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1. 緒言 

緊張とは「行動への準備状態への性質で、この

準備状態には〈緊張〉があると称せられる」1）と述

べられている。 

野球の試合の勝敗に関わる場面である得点圏時

の打席で普段の実力を発揮できなくなってしまう

選手もいた。野球は限られた攻撃のチャンスのう

ち相手チームより一点でも多く点を取らなくては

ならない。そのため、得点圏時の打席は試合の勝

敗に大きく関わってくる場面であり、重圧も普段

の打席とは違い、大きなものになる。 

このような緊張する場面でも、打席内で普段ど

おりの振る舞いをして安打を放つ選手もいれば、

緊張で身体を上手く動かせずに普段と違った動き

になってしまう選手もいた。どのような試合状況

であっても打席内で決まった行動を儀式的に行い、

集中力を高め、打撃動作を開始する。 

 そこで本研究では、、競技者の緊張との向き合い

方を考察し、緊張する場面で好成績を残す選手と

残さない選手の違いを明らかにしていく。 

2 研究方法 

 対象を国公立大学の硬式野球選手に設定し、ア

ンケート調査を実施した。本研究では比較的近い

実力の選手のデータを集める必要性があったため

である。調査は郵送法を採用し、各選手の所属し

ているチームに協力を依頼した。アンケートによ

るデータの単純集計は Microsoft excel 2003 を用い

て実施した。結果を見て得点圏時の打席数と打点

の割合に着目し、その値が 0,2 以下の群と 0,2 より

大きい値の群にわけて設定した。また、選手の特

性を調査する質問も作成し、選手の特性に着目し

た打席数と打点の割合との関係性を考察した。  

研究対象は、I 大学硬式野球部、G 大学硬式野球

部、U 大学硬式野球部、T 大学硬式野球部、S 大学

硬式野球部、ｔ大学硬式野球部の合計６チームと

した。 

3 アンケート調査結果の単純集計        

(１)打席に入る前のルーティンの有無 

対象者に打席に入る前になにか決まった行動を

するかしないかを調査した。その結果、決まった

行動を取ると答えた対象者が 49 名中 31 名、決ま

った行動を取らないと答えた対象者は 49 名中 18

名であり、ルーティンを意識する対象者が全体の

およそ 60％を占めていた。 

(２)どのようなルーティンをとるのか 

打席に入る前になにか決まった行動を取る対象

者は３１名という結果が出たがその中では、打席

に入る前に素振りをすると答えた対象者の人数が

多いことがわかった。 

(３)なぜルーティンを意識しているのか 

 打席に入る前になにか決まった行動を取る対象

者の中で、決まった行動を取る理由では、昔から

やっているからと答える対象者が多かった。小学

生のころから野球をしている対象者が多いため、

打席に入るときの行動が習慣として身体にしみこ

んでいるのではないかと考えられる。 

(４)ルーティンを意識しない理由 

ルーティンを意識しないと答えた対象者にその

理由を質問したところ、「そこまで考えたことがな

かったから」という回答が最も多かった。 

(５)試合開始以前のルーティンへの意識 

試合開始以前にどういった行動を取るのか調査し

た結果、特に意識していないと答えた対象者が 17

名と最も多かった。一方で試合前に決まった食事

を取る、音楽を聴くと答えた対象者もそれぞれ 10

名いたため、試合前から意識的な行動を取る対象

者も多いことがわかった。 

4 考察  

4,1 パフォーマンス別に着目して 

 (１)ルーティンへの意識 

A 群でルーティンを意識している選手は 19 人、

意識していない選手は 8 人となった。また、B 群で

ルーティンを意識している選手は 12 人、意識して

いない選手は 10 人となった。A 群の対象者は

70,3％がルーティンを意識していると回答してい

る。また、B 群では意識している選手が 54,5％にま

で落ちているところに着目すると得点圏時の結果

とルーティンの関係はあるのではないかと考えら

れる。 

(２)打席に入る前のルーティン 

A 群で打席に入る前にルーティンを意識した選

手にどのようなことを意識しているかを質問した

ところ打席に入る前に素振りをする選手が 5 名、

その他を選んだ対象者が 11 人いた。ここで、打席

に入る前に素振りをする対象者の打率を平均する

と 0,372、その他を選び、やベースの角にバットを

合わせる、または右足から決まって入るなど具体

的なルーティンを持っている対象者の打率の平均

は 0,532 となり具体的なルーティンを持っている

対象者の方が高い値となった。 

(３)試合開始以前のルーティン 

試合が始まる前に対象者が必ず行っている行動

について A 群では試合前になにか決まった飲み物、

食べ物をとると答える対象者が 27 名中 7 名いた。

その他を選んでいる対象者が 15名いた。そのうち、

寝ると答えた選手が 3 名、イメージトレーニング

をすると答えた選手は 1 名、集中力を高めると答

えた選手は１名、残りの 10名は特になしと答えた。 

B 群では、その他を選んだ対象者が 8 名いてそのう

ち 7 名は特に無しと答えていた。1 名はトイレにい

くと答えていた。 

4,2 対象者の特徴に着目して 

 対象者の特徴と打点/得点圏時の打席の値の相関

を見ていく。相関が現れたものを厳選して述べて

いく。 

 (１)打点より打率を重視する方である 



  この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.268、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.338 となるため、打点を重視する対象者の打

率人が高く、チーム思いの傾向がある 

(２)得点圏では長打より短打を狙うタイプである 

  この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.318、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.252 となるため、得点圏で短打を狙っている

人が多く、つなげようとしている人が多いと打

率が高くなる傾向が読み取れる。 

(３)走者がいる中で打席に立ちたい方である 

  この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.324、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.236 となるため、走者がいる中で打席に立ち

たいと考えている対象者が打率高いといえる。 

(４)チャンスで打席に立つよりチャンスメイクす

る方が好きである 

 この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.254、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.335 となるため、チャンスで打席に立ちたい

と考えている対象者の打率が高いといえる。 

(５)チームの成績より個人の成績が重要である 

この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.414、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.322 となるため、個人の成績よりチームの成

績を大事にする対象者の方の打率が高い。 

(６)打席内で緊張をするほうである 

この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.233、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.435 となるため、緊張しない対象者の打率が

高いといえる。 

(７)試合では自分のことで精一杯になってしまう 

  この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.261、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.35 となるため、自分に精一杯にならず、自

分のペースを守る対象者の打率が高いといえる。 

(８)観客がいると緊張してしまう 

この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.305、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.343 となるため、観客がいても緊張しない対

象者の打率が高いといえる。 

(９)チームの勝敗に関わる場面ではできるだけ回

避したい 

この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.322、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.356 となるため、得点チャンスの打席を好む

対象者の打率が高いといえる。 

(10)ツーストライクになると緊張してしまう 

この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.246、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.4 となるため、ツーストライクに追い込まれ

ても緊張しない対象者の打率が高いといえる。 

(11)緊張していると感じると集中が切れてしまう 

  この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.191、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.379 となるため、緊張しても集中力が保てる

対象者の打率が高いといえる。 

(12)得点圏の走者の有無で狙い球を変える 

この質問に対してあてはまるとほぼあてはま

るを選んだ対象の打率の平均は 0.386、対してほ

ぼあてはまらないと選んだ対象者の打率の平均

は 0.357 となるため、臨機応変に狙い球を変える

対象者の打率が高いといえる。 

5 分析結果 

○パフォーマンスに着目した場合 

 ルーティンを意識する対象者としない対象者で

は意識する方が好成績を残す傾向にあることがわ

かった。 

同じルーティンを意識している対象者でもより

具体的なルーティンを意識している対象者の方が

好成績をのこした。 

○打者の特徴に着目した場合 

(１)・(２)・(５)の質問では,チームプレイを心が

けると,打率も自然に上がるという仮定の下に分析

を行った。その結果,自己中心的にプレイするより

もチームのことを考えてプレイする対象者の打率

が高いという傾向が見られた。 

 (３)・(４)・(９)の質問では,チャンスの時には緊

張してしまい,打率が低くなってしまうという予想

をした。分析結果ではその予想とは相反してチャ

ンスを好んでいる選手はチャンスに強いという傾

向が見られた。 

  (６)・(７)・(８)・(10)・(11)の質問では,上記でも

述べたとおり緊張する場面では自分の能力を発揮

することが難しいと考察していた。結果では考察

していたことと同様に,どのような場面でも緊張し

ない対象者の打率が高い傾向が見られた。 

6．まとめ 

○ルーティンを意識することの違いで好成績が残

せるか残せないかの違いはある。 

○ルーティンを意識している競技者の成績は意識

しないと答えた対象者より良好である。 

○ルーティンのほかの要素に着目すると、以下の

点がわかった。 

(１)チームのことを考える対象者は個人プレー

を重視すると答えた対象者より打率が高い。  

(２)得点圏時の打席を好む対象者は好まないと

答えた対象者より好成績を残す。  

(３)緊張しないと答える対象者緊張すると答え

た対象者より打率が高い。  
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