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1. 緒言 

「アイデアは、既存の要素の新しい組み合わせ

である」と、アメリカの広告エグゼクティブである

ジェームス・ウェッブ・ヤングが自身の著書で記し

た。この言葉のように様々なクリエーションは既

存の要素を組み合わせることで生み出される。こ

の考えから、筆者はスポーツでも新しい動きを獲

得する際に同じ傾向があるのではないかと過去の

経験から気づいた。そこで今回はスポーツのパフ

ォーマンス向上（新たな動きの獲得）におけるイメ

ージの役割について考えた。 
本研究はイメージに関する先行研究とパフォー

マンス向上に関する先行研究から分かっているこ

とを踏まえて、筆者が立てた以下４つの仮説につ

いて検証するものとした。 
Ⅰ.新たなイメージは、今までの経験を基に習得さ

れる。（イメージの発生に関する仮説） 
Ⅱ.イメージは目的を基に考え、洗練される。（イメ

ージの発生、修正に関する仮説） 
Ⅲ.イメージを基にした技術習得には客観性かつ多

面的な視点が必要になる。（イメージの活用、修正

に関する仮説） 
Ⅳ.スポーツのパフォーマンスにおいて体幹が重要

と言われているのは「動きや力の伝達に身体部位

の連動が重要だから」（体幹の使い方のイメージに

よるパフォーマンス向上の仮説） 
 

2. 研究方法 

2−1 調査対象 

1) 実験①に関して 
無作為に抽出した I 大学４年次学生より計 3 名を

対象とした。（以下、実験①の対象者を A1・B1・C1
を分類する。） 
2) 実験②について 
 I 大学軟式野球部に協力を依頼し、選手全員に利

き手と逆の手による遠投を測定した。Google アン

ケートフォームを用いて、遠投の記録・身長・体重

の近い 4 名を抽出し、対象とした。（以下、実験②

の対象を A2・B2・C2・D2 とする。） 
 

2-2 調査方法 

本研究は２つの研究から構成し、発話思考法を

用いて分析した。 
実験①は利き手と逆の手でハサミを使用した課

題（全 9 枚）の切り取りを行った。課題を１枚切り

取るごとに「意識・集中したこと」「感じたこと・

考えたこと」「次回意識すること」を振り返った。

全課題終了後、振り返りの言葉の意図や解釈の確

認とその発生要因を探るために追加でインタビュ

ーを行った。 
実験②では利き手と逆の手でシャドーピッチン

グ（全 10 回）および野球ボールの遠投（軟式 M 号

球：実験開始前・シャドーピッチング 5 回実施後・

シャドーピッチング 10 回実施後の全 3 回）を行っ

た。また被験者には、シャドーピッチング 1 回ごと

に振り返りを行ってもらった。シャドーピッチン

グは実施前にエクササイズ（立ちゆる）を行っても

らった介入者（2 人）と非介入者（2 人）に分け、

さらに振り返りを指定の方法（セルフモニタリン

グ）で行った介入者と非介入者に分けた。また実験

終了後に振り返りの言葉の意図や解釈の確認とそ

の発生要因を探るために追加でインタビューを行

った。実験②での介入・非介入の分類は以下の表の

通りである。 
 介入（○）・非介入（×）の分類一覧 

エクササイズ 振り返り 

A2 × × 

B2 × ○ 

C2 ○ × 

D2 ○ ○ 

 
 
2-3 調査内容 

実験①では課題を１枚切り取るごとに Google ア

ンケートフォームにて振り返りを行ってもらった。

振り返り内容として「実施時間」「実験中に意識・

集中したこと」「実験で感じたこと・考えたこと」

「次回意識すること」の３つで振り返った。 

実験後は振り返りの言葉の意図や解釈の確認、発

生要因の探究を目的に追加インタビューを 1 人ず

つ、計 3 人分行った。 

 実験②ではシャドーピッチング 1 回ごとに

google アンケートフォームを用いて振り返りを行

った。振り返り内容として介入者はセルフモニタ

リングから、「どう体を動かそうとしたか」「どうし

てその意識をしたのか」「意識して実際はどう動い

たか」「意識して実際の動きにつながったのは何が

原因だったか」「次回はどう取り組むか」で振り返

った。また非介入者は、振り返ること以外の指定は

行わなかった。さらにエクササイズの介入者のみ

「エクササイズから掴んだ感覚」について、自由回

答させた。 

 

3.結果と考察 

3-1 仮説Ⅰについて 

実験①からA1以外の全員が逆の手での動かし方を

利き手の動かし方からヒントを得ていた。A1 も過

去に力むと思い通りにからだが動きづらいので、

深呼吸して力みが取れたという経験をした。その

ため実験でも力みを感じた際、深呼吸で脱力した。

このように過去の経験から逆手でのハサミの操作

のための体の動かし方を想像した発言が見られた。 

また実験②からも、被験者全員が利き手でどうや

って投げているかを考えて、利き手での感覚を基

に逆の手でのイメージをそれぞれの方法で生み出

した。 

このように実験①,②から「利き手はこんな意識・

イメージ・感覚でうまく動かすことができた」や
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「前に力んだ時に深呼吸すれば力みが取れて体が

動かしやすくなった」などイメージは過去の経験

から生み出される傾向が見られたため、仮説Ⅰは

説が立証された。 

また、A1 において「ザクザク切る」と言う発言が

あった。これは A1 にとって、ザクザクが体を速く

動かすことができるイメージであったからである。

しかし、「何を認知するかは認知主体による」と言

う Clancey[Clancey 1997]の発言より「ザクザク＝

速い動き」と言う関係は必ずしも全員に当てはま

らない。故にイメージに用いること言葉の定義が

それぞれ異なるため、表現は可能だが伝達はでき

ない経験知があることを示唆した。 
 
3-2 仮説Ⅱについて 

実験①では、課題を丁寧に切ることを意識する

パターンと速く切ることを意識するパターンがあ

った。丁寧に切ろうと意識するパターンでは、深

呼吸して脱力したり、手の動きだけではなく肘か

ら手にかけての動きを意識し意識する範囲を広げ

たり、それぞれが丁寧に切れるようになるための

方法を意識やイメージからアプローチしていた。

速く切るために切りやすい大きさに切ってから実

際に細かく修正したりするなど目標に合わせたイ

メージと行動が見られた。 

実験②で被験者が意識したことや実践した方法

は腕の位置であったり軸足の蹴りの強さ出会った

りと様々だったが、全員「遠投でボールを遠くに

なげるために」と言うことを前提にシャドーピッ

チングに課題を持って取り組み、振り返って修正

を行っていた。 

上記から仮説Ⅱの「イメージは目的を基に考

え、洗練される」は全員にその傾向が見られた。

そのため、この説は本研究では立証された。 

しかしながら、直接的に記録が向上するデータ

は見られなかった。これはそもそもの目的がずれ

ていたり、目的達成のために必要な専門的知識が

不足したりしていることが考えられた。故に目的

を正しく把握するための専門的知識を持つことと

知識を基に正しく作用できる動きのイメージを持

つことの組み合わせ次第で記録が大きく伸びる可

能性も考えられる。 

実験①の被験者のイメージを作るパターンとし

て「自分の体をどう動かすか」と「道具をどう使

うか」の２パターン見られた。諏訪[諏訪 2005]の

「何かを知覚できている状態（アフォーダンスを

見出している状態）は、身体と環境の関係に依存

して決まる」という発言から、環境が身体に適応

する場合と身体が環境に適応する場合があり、パ

フォーマンス向上は身体能力向上に加え、環境の

使い方も重要だと示唆された。 
 

3-3 仮説Ⅲについて 

実験①,②からセルフモニタリングで自分が何を

考えているか整理したりや鏡で自分の動きを確認

したりと自分を観察できる客観的な視点を持って

いた様子が全員に見られた。しかし、それによっ

てパフォーマンスが向上したと断言できる傾向や

データ、根拠は発見できなかった。 

パフォーマンス向上には影響が見られなかった

ものの、課題を発見するにあたっての時間に関し

て、実験②の振り返り方を指定しなかったA2,C2は

セルフモニタリングをしたB2,D2を比べ、平均2300

秒遅かった。自分の思考を観察・整理することで

「何が課題なのか」や、「課題をどう解決すれば良

いのか」とその根拠をすぐ把握でき、その結果トラ

イ＆エラーのサイクルのスパンが短くなることで

早くパフォーマンスが向上する可能性が示唆され

た。 
 
3-4 仮説Ⅳについて 

実験①,②から体幹の意識がパフォーマンス

向上に重要と断言できる発言やデータは発見

できなかった。 

しかし、実験②の追加インタビューで一番記

録の伸びた C2 が「腕を強く振るために体重移

動の力を連動させることを意識した」と発言

した。高岡[高岡 2009]の「動きの拡大伝達機

関としての手足」という趣旨の発言と照らし

合わせ考えると、身体の各部位の連動が重要

であり、身体の中心部に位置する体幹が、動き

や力の伝達の連動において重要な役目を果た

す可能性がある。つまり、体幹が重要であるの

は、体幹は全身に動きが作用するように連動

させるパーツのうち重要な役割を果たすもの

の１つであると筆者は考えた。 
 
4 まとめ 

 本研究を踏まえ、パフォーマンス向上にイメー

ジが効果を与える方法として、１つは過去の経験

から得た感覚や想像できることの組み合わせを課

題解決のツールとして用いることが重要であると

考えられる。もう１つは課題解決のツールとして

のイメージとそれを基にした実際の動きを専門的

知識と照らし合わせて観察・把握・整理・修正する

ことが必須である。後者に関して本研究では「体幹

が重要ではなく、動きや力の伝達のための身体の

各器官の連動が重要である。また、その伝達のため

の連動をするパーツの１つとしての体幹がある。」

という意識を持つことが例として挙げられる。 

 イメージはパフォーマンス向上に直接的な影響

を与えるものではないが、向上の方法に影響を大

きく与える可能性のある間接的なものと位置付け

ることができる。 

 イメージを有効活用するための、多くの経験を

活用できる状態にするための蓄え方や課題解決の

材料にできるような専門的知識の収集方法につい

ては、今後考察していく必要がある。 
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