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1. 緒言 

一般にスポーツの競技力を決定する要因として

選手の「技術」や「体力」、「精神力」が挙げら

れる。この心理的側面である「精神力」という言

葉は、集中力を指す場合や闘争心を指す場合、ま

た忍耐力を指す場合と心理的内容のすべてを含む

抽象的なものであった。そこで近年、「精神力」を

「心理的競技能力」として具体的内容を明確にし、

トレーニングできる能力であると考えられるよう

になった１）。多くの研究により心理的側面の重要性

は提唱されており、指導者にとって選手各個人に

おける性格特性を把握することは選手と指導者と

の意志の疎通を計る上で看過できない事柄である

と思われる２)。しかし、人間の無意識的行動はむし

ろ競技とは関係のない、日常の動作において自然

に現れる可能性が高い。そして、その無意識的判

断、行動こそが、競技においても影響を与えると

思われる。樫塚らは、心理的競技能力の研究を進

めてきたが、自我意識のあり方を重視し、ハンド

ボールチームのエゴグラムの研究を始めている３)。

また、競技レベルが高ければ高いほど求められる

競技力も心理的競技能力も高度なものとなる。ス

ポーツにおいて試合で発揮するためのすぐれた技

術や体力は、心理的な要因によって制御されるこ

とが報告されている４)
。 

 先行研究４)より、女子ハンドボール代表選手の「自

我意識」について調査された。そこで、I 大学女子

ハンドボール選手の「自我意識」について調査し、

両者を比較する。I 大学女子ハンドボールチームは

関東一部リーグの下位である。技術や体力の差異

は当然として、精神的な面においても何らかの差

があるのかについて調査し、今後の競技能力強化

への手がかりとすることが本研究の目的である。 

 

2. 研究方法 

2-1 調査対象 

I 大学女子ハンドボール部 16 名（1 年 4 名、2 年

4 名、3 年 4 名、4 年 4 名）を対象とした。 

 その結果を、先行研究４)のナショナルチームに所

属する 48 名と比較した。 

 1）ナショナルチーム (21-30 歳）16 名 

 2）U-20 チーム  (18-20 歳）16 名 

3）U-18 チーム           （17-18 歳）16 名 

2-2 調査期間 

2012 年 11 月 22 日 

2-3 調査内容 

研究目的にそって I 大学女子ハンドボール部員

を対象に東大式エゴグラムⅡ（以下 TEGⅡ）を用

いて検査を行った。 

 エゴグラムにはさまざまなアレンジされたもの

があるが、日本において最も信頼度が高いものは、

TEGⅡであり、先行研究において梶塚らも用いて

いたため、今回の調査には TEGⅡを用いた。 

2-4 調査方法 

TEGⅡは 53 項目の質問に対して、「はい」、「ど

ちらでもない」、「いいえ」で答える。得点は「は

い」に 2 点、「どちらでもない」に 1 点、「いい

え」に 0 点として、自我状態の尺度毎に得点を合

計した数値を用いて分析した。 

自我状態は「親の自我状態（Parent: P)」「成人

の自我状態（Adult: A)」「子供の自我状態 Child: C」

に分類される。親の自我状態は「批判的な親

（Critical Parent: CP）」と「養育的な親（Nurturing 

Parent: NP)」に、子供の自我状態は「自由な子供

（Free Child: FC）」と「従順な子供（Adapted Child: 

AC)」に分かれ、5 つの自我状態に分類する。 

本来エゴグラムはそれぞれ個々の尺度の得点で

はなく、尺度間のパターンで評価するものである

が、先行研究において、個々の得点ではなく平均

±標準偏差のみしか示されていない。集団の母数

は 16 名と統一されているため、5 つの自我状態の

平均を分析、検討した。 

2-5 統計処理 

各自我状態の平均値を I 大学と U-18、U-20、ナシ

ョナルチームの 2 群ずつに区分して比較を行い、

2 群の独立変数については t 検定を適用した。有

意水準は 5％とした。 

 

3. 結果 

 I 大学の各尺度の平均は CP:10.56±4.40 、

NP:14.31±6.25 、 A:9.56±6.89 、 FC:13.13±4.33 、

AC:14.31±5.44 であり、TEG パターン分類では N 型

Ⅰである。この型の特徴は「人に優しく世話やき

で『NO』と言えないので、仕事を頼まれると無批

判に引き受け他人に尽くす傾向がある。」5)である。 

U-18 チームの各尺度の平均は CP:10.63±2.53、

NP:14.00±3.18 、 A:6.69±3.55 、 FC:15.43±4.08 、

AC:10.63±4.62 であり、TEG パターン分類では、FC

優位型である。この型の特徴は「陽気ではしゃぐ

好奇心旺盛なネアカの人である。ただ、周りへの

気づかいが少ないので、わがまま、腰が軽いとい

う風評を受けることもある。」5)である。 

U-20 チームの各尺度の平均は CP:11.94±4.68、

NP:13.63±2.27 、 A:9.06±4.81 、 FC:13.81±3.67 、

AC:10.75±4.14 であり、TEG パターン分類では、CP

優位型である。この型の特徴は「理想を追求する、

リーダーシップをとる、責任感が強い、自他とも

に厳しいという特徴を示し、社会的には責任ある

仕事を担当する反面、がんこ、融通がきかないと

いう不評をかこつけることもある。」5)である。 

ナ シ ョ ナ ル チ ー ム の 各 尺 度 の 平 均 は

CP:10.19±4.94 、 NP:12.56±4.53 、 A:8.69±2.94 、

FC:12.63±4.62、AC:11.06±4.51 であり、TEG パター

ン分類では、平坦Ⅱ型である。この型の特徴は「あ

らゆる面において平均的で中庸ではあるが、やや

個性に欠けておもしろみがない。」5)である。 



I 大学と U-18 チーム、U-20 チーム、ナショナル

チームの全てにおいて AC の値が有意に高かった。

CP、NP、A、FC の値においては有意な差は見られ

なかったが NP、A の値に関しては他の平均よりや

や高い傾向がみられる（図 1）。 

 
 

4. 考察 

エゴグラムで想定されている自我状態をスポー

ツ競技に対する態度に適応してみる。CP の高さは

厳しい練習に対して前向きに取り組むためにはプ

ラスになるが、自分のスタイルへのこだわり、変

化する状況へ柔軟に対応するにはマイナスにな

る。NP の高さはチームメイトへの思いやりや信頼

に対してはプラスになるが、接触プレーなどの厳

しい状況への対応にはマイナスになる。A の高さ

は自分を見失わず冷静なプレーの適切な判断には

プラスになるが、考えすぎて直感的に素早く行動

するにはマイナスになる。FC の高さは、変幻自在

なプレー中に直感的に、ためらいなく対応するに

はプラスになるが、チームプレーや自制心が必要

な場面ではマイナスになる。AC の高さはスタンド

プレーに走らず、協調した行動をするにはプラス

になるが、相手のことを考えすぎて行動が遅れた

り、周りの目を気にしすぎて緊張状態に陥ったり

する可能性がある。 

以上のように、すべての自我状態にはプラス面と

マイナス面があるため、その性質を個人の目標、

チームとしての目標を考える上で指導に生かせる

だろう。逆に自我状態のパターンを理解せず、表

面的な行動だけをみて、一般論に基づいたり指導

者の価値観に基づいたりする指示を行えば、逆効

果になる可能性もある。 

日本のハンドボールトップリーグにおける研究

においても、大きな課題として心理的要因があげ

られている。その研究において、選手の心理的競

技能力からみる強化の方向性は男女とも「判断力」

であるといわれている６)。 

 判断力に一番つながる自我状態は A の要素と、

FC の要素の適度な融合であると思われる。もし、

CP が高すぎれば、自分のやり方にこだわりすぎる

だろう。また NP の高さは、周りに配慮しすぎて判

断が遅れる可能性がある。同様に AC の高さは不

安、緊張を高め、周囲の顔色をうかがうことで判

断が遅れる可能性がある。判断力の要は事実に基

づいた冷静な状況分析であり、これは A の高さに

相当する。さらに、それを瞬時の行動に転換する

ためには、FC の高さが必要となるだろう。その点

からみると、I 大学女子ハンドボールチームにおい

て、比較集団より A が高いことはプラス面である

が、AC が著しく高いことはマイナス面となる。し

かしハンドボールはチーム競技である。そこでも

う一つの要因として、チームの凝集性ということ

を考えれば、FC が高すぎることは不利に働く。思

いやりや信頼のある NPや協調性のある ACの要素

がある程度必要となるだろう。チーム競技をして

いく上で、集団の維持や課題遂行には、凝集力を

高めることが必要であり、目標に対してチーム全

体の相互理解が重要である７）。 

 これらのバランスや個々人のエゴグラムパター

ンを踏まえて、指導にあたることが今後の課題で

あると考えられる。集団凝集性と心理的競技能力

の関連性が試合成績に影響すると考え、各人のエ

ゴグラムパターンを踏まえて、チーム作りをする

ことが重要であり、今後のチーム作りに役立てら

れるのではないのだろうか。 

 

5.まとめ 

1) I大学は他の比較対象と比べACの値は有意に

高く、NP、A の値に有意差はみられなかった

が高い傾向がある。 

2) I 大学は A の値が高いことから、プレーの判

断を冷静に行うという面ではプラスである。

しかし、AC の値が著しく高いため不安、緊

張を高め、周囲の顔色をうかがうことで判断

が遅れる可能性がある。 

3) I 大学には、A の要素から判断したプレーを瞬

時に行動するための FCの要素が求められる。 
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