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The Application of the Inverted V-Shaped Curve to the Sports Flow (Hypothetical Model)
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MIYAGI Masaya**

Abstract
The purpose of this research was showing the hypothetical inverted V-shaped curve of
flow that students experience during sport performance.
The Flow State Scale which consisted of 36 Question of nine factors developed by
Jackson and Marsh (1996) was carried out on 486 students. As a calculating result of
each average of nine factors, the highest score was an "enjoyment", When the eight
remaining factors were plotted in the high order of the score to right and left of
"enjoyment", it became a reverse V character curve. Based on this result, the
hypothetical inverted V-shaped curve by the grade of ski11level was able to be shown.
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④明確なフィードバック：自分の行動が順調に

内発的動機づけと最も高い関係性を示したのは自

進んでいると感じており、失敗してもどうす

己目的的体験（楽しさ）で0.75を示し、挑戦と技能

れば上手くゆくか良いアイディアを持ってい

のバランスは0.54であった。これらのことは、単に

た。

挑戦と技能水準だけに着目したフローモデルだけ

⑤活動への注意集中：自分の意識は完全に活動
に集中していた。

でなく、自己目的的体験（楽しさ）を中核にフロ
ーの多義的概念であることを考慮したモデル提示

⑥統制感覚：自分のとる行動・動作によって活

の必､要性を示していると考える。

動の状況が左右され、それをうまくコントロ
ールしていると感じていた。

このようにフローの構成要素が明らかになり、
スポーツ領域においては、フローの心理的過程に

⑦自意識の喪失：われを忘れ、他人にどう思わ

おけるピークパフォーマンスと熟達志向性

れようと気にならないほど活動に熱中してい

(Jackson＆Robert,1992)、エリート競技者のフロー

た。

(Jackson,1995；1996)、フロー概念と楽しさ

③時間間隔の変化：時間の流れがいつもと違う
ように感じた。

(Kimeicik＆Stein,1992；Kimeicik＆HalTis、1996）
など、多くの研究が行われた。そしてJackson＆

⑨自己目的的体験（価値ある体験）：活動それ

Marash（1996）がスポーツ場面におけるフロー経

自体が本当に楽しく、自分にとって価値があ

験に関するインタビュー調査などの質的分析を通

り、その感覚を味わうことが好きである。

し、量的測定が可能な質問紙であるFlowStateScale

以上のように、フローは多くの要因を含んだ多
義的概念であることがわかる（KowaL＆Portier、
1999)。そして、従来これらの要素の中で、特に第

は、その後のスポーツフロー研究を大きく前進さ
せるきっかけとなっている（ＫｏｗａＩ＆

１の要素である挑戦と能力のバランスに注目し、

Portier,1999；2000)、（Jacksonら1998)。わが国にお

｢挑戦水準」と「技能水準」が釣り合ったときに

いても、小橋川ら（1997,1998)、川端・張本（2000）

｢フローチャンネル」にはいり、「楽しさ」を経験
するという「フローモデル」が提示されてきた。

学生を対象に授業用尺度のための要因分析や短縮

そしてこのフローモデルは、本邦においても「楽

版フロー尺度の開発を行なっている（小橋川ら、

しい体育論」の楽しさを分析するときの重要なモ

2002)。また、競技スポーツ選手を対象とした研究

デルとして利用されてきた（沢田、１９７９；深沢、

(吉田、1998)、陸上競技選手を対象にした研究

1979)。

(張本ら、2000)、登山者を対象にした研究（張本

(以下FSSと省略）を完成させた。そしてFSSの完成

は、Jackson＆Marash（1996）のFSSを翻訳し、大

しかし、自然と対時する登山においては登山特

ら２００１）などさまざまな研究が行なわれた。しか

有の「自然との融合」を経験するし（張本ら、

し、先に述べたようなフローの多義的概念を考慮
したモデルの提示はなされてこなかった。

2001)、技能水準の程度によっても要因の関わり方

も異なるものである。例えば、エリート競技者を
対象としたJackson（1996）の研究において、フロ

そこで本研究では、先に述べたJackson（1996）
のエリート競技者のフロー体験における9要因それ

ー状態で経験したそれぞれの割合は、自己目的

ぞれの出現率を縦軸にとり、横軸に「自己目的

的・楽しさ経験（Autotelic/enioyableexperience）が

的・楽しさ体験」を中心にして両サイドに順次プ

最も多く９６％であったのに対して、挑戦と技能の

ロットしていくと逆Ｕ字型曲線になる。同様に

バランス（Cha1lenge-skillbalance）は36％にすぎな

Kowal＆FoTtier（1999）の研究における、フローの

い。むしろ行為と意識の統合（Action-awareness

構成要素と内発的動機づけとの相関係数を縦軸に

merging）の方が86％と高く、最も低かったのが

とり、楽しさを中心にして両サイドに順次プロッ

29％で時間間隔の変化（TransfOImalionoftime）で

あり、フローの構成要素の比重は異なっていた。

トしていくと、同様に逆U字型曲線になることが判
明した。９要因の中心に「楽しさ」を置くというこ

同様に、フローの構成要素と内発的動機づけとの

とは、横軸の5番目に位置づけることを意味する。

相関関係を見たKowal＆Fortier（1999）においても、

－１０２－

したがって本研究の目的は、JackSon＆Marash
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(1996）が作成したFSS尺度を用いて調査し、上記

現在運動部に所属して活動しているかどうかを

のことを手がかりにして、大学の授業時における

たずねた。部活の有無を尋ねたのは、フローが

スポーツフローの逆Ｕ字型曲線モデルを仮説的に提

内発的動機づけであるなら、自発的な活動と捉

えることの出来る部活動の経験が、フローの程

示することにある。

尚、Jackson＆MarSh（1996）がスポーツフロー

度を判断するのに妥当であると考えたからであ

尺度を作成したとき、自己目的的体験を楽しさ

る。

(Enjoy）と表記していることから、ここでも「楽

なお、統計処理は、すべて社会情報センター

しさ」と表記する。

版の統計解析によって行った。

また、一般的に使われる「覚醒水準」と「パフ

ォーマンス」との関係で示される逆U字仮説モデル

結果と考察

を参考にしているが、同一の概念で示すものでは
1．部活経験によるフロー得点の比較

ない。

本研究は、スポーツ領域におけるにフローの

方法

逆U字型曲線モデルを仮説的に提示することであ
る。そこでJackson＆Marash（1996）の9因子３６

1．調査方法

項目からなる尺度を用いて調査した結果を、ま

調査に当たっては、事前にそれぞれの授業を

ず因子別・運動部経験の有無別に平均値を求め

担当している教官に書面で調査の依頼をし、フ

た。その結果が表1に示してある。それぞれの因

ローが今進行形の感情であることから（鹿毛、

子は４項目から構成されているが、表には1項目

1997)、授業時間の中で測定することをお願いし

あたりの得点で示してある。したがって、３点以

た。

上はフローに対して好意的な反応を示している

と解することが出来る。表1には、運動部の経験

2．被験者：Ｋ国立大学健康運動系科目を履修して

が、現在（あり、なし）過去（あり、なし）の

いる学生を対象に、下記の種目を選択した学生

２ｘ２の分割によるフロー得点が示してある。各

因子別に条件Ａ（現在：あり、なし）条件Ｂ（過

について調査した。
バドミントン208名（男子：119名、女子：８９

去；あり、なし）の2要因分散分析を行なった結

名)、バレーボール172名（男子：９０名、女子：

果、９因子とも有意な交互作用は見られなかった。

８２名)、バスケットボール101名（男子：８５名、

条件Ａ,Ｂの主効果が見られた因子は、skin

女子16名)、合計481名であった。

（F=9.58,圧21.77)，Ｍｅｒｇ（F=7.42,F=18.22)，Ｇｏａｌ

現在運動部に所属している運動部員：105名、

（岸8.34,F=17.85)，Ｆｅｅｄ（F=17.76,F=16.12），Cont
（Ｆ=9.67,F＝16.50），の５因子に見られ、Ｃone

非運動部員374名。

（圧4.91）とEnjoy（圧14.78）はB条件のみに見ら
3．調査期日：1997年６月初旬、1998年２月初旬お

れた。しかし、ＳｅｌｆとTimeは有意な主効果は見ら

れなかった。尚、いずれの自由度もｌと475であ

よび1999年６月下旬であった。

るｃ以上の結果は、部活動の経験がフローの程
4．フロー調査項目：フローの測定項目は、
Jackson＆MaTash（1996）の9因子36項目からな

度を判断するのに妥当であったことを概ね支持
していると考える。

る尺度を翻訳し用いた。評定は、それぞれの質

表に見られるように運動部の経験にかかわれ

問にどの程度あてはまるか、「よくあてはまる…

ず、第９因子の「Enjoy」がいずれも高得点を示

…5点」から「全然当てはまらない……1点」ま

しており、この結果は、エリート競技者を対象

としたJackson（1996）と同様なことを示し、フ

での5段階リッカート法によって行なった。

ローは「楽しさ」を中核にしていることが分か
５．部活動の有・無：全員にたいして、過去及び

－１０３－

る。さらに、現在運動部に所属しているか否か
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で、自意識の感覚と時間間隔の変化を除き、各

64.2％であるのに対して、他方運動部所属群は第

因子いずれも過去・現在運動部に所属している

７因子で67.3％、第８因子で70.1％を示しており、

方が得点の高いことが明らかになった。楽しさ

フローの説明力に差があることが分かる。この

の次に高いのが課題への注意集中であり、挑戦

こともフロー経験の深さに違いがある理由にな

水準と技能のバランスは、運動部、非運動部共

るものと考えた。このようにフロー得点、固有

に6位に位置している。このようにフロー得点の

値（因子の数）および累積寄与率の違いから、

違いは、その時々におけるフロー体験の違いで

運動部所属者は非運動部に比較して、フローの

あり、得点の高い方がより深いフロー体験をし

深さ、広がりに違いがあることものと推測され

ていると考える。それ故、いずれも楽しいこと

る。

を中核にしてその周辺に他のフローを経験する
が、技能水準や経験によってその深さに違いが
表1.運動部経験から見た因子別平均得点
運動部経験

SkiU
Ａｃｔ
Gom
FCC。
Ｃｏｎｃ
Ｃｏｎｔ
Self
ＳｋＨＩｌＡｃｌＧｍｌＦｅｃｄＣｎｎｐContＳｅｌｆＴ１ｍｅｏＤｗ
TＹｍｅ ｍｉｏｙ F1ow

過去・現在あり（１）

3.40
3.61
3.62
3.40
3.76
3.19
３４０３６１３６２３４０３７６ヨヨ７３３７３１９４０４３５３
3.37
3.37
４．０４
3.53

過去あり現在なし（２）

3.20
3.47
3.44
3．０９
3.28
３２０３４７３４４３０９３６３ヨ１７３２８２”４００３３６
3.63
３」７
4.00
2.91
3３６

過去なし現在あり（３）

3.07
3．４１
３，７３４１３３７３１７３５４３１６２９４２８５３７３３２５
3.37
3.17
3.54
3．１６
2.94
2.85
3.73
3.25

過去現在なし（４）

2.85
3.19
２８５３１９3１５２８４３４７２８９３３４２９６３６８3１６
3.15
2.84
3.47
2.89
3.34
2９６
3.68
3.16

（１）＝88人（２）＝228人（３）＝1７（４）＝l45
Sldn＝挑戦と技能のバランス；Act＝行為と意繊の統合；Goal＝明白な目標；ＦＣＣ｡＝明確な
フィードバック；Conc＝活動のへの注意集中；Cont＝統制感覚；Self＝自意職の喪失；Time＝
時岡間隔の変化；画joy＝自己目的的体験；How＝フロー得点（,因子の平均）

表2.因子分析における運動部・非運動部の固有値と累積寄与率
運動部

因子

固有値

非運動部

寄与率％

累積％

固有値

７９７５０５５２３
Ｄの■ＤＢ■■曰Ｏ

２．

累積％

五和妬、蒟犯印図輌

●の■●■●ロ■白

７２７８６５０６４

２８５４３３３２２

３

●■●●●●口●Ｐ

妬貼妬ね泌亜朋叫路

１２２１１１１００

１

０００。●●●●●

５９９０６２３１６

犯術、釘印“、われ

巳■■●●●●●己

５４０１６６１８５
８７６５３３３２２

３

Ｐ●●■■●■■●

酔鎚妬駆如迦、、”

１

３２２１１１１１０

１２３４５６７８９

あるものと解釈する。

寄与率％

フロー得点を基にした逆U字曲線

表2は、フローが9因子モデルであったことか

表1をもとにして得点をプロット
表1をもとにして得点をプロットして作図した

ら、９因子指定による因子分析を行なった結果を

のが図1である。図を作成するに当たって、まず

示してある。表2に見られるように、回転前の固

中心に（5番目）に最も得点の高い第９因子の楽

有値1.0以上を示したのは、運動部無所属群が7因

しさをプロットし、順次得点の高い順にしたが

子、それに対して運動部所属群が8因子まで示し

って右・左にプロットし作図を行なった。４群

ている。これを、運動部に所属している学生は

の中で得点の分布から最も典型的である過去・

運動部に所属していない学生に比較してフロー

現在運動部経験者と過去・現在非経験者の2群に

の広がりに違いがあると考える。また、累積寄
与率は、一方が第７因子で６１．５％、第８因子で

ついて作図をおこなった。運動経験が豊かで技
能水準が高いと考えられる運動部所属群の方が

－１０４－
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(得点〕

深
い

プロ

の深さ

浅
い

楽しさを中核としたフロー要因の広がり

９７５３１２４５８（因子得点の凪位）

図１．楽しさを中核とした運動部経験者と

図２．技能水準とフローの広がり・深さの関係

未経験者のフロー曲線

非運動部所属群よりも分布パターンから判断し

ルが言わんとしているところは、フローの中心

てその深さや広がりの大きいことが分かる。す

は楽しさであるが、練習と経験をつむことによ

なわち、運動の楽しさ経験を中心にしてその深

って技能が向上すると、そのフローの深さも深

さや広がりは運動技能の高まりと対応している

く、広がりも大きくなるということである。こ

ものと考える.平均3得点を中心にした破線より

のことは、単にスポーツ技能のような身体的能

も、運動部経験群はすべての9因子がそれを越え

力だけでなく、精神的能力、抽象的能力など、

ているが、非運動部経験群は４つの因子が3.0点

色々な技能の高まりにおいても同様なことがい

を下回っていることが分かる。これらの3点以下

えよう。それは最高の水準を極めた人の言葉の

の者が水準を越えるためには、挑戦水準と技能

なかにフローの至高を見ることができ、そして

水準との対応によって示されるフローモデルを

このようなことを実に見事に表現しているのが、

手がかりにすると、挑戦水準よりも技能水準が

将棋の羽生名人の「盤上の海」である。

低く不安な場合は、目標水準を低めてフロー状
態になるよりも、自己の技能を高めることによ

まとめ

ってフローチャンネルにはいることが望ましい

本研究目的は、体育の授業におけるフロー経験

ことからも、より高いフローを求めるには、運

動経験を積み技能を高めることが要求されるで

の程度を手がかりに、楽しさを中核にしたフロー

あろう。

の逆Ｕ字曲線を仮説的に提示することであった。

以上の解釈を基にして、図3はスポーツフロー

そのために、Jackson＆Marsh（1996）が作成した９

逆U字型曲線のモデルを提示したものである。縦

因子36項目からなるスポーツ競技用フロー尺度

軸にフローの深苔を示し、横軸には9因子モデル

(FSS）を日本語版に翻訳し、バドミントン、バレ

をもとに中心に運動の楽しさを置き、左右にそ

ーボールなどの授業において実施した。得られた９

の他のフロー要因が位置するｃどの順序に位置

因子フロー得点を、過去および現在の運動経験の

づき、広がり方をするかはその時々の運動の事

有無による2要因分散分析をおこなった。その結果、

態や技能水準などによって異なるものと考える。

現在・過去の主効果のみ有意で、運動経験のちが

図2では、運動部と非運動部の2水準を示したが、

いによって得点に差が見られた。最も得点の高い

仮説モデルでは、技能水準を初級者、中級者、

因子は4群とも楽しさ因子であった。そこで、楽し

上級者の3水準で仮説的に示してある。このモデ

さを中心にして、他の8因子の得点順に左右交互に

－１０５－

琉球大学教育学部紀要第63集

プロットして分布曲線を描くと、運動部経験者と

exe1℃iseandsporL71-276-9q

未経験者によって、楽しさを中心に逆Ｕ字曲線にな

Jackson,Ｓ,Ａ,＆Marsh,nＷ．（1996）．Developmenland

ることが証明きれた。そこでこの曲線を参考にし、

ValidatjonofaScaletnMeasureOpti-ma］Experience：The

技能水準の程度による逆U字曲線を提示することが

FlowStateScaleJoumalofSport＆ExeTcisePsychology18.

できた。（本研究は、日本スポーツ心理学会第29回

17-35．

大会発表論文をまとめたものである)。

JacksonS.Ａ､＆Csikszemmihalyi,Ｍ・（1999）．F1owinsporl
：ThekeystoopUmalexpenencesandperfOTmances・Human
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