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総 説

サッカーの状況判断における知覚認知スキルの研究動向と今後の課題
−コーチング学への示唆−
夏原隆之 1） 加藤貴昭 2） 中山雅雄 3） 浅井 武 3）
Research trends of perceptual-cognitive skills in decision-making on soccer:
Implications for coaching science
Takayuki Natsuhara 1），Takaaki Kato 2），Masao Nakayama 3） and Takeshi Asai 3）

Abstract
Accurately judging a situation during soccer is one of the important factors for executing superior performance. In
order to acquire decision making ability, in practice and instruction sessions, it is considered desirable to adapt scientific
knowledge to coaches’ rules of thumb and experiences. However, it has been pointed out that practice and instructions
based on scientific evidence are hardly executed. Therefore, in this review, we aimed to examine the relationship
between the perceptual-cognitive skills and coaching science related to decision making for the perceptual-cognitive skill
research in soccer through an overview of the research results that have been clarified so far about each factor of pattern
recognition, visual search behaviors, and anticipation that constitute perceptual-cognitive skills, and the knowledge that
supports them. In addition, one of the important tasks in perceptual-cognitive skill research is acquiring perceptualcognitive skills and developing effective coaching and training methods. Therefore, from the standpoint of motor learning
research, we discuss future works on perceptual-cognitive skills of soccer, while exploring the relationship between
acquisition of perceptual-cognitive skills and coaching science. It is suggested that the theoretical background clarified
through this review would be useful for obtaining scientific knowledge about decision making in an environment with
severe temporal and spatial constraints.
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Ϩ．緒 言

に，環境情報を既存の知識と結合するために同定し，
獲得する能力と定義されている（Marteniuk, 1976）．

サッカーのように，状況が時々刻々と変化する時間

熟練競技者は，競技特有のプレー状況を的確に認知で

的・空間的制約の厳しいゲーム環境下において，プ

き（Allard et al., 1980; Allard and Starkes, 1980; Starkes,

レー目的に応じて，適切なタイミングで正確に技術を

1987）
，眼前の多くの視覚情報から有益な情報を効率

発 揮 す る た め に は，知覚認知スキルが求めら れ る

よく抽出し（Bard and Fleury, 1981）
，その視覚手がか

（Savelsbergh et al., 2005）
．そのため，知覚認知スキ

りを用いて，その後の状況を予測できる（Alain and

ルは，サッカーをはじめとする様々なスポーツにおけ

Proteau, 1980）ことが報告されている．これらのこと

る熟達化の重要な要因と考えられている（Abernethy

から，外的環境を適切に情報処理するための知覚認知

et al., 1993; Williams et al., 1999）
．知覚認知スキルと

スキルは，パターン認識，視覚探索活動，予測から構

は，適切な反応を選択し，実行することができるよう

成されると考えられている（Williams, 2000, pp.737-
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738）．これらのスキルは，その競技特有の知識に支え

を概観する．加えて，課題制約は，サッカーのような

られており（Williams and Reilly, 2000）
，その競技特有

ボールゲームスポーツの学習構造にも適応することが

の知識は，高いパフォーマンス発揮のための十分条件

できる（Pill, 2013, pp.42-43）という主張に基づき，

ではないものの，その優劣に影響することが示唆され

運動学習研究の立場から知覚認知スキルを獲得させる

ている（Gallagher et al., 1996; 奥村・吉田，2002）
．

ための制約条件導入の可能性について述べる．

Ericsson et al.（1993）は，スキルの熟達は生得的な
ものではなく，長期にわたって計画的な練習を集中し
て行うことが，重要であると主張している．サッカー
のスキル獲得において，練習や指導の重要性が認識さ

ϩ．熟練パフォーマンスと知覚認知スキル
１．パターン認識

れている一方で，サッカーの戦術分析やフィジカルト

パターン認識に関する研究では，主に回想パラダイ

レーニングに関する研究と比較して，練習や指導に関

ム や 認 知 パ ラ ダ イ ム が 利 用 さ れ て き た（Chase and

する研究は少なく，従来の練習や指導においては，学

Simon, 1973; Goldin, 1978）
．回想パラダイムは，静止

術的な知見の活用よりも，実践での経験の蓄積が中心

画像や映像を用いて，その競技特有の構造化場面（例

であったと指摘されている（中山，2004, p.2）
．Williams

えば，試合の一場面）と非構造化場面（例えば，試合

（2003, p.37）は，サッカーのスキル獲得に対する従来

前のウォーミングアップ場面）を提示し，実験参加者

の練習や指導の考えについて，運動学習研究の立場か

に対して，ある一場面におけるコート上の選手の位置

ら検証している．それによると，状況判断に関わる知

を記憶し，再現できるか否かを評価する手法である．

覚認知スキルは，練習や指導に影響すること，スキル

また，認知パラダイムでは，回想パラダイム同様に，

の獲得には，ドリル形式の反復練習よりも，学習の初

構造化場面および非構造化場面が提示され，その後，

期段階からスモールサイドゲームのような，多様性の

先の提示場面と新たに追加された場面が提示される．

ある練習を導入すべきであること，スキル獲得におい

実験参加者は，その提示された場面が，既に一度提示

ては，何をどのようにすべきかを細かく頻繁に指導す

されたものか，あるいは新たに提示されたものかを識

るよりも，どうすれば良いかを考えさせ，問題に対し

別することが要求され，記憶した情報を早く正確に判

て独自の解決策を見つけさせるような指導が望ましい

別できるか否かを評価する手法である．

ことを主張している．運動学習研究では，スキルは適

サッカーにおけるパターン認識に関する研究では，

切な練習を通じて獲得されるものであるという認識に

Williams et al.（1993, pp.879-893）が 2 つの実験パラダ

基づき，環境や課題における制約を操作することに

イムを用いて，サッカー選手のゲーム状況の認知と熟

よって，選手に対して探索的な学習を促すことが推奨

練度の関係について検討している．回想パラダイム実

されている（Williams, 2003, pp.37-38; Pill, 2013, p.39）
．

験では，競技歴の異なる熟練者と未熟練者に対して，

指導において，指導者の経験や感覚は重要であるが

サッカーの構造化場面および，ゲーム状況と無関係の

（中山，2004, p.3）
，それらに加えて，知覚認知スキル

非構造化場面をそれぞれ視聴させ，コート上の選手配

への科学的理解を深めることや，理論的根拠に基づい

置における記憶の正確性について評価した．その結

て指導を行っていくことは，指導者の指導力向上に寄

果，熟練者は未熟練者と比較して，攻撃場面において

与できると考えられる．そこで本研究では，サッカー

のみ，記憶の正確性が高いことを示した．認知パラダ

選手の知覚認知スキルに関する研究知見についてまと

イム実験では，熟練者は未熟練者と比較して，サッ

め，知覚認知スキルの獲得とコーチング学との関連に

カーの構造化場面においてのみ，有意に正確な判別を

ついて考察することを目的とした．日本語文献に関し

していたことを報告している．熟練者が，サッカーの

て は「CiNii」， 英 語 文 献 に 関 し て は「Discovery

構造化場面のみを的確に認知することができるのは，

Service」の検索エンジンを利用し，タイトルやアブ

単に記憶力が優れているのではなく，ゲーム経験や練

ストラクトに「認知（Cognitive）
」「視覚探索（Visual

習などを通じて，どのように見るべきかに関するサッ

search）」「予測（Anticipation）
」
「知識（Knowledge）」

カー特有の宣言的知識を発達させているためだと推察

のいずれかのキーワードを含む，サッカーに関する学

されている（Williams et al., 1993, pp.879-893）
．ここ

術文献を取り上げた．検索をもとに抽出した 20 編の

で言うところの宣言的知識とは，ルールや戦術的原

文献を用いて，知覚認知スキルを構成する各要因およ

則，状況要素，選択肢としての競技行為といった知識

び，これらを支える競技特有の知識に関する研究成果

のことである（中川，2000）
．しかしながら，実験に参

サッカーの状況判断における知覚認知スキルの研究動向と今後の課題

加した熟練者と未熟練者の競技歴は大きく異なってい
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解させるアプローチが必要だと思われる．

たため，こうした結果が，長期にわたる経験によるも
のなのか，熟練者の知覚認知的特徴であるのかについ
ては不明瞭であった．Williams and Davids（1995）は，

２．視覚探索活動
視覚探索活動（Visual Search behavior）とは，眼前

同程度の競技歴を有し，熟練度の異なる熟練者群と未

の多くの視覚情報の中から，先行手がかりを抽出した

熟練者群，そして統制群として，競技経験はないもの

り，対象やその状況を正確に捉える能力のことである

の，競技経験者と同程度の観戦歴を有する観戦者群を

（Williams, 2009, p.77-78）
．プレーの予測や意思決定に

設定し，Williams et al.（1993）の行った研究を追試し

おいて，何を注視しているか（Williams et al., 2004,

た．その結果，熟練者は未熟練者や観戦者と比較し

p.331）あるいは，どのように視覚情報を抽出，利用し

て，素早く正確に状況を認知していることが示され

ているか（Abernethy, 1988; Cauraugh and Janelle, 2002）

た．これらのことから，サッカー特有の宣言的知識を

を明らかにするために，眼球運動計測や映像の一部を

有することは，熟練者の知覚認知的特徴の一つである

遮 蔽 す る 空 間 遮 蔽 技 法（Jacson and Mogan, 2007;

と推察された．

Müller et al., 2006）が用いられている．

ゲーム状況の認知における選択性についても報告さ

Williams and Davids（1998, pp.111-128）は，1 vs. 1

れている．例えば，工藤・深倉（1994）は，熟練度の

の守備場面において，ドリブル方向を予測する際の

異なる選手を対象に，ゲーム映像を視聴させ，ゲーム

ディフェンダーの視覚探索活動を検討している．熟練

内容の観点から，ゲームの流れに直接関係するゲーム

者は，頭部・肩部エリアやプレー無関係エリア遮蔽条

関係情報と，無関係情報の記憶の正確性について検討

件と比較して，腰部エリアや下腿・ボールエリア遮蔽

している．その結果，熟練者は，無関係な手がかりで

条件時において，反応時間が有意に遅くなることを報

はなく，重要な情報を含む手がかりに対して，選択的

告している．また，Nagano et al.（2004）は，1 vs. 1 の

に注意を向けてゲーム内容を記憶していたことを報告

守備場面におけるドリブル方向予測のフィールド実験

している．また，夏原ほか（2012, pp.137-151）は，プ

を行い，未熟練者が，常にボールに視線を配置させて

レーへの関与度の観点から，プレーエリアのうち，ど

いたのに対して，熟練者は，相手の膝周辺に視線を配

のエリアの状況を正確に捉えているのかについて検討

置させていたことを報告している．

している．競技レベルの高い選手は，競技レベルの低

また，Williams et al.（1994, pp,127-135）や Roca et

い選手と比べて，プレーに直接的に関与すると思われ

al.（2011）は，11 vs. 11 の守備場面において，パス方

るボール周辺のエリアを有意に正確に記憶しているこ

向を予測する際のディフェンダーの視覚探索活動につ

とを報告している．さらに，どのような情報がプレー

いて検討している．未熟練者は，ボールやパスする選

状況の認知に用いられるのかを検討した研究では，熟

手に対する注視が多く，ボールに注意を向ける傾向が

練者は，選手の動きや位置関係情報に基づいて，プ

あるのに対して，熟練者は，ボールよりもオフザボー

レー状況を認知しているのに対して，未熟練者は，選

ル（ボールを持っていない時）の選手の動きや位置，

手のユニフォームの色といった表面的な特徴に依存し

スペースに視線を向ける傾向があることを報告してい

ていることを報告している（Williams et al., 2006）
．こ

る．3 vs. 3 の守備場面を対象とした熟練度による比較

れらのことから，熟練者は，ゲーム状況を分析的に捉

（Williams and Davids, 1998, pp.111-128）や，4 vs. 4 の

えていると考えられる．

守備場面を対象とした課題成績による比較（Savelsbergh

サッカーの指導現場において，指導者は選手に対し

et al., 2006, pp.248-264）を行った研究では，熟練度や

て，周りの状況を見るように働きかけていることが多

課題成績の高低に関わらず，サッカー選手は，ボール

いと思われる．これは良いプレーを促すためと思われ

やパスする選手に対して，長く視線を向ける傾向にあ

るが，サッカーにおけるパターン認識に関する研究を

ることが報告されている．ジュニアサッカー選手を対

鑑みると，限られた時間の中で的確に状況を認知する

象に行った研究では（Savelsbergh et al., 2010）
，課題

ためには，プレーに直接的に関与しているエリアや，

成績の高いジュニアサッカー選手は，ボール周辺に視

相手や味方の位置や動きなど，ゲームに関係する情報

線を向けつつ，最後の瞬間にパスをする選手の足部エ

を選択して捉えることが重要だと考えられる．指導に

リアに視線を向けていたのに対して，課題成績の低い

おいては，単に周りの状況を見ることを促すのではな

選手は，パスを受ける選手に視線を配置させ，最後の

く，ゲーム状況のどこに注意を向けて見るべきかを理

瞬間に，パスをする選手の上半身に視線を向けていた
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ことを報告している．しかしながら，眼球運動計測は，

サッカー選手と比較して，素早く正確な意思決定を

注視点の位置や軌跡を計測できる一方で（Williams et

行っていたが，視覚探索活動においては，明確な熟練

al., 2004），注視点の場所が注意の向けられた場所と

差を認めることができなかったことを報告している．

必ずしも一致するわけではないことも指摘されている

考えらえる理由の一つとして，Vaeyens et al.（2007a,

（Huys and Beek, 2002; Tenenbaum, 2003）
．そこで，

pp.395-408）は，競技レベルの高い選手の全員が，優

Williams and Davids（1998, pp.111-128）は，空間遮蔽

れた意思決定を行っているとは限らないことを指摘し

技法を用いて，パスの方向予測において，どこに注意

て い る． そ こ で，Vaeyens et al.（2007b, pp.147-169）

を向けているのかについて検討し，ボールやボール保

は，課題成績に基づいて群分けを行ったうえで，意思

持者以外のエリアが遮蔽された時，熟練者の予測正確

決定成功群と失敗群の視覚探索活動について検討して

性が有意に低下したことを明らかにしている．

いる．意思決定成功群は，ボール保持者への注視時間

これらのことから，熟練者は予測する課題の違いに

が長く，ボール保持者と他のエリアの間で頻繁に注視

よって，視線の向ける場所が異なるものの，どちらも

を移していることを明らかにしている．さらに，夏原

目的に応じた情報収集方略であると考えられる．熟練

ほか（2015, pp.71-85）は，知覚と行為の間の循環的関

者の注視位置は，そこから得られる情報が，相手のプ

係（Gibson, 1979）に基づき，知覚と運動スキルを連動

レー意図を予測するために重要であると同時に，必要

させた実験を行い，熟練者のパス意思決定における視

な情報を効率よく収集出来そうな場所に視支点（visual

覚探索活動について検討している．そして，複雑な

pivot）を置き，全体の動きを周辺視で捉えることで，

ゲーム状況においては，熟練者はパスを受ける前に

正確かつ素早い反応を可能にするためであると考えら

は，ディフェンダーに視線を配置させ，パス遂行前に

れる．周辺視を用いることは，空間や運動の検出に優

は，ディフェンダーから味方選手に視線を移してお

れていることや，ある一点から別の一点へと視線を飛

り，相手や味方の位置や状況が，熟練した意思決定を

ばすように素早く注視点を移動させる時，視覚情報の

支える重要な情報源となっていると報告している．

収集が抑制されることからも，状況に適した有効な視

これらの研究から，攻撃場面においても，オフザ

覚探索活動であると考えられている（奥村，2014）
．実

ボールの選手の位置や動きが重要であることが示唆さ

践場面において，例えば，相手のパスをインターセプ

れた．いつ何を見るべきかという視点に立てば，指導

トするためには，オフザボールの選手の位置や動きが

においては，味方からボールを受ける前には，どこか

重要であり，ドリブル方向を予測するには，殿部や下

ら攻撃できるかを早期に探知するために，ディフェン

腿周辺に視線を向けさせるなど，状況に応じた目のつ

ダーを中心に視線を向けながら，味方へパスする前に

けどころに関する指導に活用できると思われる．

は，正確なパス遂行をするために，パスを出す選手を

また，攻撃場面を対象とした研究もいくつか行われ

見るような働きかけが，有効な方法の一つではないか

て い る． 例 え ば，Helsen and Pauwels（1992, 1993,

と思われる．さらに，プレー状況に応じて視覚探索活

1999）は，戦術的な意思決定が要求される攻撃場面

動が異なるため，練習では様々な状況を想定した中

（3 vs. 3, 4 vs. 4 , フリーキック）におけるサッカー選

で，例えば，「どこに味方／敵がいる？」
「いつ周りを

手の視覚探索活動の熟練差について検討している．熟

見ればいい？」等，周りの状況に注意を向けさせるよ

練者は，ディフェンダーの位置やスペースに長い時間

うな指導が必要ではないかと思われる．

視線を向けていたのに対して，未熟練者は，アタッ
カーやゴール，ボールといった情報源から情報を探索

３．予測

して いたことを 報 告して い る．ま た，Vaeyens et al.

予測とは，プレー状況から有益な文脈情報を抽出

（2007a, pp.395-408）は，熟練度の異なる 3 つのサッ

し，将来起こり得るプレーを正確に予測する能力であ

カー選手群（国際レベル，全国レベル，地方レベル）

る（Williams, 2009, p.74）
．正確かつ素早い予測は，高

と非サッカー選手群を対象に，様々な攻撃プレー状況

いパフォーマンス発揮における重要な要因とされてい

下における（2 vs. 1, 3 vs. 1, 3 vs. 2, 4 vs. 3, 5 vs. 3）視

る（Abernethy, 1987）
．時間的制約のある状況下にお

覚探索活動について検討している．その結果，視覚探

いて，相手の意図を的確に予測するためには，相手の

索活動は，プレーに関わる人数や，攻撃側と守備側の

姿勢や身体の方向などから生じる情報を抽出し，利用

人数比に影響を受けることが示された．また，国際お

できるか否かが重要であり（Williams, 2002, pp. 259-

よび全国レベルのサッカー選手は，地方レベルや非

270）
，どの時点で有益な視覚情報を得ていたのかを特
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定するために，刺激映像を決められた時間で遮蔽する
時 間 遮 蔽 技 法 が 用 い ら れ て き た（Abernethy, 1990;
Jones and Miles, 1978; Farrow et al., 2005）
．
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条件において，予測の正確性が高く，キック後の情報
を活用することの重要性を示している．また，張ほか
（2008）は，Williams et al.（1998, pp.111-128）の研究デ

Williams and Burwitz（1993）は，時間遮蔽技法を用

ザインに時間遮蔽技法を併用し，1 vs. 1 および 3 vs. 3

いて，サッカーのペナルティーキック（PK）場面にお

の守備的場面において，いつ正確な予測がなされるの

けるゴールキーパー（GK）のシュート方向予測につい

かについて検討している．熟練者は未熟練者と比較し

て 検 討 し て い る． 熟 練 し た GK と 未 熟 練 の GK は，

て，両場面において，パスされる 0.5 秒前の時点で正

キックの 0.12 秒前，キックの 0.04 秒前，キック時，

確な予測を行っており，早期の段階で予測するための

キックの 0.04 秒後の 4 つの視聴条件のそれぞれにおい

手がかりを得ていることを報告している．

て，ボールがゴールの 4 角のうち，どこに蹴られるか

さらに，Ward and Williams（2003, pp.1-27）は，攻

を予測することが要求された．結果では，熟練した

撃場面を対象に，最善のパス選択肢の予測および，そ

GK は 未 熟 練 の GK と 比 べ て， キ ッ ク 前 の 時 点 で，

の順位付けについて検討している．熟練者は準熟練者

ボールの蹴られる場所を正確に予測できることを報告

と比べて，パスを受ける最適なポジションにいる選手

している．熟練した GK は，早期に手がかりを抽出す

の判断や，その順位付けが的確であった．熟練者は，

るための視覚探索活動を用いたことによって，正確に

眼前の情報と過去の経験から蓄積された知識を照合

シュート方向を予測することができたと推測される

し，状況を判断することによって，味方のポジション

が，実際に眼球運動を計測しているわけではないた

がパスを受けるのに適しているかどうかを正確に見極

め，シュート方向を予測する際に，どこを見ていたの

めることができると述べている．

か に つ い て は 明 確 に さ れ て い な い． そ こ で，

これらの研究から，熟練者が将来の状況を予測して

Savelsbergh et al.（2002）は，PK において，GK は何

選択するプレーは，ゲーム状況に関係する手がかりの

を手がかりとして情報を抽出し，どのタイミングで動

早期の適切な利用に起因していると指摘されている

作を開始しているのかについて，眼球運動計測装置を

（Williams, 2009, pp.74-75）
．加えて，先行手がかりが

用いて検討している．その結果，未熟練の GK は，

利用できるか否かについては，その競技特有の知識が

キックの 0.5 秒前に反応していたのに対して，正確に

関係していると考えられている（Williams, 2000, p.738）．

方向を予測していた熟練した GK は，キックの 0.3 秒

つまり，次に何が起こるのかを適切に予測すること

前に反応しており，ボールが蹴られる直前まで方向を

（ゲーム状況に関係する手がかり情報の適切な使用）

見極めていたことが示された．また，視覚手がかりに

と，次に何ができるかを考える知識（記憶に保存され

ついては，未熟練の GK が，体幹や腕，殿部への注視

た予測の統合）が，熟練パフォーマンスの必要不可欠

に長い時間を費やしていたのに対して，熟練者はイン

な構成要素であるといえる（Ward and Williams, 2003,

パクトが近づいた瞬間に，有益な情報源とされる蹴り

p.106）
．

足や軸足，ボールに視線を配置させていたことを報告
している．PK 予測の成功群と失敗群による比較を

４．知覚認知スキルを支える競技特有の知識

行 っ た 研 究 に お い て も（Savelsbergh et al., 2005,

知覚認知スキルの発達は，その競技特有の知識に起

pp.1686-1697）， 予 測 成 功 群 は， ボ ー ル が 蹴 ら れ る

因することが指摘されている（Williams, 2000, p.737）．

0.23 秒前に反応を開始していることから，ボールが蹴

こうした知識は，視覚情報の処理や，それに基づく運

ら れ る 直 前 ま で 情 報 を 収 集 し て お り， 先 行 研 究

動遂行における中核的役割を果たしていると考えられ

（Savelsbergh et al., 2002）を支持する結果を報告して

ている（Gray, 2002）
．これまでの知覚認知スキルに関

いる．

する研究では，特定の問題解決場面を提示し，選手に

PK 場面以外にも，Savelsbergh et al.（2006, pp.248-

対して，次に何が起こるかを予測させたり，次の行動

264）は，熟練者が，どの時点で予測を行っているの

を意思決定させることによって，知覚認知スキルを評

かを明らかにするために，キックの 0.08 秒前，キック

価してきた（夏原ほか，2012, pp.138-139）
．しかし，

時，キックの 0.08 秒後の 3 つの条件が設定し，4 vs. 4

こうした従来の方法では，どのように考えていたの

の守備場面におけるパスの方向予測について，予測成

か，なぜそのように考えたのかといった，思考過程や

功群と失敗群による比較検討をしている．その結果，

知識内容などについては，ほとんど検討できないとさ

予測成功群は失敗群と比較して，キックの 0.08 秒後の

れている（MacMahon and McPherson, 2009）
．一方，

6

コーチング学研究 第 31 巻第 1 号，1〜10．平成 29 年 10 月

言語報告は，パフォーマンス遂行中に抽出した情報の

うに見るべきか，どんなプレーをすべきか等の宣言的

意味や文脈について，検討することができるとされて

知識を構築させていくことが，的確な状況判断を行う

いる（Afonso et al., 2012）
．

ための一つの重要な要素であると考えられる．

これまでに，サッカー選手が保有する知識を定量的
かつ体系的に検討した研究はわずかに散見できるほど
である（夏原ほか，2012, pp.137-151; 夏原ほか，2015,
pp.71-85）．夏原ほか（2012, pp.137-151）は，競技レ

Ϫ．サッカーにおける知覚認知スキル研究の
今後の課題

ベルの異なるサッカー選手を対象に，攻撃プレー場面

加藤（2013）は，知覚認知スキル研究における重要

における思考内容に関する言語報告を分析し，ゲーム

な課題の一つとして，いかにして知覚認知スキルが獲

状況やプレー行為などの宣言的知識を検討している．

得されるのか，そのためにはどのようなトレーニング

競技レベルの高い選手は，競技レベルの低い選手と比

が有効であるのかといった運動学習的側面について実

較して，味方や相手の位置や動きといった，プレー状

証的に検討し，理論的かつ実践的に取り組む必要があ

況の理解に関することを詳細かつ豊富に発話してい

ると述べている．そこで，運動指導場面への適用を目

た．加えて，その状況と連結したプレー行為について

指す運動学習研究の立場から，サッカーの知覚認知ス

も，多岐にわたって具体的に発話していた．また，夏

キルに関する研究において検討されていない課題につ

原ほか（2015, pp.71-85）は，運動スキル発揮を伴う動

いて議論する．

的環境下における状況判断中の思考内容について検討
している．熟練者は準熟練者と比べて，プレー状況の
理解に関することを詳細かつ豊富に発話していること

１．サッカーの知覚認知スキル研究における制約条件
導入の可能性

を報告している．これら 2 つの研究報告を鑑みると，

実際のサッカーの試合では，数的優位あるいは劣位

熟練者は，プレー状況の理解や，プレー行為に関する

の状況下でのプレーや，時間的・空間的制約の厳しい

宣言的知識を豊富に有していると推察できる．その

状況あるいは，時間的・空間的余裕のある状況でのプ

上，熟練者は，実際の運動スキル発揮場面において

レーなど，直面する状況は様々である．それゆえ，指

も，知識を効果的に活用し，状況を的確に判断するこ

導現場においても，そうしたゲーム状況を想定したト

とができると考えられる．これは，熟練者が長期記憶

レーニングが行われている．

という形で蓄積された知識をもとに，その時々の状況

近年，運動学習研究においては，環境や課題の制約

に関連する情報を効率的に活用しているためだと推察

が，運動スキルの獲得や学習に及ぼす影響について検

できる．長期記憶の効率的な活用に関して，Ericsson

討されている（Araújo et al., 2005; Davids et al., 2008;

and Kintsch（1995）は， 長 期 作 業 記 憶（Long-term

Nakayama, 2008; 中山・浅井，2009, pp.343-353; Davids

working memory: LTWM）の概念を提唱している．熟

et al., 2012）
．制約に基づいたスキル学習では，学習

練者は，これまでの経験から，膨大な量のプレーパ

者の身長・体重といった構造的・身体的特性や，注

ターンに関する精緻化された情報を，いつでも引き出

意・動機づけといった機能的・精神的特性を考慮した

せるようなかたちで長期記憶に蓄積している．それゆ

上で，競争あるいは協力させるのかなどのプレー環境

え，眼前のプレー状況を把握する際，その状況から検

を設定したり，2 タッチでプレーしなければならない

索手がかりとなる情報だけが短期記憶として保持され

といったプレー条件などの課題を操作することによっ

る．それにより，短期記憶に負荷をかけることなく，

て，望ましい行動が引き出されると考えられている

脳のデータベースから眼前のプレー状況と，以前に経

（Handford et. al., 1997; Newell, 1986）
． 中 山 ほ か

験したプレー状況との構造的な類似性について検索・

（2007）は，守備者を伴わない三角パス課題と，守備

照合がなされ，長期記憶に符号化する方略を用いて，

者に奪われないようにパスをする 3 vs. 1 パス回し課

瞬時に的確に認知できると考えられている．したがっ

題を用いて，練習課題の制約がパス動作に及ぼす影響

て，プレー状況の理解やプレー行為に関する知識を獲

について検討している．その結果，三角パス課題と比

得させるためには，ゲーム状況との関連性が低い定型

較して，3 vs. 1 パス回し課題において，未熟練者は，

化されたドリル形式の練習よりもむしろ，ゲーム状況

熟練者が遂行する動作と類似した動作を行うようにな

が常に変化する多様性のある練習が重要であると考え

ることを報告しており，スキル学習における制約条件

られる．そうした練習を通じて，いつ，何を，どのよ

導入の有効性が示されている．また，スキル獲得や，

サッカーの状況判断における知覚認知スキルの研究動向と今後の課題
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そのスキルの長期にわたる保持に関しては，一つのス

（Farrow and Abernethy, 2003; Mann et al., 2010）
，ト

キルを反復して練習する恒常練習よりも，様々なスキ

レーニングにおいても，双方を関連づけたほうが，実

ルを練習する変動練習のほうが効果的であると報告さ

践環境でのスキル発揮に効果的であると示唆されてい

れ て い る（Goods and Magill, 1986; Magill and Hall,

る（Abernethy et al., 2012; Williams, 2003, pp.38-39）．

1990）．これらを鑑みると，選手が自ら求められるプ

加えて，パターン認識に関しても，様々なプレー状況

レーを見つけ出しながら学ぶためには，制約の一つと

下での練習を繰り返し行うことによって向上すること

して，練習課題の操作を通じて多様性のある練習や

が推察されている（Williams et al., 2004, p.338）
．した

ゲームをデザインする必要性があると考えられる（中

がって，制約条件を導入することは，従来の知覚認知

山，2004, pp.4-6; Williams, 2003, pp.38-39）
．

的側面のみにアプローチした多様性の乏しい映像ベー

サッカーの代表的な練習課題の 1 つであるボール保

スの状況判断トレーニング（Lee, W. et al., 2010）では

持課題では，守備者にボールを奪われないようにする

なく，知覚と運動の関係を考慮し，学習者が様々な状

ために，状況を適切に判断することが求められる．指

況を経験しながら状況判断学習ができる，新たなト

導現場では，こうした練習課題において，対象者の競

レーニングの開発に貢献できると期待される．

技レベルに応じて難易度をコントロールするために，

これらのことを鑑みると，環境や課題の制約が，運

プレーエリアの大きさや，プレー人数，ボールタッチ

動スキル獲得における有効な方法の一つであるのであ

数などを操作している．こうした制約は，指導者が容

れば，こうした制約が知覚認知スキルに及ぼす影響に

易に操作でき，なおかつプレーに大きく影響を及ぼす

ついても検討する意義は大きいと考えられる．実際の

ものであるが，その詳細について明確になっているわ

指導現場においては，状況判断を伴うパス技能を習得

けではない（中山ほか，2009）
．これまでのサッカーに

するための練習の一つとして 3 vs. 1 ボール保持課題

おける知覚認知スキル研究では，プレー人数（e.g.,

が行われており，指導書では，難度を下げるためにエ

Vaeyens et al., 2007a, pp. 395-408; 2007b, pp.147-169）

リアを広くし，難度を上げるためにはエリアを狭くす

や ポ ジ シ ョ ン 特 性（Bertrand and Thullier, 2009）と

ることが紹介されている（Luxbacher, 1991）
．しかし

いった制約が，視覚探索活動に影響を及ぼすことが報

ながら，年齢やエリアサイズの違いがパス技能に及ぼ

告されている．それゆえ，制約条件が知覚認知スキル

す影響について検討した研究では，単にエリアを広く

にいかなる影響を及ぼすのかについて検討すること

することでプレーがしやすくなるわけではないことが

は，スキル獲得に関するトレーニング法やコーチング

指摘されており（中山ほか，2009, pp.343-353）
，実際

法に新たな視点が付加される可能性があると思われ

のコーチングとの間に齟齬が生じている可能性も推測

る．

される．したがって，認知メカニズムのより深い理解

知覚認知スキルトレーニングに関する研究では，熟

や，トレーニングおよびコーチングに関する実践的示

練者の用いた情報処理方略をモデルとして，何を見る

唆を導くためには，プレーエリアの大きさ，プレー人

べきかを伝え学習させる顕在学習の効果を検討してい

数，ボールタッチ数といった様々な制約条件やその組

る．しかし，顕在学習は，初期段階における学習や，

み合わせが，知覚認知スキルおよびパフォーマンスに

直面する問題の短期的な解決には，優れた効果を生み

及ぼす影響について検討していくことが，今後の課題

出す可能性がある一方で，学習者が，様々な状況に対

の一つであると考えられる．

応するための，柔軟かつ適応性のある競技特有の知識
を発達させることは難しく，未熟練者のスキル向上に
効果的ではない可能性があると指摘されている

ϫ．まとめ

（Willaims et al., 2002, pp. 259-270）
．また，予測能力

本研究では，サッカーの状況判断に関わる知覚認知

のトレーニングにおける教示法の影響について検討し

スキルおよび，それらを支える競技特有の知識に関す

た研究では，重要な場所に注意を向けさせるようにだ

る研究知見をまとめた上で，運動学習研究の立場か

け指示し，どのような手掛かりを抽出すべきかについ

ら，知覚認知スキル研究における制約条件導入の可能

ては，自ら考えさせる誘導発見学習のほうが，顕在学

性について検討した．

習と比較して学習効果がより頑健であったという研究

サッカーの状況判断において，熟練者は，これまで

も報告されている（Smeeton, et al., 2005）
．知覚認知

の経験によって蓄積された知識をベースに，いつどこ

スキルと運動の間には，循環的関係が存在しており

を見るべきか，この先どういう展開になるかを予測
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