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運動課題と視覚課題との訓練における優先順位に関する研究1
福川

裕司・中島

宣行

A study on priority in training with the body movement task and the visual task
Yuji FUKUKAWAand Nakajima NOBUYUKI
Abstract

The purpose of this paper was to examine priority in training with the body movement task and the
visual task. It was set up two tasks they need internal attention and external attention mainly.
Subjects were twenty-four university students. The task of experiment was the Balance Task (BT)
that subject ride on the board, and keep on leveling to the ground. It was in needs of internal attention
to perform. Another was the Stroop Task (ST) that was in needs of external attention to perform.
They were assigned to each three group, condition 1 group (8 subjects) were trained balance task
only (B group), condition 2 group (8 subjects) were trained ST only (S group), condition 3 group (8
subjects) were control group.
Vibration data of BT and reaction time (RT) data of ST was recorded by personal computer, and
statistics deal with recorded data after analyzed.
The rate was by result of CV, Integral and RT.
The results of this experiment were as follows:
1. It was important ˆrst to perform the body movement task when performing the task, which was
the body movement task and visual task, were exists simultaneously. The result of B group was better
than the others groups.
2. Improve of movement task performance was good eŠect on visual cognition.
It was suggested that as for the adaptation to the two tasks, ˆrst they needed to attend to the movement of the body.
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 緒

言

してリラクセーショントレーニング，漸進弛緩
法，動作法3)9)10)11)12) などが挙げられ，また認知

近年，スポーツではパフォーマンスの向上を目

トレーニングなどでは周囲の状況といった外的な

的としたトレーニングが数多く開発され，実施さ

ものへの注意を対象とした訓練5)17)が行われてい

れている．精神面に着目したメンタルトレーニン

る．また身体面に着目したフィジカルトレーニン

グでは，内的な自己の身体に注意を向けるものと

グでは，既に獲得された技術や能力を最大限に発

体育心理学研究室
Seminar of Psychology of Physical Education
1 この論文は平成13年度順天堂大学スポーツ健康科学
研究科修士論文として発表したものに加筆修正した
ものである．

揮するために，その動作に用いられる筋力を向上
させる筋力トレーニング等，枚挙すればいとまが
ない．
しかし，そのように個別に高められた能力が実

40

順天堂大学スポーツ健康科学研究
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ある．

限らない．注意の観点からスポーツのパフォーマ

本研究は限られた時間内において，多数の情報

ンスを見ると，多くの場合，常に複数の情報が競

が含まれる煩雑な状況に対してより適応するため

合（干渉）するような状況にさらされており，こ

の訓練課題の優先性を検討し，スポーツの中で特

のことによって，ひとつひとつに対処し得るべき

に試合場面における注意資源の配分に関する基礎

十分な注意資源が欠如することで，個別に向上さ

的研究として，意図的な注意資源の配分を必要と

せた能力を活かしきれなくなると考えられるから

する運動課題と視覚課題とを取り扱い，それらを

である．この複数の情報間における干渉現象はス

認知処理の観点から考察する．

トループ現象と呼ばれている1)2)8)16)18)．

 目

スポーツの認知処理一般を考察すると，まず，

的

人は主に視覚を通して得た外的情報に基づき，何

本研究の目的は，意図的な注意資源の配分に関

をすべきかを判断して行動する．さらに，スポー

する基礎的研究として，認知処理の観点から，限

ツにおける外的な認知対象は単一ではなく，より

られた時間内でスキルを向上させ，それによりパ

複雑であると考えられる．その上，動作を行うた

フォーマンスを向上させるための訓練課題の優先

めには，バランスといった内的な自己の身体へ注

順位を検討する．

意を向けることも必要となる．このようにスポー

 方

ツでは，内的なものへの注意や外的なものへの注
意など，複数の対象に注意を向けることが必要と
され，更にそれらの注意を適切に配分し，適確に

. 被験者
健康な男子大学生24名．スポーツ歴は平均11.0

認知することがパフォーマンス向上につながると

年であった．

考えられる．

. 期間

注意を適切に配分するということが，訓練を積
み重ねることにより身に付くというスキルとして

平成13年11月上旬から下旬．
. 場所

捉えた場合，内的あるいは外的情報が同時に存在

2 号館 4 階大学院実験室．

する形において練習を積み重ねることにより，そ

. 群設定及び実験の手続き

の能力の向上が図れることが，運動学習における

法

本実験は，運動課題と視覚課題とを用い，比較

の情報処理に関する研究16)の多くから推

的短時間においてどの訓練を行うことが最も効果

測される．しかしながら，スポーツの特に試合の

的なのかを見るために 2 つの課題を設定した． 1

ような場面では，あまりにも複雑な認知処理過程

つは身体内面への内的注意を主に必要とするバラ

が存在しているため，身体的スキルや心理的スキ

ンス課題（以下 BT ），もう 1 つは視覚的認知と

ルなどを同時に向上させることは困難である．そ

いった外的な注意を主に必要とするストループ課

のため，これらのスキルを向上させるためには，

題（以下 ST）である．

feedback

認知処理過程における注意資源の配分1)6) につい
て検討する必要がある．

被験者は訓練において主課題である BT だけを
行う群（以下 B 群），訓練において主課題である

本実験では，実際のスポーツ場面のように，複

ST だけを行う群（以下 S 群），そしてコントロー

数の情報を，ほぼ同時に処理しなければならない

ル群（以下 C 群）の計 3 群に分類された．各群

場面に用いられる注意に着目し，その注意の主た

は 8 名ずつ無作為に振り分けられた．課題に関す

る特徴である内的注意と外的注意13)とを用いる課

る詳細は後ほど説明する．

題の 2 つを設定した．さらに，この内的注意を取

どの群も Pre テスト，Post テストにおいて BT,

り扱うことは，従来の視覚のみに焦点を当てた二

ST, 2 つ の 課 題 を 同 時 に 行 う DT を 1 試 行 行 っ

重課題（以下 DT）の研究には見られないもので

た．訓練時間と回数は，1 試行40秒に設定し，訓
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実験経過

練では10試行，その前後に Pre テスト，Post テス

手を離して BT を開始する．被験者は上半身を地

トを行った．Pre テスト終了後，10 分間の休憩を

面と垂直に，平衡板を地面とできる限り平行に保

入れ訓練に移った．訓練最中の休憩は長く取ら

つように意識して行う．膝は少し曲げても構わな

ず，連続して10回行った．訓練終了後，10分間の

い．視線は前方 2 m に設置されている画面の課

休憩をはさみ，Post テストを行った．（図 1）

題，または画面に掛けられた布に取り付けられて

. 群間における被験者の統制について

いる赤いマークを注視させて行わせた． BT は平

初めに群ごとにまとめたデータの平均値，標準

衡板を地面に対して，平衡に維持することと，上

偏差を出し，Pre テストにおいて統制が取れてい

半身を地面に対して垂直にすることの 2 点に注意

るかどうかを判断するため，各条件ごとに一元配

して行わなければならない，そのため単一課題と

置で交互作用が存在しないと仮定し， ScheŠe の

して扱ってはいるが，実際には身体の内的な注意

方法を用いて多重比較を行った．その結果，全て

が多く必要な課題であるため，日常生活における

の条件において差は見られず，等質な統制の取れ

動作とは異なるものである．

た群であった．

.. ストループ課題

. 課題及び課題の練習

外的注意の課題として用いた ST とは，文字情

.. バランス課題

報と感覚情報が競合する視覚的な課題である．例

内的注意の課題として用いた BT とは，左右に

えば，赤という漢字が青色で書かれて表示された

傾く不安定な平衡板の上に乗り，この平衡板を地

場合，被験者は回答を文字である「あか」と答え

面とできる限り平行に維持するという運動課題で

るのではなく，色名である「あお」と答える課題

ある．内的な感覚情報を手がかりにして遂行され

である．2 つの情報のうち，選択すべき情報であ

るため，内的な注意の集中が必要となる課題であ

る感覚情報へ意図的に注意を向けて回答しなけれ

る．以上のことから内的注意のトレーニングとな

ばならないため，意識の十分な焦点化が必要な課

る．被験者は30 cm 幅のラインに足を合わせて平

題である．

衡板に乗り，前にある手すりに掴まり待機させ

ST は漢字 7 種類とその漢字の示す色 7 種類と

る．験者の開始合図または TV 画面に映し出され

を組み合わせ，そのうち漢字と色名とが同じ意味

る ST の開始合図にあわせ，被験者は手すりから

を示すものを除いた42通りのうち40種類をランダ
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して評価しようとしたが， ST の競合によるミス

群の10試行の訓練はそれぞれ異なるパターンであ

なのか，それとも BT の影響によるミスなのかが

り，同じものはなかった．ただし，Pre テストお

明らかにすることができないため，本実験では，

よび Post テストの ST はどの群も同じパターン

データ処理において，RT の分析対象は正解した

を用いた．

問題を扱うことにした．

Power Point で 作 成 し た ST を ， 33 イ ン チ TV
画面に表示した．平衡板と画面の距離は 2 m に

. データの記録方法及びデータ処理方法
データは，BT の振動を評価するための傾斜計，

設定した．タイマーによるトリガパルスにて 1 問

ST が提示されてから回答するまでの RT を測定

の提示時間，提示間隔ともに 1 秒に設定し，1 試

するための音声データ，画面表示配分のためのタ

行40問を連続で提示した．問題が提示されたらで

イマーによるトリガパルスの計 3 つ，いずれも

きる限り素早く回答してもらった．なお，実験開

A/D 変換機，BT の振動や RT の解析ソフトが組

始前に ST として画面に表示されるの色の色名を

み 込 ま れ て い る AD Instruments 製 Power Lab /

被験者と確認した．

16SP により，100 Hz のサンプリングでデジタル

スポーツにおける視覚的認知は単純な課題では

データをパソコンにて記録し，データ解析をし

なく，より複雑な情報を処理しなければならない

た．ただし，傾斜計のデータは共和製の DPM 

ため，あえて ST を用いた．以上のことから ST

311A の増幅器を介す際， 10 Hz のローパスをか

を外的注意のトレーニング課題とした．

けたデータを記録した．記録したデータは，

. データの検出方法

Power Lab でパソコンを用い， BT の平衡板の揺

.. バランス信号の検出記録

れ具合や ST の RT の解析した後， Excel にて統

角度計を平衡板に取り付け傾斜計として用い

計処理，グラフ作成を行った．また統計ソフト

た．平衡板が地面と平行のときに電圧を 0 （V ）

JSTAT をもちいて有意差検定を行った．

とし，平衡板の傾き（変動）を角度変化として検

. 振動の評価

出するために動歪計を用いてその出力電圧の大小

CV は平衡板の揺れ具合を評価できるため BT

として記録した．記録した 1 試行40秒間のデータ

の平衡板の制御に関する習熟度の評価として用い

の水平時の出力を基準値として角度に換
は，180°

た．

算した．なお，記録したデータは上下動のある波

しかし，平衡板の変動は少ないが，地面に対し

形として示され，平衡板が右へ傾いたとき，電圧

て傾いた状態を維持した場合でも，CV は低い値

はプラスとなるように設定した．なお，このとき

を示してしまう．これらの場合の評価方法も考慮

の変化が 7.0337 （ V ）になるようにして較正
90 °

すべく，データを平衡板の揺れと時間とで積分す

値として利用した．

ることで，時間全体を総合的に評価することが可

データ処理は，記録した全データのうち， Pre
テストでは始めの 5 秒は練習とし，残りの35秒を

能な尺度も用いた．なお，この積分は全てのデー
タを全波整流した後に行った．

デ ー タ と し ， Post テ ス ト で は 開 始 か ら 35 秒 を

 結

データとして用いた．データは平均値，標準偏
差，変動係数（以下 CV ），積分した値をそれぞ
れ 1 秒間隔毎，35ポイントで表示した．
.. ストループ課題の反応時間信号の検出
方法
課題が提示されてから回答するまでの反応時間
（以下 RT）はマイクを用い，電圧にて記録した．
予備実験において，正解数をパフォーマンスと

果

. 変動係数と積分について

CV ， 積 分 の ど ち ら に お い て も Pre テ ス ト と
Post テストとにおいて B 群は 1水準で有意な成
績の向上が見られた（図 2，図 3）．また，積分に
おいて B 群は S 群との間に 5水準で成績が有意
であった．
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図2

二重課題における CV の比較

図3

二重課題における積分の比較

CV の平均値及び標準偏差
Pre

B群
S 群
C群
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表2

積分の平均値及び標準偏差

Post

Pre

M

SD

M

SD

1.97
2.09

0.56
0.57

1.37
1.85

0.62
0.38

1.91

0.84

1.76

0.77

B群
S群
C群

Post

M
9.64

SD
2.92

M
6.29

SD
2.60

10.34

2.14

8.71

1.22

10.88

5.20

9.45

4.12
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表3

B群
S群
C群

Post テストにおける RT の成績

RT の平均値及び標準偏差
Pre
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いているため，予測の困難な課題であり，たとえ
訓練したとしても，注意資源の配分を適切に行う

Post

には困難な程の競合が生じている課題であったと

M
0.70

SD
0.10

M
0.69

SD
0.08

0.76

0.08

0.72

0.08

C 群の RT を見てみると，Pre テストと Post テ

0.76

0.07

0.77

0.07

ストとでは差は見られなかったが，BT は若干成

考えられる．

績の向上している傾向が見られる．そのため C
群は， ST よりも BT に対して多くの注意資源を
. 反応時間について

向けていた可能性がある．

RT の Post テストの成績を比較したところ，B

一方， B 群は CV ，積分ともに 1 水準で有意

群は C 群との間に 5水準で成績が有意であった

な成績の向上が見られ，また積分において B 群

（図 4）．

は S 群との間に 5 水準で成績が有意であった
（図 2 ， 3 ）．このことは，内的注意を集中的に訓

. 全体的な結果

CV ，積分そして RT の数値が低下しているこ
とは，それぞれの課題の解決能力が向上している
ことを示している．つまり，最も優秀な群はバラ
ンス課題を訓練した B 群であった．

 考

察

. 課題の優先性について

S 群は ST を訓練したのにも関わらず， RT に

練した B 群が，訓練で向上させた能力を DT に
おいても発揮させていたことを示している．
さらに B 群は，RT が C 群との間に 5水準で
成績が有意であった．B 群は ST の訓練を行って
いないのにもかかわらず，なぜ RT が向上したの
だろうかという疑問が生ずる．これらの B 群の
結果を注意資源の配分という観点から見ると次の
ように考えられる．

有意な成績の向上は見られなかった．これは ST

主課題が複雑になるにつれて，二次課題に配分

が外的な情報だけを課題解決の手がかりとして用

される注意は減少するという16)．逆に，主課題の

順天堂大学スポーツ健康科学研究
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BT の遂行が困難ではなくなっていくにつれて，
二次課題である ST への注意資源の配分が十分に
なされると考えられる．
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. スポーツにおける注意資源の配分について
訓練を数多くこなすならば，当然成績は良くな
るだろう．しかし，限られた時間内で，どれだけ

B 群は，訓練により主課題である BT の解決能

高い成果を残せるのかということに注目したと

力が向上したことで， DT では， ST への注意資

き，従来行われてきたメンタルトレーニングや視

源が十分に配分することができ，そのため， RT

覚課題を用いた DT1)4)5)17)だけでは，各種目のス

も向上したのであろうと考えられる．

ポーツにおける特有の状況に対処し得る能力を向

以上のことから， B 群の RT の好成績は． BT
の課題解決能力が向上したことにより，注意資源
の配分が適切になされたためと推察される．
さらに，B 群の RT の好成績の原因として身体

上させることは困難と思われる．そのため注意の
効果的な配分に関する手法は重要となる．
本実験の結果から，運動課題と視覚課題とを用
いた DT では，視覚的な課題だけを訓練したとし

運動の影響が考えられる．つまりそこでは，被験

ても，運動課題を訓練した群の成績を越えること

者にとって新奇な運動課題の解決を求められてい

は比較的困難であると示唆された．

る．この新奇な課題解決のためには，内的に注意

オープンスキルのスポーツのように，多岐にわ

を集中しながら身体を動かさなければならない．

たる認知や思考の対象へ，ほぼ同時処理を要求さ

このような事柄が，視覚的認知に対して何らかの

れる場合，本実験の優先順位の観点からの訓練を

影響を及ぼしたと考えられる．これらの視覚的認

考えると，注意資源の配分を適切に行うために

知への影響については，動作法を用いた研究にお

は，運動課題の解決能力の向上をまず始めに行う

いて多くの報告がなされている3)9)10)11)12)．
本研究も注意の観点からすると，動作法として
の手続きはないが，課題を遂行する上で，動作法

ことが非常に効果的であることが明らかになった．
. 運動課題が視覚的認知に及ぼす影響につい
て

における内的注意集中3)とよく似た身体内部への

運動課題が視覚的認知に及ぼす影響を考える

注意を払わなければならない．そのため，運動課

際，本研究の BT も注意の観点から見ると，方法

題を行うことで単にバランス能力が向上しただけ

として新奇な動作課題の解決を図る動作法におけ

でなく，周囲の受け止め方という認知の変化が生

る内的注意集中と似た側面を持っていると考えら

じ，視覚課題の成績の向上に影響したのではない

れる．したがって，視覚課題の成績の向上は運動

かと思われる．

課題を行ったことによる影響ではないかと推察さ

以上のことから，成績が向上した B 群と成績
が向上しなかった S 群， C 群との成績を比較し

れる．ただし，運動を行えば何でも良いというわ
けではない．

て見ると，やはり運動課題と視覚課題との 2 つの

普段，人は歩くことをはじめとして，様々な姿

情報が競合する DT では，まずは身体への注意が

勢，動作や運動をしている．更にスポーツ選手

向けられることが前提なのではないかと推察され

は，色々な動作を行っている．しかし，それによ

る．

って視覚認知能力が向上するわけではない．本研

そのように考えると，たとえ単一課題で視覚課

究に用いた BT は被験者にとって新奇課題であ

題の訓練をしたとしても，DT では情報同士が競

り，普段の動作や運動とは異なり，適切に遂行す

合するため， BT の訓練をしていなかった群は，

るためには，注意を身体内面に集中させる必要が

煩雑な状況に対処することが困難になると考えら

ある3)9)10)11)12)．

れる．そのため注意の観点から見た場合，運動課

つまり，BT を遂行する際は，動作法における

題と視覚課題とを同時に行う場面に対しては，ま

注意と同様，身体内面へ注意を向けることが重要

ず運動課題の解決がなされる必要があると考えら

になる．星野はこの身体内面へ注意を向けること

れる．

を，内的注意集中と言っている3)．この内的注意
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集中という観点から見た場合， BT を行うこと

以上のことから，運動課題と視覚課題とからな

で，動作法で言われている内的注意集中がなされ

る二重課題において，2 つの課題への適応を考え

ることにより，周囲の受け止め方に変化が生じた

た場合，まず身体を動かすことに注意を向けるこ

と思われる．

とが必要であると考えられる．したがって，視覚

本実験は現在行われている，外的な 1 つの対象

課題と身体を動かす課題との両課題の解決が要求

へ注意を集中させるメンタルトレーニングの視点

されるスポーツのトレーニングに，この結果の適

と少し異なる．つまり，従来の視覚課題だけを用

用の有効性がうかがわれると思われる．

いた DT ではなく，運動課題と視覚課題とによる

DT であるという点である． DT に運動課題とし
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