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2 章 Coping in Sport スポーツでのコーピング（２/２） 

 

Coping effectiveness （コーピングの有効性） 

 この節を読むための前半の要約：ストレスに対処するざまな方法がある。たとえば、「失

敗を分析する」「リラックスしようとする」「状況を前向きに考える」などなど。それらの個々

の方法はつぎのように分類される：１ 問題（課題）焦点的コーピング － 情動焦点的コ

ーピング、 ２ engagement vs. disengagement coping （離脱的）、３ 接近 － 回避コ

ーピング など。 

 以上の前提の後に、コーピングの有効性の実証的研究の現状と、今後問題点がこの節では

扱われます。 

 

・スポーツでのコーピングの有効性の定義は、これまではストレスを低減させることであっ

た（Nicholls, 2010：Coping in Sport. Nova Science, pp.3-14）。 

 我々は「ストレス低減」に代わって「成功した適応の促進＝ promoting successful 

adaptation」というように定義の幅を広げる。有効なコーピングは心理的な安寧(well-being)

と同様にスポーツのパフォーマンスを向上させることができると考えられている(Lazarus, 

2000)。 

・課題の成功と情動の調整の間には中程度の相関がみられるが、すべての個人が課題の成功

に付随する情動面への有益な影響を受けてはいないようだ。 

・スポーツの文献では、コーピングの有効性を測定するために２つの方法が使われてきた。 

何人かの研究者は、主観的な評価で知覚されたコーピングの有効性を測定しているが、一つ

のアプローチは短期のコーピングの有効性を測定（例：試合で遭遇する心理とパフォーマン

スの問題をストレスの低減・マネッジメントなどの方法での対処を測定）している。もう一

つのアプローチは長期の有効性の測定（例：個人が行っているスポーツでの満足度、喜び、

継続する意思；Kim and Duda, 2003）。 

・これまでの研究では、課題指向的コーピング法は離脱指向的(disengagement-oriented)コ

ーピング法より高い有効性があると報告されている(e.g. Kaiseler et al., 2009)。 

・より経験をつんでエリート・レベルで試合に出ている競技者はそうでない競技者に比較し

て、課題指向的コーピングも情動指向的コーピングもより有効だと知覚している(Hanton et 

al., 2008)。 

・知覚されたコーピングの有効性との関係では、題指向的コーピング法はポジティブであ

り、離脱指向的(disengagement-oriented)コーピング法はネガティブな傾向がみられる

(Levy et al., 2011; Nicholls et al., 2010)。しかし、これらの研究の有効性の測定は競技者の

主観によるものなので、スポーツでの達成という実証的結果で有効性を確かめる必要と考

える研究者もいる。 

 達成を競技者の主観的評価で行った研究：(Amiot et al., 2004; Gaudreau and Antl, 2008, ) 



6 

 

  半客観的評価（目標と実行の差）で行った研究：(Gaudreau and Blondin, 2004 他） 

 試合での成績で有効性を評価した研究：(Bois et al., 2009; Gaudreau et al., 2010) 

・コーピングの有効性の研究が横断的であるとの批判もある。 

 Schellenberg et al.,（2013）はバレーボール選手を参加者として、課題指向的コーピング

はシーズンの中半から終盤にかけて目標達成によい変化をおよぼしたことを報告した。 

 Doron and Gaudreau (2014)はフェンシングの選手が試合中にポイントを取ったり取られ

たりするプロセスに従って、コーピングの方法とその効果が変化していることを研究。 

 【注】この研究はスポーツ競技でのリアルなコーピングに迫る研究だと思いますが、研究

法がよく分かりません。ポイントを取った後にまたポイントが取れるかあるいは失うかは

条件付き確率ですから、先月の読書会で話題になった、ベイジアン統計学を使ってコーピン

グの効果を検定するということなのでしょう。この論文の Full text を読みましたが、デー

タ処理に Bayesian multilevel structural equation model という方法が使われています。よく

分からないので、勉強してみます。どなたかご存じの方おられたらサポート願います。下記

の文献です。 

Journal of Sport & Exercise Psychology, http://dx.doi.org/10.1123/jsep. 2013-0043   

2014, 36, 3-13  

A Point-by-Point Analysis of Performance in a Fencing Match: Psychological Processes 

Associated  With Winning and Losing Streaks 

Julie Doron and Patrick Gaudreau 

 

稲垣先生、ちょっとのぞいてくださいませんか？ 

  

・相関関係によって因果関係を推定しようとする研究に対する批判。 

 James L. Rumbold, David Fletcher, and Kevin Daniels. (2012). A systematic review of stress 

management interventions with sport performance. Sport, Exercise, and Performance 

Psychology, 1, 173-193. この論文、ResearchGate で無料でダウンロード可。 

Rumbold et al. (2012)の上記の展望論文では、23 の研究中 22 は Randomized control trial 

法による研究の結果、ストレス・マネジメント介入は、参加者のストレス低減に効果があっ

たことを示した。しかし、ストレス低減とパフォーマンス向上の両方に効果が確かめられた

のは 13 の研究中、わずか 7 研究であった。 

【注】ランダム化比較実験：ランダム化:母集団からのランダムな抽出や、治療群と対照群

のランダムな割り当てを行う。効果が出そうな対照を選ぶことを避ける。 

 しかし、Achtziger et al., (2008)のテニス・プレーヤーを参加者とした研究では、参加者

はストレッサーを知覚しそれに対処するコーピングを前もって訓練した参加者は、ランダ

ム化したコントロール条件に割り当てられてコーピングを行った参加者よりも優れたパフ

ォーマンスを示した。 

http://dx.doi.org/10.1123/jsep
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 パフォーマンスと情動の調整の両方に効果のあるコーピング法の介入の研究は、今後の

発展が望まれる。 

 

・試合後のパフォーマンスの評価とコーピングの知覚された有効性の相関関係は中程度の

ものである：Levy et al., (2011); r=0.15, Poliseo and McDonough (2012); r=0.45. 

  スポーツでは成績に関する指標が重要であることは確かだが、コーピングが有効だと感

じている競技者の判断はさまざまな指標に基づいて行われている。それらの指標にはつぎ

のようなものが含まれる。不快な情動の低減、認知のコントロール、意思決定、ストレスの

低減、生理的変化のコントロール、動機づけの方向の転換、パフォーマンスの向上、社会的

機能の向上、幸福感の増大、など(Tamminen et al., 2014)。競技者によって知覚されたコー

ピングの有効性とコーピングの測定可能な成果（例えば課題の成功）は必ずしも同じもので

はない。 

 

P.55 

・介入の客観的効果を、参加者の満足度を無視して評価するような研究は、介入研究ではほ

とんど行われない。スポーツの介入研究でも、知覚されたコーピングの有効性と実際にもた

らされた成果を組み合わせた研究が望まれる。 

 Biddle (1998)の研究はこの組み合わせの測定をする研究を行っている。使用したコーピ

ングのルベルと有効と知覚された程度の両方が競技者の感情の予測に独特の関与を示した。 

行動的離脱コーピング(BDC)の使用レベルとポジティブ感情(PA)の間にはネガティブな関

係があるが、BDC を有効と知覚したものとのネガティブな相関は低くなっていた。 

支援探しコーピング(SS)の使用レベルと(PA)の間にはネガティブな関係があるが、SS を有

効と知覚したもののネガティブな相関は低くなっていた. 

【注】コーピングの有効性を知覚した人だけ

取り出すと。コーピングの使用レベルとポジ

ティブ感情の間の負の相関は弱まります。こ

のとき、コーピングの有効性は moderator（調

整変数）となります。このように被験者をい

くつかの階層に分けて回帰分析をやる分析法

が盛んに行われるようになりました。 

 Multilevel model, hierarchical model など

と呼ばれています。 

 （昔は、偏相関係数を用いていましたが、

かなり進歩しています。） 
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・Lazarus (1999)が指摘するように、多くのコーピングはいずれも本来的に有効あるいは無

効なものではない。ある場面では有効なコーピング法も他の場面では無効なこともある。 

 フィギュアスケートで困難な技術に挑戦するコーピングは短期の不安解消には有効だが、

長期的には有効ではない。・・・このような研究の例は示されていない。 

 スポーツの研究者は課題指向的あるいは問題解決的コーピングの有効性を強調する研究

を多く発表してきたが、そのようなコーピング法が適応的な成果を常に生み出す証拠と信

じてもよいだろうか。あるコーピング法がいつ、どのようなコンテキストで有効であるかを

調べる研究が必要である。Determination of “boundary conditions” 境界条件の決定。 

 

p. 56 中央 Heckhausen et al. (2010) 

課題指向的コーピングが望ましい成果につながらない場合も研究が必要。Heckhausen et al

の研究が参考になろう。課題指向的コーピングは、競技者が環境との相互作用の中で競技者

であることを何かあるものが妨害しているときには、その効果は弱められる。その妨害要因

は過労、怪我、スポーツと生活の葛藤、発達に即して新しく現れた関心事（例：友人、ロマ

ンチックな関係、引退の希望）は、一時的には第一に競技者であるありかたを妨げ、スポー

ツにおける課題指向的コーピングの有効性を弱めるだろう。 

 個人が競技者として存在する環境との弁証法的関わりの変化や、これまでのコーピング

法が成果とつながっていたかどうかで、コーピング法を適切に選択する研究も、これからの

課題である。 

 

 ラザルスとフォークマンの理論に従ってスポーツの分野で検証すべき問題が、この後に

も続きます。 

 ラザルスは早稲田大学に客員教授で 1 年間いたことがあります。ラザルス＋フォークマ

ン(1984)はストレス問題の古典です。翻訳書が出ています。東京成徳大学の図書館には入れ

ました。筑波大学も検索しましたがないようです。 

 

アマゾンに中古あります。 


