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月経が競技者の心理的パフォーマンスに及ぼす影響について 
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1 緒言 

さまざまなスポーツにおいて，多くの女性アスリ

ートが活躍をみせており，女性のスポーツへの関心

が一層高まっている。競技におけるパフォーマンス

の発揮には，技術面だけでなく心身の状態が良好で

あることが重視されている。女性の場合，月経症状

がパフォーマンスに及ぼす影響について検討されて

おり，実際に月経の症状でパフォーマンスが低下す

るとの報告も多い。森２）は，剣道部女子学生を対象

に，徳永幹雄が作成した心理的競技能力診断検査を

用いて，月経周期と心理的競技能力にどのような関

係が見られるのかを検討し，①月経中ほとんどの学

生が月経症状を実感しており，月経による心理的競

技能力の低下がみられること。②高競技力群は低競

技力群に比べ月経による影響は受けにくいこと。③

高競技力群の方が心理的競技能力は優れていること

などを報告している。また，競技時間が長時間を要

する競技に比べて競技時間が短時間の競技の方が月

経による影響は受けにくいという報告も見られる。 

精神的能力は身体的能力同様パフォーマンスに影

響を及ぼすと考えられており，集中力や忍耐力など

多くの精神的要素が勝敗を大きく左右する剣道競技

においては，精神的能力を高めることがパフォーマ

ンス向上に繋がると考えられる。そのためには，選

手自身が自己の心理的能力を把握し，月経による変

動や影響を知ることが大切と思われる。本研究では，

部活動で最も盛んな高校生を対象に，月経周期と心

理的競技能力にどのような関係が見られるのかを明

らかにすることを試み，高校生の部活指導を進めて

いくための基礎資料を得ることを目的とした。 

 

2 研究方法 
2－1 対象者 
 対象者は，連日稽古を行っている高校生女子剣道

部員 10 名（年齢：16～18 歳，剣道経験年数：3～11

年 段位：初段～三段）とした。 

調査・測定に際し，本研究の目的，方法等を詳細

に説明し，参加の同意を得た。 

 なお，競技力は，全国大会ベスト 8 以上の競技実

績がある者を高競技力群，それ以外を低競技力群と

し，学年は 1・2 年を低学年群，3 年を高学年群に分

類した。 

2－2 調査期間 

 2009 年 7 月から 10 月にかけての 3ヶ月間，月経 2

日目と月経終了後 10 日目に質問票及び DIPCA.3 ワ

ークシートに回答してもらった。これを 2 周期分行

った。 

 

2－3 調査内容 

測定は，調査当日の月経時の身体症状に関する質

問紙調査 19 項目（表 1）及び，12 尺度(忍耐力，闘

争心，自己実現意欲，勝利意欲，自己コントロール

能力，リラックス能力，集中力，自信，決断力，予

測力，判断力，協調性)からなる 5 つの因子(競技意

欲，精神の安定・集中，自信，作戦能力，協調性)を

分析するDIPCA.3を用いて心理的競技能力の測定を

行った。この検査は，検査内容の 52 項目を回答する

ことによって，表２に示す各尺度と因子を得点化す

ることができるよう構成されている。 

2－4 データの処理 

 データ処理は，質問紙による身体症状についての 4

段階の回答を 1～4 点（よく当てはまる＝4，やや当

てはまる＝3，あまり当てはまらない＝2，まったく

当てはまらない＝1）に得点化して行った。なお，得

点の高い方がコンディションが悪いものとした。   

DIPCA.3 のデータは，各尺度を得点化し，高得点

の方が能力は高いものとした。各項目の平均値・標

準偏差値を算出し，月経前後の各平均値の有意差検

定には，対応のある t 検定を用いて行った。相関係数

については 2 変量の相関を用い，統計処理には SPSS
を用いて行い，いずれの統計処理も有意水準は 5％と

した。 

 

3 結果と考察 

3－1 各月経症状と，DIPCA.3 の下位尺度との相関

関係   

月経中におけるDIPCA.3の因子及び尺度と各身体

症状の相関をみると，ほとんどの尺度で精神的な項

目との相関が目立った。身体症状では「吐き気」，「便

秘・下痢」，「むくみ」，「下腹部が張る」での相関が

認められた。全体的に精神的項目との相関が高いこ

とから，剣道競技において，月経中に精神的症状を

強く受ける人の方が，心理的パフォーマンスは下が

ると推測される。 
3－2 月経中と月経後の比較 

月経中と月経後の比較では，精神的項目の「不安

になる」，「緊張する」，「寂しい」以外の 5 項目と「吐

き気」以外の 10 項目の身体的症状で月経中顕著に得

点が高くなった。このことから，多くの学生が月経

症状を実感していることが認められた。  
DIPCA.3 の各尺度においては月経中と月経後に有

意な差が認められなかった。しかし，月経中ほとん

どの尺度で得点が低くなることから，月経によって

心理的パフォーマンスが低下することが示唆された。 
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図 1．月経中と月経後の比較 

 
3－3 競技力による比較 

高競技力群では精神的項目の「いらいらする」と，

身体的項目の「乳房が張る・乳房が痛い」，「下腹痛」，

「腰痛」，「便秘・下痢」，「ニキビ・肌荒れ」の 6 項

目で月経中と月経後で有意な差が見られた。一方，

低競技力群では「いらいらする」，「吐き気」，「眠気」

以外の16項目で有意な差がみられた。このことから，

剣道競技において，高競技力群は低競技力群に比べ

月経症状を受けにくいと考えられる。競技力の高い

選手は競技の上で常に高いパフォーマンスを発揮で

きるようトレーニングされているため月経症状によ

る影響を受けにくいという先行研究の報告もある事

から，今回調査を行った高校剣道部女子の高競技力

群の部員も全国トップレベルの選手であった為に，

このような結果になったと考えられる。  
DIPCA.3 においては，どの尺度においても月経

中・月経後，共に高競技力群の方が高い得点を示し

ていた。DIPCA.3 の結果を各種目で競技レベル別に

見た徳永３）の研究でも，ほとんどの因子，尺度で有

位な差が認められている。したがって，剣道競技に

おいても競技力によって心理的競技能力に有位な差

が生じ，高競技力群の方が，心理的パフォーマンス

は優れていたと推察される。また，ほとんどの項目

で両群とも月経中と月経後で同じような変動を示し

ていたが，高競技力群の「予測力」と「判断力」の

尺度においては，月経中得点の低下が顕著であり，

これらの尺度においては月経による影響を受けやす

いと考えられる。 

 

3－4 学年による比較 

学年別に見てみると，月経中，精神的項目におい

ては「いらいらする」，「怒りやすくなる」，「緊張す

る」，「気分が動揺する」の項目で低学年群は高学年

群より高い得点を示している。また，「いらいらする」，

「怒りやすくなる」，「集中力・意欲が低下する」の

項目では，月経中と月経後に低学年群で有意な差が

認められている。このことから，低学年群は高学年

群に比べ，月経中に精神的変動を受け易いと考えら

れる。その要因として，低学年群は高学年群に比べ

部活環境への慣れや人間関係の成熟が高学年群に比

べ未熟であり，立場的にも下である事が影響してい

ると考えられる。しかし，身体的項目では高学年群，

低学年群とも「乳房が張る・乳房が痛い」，「下腹痛」，

「腰痛」の 3 項目でしか有意な差がみられなかった

ので身体的項目においては両群間に相違はなかった

と言える。 
DIPCA.3 においては「闘争心」，「自己実現意欲」，

「勝利意欲」，「協調性」で高学年群が月経中も月経

後も高い得点を示していた。低学年群では「忍耐力」，

「自己実現意欲」，「協調性」のみ高い得点を示して

いた。このことから，ほとんどの尺度で高学年群の

方が優れていると言える。 

 

4 まとめ 

1）高校生剣道部員の各月経症状と DIPCA.3 との相

関関係は，身体的項目より精神的項目との相関が

より高い。 

2）月経中ほとんどの高校生剣道部員は月経症状を実

感しており，心理的競技能力についても月経によ

る能力の低下が見られる。 
3）高校生の高競技力群は低競技力群に比べ月経によ

る影響を受けにくい。 
4）高校生の高競技力群の方が心理的競技能力は優れ

ている。 
5）高校生の低学年群は高学年群に比べ，月経中に精

神的変動を受け易いが，身体的項目に関しては両

群間に相違は見られない。 
6）心理的競技能力は高学年群の方が優れている。 

 

以上のことから，女子高校生の月経時における剣

道指導では，精神的能力を高めることのできるメン

タルトレーニングが重要と考えられる。 
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