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2 章 Coping in Sport スポーツでのコーピング（１/２） 

スポーツでのコーピング（ストレス対処） 

Crocker et. Al. (2015) 引用文献 153         ⇒ 市村操一 10.08.2020 

 

【注】・心理的なストレス状況に直面して受動的に苦しむのではなく、状況に能動的に対処

してそれを克服しようとする個人の努力のことをコーピング（対処）という。 

 

序文 

 ハイ・パフォーマンス・スポーツでの成功は、常に変化する困難な課題の持続的マネジメ

ントを必要とする。近年の傑出したオリンピック・チャンピョンの多くを想起してみよう。

例えば、B. Wiggins （自転車：英国），U. Bolt (陸上：ジャマイカ)，M. Franklin （水泳：

米国），A. Bilodeau (スキー・モーグル)などである。これらの競技者の成功への長期にわた

る努力の中には、身体的技能の向上だけでなく強い心理的・感情的技能の向上も含まれてい

たことは明らかである。 競技者は優れた成績を達成するためには多くのストレッサー、つ

まりストレスの原因となるものに出会うであろう。たとえば、苦手な強敵や、怪我や、パフ

ォーマンスの伸び悩みや低下や、コーチ・競技者間の人間関係のトラブルや、メディアの監

視や、社会からの過度な期待や、自らの過剰な期待や、組織の運営方針などである(Mosewich 

et al., 2013; Nicholls and Polman, 2007)。このような脅威や困難は競技者の身体や精神の健

全な状態を損なうばかりでなく、成績の向上にも障害となりやすい。 

 研究者と実践家は、高度な達成を追求する状況にいては、認知・行動・情動の自己コント

ロールの面で効果的な技能が必要であることを、かなり以前から認識してきた(Lazarus, 

1999; Uphill and Jones,2012)。自己コントロールの重要なプロセスはコーピングであり

(Lazarus, 1999; Skinner and Zimmer-Gembeck, 2007)、それは身体的にそして精神的に困難

な状況を切り抜けていくための意志的な思考と行為を含んでいる。スポーツにおける一般

的なコーピング方略は、努力のレベルを高めることや、社会的サポートを求めることや、逃

避や、希望的思考や、戦術の変化や、問題解決や、正面からの対決や、リラクセーションや、

覚醒のコントロールや、合理的な計画などである。以上のような方略に加えて他の方略も、

ハイ・パフォーマンス・スポーツにおいて成功的な適応を促進する競技者の自己コントロー

ル法の一部となっている。本章の目的は、スポーツにおけるコーピング研究の文献を批判的

に展望することであり、特に最近 10 年間に発表された研究に焦点をあてる。すべてのキー

概念と、すべての文献ををカバーすることは可能ではない。しかし、我々は、つぎのような

キー概念には焦点をあてている。それらは、コーピングの概念化（conceptualization）、コー

ピングの個人レベルとグループレベルでの構成概念、質的および量的測定評価、モデリング、

長期にわたるコーピング、共同コーピング、対人的感情の調整などである。さらに、我々は、

ジェンダーや文化やコーピングの効果などに関する研究についても考慮している。それぞ

れのセクションでは、将来の研究に対するガイドラインを示してある。 
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Coping conceptualization （コーピングの概念化＝定義） 

 

 スポーツにおけるコーピング（の考え）は Lazarus and Folkman (1984)のストレスと情動

の理論に基づいている。 

【参考】ラザルスの定義によると、コーピングは「個人と環境とが影響し合った結果、個人

の資源を脅かすと判断された場合に個人がとる認知行動的努力」となっています。 

 

刺激＝ストレッサー  ⇒  反応＝ストレス  ⇒  対処＝コーピング 

    ↑            ↑            ↑ 

一時的認知評価       二次的認知評価      対処できないと判断したとき 

ストレッサーは有害か？   自分には対処できるか？  の対処法の実行 

 

P.29 2nd  para. 最後 

 競技者が特別な要求（ストレッサー）に対応する方法は、多分に個人的成果と社会的成果

に影響を及ぼすことになる(Lazarus, 2000)。 

本章で扱うコーピングは、認知、情動、行動の調整を目的とした意図的な反応のみを含み、

自動的な反応は含まない。 

 スポーツ研究の中で研究されるようになってきた新しいコーピングの概念に communal 

coping （集団的コーピング）がある。チームやグループによるストレスに対するコーピン

グである。本章ではこの問題の研究の現状についても論ずる。 

 

Classifying coping （コーピングの分類） 

・微視的分析 

 興奮レベルのコントロール、宗教に頼る、努力を強める、問題解決、セルフートーク、反

省(learning reflection)、ソーシャル・サポート、イメージ、計画、リラクセーション、論理

的分析、再評価、精神的離脱(mental disengagement)、身体的離脱、希望ある思考、ユーモ

ア、退却、対決、息抜き、競合する活動の抑止、などなど。 

・巨視的分析 

１  問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。 

 

Coping assessment （コーピングの測定） 

・Athletic Coping Skills Invebtry-28 (ACSI-28; Smith et al., 1995)  

・Modified COPE (1995) 

・Coping Function Questionnaire (Kowalski and Crocker, 2001) まだ改良の余地あり。 
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・Inventory of strategies for coping in competitive sport (ISCCS; Gaudreau and Blondin, 

2002) 

  よく引用される。文献コピーしました。「失敗を分析する」「リラックスしようとする」 

・質的研究法：データ収集の方法はインタヴュー、観察、日誌など。分析方法は、ケースス

タディー、グラウンデッド・セオリー、エスノグラフィー、現象学的方法など。スポーツ心

理学では比較的新しい方法。 

 

Modelling coping: basic issues (コーピングのモデル化：基本的問題 

これまでの多くの研究はつぎのようなモデルに基づいて行われてきた。 

前提条件(A) ⇒ コーピング行動(C) ⇒ スポーツでの結果(R) 

前提条件： 

・状況的前提条件 （スポーツに関連する要求、社会的制限、スポーツでの制限、機会、文

化など） 

個人的前提条件 （完璧主義、動機づけの方向、個人のスポーツでの目標、コーピング・ス

タイル、自己尊厳感、競技者としてのアイデンティティ、社会的・知的発達レベル、能力） 

上記の(A)-(C)-(R)を simple predictive model とすると、より複雑な mediation model （媒

介変数モデル）と moderation model （調整変数モデル）による研究が行われるようになっ

た。媒介変数モデルとは、独立変数(A)が依存変数(R)に影響をあたえる際に介在変数(C)の

影響を受けるモデル。 

 

 

 

 

                          （媒介変数） 

調整変数モデルとは、独立変数が依存変数にあたえる影響の強さが調整辺巣によって影

響を受けるモデル。 

媒介変数の例：A は完璧主義、 R はバーンアウト、C を回避的コーピングとすると、完

璧主義の競技者は回避的コーピングを行い、そのことがバーンアウトのレベルを高める傾

向があった(Hill et al., 2010)。 

 

(A)-----------------------------------➡(R) 

          ↑ 

                 調整変数（Ｃ） 

調整変数の例： A と R の関係が C(例えば性)によって異なる。 

 

Coping over time: assessing change and stability （コーピングの変化と定常性） 

A R 
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コーピングは個人の特性として定常的なものか、状況によって変化するものか？ 

個人間差異と個人内差異はともに研究されるべき(p.43-44 の頭)。 

・個人差を発見した研究(Louvet et al.,2009)。329 人のサッカー選手の 3 試合でのコーピン

グの調査。問題解決中心コーピング、情動中心コーピング、支援要望コーピングの分散に対

する個人差の貢献度はそれぞれ 59%, 52%, 50%であった。その他 Gaudreau et. al. (2010), 

Mouratidis and Michou, 2011). 

・個人内不変性を発見した研究(Louvet et al.,2009)サッカーのレフリーのコーピングの縦断

的データの因子分析の縦断的不変性を確認。 

・状況によってコーピングの方法が変わることを確認した研究(Doron and Gaudreau 

(2014). 研究法に Bayesian multilevel structural equation model を使っている。条件付き確

率による構造分析。 

 

Interpersonal coping: communal coping and interpersonal emotion regulation 

（対人的コーピング：集団コーピングと対人的情動調整） 

Culture differences in coping （コーピングの文化的差異） 

Gender differences in coping （コーピングの性差） 

Coping effectiveness （コーピングの有効性） 

・まず、有効性の定義。本論では「ストレスの低減」という考えではなく、「成功的な適応

の増進」という広い意味の定義を用いる。つまり、有効であることは、望ましい結果を生み

出す可能性を意味する。望ましい結果とは「課題の成功：task success」と「情動の調整：

emotional regulation」である。 

・コーピングの短期的有効性（ストレス低減、試合での心理・行動の問題への対処） 

 コーピングの長期的有効性（満足度、喜び、スポーツの継続）(Kim and Duda, 2003) 

・課題焦点的コーピングは回避指向的コーピングより有効的だと認知されている。 

・これまでの研究の多くは、一時点における横断的コホート研究であり、課題の達成の成功

が結果の指標だった。近年の Schellenberger et al., (2013)によるバレーボール選手の縦断的

研究では、シーズンの中半から終わりへかけても課題焦点的コーピングが有効だったこと

が見いだされた。Doron and Gaudreau (2014)は勝ち続けている選手は課題焦点的コーピン

グを行い、負け続けている選手は回避的コーピングを行うことを示した。 

・このように、有効性に関する研究の結果は複雑で 6 頁半にわたって議論されている。 

 

【参考】ストレスコーピングはストレス対処法ともよばれ、ストレス要因に働きかける問題

焦点型と、ストレス要因がもたらす感情に働きかける情動焦点型の 2 つに大別される。前

者では、ストレスを引き起こす状況を問題としてとらえ、それに対して最善と思われる解決

策を実行することで、状況そのものを変えようとする。後者では、ストレス要因がもたらす

不快な感情を軽減するため、気晴らしをしたり、物事のいい側面を見るようにしたりする。  


