonferroni法

の多重比較検定を実施した． 

 

結 果 

 

1．心理指標 

VASに回答させた認知的評価について，群間お

よび条件間の差を検討した結果を図 3～6に示す． 

VAS 挑戦得点（図 3）について，二要因分散分

析の結果，群×条件の交互作用が認められた

（F(2,50)＝11.32，p<.001，η2＝.31）．交互作用が

有意であったため単純主効果検定を行った結果，

M，H において，有意な群の単純主効果が示され

た（M：F(1,25)＝16.65，p<.001，η2＝.40；H：

F(1,25)＝25.36，p<.001，η2＝.50）．多重比較検定

の結果，M，H と対峙した際の大学生群－社会人

群（M：p<.001；H：p<.001）の比較において有

意差が認められた．両条件とも社会人群のほうが

挑戦的に取り組んでいた．また，大学生群におい

て，有意な条件の単純主効果が示された（F(2,24)

＝17.43，p<.001，η2＝.59）．大学生群において，

L－M間（p<.001），L－H間（p<.001），M－H間

（p<.05）に有意差がみられ，L，M，Hの順に挑

戦得点が高くなっていた．社会人群には有意な差

がみられなかった． 
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VAS 脅威得点（図 4）について，二要因分散分

析の結果，条件の主効果が認められた（F(2,50)＝

12.36，p<.001，η2＝.33）．多重比較検定の結果，

L－M間（p<.01），L－H間（p<.01）が有意であ

り，L は M，H より脅威に感じなかった．また，

被験者間要因である大学生群－社会人群間にも有

意差がみられ（F(1,25)＝4.73，p<.05，η2＝.16），

社会人群のほうが脅威に感じていなかった． 

 

 

VAS 難易度得点（図 5）について，二要因分散

分析の結果，群×条件の交互作用が認められた

（F(2,50)＝4.18，p<.05，η2＝.14）．交互作用が有

意であったため単純主効果検定を行った結果，H

において，群の有意な単純主効果が示された

（F(1,25)＝10.65，p<.01，η2＝.30）．多重比較検

定の結果，H に対峙した際の大学生群－社会人群

間（p<.01）に有意差がみられた．Hに対して大学

生群のほうが難しいと感じていた．また，大学生

群，社会人群にも有意な条件の単純主効果が示さ

れた（大学生群：F(2,24)＝21.99，p<.001，η2＝.65；

社会人群：F(2,24)＝7.56，p<.01，η2＝.39）．両群

において，L－M間（大学生：p<.001；社会人群：

p<.01），L－H 間（大学生：p<.001；社会人群：

p<.05）が有意であり，L の難易度が M，H より

低かった．また，大学生群でM－H間（p<.1）に

有意傾向がみられ，HはMより難易度が高い傾向

を示した． 

 

 

VAS自信得点（図 6）について，二要因分散分

析の結果，群×条件の交互作用が認められた

（F(2,50)＝7.07，p<.01，η２＝.22）．交互作用が有 
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意であったため単純主効果検定を行った結果，M，

H において，群の有意な単純主効果が示された

（M：F(1,25)＝17.18，p<.001，η２＝.41；H：F(1,25)

＝21.29，p<.001，η２＝.46）．多重比較検定の結果，

M，H に対峙した際の大学生群－社会人群（M：

p<.001；H：p<.001）間に有意差が認められた．

両条件とも社会人群のほうが自信をもって課題に

臨んでいた．また，大学生群に有意な単純主効果

が示され（F(2,24)＝20.18，p<.001，η２＝.63），L

－M間（p<.001），L－H間（p<.001）に有意差が

認められた．L は最も自信をもって課題に取組ん

でいた． 

2．生理指標 

2-1．心臓血管系応答 

 血圧や心拍変動は，一般的に，動脈硬化など加

齢に伴う動脈の弾性減弱が考えられるため年齢の

影響を考慮しなければならない．そこで，安静時

からの変化率を指標とすることで，年齢の影響を

除き，群間および条件間での変化を比較する．各

条件に対峙した際の心臓血管系応答の結果を示す．

HRについて，大学生群：L：108.2±6.2％，M：

107.7±7.0％，H：108.8±6.5％であり，社会人群：

L：105.4±5.7％，M：104.9±6.8％，H：104.5±

5.1％であった．SBPについて，大学生群：L：113.5

±12.2％，M：114.1±12.3％，H：112.1±14.0で

あり，社会人群：L：111.7±17.4％，M：114.4±

26.2％，H：118.2±22.1％であった．DBPについ

て，大学生群：L：114.1±14.7％，M：112.9±11.5％，

H：113.0±14.6％であり，社会人群：L：106.7±

12.9％，M：108.1±18.6％，H：110.4±11.6％で 

 

あった．群間および条件間の差を検討するために，

二要因分散分析を実施したが，全指標において，

群間および条件間に有意な差はみられなかった

（図 7～9）． 

2－2．自律神経系活動 

LF/totalとHF/totalの変化率について，群間お

よび条件間の差を検討した結果を図 10，11 に示

す． 

LF/total 変化（図 10）について，二要因分散

分析の結果，群×条件の交互作用が認められた

（F(2,50)＝3.18，p<.05，η2＝.11）．交互作用が有

意であったため単純主効果検定を行った結果，M

において，有意な群の単純主効果が示された（M：

F(1,25)＝6.96，p<.05，η2＝.22）．多重比較検定の

結果，Mに対峙した際の大学生群－社会人群の比

較において大学生群のほうが有意に低かった

（p<.05）．また，大学生群に有意な条件の単純主

効果がみられた（F(2,24)＝3.58，p<.05，η2＝.23）．

多重比較検定の結果，大学生群において，L－M間

図7 安静時からの変化率（％）を 

用いたHRの群間比較 
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（p<.1），M－H間（p<.1）で有意な傾向が示され

た．大学生群において，L，HはMよりLF/total

が高い傾向がみられた． 

HF/total（図 11）について，二要因分散分析の

結果，群×条件の交互作用が認められた（F(2,50)＝

7.55，p<.01，η2＝.23）．交互作用が有意であった

ため単純主効果検定を行った結果，Mに有意な単

純主効果の傾向がみられた（M：F(1,25)＝4.13，

p<.1，η2＝.14）．多重比較検定の結果，M に対峙

した際の大学生群－社会人群（p<.1）の比較にお

いて，大学生群のほうが高い傾向が示された．ま

た，大学生群に有意な条件の単純主効果がみられ

た（F(2,24)＝5.22，p<.05，η2＝.30）．多重比較検

定の結果，大学生群の L－M 間（p<.05），M－H

間（p<.05）に有意差があり，大学生群のL，Hは

MよりHF/totalが低値を示した． 

 

 

2-3．呼吸率 

呼吸率（1分間当たりの呼吸数）について，大学

生群において，L：20.0±2.5回，M：20.9±2.2回，

H：20.4±2.0回，rest：14.5±2.8回であり，社会

人群において，L：18.9±2.6回，M：19.0±3.8回，

H：19.1±3.1回，rest：16.7±3.3回であった．二

要因分散分析の結果，群×条件の交互作用が認めら

れた（F(3,75)＝5.05，p<.01，η2＝.17）．交互作用

が有意であり，単純主効果検定を行った結果，大

学生群に有意な条件の単純主効果が示された（F 

(3,23)＝23.00，p<.001，η2＝.64）．多重比較検定

の結果，大学生群の rest－L間（p<.001），rest－

M間（p<.001），rest－H間（p<.001）に有意差が

あり，全条件で安静時より呼吸率は増加していた．

一方，社会人群は条件間に有意差はなかった．両

群とも条件間の差がみられていないことから，

LF/total，HF/total の変化は呼吸による影響では

なく，自律神経系活動の変動によるといえる． 

2－4．瞬目行動 

瞬目率と瞬目抑制時間について，群間，条件間

の差を図 12，13に示す． 

瞬目率（図 12）について，二要因分散分析の結

果，条件の主効果が認められた（F(2,50)＝12.18，

p<.001，η2＝.33）．多重比較検定の結果，L－H間

（p<.001），M－H間（p<.05）に有意差が示され，

HはL，Mより瞬目率が低かった．また，群にも

有意な主効果の傾向が示され（F(1,25)＝3.46，

p<.1，η2＝.12），社会人群のほうが瞬目率は低い傾

向がみられた． 

 

 

次に瞬目抑制時間（図 13）について，二要因分

散分析の結果，条件の主効果が認められた

（F(2,50)＝3.73，p<.05，η2＝.13）．多重比較検定

の結果，L－H間（p<.05）に有意差が示され，H

はLより瞬目抑制時間が長かった．また，群にも

主効果が認められ（F(1,25)＝4.72，p<.05，η2＝.16），

図 11 安静時からの変化率（％）を用いたHF/totalの 
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社会人群のほうが瞬目抑制時間は長かったことが

明らかとなった． 

 

 

考 察 

 

 大学生女子と一般社会人を対象に，勝敗を決す

るストレス事態下の自律神経系活動と瞬目行動に

ついて，競技経験年数の違いによる差を検討する． 

心理指標について，大学生群では，課題難易度

がH，M，Lの順に難しく，H，MはLと対峙し

た時より，自信を持つことができていなかった．

それらが反映し，L，M，Hの順に挑戦的に取り組

んでいたと考えられる．しかしながら，L と対峙

した場合は，難易度得点が非常に低く（約 3 点），

非常に自信をもって（約 9 点）取り組んでいたと

いえる．中程度の困難度を伴う課題で最も動機づ

けが高まるといわれており 8），「挑戦」および「脅

威」得点がそれぞれ約 5 点で，やや難しい課題で

ある M と対峙した場合が，「挑戦」評価に相当す

ると考える．さらに，条件間の有意な差はみられ

ていないものの，H と対峙した際に，脅威得点は

最も高値を示した．これらのことから，Mと対峙

した場合が「挑戦」，H と対峙した場合が「脅威」

評価であるといえる．L と対峙した際は，挑戦せ

ずとも勝てるような容易な課題であったことが推

測でき，動機づけがあまり高まっていないと考え，

「挑戦」評価の定義に当てはまらない． 

また，社会人群では，M，HはLと対峙した時

より難しいと感じていたが，3 条件ともに同等の

自信をもって取り組んでいた様子がうかがえる．

その結果，社会人群のほうが大学生群より脅威得

点は有意に低かった．M，HはLと対峙した際よ

り，難しいと感じていたが，挑戦得点が高く，自

信をもって戦っていた． 

 心臓血管系応答について，図 7～9 より，HR，

SBP，DBPともに，条件間および群間に有意差は

示されなかった．しかし，DBPは全条件において，

大学生群が社会人群より高値を示した．このこと

から，社会人群より脅威に感じていた大学生群は，

総末梢血管抵抗が高まり，血液循環が滞っている

様子がうかがえる．また，HRは全条件において，

大学生群が高値を示した．これは，H と対峙した

際に，大学生群は社会人群より難しいと評価して

いたおり，挑戦得点も低かったことを反映してい

ると考える．つまり，H と対峙した時，大学生群

は難しく，脅威な課題であると評価したため，社

会人群ほど心収縮力が高まらなかった．しかし，

運動を継続して行うために骨格筋への血流配分を

維持する必要があるため，HR を増加させること

で骨格筋への血流配分を補填したことが示唆され

る．さらに，Hと対峙した際は，SBPが社会人群

は，大学生群より高くなっていた．心収縮力が大

学生群より高まったのは，大学生群にとっては脅

威であった対戦相手を，社会人群は挑戦的に捉え

たからであると考える．1 回拍出量が増加したこ

とに起因する，SBPの上昇であると推測でき，代

謝要求に適った効率的な血液循環がみられたと考

える．本研究の結果で得られた心臓血管系応答は，

挑戦評価時に心収縮力が高まる心臓側の亢進が，

脅威評価時に血管抵抗が高まる血管側の亢進がみ

られ，先行研究 2）4）6）11）12）14）を支持する結果が得

られた．しかしながら，全指標において，群間お

よび条件間に有意差がみられなかった理由として，

社会人群の段位や経験年数の標準偏差が大きかっ

たことが考えられる．  

自律神経系活動は，図 10，11より，大学生群に

おいて，L，HはMと対峙した時よりLF/totalが

増加し，HF/totalが減少した．大学生群では，M

図 13 条件別にみた瞬目抑制時間の群間比較 
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と対峙した時のように，挑戦・脅威得点が約 5 点

であり（図 3，4），中程度の困難度（図 5）を伴う

最も動機づけが高まる課題において，交感神経活

動が安静時よりやや高まり，副交感神経活動がや

や抑制された．しかし，LあるいはHと対峙した

時のように，挑戦得点が非常に高い（低い），かつ

脅威得点が非常に低い（高い）場合に，交感神経

活動が過度に亢進し，副交感神経活動が過度に抑

制された．L と対峙した際は，挑戦せずとも勝て

るような容易な課題であり，動機づけがあまり高

まっておらず，H と対峙した際には，挑戦得点が

最も低い脅威な課題であったと考える．交感神経

活動の亢進，副交感神経活動の抑制といった現象

は同様であるが，その機序が異なるといえる．社

会人群の自律神経系活動は，条件間で違いが生じ

ず，なぜ全条件で交感神経活動が亢進したのだろ

うか． 

社会人群は，条件間で認知的評価に差がなく

（図 3，4），全条件において，自信をもって取り

組んでいた（図 6）．さらに，瞬目率は社会人群

のほうが大学生群より少ない傾向にあり（図

12），瞬目抑制時間も社会人群のほうが有意に長

かった（図 13）．すなわち，社会人群の瞬目行動

は，大学生群より抑制されたことが明らかとなっ

た．Moore et al. (2012) のゴルフのパッティング

課題において，挑戦状況のほうが脅威状況より，

ターゲットであるホールへの固視時間が有意に長

く，情報処理が効率的に働いていた 9）．福田ら

（1990）は，情報の取入れ中に，瞬目は完全に

抑制すると，情報処理過程と瞬目抑制との対応を

報告している 5）．これらのことから，社会人群は

大学生群より，対戦相手の正面打ちの兆しを正確

に捉えるために，多くの情報を取り入れようと瞬

目を抑制し，積極的に対戦に取り組んでいたこと

が考えられる． 

Bannai et al. (2018) は，プロのピアノ奏者

は，アマチュア奏者と比較して，ネガティブな心

身の状態がみられず，ポジティブな状態で演奏し

ていたことを明らかにした．しかし，観客前で演

奏するといった，練習よりプレッシャーが高まる

場面では，アマチュア奏者よりプロ奏者のほう

が，交感神経活動が亢進したと報告している 1）．

したがって，全条件において，社会人群では交感

神経優位な状態を示したことは，積極的に対戦に

取り組んでいたポジティブな状態であり，大学生

群がL，Hに対峙した際の交感神経活動の亢進と

は，機序が異なることが示唆された． 

社会人群が，体力要素では勝る若者と，互角

に，またはそれ以上に競技できるのは，積み重ね

た経験によって，挑戦的に捉えられる対戦相手の

幅が広がったからであると考える．その結果，運

動の代謝要求に適う効率的な生理応答が導かれ

た．さらに，瞬目が抑制され，的確に打突部位を

打突する機会を効率的に捉えることができる可能

性が示唆された． 

 

ま と め 

 

 本研究では，剣道競技者である大学生女子およ

び一般社会人の剣道愛好家を対象に，競技ストレ

スに対する認知的評価と自律神経系活動・瞬目行

動との関係について精神生理学的に検討した．勝

敗を決するストレス事態下で，等身大の対戦相手

モデルの呈示映像と対峙し，有効打突を取るイメ

ージを思い描きながら，立位構え姿勢で映像を視

ることを課題とした．その結果，以下の結論を得

た． 

（1） 経験が浅ければ，対戦相手の技能レベル

によって認知的評価が変化するが，経験を重ねる

と，挑戦的に捉えられる対戦相手の幅が広がっ

た． 

（2） 経験が浅ければ，対戦相手の技能レベル

に対する認知的評価の相違が，自律神経系活動に

影響を与える．中程度の困難度を伴う課題では，

交感神経活動が安静時よりやや高まり，副交感神

経活動がやや抑制されたが，挑戦せずとも勝てる

ような容易な課題，あるいは脅威に感じる課題で

は，交感神経活動は過度に亢進し，副交感神経活

動は過度に抑制された． 

（3） 経験を重ねると，対戦相手の技能レベル

に対して，認知的評価が左右されない．瞬目抑制

が働き，多くの情報を取り入れようと積極的に対
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戦に取り組んでいたことから，打突部位を的確に

捉えられる可能性が考えられ，青年期競技者と互

角に，それ以上に競技できると示唆された． 
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