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大学陸上競技選手のスポーツビジョンと関連する要因 
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1. 緒言 

 スポーツ選手は競技力の向上を目指し、日々ト

レーニングを行っている。清水らは、視覚情報は日

常生活を送る上で必要とされている情報量の約

80％を占めている 1)と報告している。これをスポー

ツ競技の場面から考えると、目標（選手やボール等）

が動く場合もあれば、本人自身が動く場合、両者と

もに動く場合もあることから、スポーツにおける

視機能（スポーツビジョン）は、それだけ重要とさ

れている 1)。 
陸上競技においても、種目によって、固定されて

いる目標物に対して、動きながら身体を調節する

能力が重要である。実際に、大学男子陸上競技選手

を対象とした研究では、ハードルやバー、踏切板な

どを視野に捉えて競技する種目と、そうでない種

目を比較したところ、前者の種目の選手の方が動

体視力が高い 2)と報告している。このように、陸上

競技でも視機能と運動パフォーマンスが関連して

いる可能性がある。しかし、これまで女子を含めた

陸上競技選手を対象とした研究はない。そこで本

研究では、大学陸上競技選手を対象にスポーツビ

ジョンを測定し、種目や競技成績、性別など様々な

要因との関連について検討することを目的とした。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象 
Ｉ大学陸上競技部に所属する男子 45 名、女子 22

名の計 67 名のうち、眼の病気が無く、調査、測定

の同意が得られた男子 44 名、女子 21 名の計 65 名

を測定の対象とした。 
2-2 測定期間 

2018 年 11 月 19 日から 12 月 7 日の 3 週間を測定

期間とした。 
2-3 調査内容 
1) 基本属性 

 性別、学年、年齢、眼の矯正状態とした。 

2) 競技について 

 専門種目、競技歴、ベスト記録、シーズンベスト

記録、球技経験を質問した。 

2-4 測定方法 
 静止視力の測定後、動体視力、眼球運動、周辺視

野、瞬間視力の測定を、1 回の練習後に実施した。

レベルは 1(易)から 10(難)まであり、練習はレベ

ル 1 で行った。いずれも普段部活動を行っている

時の矯正状態で測定した。 

2-5 分析方法 
 2 群を比較する場合は、対応のない t 検定を行っ

た。相関関係を検討する場合は、Pearson の相関係

数を用いた。3 群以上を比較する場合は、一元配置

分散分析を行った。さらに、分析をする際に共変量

が存在する場合は、共分散分析を行った。統計処理

は IBM SPSS Statistics22 を用い、有意水準は 5%

とした。また、競技レベルは記録を点数化した IAAF 

SCORING TABLES OF ATHLETICS（IAAF スコア）

で表し、｢高い･やや高い･やや低い･低い｣の 4 つに

分類した。種目は、視力からの情報を何らかの形で

用いる種目(ハードル種目、跳躍種目、投擲種目)と

フラット種目(100m、1500m など)で分けた。 
 

3. 結果 
3-1 性別 

男女で有意な差は認められなかった。 

3-2 学年、年齢 

 学年、年齢とスポーツビジョンとの相関係数を

表 1 に示した。両要因とも眼球運動との間に有意

な負の相関が認められた。 

静止視力 動体視力 眼球運動 周辺視野 瞬間視力

学年 -0.055 0.091 -.306* -0.022 0.068

年齢 -0.025 0.002 -.302* -0.113 0.102

表1．学年･年齢とスポーツビジョンの関連

 

3-3 矯正状態 

 コンタクトレンズを使用している選手の方が、

裸眼の選手より静止視力が有意に高かった（図 1）。 

 
 

3-4 ブロック 

 ブロック(短距離、中長距離、跳躍、投擲)の間に

有意な差は認められなかった。 

3-5 競技歴、専門種目の競技歴 

競技歴は、両要因とも関連は見られなかった。 

3-6 競技レベル 

 ベスト記録のIAAFスコアがやや高い選手の方が

低い選手より周辺視野の得点が有意に高かった。

一方で、シーズンベスト記録の IAAF スコアと各項

目に有意な差は認められなかった（図 2）。 

 
 

3-7 大学在学中のベスト記録更新 

大学在学中、ベスト記録を出した選手と出して

いない選手との間に有意な差は認められなかった。 
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図 1 矯正状態による静止視力の差 

図 2 ベスト記録による周辺視野の差 
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3-8 視力情報を用いる種目とフラット種目 

視力からの情報を用いる種目を専門にしている

選手とフラット種目を専門にしている選手の比較

を表 2 に示した。両者を比較すると、前者の方が、

瞬間視力が有意に高かった。 

表2．視力情報を用いる種目とフラット種目による比較

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 p値

静止視力 1.26 0.35 1.06 0.45 0.06

動体視力 4.82 1.21 4.78 1.54 0.92

眼球運動 3.45 1.68 3.59 1.39 0.72

周辺視野 3.64 1.41 3.44 1.52 0.59

瞬間視力 5.85 0.76 5.28 1.20 0.03*

情報あり フラット

 

3-9 球技経験 

 球技経験がある選手とない選手の比較を表 3 に

示した。眼球運動と周辺視野において、有意傾向が

見られた。 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 p値

静止視力 1.15 0.44 1.19 0.38 0.69

動体視力 4.68 1.44 5.00 1.26 0.36

眼球運動 3.78 1.48 3.12 1.56 0.09

周辺視野 3.80 1.49 3.12 1.33 0.07

瞬間視力 5.58 1.13 5.56 0.87 0.96

表3. 球技経験の有無による比較

あり なし

 
 

4. 考察 
4-1 性別 

大学陸上選手のスポーツビジョンと性別との関

連は本研究では、見られなかった。しかし、対象が

競技レベルに幅のある大学陸上競技選手であった

ことが原因かもしれない。球技スポーツの選手を

対象とした先行研究では、男女での有意差が認め

られている 3)。陸上競技においても競技レベルによ

って男女差が認められる可能性が考えられる。 
4-2 学年、年齢 

 本研究では、学年、年齢が若いほど眼球運動が優

れているという結果が得られた。このことから、陸

上競技においては、眼球運動はあまり使われてい

ない可能性があり、球技スポーツ選手とは異なっ

た。この結果は、一般人と同様の傾向を示し、陸上

競技との関連は低いと考えられる。 

4-3 矯正状態 

 裸眼の選手の中に、視力矯正が必要であるにも

関わらず、視力矯正をしていない選手が数名見ら

れたことが、裸眼選手の静止視力が落ちた原因で

あると言える。また、コンタクトレンズはメガネに

比べ、手軽に視度の変更が可能であるため、正常な

静止視力の維持ができる。この差が裸眼の選手と

の差につながったと考えられる。 

4-4 ブロック 

 短距離、中長距離は視力情報を用いる種目とフ

ラット種目で成り立っているため、差が見られな

かったと考えられる。跳躍は、眼球運動が高い傾向

にあり、投擲は、周辺視野、瞬間視力が高い傾向に

あったが、有意差は見られなかった。跳躍、投擲の

人数が少ないことが、原因として挙げられる。 
4-5 競技歴、専門種目の競技歴 

 競技歴とスポーツビジョンは関連性があると思

われたが、有意差は見られなかった。考えられる原

因として競技歴の年数が挙げられる。関連性が認

められている球技スポーツでは、幼少期から始め

る選手が多いが、本研究の対象者の多くは、中学か

ら陸上を始めた選手が多い。また、種目変更をする

選手も存在したため、関連性が見られなかったと

考えられる。 
4-6 競技レベル 

競技成績の高い選手の方が、スポーツビジョン

が優れている 1)2)4)という結果が報告されているが、

本研究でも、同様の傾向が見られたので、先行研究

を支持する結果であったと言える。 
4-7 大学在学中のベスト記録更新 

 大学でベスト記録を更新した選手と、していな

い選手で、スポーツビジョンに差は見られなかっ

た。ベスト記録を更新したとしても、本研究での競

技レベルが必ずしも上がるとは限らない。 
4-8 視力情報を用いる種目とフラット種目 

 視力情報を用いる種目を専門にしている選手は、

走動作や跳躍動作、投動作を行う瞬間に体勢や角

度を調節する。このことから、瞬時に状況に合った

動作を行う必要があるため、瞬間視力に有意な差

が認められたと考えられる。 
4-9 球技経験 

 表 3 より、対象者を増やすことで球技経験によ

って有意な差が認められる可能性があるが、球技

経験の年数にも幅があるため、必ずしも球技経験

の有無が大学陸上競技選手のスポーツビジョンに

関係するとは言い切れない。 
 
5. まとめ 

本研究の結果、以下のことが明らかとなった。 
1)学年・年齢が若いほど眼球運動が優れていた。 
2)自己ベストの IAAFスコアがやや高い選手の方が 
瞬間視力が優れていた。 

3)視覚からの情報を用いる種目を専門にしている 
選手の方が、瞬間視力が優れていた。 
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