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演者はこれまで主に、運動が心の発達に及ぼす影響
や運動選手の心の発達に資する経験について検討して
きた。そして、単に運動すれば心の発達がもたらされる
わけではなく、運動が心の発達に影響するには条件があ
ることなどを明らかにしてきた。本コロキウムでは、そ
のような条件を検討した結果や運動選手の自我発達プ
ロセスなどについて紹介した注1）。

1．スキー実習による自己概念の変容
自己概念とは、自己及び自己の行動に対する知覚や態

度、感情、評価のことである。人は身体面に対する自己
概念を持っており、運動は身体面を向上させることから
自己概念の向上にもつながると期待される。ただし、自
己概念は多面的であり、学業面、社会面、情緒面での評
価も含んでいる（Shavelson et al., 1976）。そのため、単
に身体面が改善するだけでは自己概念は向上しないか
もしれない。そこで、運動による技能や体力の肯定的変
化を身体面の評価に留めさせずに、より多面的に広が
りと深まりをもって意味付けさせるような介入が有効と
考えて、スキー実習中に実験を行った。具体的には、ス
キー実習中の夕食後にその日の練習や技能的成果など
を振り返り、感じたことや印象に残ったことを記述さ
せ、なぜそのように感じたり、そのことが印象に残った
りしたのかを過去の体験や普段の行動、性格などとの関
連で洞察させ、実習中の体験を広く深く意味付けさせる
ようにした。このような洞察群と特に何もしない統制群
を作り、技能の向上度も加味してスキー実習前後の自己
概念の向上度を検討した。その結果、洞察群の自己概念
の向上が大きいこと、単に技能が向上するだけでは自己
概念は向上しないこと、自己洞察的な振り返りができる
環境のもとで技能が向上すると自己概念の向上がより
期待できることが明らかになった。また、洞察群の記述
には、実習で急斜面に挑戦した自分を弱虫なのによく頑
張ったと評価する記述などがみられ、実習中の体験を性
格や日常生活での態度などとの関連で評価していたこ
とが確認された。つまり、運動による心の発達の条件と
して、運動に主体的に関わり、運動による身体面の変化
や運動時の体験・思考・感情を広く深く洞察することが
必要といえる。

2．運動選手における危機経験と自我発達との関連
エリクソン（1973）の人格発達理論では、迷ったり

悩んだりするような危機経験が人格発達を促進すると
仮定されている。そこで、運動選手が危機を経験しや
すい事象としてチームメイトとの関係や競技成績など
を仮定し、高校選手を対象者として、それらについて
の危機経験と自我発達との関連を検討した。自我発達

（Loevinger, 1976）は、生涯発達を前提としたパーソナリ
ティ変数であり、衝動統制・性格発達、対人関係様式、
意識的とらわれ、認知様式の質の違いによって自我発達
の段階が設定されている。自我発達高群と低群に分け
て、危機経験の程度を比較した結果、概して自我発達高
群の方が危機経験の程度が高いことが明らかにされた。
つまり、運動による心の発達の条件として、運動場面で
の様々な問題について自ら悩み、悩みの解決に向けて模
索・努力することが必要といえる。

3．運動選手の自我発達プロセス
前述のように危機経験と自我発達との関連が示され

たが、危機経験の質や自我発達の水準は加齢に伴いな
がら変容すると考えられ、発達段階によって両者の関連
の内容は異なると予想される。そこで、中学・高校・大
学選手を対象者として、危機経験と自我発達との関連の
発達的変化を検討した。その結果、例えば、中学選手や
高校選手では指導者との関係での危機経験が自我発達
に関連するが、大学選手では男子のみではあるが、競技
継続についての危機経験が自我発達に関連するなどの
発達差が確認された。そして、このように自我発達に関
連する危機経験が発達段階で異なるのは、危機経験は
発達課題の達成に関連しながら自我発達に影響し、さら
に各発達段階で達成すべき発達課題が異なることが原
因ではないかと考えられた。つまり、「危機経験 ≒ 発達
課題の達成 → 自我発達」という関連が想定され、個々
の発達段階で達成すべき発達課題は変容するため、自
我発達に関連する危機経験も発達段階で変容すると考
えられた。例えば、中学期や高校期では親や大人への依
存性を放棄する心理的離乳が発達課題となるといわれ
ているが、指導者での危機経験はこの中学・高校期の発
達課題に関連するので、中学・高校選手の自我発達に
も関連したと思われる。また、大学期ではアイデンティ
ティの形成という発達課題への取り組みが顕著になる
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といわれているが、競技継続（引退）での危機経験は
この大学期の発達課題に関連するので、大学選手の自
我発達にも関連したと推測される。このように、個々の
発達段階で遭遇する危機経験を通して、その期の発達
課題を順次達成しながら、運動選手の自我発達が進む
といったプロセスが推測された。また、発達課題の達成
は、心の発達だけでなく競技場面での実力発揮にも関連
するという仮説も提示された。
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本研究では集団球技ゲームの防御構造を社会学的視
点から考察した。一種の戦略論である。戦略論の起源
は古く、ローマとカルタゴが地中海覇権を賭けたポエニ
戦争（BC264－）でスパルタ傭兵や知将ハンニバルが
大軍ローマに奇襲戦として用いた挟み撃ち戦略の記録
がある。現代ではゲーム・組織行動論として幅広い領
域で援用される。本研究は2015年ラグビーワールドカッ
プにおけるターンオーバー局面に貢献したポジション
特性を明らかにするものである。ソーシャルネットワー
ク中心性分析は社会的な戦略解析に寄与する。近年の
ソーシャルネットワーク分析研究には、「社会的孤立と
の関係」（社会的孤立、サポートの欠如（情緒的：手段
的：情報的）、社会的関与の不足が慢性的でストレスフ
ルな社会的体験として不健康な結果と結びつく）（Berk-

man, Social networks and social isolation, 2007）、「スポー
ツにおける孤立感と社会的帰属感との連携」（重圧は社
会的誇りといった価値観と結びつくことによってポジ
ティブな社会的力動となるかもしれない）（Sasaki, Proud 

lonely athletes, 2015）、「スポーツ参加と社会的資本」（一
人だけでスポーツを行う市民は社会で生起する社会的
相互作用や議論機会に参加しない傾向にある）（Putman, 

Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Com-

munity, 2000）、「ネットワークが運動機会の拡大に寄与
する」（Aral, Exercise contagion in a global social network, 

2017）等がある。自然科学領域では、「女子ラグビー選
手の障害調査」（年間複数の傷害、特に頭部外傷との関
連に注目）（佐々木、2016JRFU 女子ラグビー傷害状況 , 
2017）、「運動強度と身体疲労との統合的関係」（Pareira, 

Complex network models reveal correlations among network 

metrics, exercise intensity ..., 2015）や食物連鎖の構造、脳
内ネットワークの構造等の研究がある。

ターンオーバー時に貢献した複数タックラー及びそ
の局面に至る複数フェーズでのタックラー全てを重み
づけし隣接行列に整理した。コロキウムでは防御頂点
間の連携した流動を見るべきではないかとの意見を頂
いたが、そうした流動と実際に生起した防御行動（すな
わちタックル敢行および成否）を並列すればより詳細な
分析が可能となるであろう。しかし流動だけでは防御行
動成否を見ることができず、今回のフェーズの流れにお
ける全タックルを追跡した本研究のアプローチは結果
として流動としての防御行動を追跡したうえでの防御
結果を把握できると考える。

ある頂点（選手）の固有ベクトル中心性は隣接する
頂点の中心性を反映しすなわち直接隣接する頂点だけ
でなく到達可能な全ての頂点の中心性を反映する。そ
れゆえ連結であるグラフにおいて固有ベクトル中心性
は組織全体の構造を反映するといえる。本研究では
フィールドプレイにおけるターンオーバーに加えてラグ
ビー特有の組織プレーであるスクラム、ラインアウト
におけるターンオーバーも対象とした。個々の防御貢
献はチームレベルに統合され勝敗チーム間で比較した。
試合数は上位20ゲーム（予選プール上位3チーム間12、
準々決勝4、準決勝2、3位決定戦1、決勝1）である。
この20試合の平均得失差は15.6ポイントであり、その他
のゲームでは22である。過去の研究でも20ポイントがい
わゆる接戦の基準とされることが多く、実際に3トライ
3ゴールというラグビーの得点方法での21点差は接戦
とはなり難いであろう。

結果はモンテカルロ法（ブートストラップ仮説）でリ
サンプリング50,000回シミュレーションから検証した。
その結果チームに統合されたターンオーバー中心性は
成績の客観的指標として妥当であることを示した。更
に . ターンオーバーにおける中心性の勝敗チームの感
度と特異性を検証するため ROC 曲線（Receiver Operat-

ing Characteristics Curve）分析の AUC（Area Under the 

Curve）を算出して分析した。AUC 分析からは対象とす
るポジション数をどの程度に設定するかを検討した。以
上は Duch（2010）のアプローチに準じたが、本研究で
は彼が用いた媒介中心性ではなく固有ベクトル中心性
を用いたことと、さらに複数のネットワークを比較する
際に、グラフの形に加え、どの頂点が中心的かという本
研究の課題である類似性あるいは相違性からの組織間
比較に言及していることが独自性である。中心化共鳴
性分析（Centering Resonance Analysis）である対応分析

（Correspondence Analysis）を行った。対応分析は環境に
対応する生物存続構造の比較などにも用いられている。

本研究で対応分析を行った結果、これまでのフォワー
ド・バックスの防御中心的ポジション（2、6、7、12、
13等）に加えてポジション10フライハーフが防御貢献の
中心的機能を発揮していることが示された。上位5チー
ムの防御ネットワーク中心性ポジションマップでも同様
の特徴が読み取れる（Figure1）。

一般的に10番はピッチ中心エリアに位置づくことが
多く、この空間防御が崩れることは危機を招く頻度が
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高い。ピッチ上の中心的エリアの攻防位置にあるフライ
ハーフが防御面でも重責を担うとしたらその身体的心
理的ストレスは高く、チーム戦術においても工夫が求め
られる。複数人数における防御組織と10番フライハーフ
ポジションの防御は現代ラグビーのコーチング上、重要
である。イングランド上級コーチングティップス（Level.

V）には『タックラー及び続く防御者は彼らの役割、責
任そしてルールをトータルに理解すべきである。タック
ラーの追跡コースは…,（a）…，（b）…，（c）…。続く防御
者は…。攻撃側はフォワードとバックスの継ぎ目（seam）
を狙う…』と明記されている（Westgate, The principles 

and techniques of defense in Rugby Union, England Rugby 

Football Union Technical Journal, 1–12, 2007）．
ネットワーク中心性研究は組織内、組織外比較から時

系列構造変容の理解さらには戦略戦術予測等にも応用
が期待できる。

本研究は1部、科学研究費（スポーツが提起する社会
的価値観のネットワーク構造 , 2016－2018．16K01658）
の助成による。本研究は、Sasaki, et al. Network centrality 

analysis to determine the tactical leader of a sports team. In-

ternational Journal of Performance Analysis in Sport, 1–10, 

2017. の1部である。

Figure 1.  The multi men tackle turnover contributors’ network centrality map of the top winning 5 union (Left) and Correspondence 
analysis among the top 4 unions in Rugby World Cup 2015 (Right).
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生物にとって「食事」「身体活動・運動」「睡眠・休
養」の3点は生存に欠かすことができない。私は昭和59
年4月に総合保健体育科学センタ―助手として着任し
て以来、御指導・御鞭撻いただいた諸先輩方、同僚の先
生方、そして多くの大学院生、研究生とともに、種々の
慢性疾患、特に糖尿病、肥満症の病態の一つである、イ
ンスリン抵抗性に対する運動療法の有効性について、ヒ
トやラットなどの小動物を対象に行ってきた。また、免
疫能への効果、アスリートの遺伝子特性については本邦
では「端緒」であったと自負している。以下は、運動療
法によってもたらされる効果を示す。

運動療法（運動の慢性効果）
・エネルギー消費の増大
・安静時代謝率の増大
・除脂肪体重減少の防止
・インスリン抵抗性の改善
・血糖コントロールの改善
・脂質代謝の改善
・血圧の改善
・体力維持・増進
・QOL の維持
・ストレス解消
・規則正しい生活
・寿命を延ばす
・認知症予防

　　平成29年度第2回2018年 3 月13日
演題：運動療法の目指すもの

演者：押田　芳治（保健科学部）

平成29年度コロキウム発表要旨


