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身体運動の主観的構成

スポーツ科学から日常活動の分析へ

矢野徳部

The Subjective Construction of Physical主xercise

一一-From Sports Science to the Analysis of Daily Activity 一一

Tokuo YANO 

I.はじめに

我々は色々の身体的活動を日常に行っているが，伺をどのように行っているかを普段は気にと

めない。しかし，身体的な障害を受けたときや子供の育成に関わる場合にはその様子が臼常生活

の中で顕在化される O 特に，身体運動との関連では，前者では運動が「体Jから離れて成り立た

ないことに，後者では運動を f身Jにつける過程に気づく。

スポーツ学腎の場においても「身J，fi本jおよび f運動」との関連が観察できるので，この観

察や経験から運動学が形成されてきている。けれども，その運動構成は直感的，悲意的なもので，

事実から構成されたものではない。そこで，身体運動の盟果関係やパフォーマンスを規定する体

力や技術を実験事実から研究するスポーツ科学が形成されつつある。しかし，現在のスポーツ科

学では多くの研究成果を挙げてきてはいるが，運動の観察や経験から得た多くの情報をただ単に

非科学的であると排除しているために，沼常経験から離れてしまっているo

そこで，本論ではスポーツ科学の現状と問題点を衛単に振り返ってみて，その後，この問題点

を考慮しながら臼常の活動やスポーツにおける経験的事実を分析したい。

ILスポーツ科学

1)技術

運動学では，一般には運動の形を分析対象にしている。これは広くスポーツの世界では良く知

られているフォームやフォーメーションを取り扱うことによってより実践的な研究にしようとす

るためである。また，形は，スポーツ科学では研究できないので，運動学の独自の研究課題であ

るようだ。しかし，運動は，同じ形と言うよりもむしろ椙似な形を実行していると言えるので，

棺似に関わるポイン卜をも捉えるべきであろう。したがって，運動は，形の印象分析のみならず

運動を表す言葉や運動の視点，力点，質点からも分析すべきであろうと考えられる。

ハードルを例に取るとディップという技術がある。これはハードルを飛んで‘いるときに上体を

前傾させることを主に意味しているけれども，腕の位蜜や操作，また脚の抜き足，振り上げ足な

どもこれに加えられる。つまりこれはフォームである。これを技術と呼ぶ場合には，フォームに

加えてフォームの善し悪しや効率性が問題になる。

このディップの場合では，身体重心が高くならないようにする深いデイップが，タイムロスを

少なくする力学的な良い技術であるとされている。しかし，女子の100mハードルでは現実に深
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いデイツフ。を行っているわけではない。これはハードルの高さが男子の110mハードルに比べて

低いために，深いデイツフでは余計なエネルギー，あるいはタイムロスを生じてしまうためであ

る。したがって，定性的な力学的な解釈からはフォームの善し悪しの判断がつかず，ディップの

最適化を問題にする必要が生じる。この検討のためにはコンビューターシミュレーションが用い

られるが，最適化を規定する力学最によって結論が違ってくるので，現実に実験を行うことや現

実の一流ハードラーの分析を必要とする。

以上のことから現在の科学的検討とは，実際があって理論的裏付けを行っているのが現状であ

ると言えよう。

もう一つ，現実と理論とのm;離を示す決定的な倒がある。それは，動作を意識し，繰り返し練

習すれば，自的の動作ができるようになること，また，複雑な動きの場合には簡単な動作に分解

して，それぞれを練習するとやがて全体が成り立つとされていることである。つまり動きが意識

の支配下に完全に置かれることができると一般には信じられている。しかし，現実にディップを

しようとしても，必ずしも実行できるわけでわない。また，動作を分離して練習しでも目的とす

る動きは完全には達成されないのが普通で、ある。

そこで，次に意識以前にある日本Jに運動の原理を見つけだすことが必要になろう。

2)体力

長距離走を繰り返し練習すると持久力がつく。この持久力が上昇したか杏かは，長距離走のパ

フォーマンスから，また身体との関連で捉えようとする場合には，例えば披道を楽に上がれるよ

うになると寄った主観的判断から日常的にも容易に分かる。しかし，これは非科学的であると考

えられている。

そこで，同一速度で、走った時の心臓の拍動数の違いから運動への適性を評価することが考えら

れる。この場合では，心拍数が低いほど適性が優れていると判断される。この考え方を一般化し

たものが，従来の physica1設tness(身体適性)の概念である。つまり，身体適性は生理的パラメー

ターから測定可能であるとするものである。しかし，年齢や外的環境などがこれらのパラメーター

を彰饗するので，この身体適性の概念では正確な身体能力を表すことができない。

そこで，最大酸素摂取量が持久性能力の指標として用いられる。それは，有酸素的なエネルギー

供給が他のエネルギー供給よりも持久走に必要なエネルギーを長時期供給するのに有効であると

考えられているからである。また，有酸素的エネルギーはほとんど無県大に供給できるが，持久

走ではある一定時間がたつと疲労識を生じ，そして疲労掴僚となり，その結果，運動を停止する

ことは滋知の事実である。これは走行時に疲労物質が生じるためであるとされている。つまり，

老廃物に対する耐性や処理能力がパフォーマンス(持久時間)を決定するもう一つの体の嬰鴎で

あると考えられている。

この概念をエネルギー論的に徹底させた試みがある。すなわち，必要とするエネルギー量は単

位時間当りのエネルギ一重 powerによって供給されるが，全部は供給できない。そのできな

い部分をエネルギー容量， capacityから補う。しかし，その capacityには上限があり，やがて，

それが枯渇すると動かなくなるという考え方である。

以上は，全身の移動に関する解析に関するものである。しかし，動きを四肢の運動を表す動作

と全身の移動に分けると動作に関する考察が不十分であると言えよう。そこで，動作を考える新

たな道筋が必要となる。



身体運動の主鮫約構成 13う

その一つの試みは，体を解部学的に筋神経系，呼吸循環系および中板神経系に分け，それぞれ

に機能を想定することによって，動きを提えるものである。また，この機能の善し悪しを表すた

めに，それぞれを筋力，持久力および調整力と名称化したものが体力概念である。

このように運動の追及を体に沿って行うと体力概念に到達するが，現在この概念で実際に行わ

れている複雑な動きを完全には表わせない。これは体力概念が現実の運動からかけ離れたものと

なっているために生じたものと考えられる。また，体力がどこまで必要で、あるかの現実的な質問

に対しては，スポーツができる寝度の体力が必要で、あると現在答えられている。これは出発点の

非科学的な答えに戻る。つまり現実に必要な「体」を考える場合には，現実を持ち出すしかない

事情を如実に表している。したがって，この「体Jの概念は単純化した運動を科学的に研究をす

るためには有用であるが，現実から離れてしまったと言えよう。

そこで，次に，現実的な運動について検討したい。

3)心理的限界

日常において最大努力で筋力を発揮しでも，その筋の最大儀にならないことが知られている。

これを筋力の心理的眼界と呼んでいる。しかし，催賦術による暗示やピストルの音で脅かしたり

するとその心理的限界より大きな力を発揮できることが知れれている。これを所謂 f火事場のパ

カカjと表現している。

筋力発揮のみにならず競技時のパフォーマンスも練習中とはことなることが知られている。一

般に競技中の方が練習中より記録が良くなるのが普通であるが，この逆の場合もある。それは競

技会で「あがるJ場合である。「あがるJと靴の紐さえ結べなくなるし， {可が何だか分からない

うちに競技が終わってしまい，記録がでないことはよく知られた事実である。また，この過緊張

とは逆に緊張感を失ってしまう場合にも， r体」が思うように動かず記録が悪い場合もある。

このように状況に強く影響されて身動きが不自由になることがある。これは緊張感から来てい

ると一般には考えられている。しかし，必ずしも緊張感を感じないときにも，屑りの状況から独

立して運動できない場合がある。例えば長距離走のベースが競技中に色々変わるときである。ベー

スを変えると記録は一般には悪くなるが，記録より競技での勝敗を重要視するときにペース配分

による駆け引きをする。これは一見すると自分の最良のベースを守っていれば，結巣的に良い記

録を出して勝利するはずで、あるので，人のペースに追従する必要はないと思われる。それにも関

わらず競技者はベース配分に追従する，あるいは自分でベースを先導するのが普通である。ただ

い競争する意味を理解していない年少者，例えば運動会での幼児は，走者閤に関連するという

よりも周部全体に関わって，その周密の様子を窺いながら走っているようである。したがって，

競技での状況性とは，競技者としての顔が出来上がると共に競技状況に入り込み，その状況に依

存寸るようになった結巣，出来上がったものであると考えられる。

以上のように人の活動は外界と無関係に成り立つてはいないと考えられるが，現在のスポーツ

科学では人の身体のみを機械的に捉える傾向が強いようである。そこで，次lこ外界との関連が強

い日常活動まで分析対象を広げて，またそこで得られる体験を分析したい。
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m.行動と技

1)場所と主題

一般に，町の様子を反省的にかつ客観的に捉えようとするとき，我々は地図的様子を想像する。

しかし，我々の日常と関連付けて町を捉える場合には，道路と建物の関連だけでは不十分である。

臼常活動は買い物であるとか遊びであるとかの主題に添って行われるのが普通であり，それゆえ，

主題に添った町の様子を図式化しているのが通常である。ただし，主題の変貰は何時でも可能で

あるので， IIIJを移動しているときに主題に関連した関を描いているばかりでなく，今，実行して

いる以外の主題が常に地として働いているらのと考えられる。

IIIJの行動関式は一般に患いだそうとするとあやふやで断片的である。その意味で言うと地図と

行動冨式の馬方を用いれば，かなり客観的な町の情報を得ることができる。これは，鳥服的な機

能地図である。しかし，我々は，思いだそうとすると断片的な行動観式のみでも，図工の中を巡回

し，目的地に辿れ着ける。したがって，この行動様式は，関式によっているというよりは，その

場所に立てば行動を患いだすといった記憶であると考えたほうが良い。また，その場所で，主題

を変えることも可能であるので，場所に器定された行動設定があるのではなく，場所が幾つかの

可能性を与える場面であると替えよう。

2)場の形成

可能性がE広がる主題では話が拡散してしまうので，インスタント瑚珠を作り，それを飲むとい

う主題に限定して，その内容について考えたい。

まず一連の動作を概観する。作業は台所でお湯を沸かすことから始まる。次にコーヒーカップ

を用意して，それにインスタント瑚排をいれる。お湯が沸いたらカップにそれを注いで，必要で

あれば砂糖などを入れる。草剤排が用意できると居間に運んでそれを飲む。

この一連の運動を大きく分けることができる。すなわち，台所の中を移動する運動と作業する

動作に分けられる。この移動は台所空間内での運動で，前節では行動と呼んできた。また，作業

は各種の動作からなっている。この作業は生活上で意味や目的を持っているので，単なる動きと

は区分してこれを技と呼ぶことにする。そうすると運動は技と行動から構成されていると震える。

倒の中のお湯を沸かすという作業を考えた場合，同時でも合同な運動をしているわけではない

と言える。例えば，水の量や沸かす方法によって動作が違ってくる。しかし，我々は動作の同一

性をも同時に言い分けることができる。したがって，ここでは，二つのことをさらに分頼してお

かなければならない。それは，時一性を保証する行為の抽象性と具体的な運動との底分である。

この間一観は，具体的な動作が異なる場合にも開ーと感じるのであるから，動作自身に感じて

いるとは考えられない。したがって，同一性をそれ以外に求めなければならない。一般に行為に

は多くの場合，言葉が与えられたいる。例えば「歩くJである。馬の歩き方と人の歩き方では大

きな驚異があるが，歩くという概念は開じであると一般には考えられている。したがって，同一

観は名称や機能の一致からから来たものと言えよう。

先の瑚排の例に戻ろう。功日排を沸かし飲むに至る道筋には多くの動作が介在している。また，

それぞれの動作には言葉が与えられている。これを台所という場所に関連して考えると場所に行

動を促すさ言葉が付加されていると見なすことができ，その場所にいくと付加された動作が具体的

な動作として現れてくるということになる。つまり，台所という場所に，それに関連した雷葉の
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場が，形成されている。ただし，この場は台所全般に関してではなく，効sl奔を沸かし，飲むとい

う主題に関して現れてくる内容である。

さらに，場に関連して現れる現実の技は，場所の違いによって，つまり道具の違い等によって，

その現れ方が違って来なければ，色々の状況に応じることができないことは明白である。しかし，

この動作の違いは一般には意識されていないものである。したがって，身体は，同じ名称化が指

し示す境界内であろうが，自立して状況に応じた運動を作っていると考えられる。

3)記憶

前節で議論してきた場は言葉的な規定性を持った，一穫の抽象的な記憶であると考えることが

できる。この抽象性は技として現れるときに現実味を帯びてくる。この技自体も生得的に持って

いたものではないので，後天的に身に付けた記憶であると替えよう。

これらの記憶は前述したように患いだそうとすると陵昧であるが，その場所に行くと?想起され

る性質がある。つまり場所に記憶の痕跡がある。また，これらの記j醸の特徴は身に付けようとし

て努力して付けたというより，生活の必要性から身に付くということである。

これに対して学校で習う知識，あるいは行動や運動形態を伴わない知識は，努力しなければ身

に付かないし，すぐに忘れてしまう形式の記憶である。スポーツ科学や従来の運動学ではこの種

の記憶に繋がる研究が多いために，これらの研究が現実の運動学習に重要な貢献を余りなさない

のであろう。

以上のように外界の記憶の痕跡に関わって運動が生じると考えてきた。しかし，これでは身体

ぬきで運動が可能になるような錯覚に陥ってしまう。そこで，次にこの点を考慮して運動を捉え

産したい。

N.相補的関係

1)軍動形態と対象形態

瑚排を欽む例をもう一度考えたい。それは，コッフ。を持つ運動形態とコップの対象形態との関

連を明らかにしたいことと昧や番をかぐというまだ議論していない問題があるからである。

まずコーヒーカップを持つことから考える。一般にはコーヒーカップは，視覚的な特徴検出に

よって瑚排を入れる部分と手で、握って持つ部分へ分節化されると考えられている。しかし，これ

は，対象を分析的に捉えようとした時やその形状を反省的に捉えようとしたときの考え方であり，

決して磁珠を欽もうとした特に生じる知覚ではない。したがって，行為性に関わって知覚を捉え

直すと持つという連動形態とカッフの把手との関連，および淑排と飲むという運動形態との関連

の分離，つまり動作の分離が把手と臓移tが入っている部分との分離へ繋がっていると考えたほう

が良いであろう。ただし，ここでの運動形態とはカッフの重さや形状に関連して，種々巽ならな

ければならないので，閤定された運動形態を意味しているのではない。むしろ，形態の相似的一

致を意味しているので，開じ運動形態という場合には相似の条件が同じであることを意味してい

る。

)1国序は逆になるが，カップをこれから取ろうとした場合を次に考える。このためには，まず始

めにカップの位置を知らなければならない。これは視覚的に位置が検出されると一般には考えら

れているが，この検出もまた仔為性から捉え寵さなければならないであろう。そうすると位置は
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手のリーチングという運動形態によって規定されたものであると考えられる。また，カップの持

つ位置，把手が分かるためには，対象の分節化が必要となる。前述したようにこのカップの把手

は握る運動形態の反映であると考えてきたので，それに従えば，この把手の知覚は運動形態の先

取り，あるいは対象への運動形態の投影として現れていると考えられよう。

瑚排を飲むと言う運動性は，間時に香と昧を伴う。前述した視覚性が運動の先取りと関連して

いたように香が食べ物や飲み物の好き嫌いの先取りになっている。また，思婚は味と同時に生じ

ている。これは昧の知的によって飲み込む，あるいは吐き出すといった次の行為に繋がなければ

ならないからである。

このように一連の運動の内には，かなり多くの知覚と運動の連鎖が内在していると考えられる。

それでは運動には纏まった単位はないのであろうかという疑問が沸いてくる。スポーツの世界で

は，動きという単位がある。これは言葉によって規定された単位である。しかし，この言葉の単

位がなぜ設定されているかは不明である。したがってo言葉以前の単位を探さなければならない。

その一つの可能性は呼吸のサイクルにある。打であれば準備崩面に患を吸い，主要局面に息を止

め，終末局面に患をはく。この呼吸のサイク jレが動きの単位と関連しているようである。また，

音声の発声も呼吸と関連している。特に，首葉の纏まった意味単位は呼気の時期と重なっている o

これは呼気の時期にしか発声できないことと意味単位が分裂すると意味が分からなくなる事清か

ら来ているのであると考えられる。

以上のように運動を行うときには，それに関連した知覚像が必要である。対象が物である場合

には対象への働き掛けが問時に対象からの答えとしての知覚として成立していなければ，運動が

可能ではない。この両者の関連は，棺檎的であるが，一般には対象の認識のみにしか気がつかな

い。それは自分自身の運動には，運動を学習するときや運動が不自由になった時を除いて，気に

11:.めないからであろう。

2)身体状態と出来事

外界と身体との対応を対象形態と運動形態の間で前節では議論してきた。この節ではもう少し

抽象化した対応関係を例を上げながら議論したい。

説々は，例えば競技会へ出場する前日は，期待と不安で胸がドキドキするものである。もっと

身近な例ではスキーに行く前日にはワクワクする気分が生じるのは誰しも経験するものである。

これは本人の意志には関係なく生じるし，この気分を簡単には調節できないものである。これは

未来を先取りした，あるいは迫り来る未来に備えた身体状態である。

もう一つの奥なったタイフの例は，テニスでスマッシュを打ったときや長距離走や運動会の徒

競争で人を追い抜くときである。いずれも気分がいいと感じるものである。前例のドキドキ感は

運動の枠組み全体に対して生じる気分であるのに対して，これらの例はそのときの運動自体に伴

う気分である。ただし，身体状態は必ずしも運動形態と不可分なものではなく，ある種の出来事

に関するものである。それは，問じスマッシュでも取られる場合もあり，この時には良い気分は

生じないし，また，サーピスでは通常さほどの緊張感はないが，大事な場面では，緊張感を伴う

ものである。したがって，この身体状態は運動経過時に関する出来事と関連するものと考えられ

よう。

運動が伴わない例についても見ていきたい。寒い静かな雪の朝に表へで、たときの感覚はだれし

も似たものがあるのでわないかと思われる。この感覚は寒さからのみ来るのではなく，静かさや
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自さから来る複合的印象であろう。また，これは単なる印象ではなく，自然環境に出会い，

それを直感的に表した身体状態から感じ取られるものであろう。

以上，運動時の出来事および、主題や自然への出会いが身体状態を伴うと考えてきた。

3)身体表現

スポーツにおける運動形態には言葉が与えられて，その意味を表している。例えば，テニスで

あればサーピス，グランドストローク，ボレー，やスマッシュ等で、ある。これらには固有の運動

形態が対応している。ただし，運動種目，つまり主題が異なれば，同じ名称で意味内容が陪じで

あっても運動形態が異なる。例えば，テニスと卓球のサーピスでは運動形態が奥なる。この逆に

同じ運動形態であるが言葉の表現が異なる場合もある。それは，長距離走で競争しているとき，

単なる「走る」ではなく，追い抜くや，追い付く，追従するなどの表現を用いることから例示的

に分かる。さらに，スキーでは動きが名称化されているばかりでなく，動きの構成にも名称があ

る。例えば，パラレルターンであれば立ち上がり沈み込，膝の前方への押し出し，上半身と下半

身の逆回転等である。つまり，運動形態は一般にその単位に応じて名称化され意味を表し，また

よってさらに分節化されている。

実際の運動時には運動形態ばかりでなく，身体状態も同時に生じている。つまり実際に生じる

運動形態は意味の重さを伴っていると言える。また，この運動時の身体状態は，人から人へと伝

わる。例えば，テニスで良いプレーをした時，本人のみならず観客へその運動の興奮状態が伝わ

る。そこで，この身体状態を随伴した運動形態を，意味の重みを持っていること，および人に伝

わることを考慮して，身体表現と呼びたい。

4) 怠己運動

運動を観察するときに，二つの立場がある。一つは運動が起こっている系の外から眺める場合

で，もう一つは系の中での観察である。今までの本論はどちらかと言うと系の外からの観察であ

る。これを系の中からの観察に変えると若干の変更が必要となる。例えば，運動形態は自己運動

の立場からは見えなくなってしまう。私は自分のスキーの滑りを大勢の中の一人としてビデオに

とってもらったときに，自分の滑りが寵にはどれであるかが，分からなった経験がある。これは，

少なくとも自分の動作を知っていないということになる。おそらく，自分の滑りは動きに現れる，

動きの規定性の特徴として他者から指織されることによって知っていると言うことのようであ

る。

もう一つ大事なことは，現夜行っている身体表現は意識できなく，次に行う身体表現を意識し

ている，あるいは，それに備えているということである。白日運動とは未来の運動であり，それ

を可能にするためには，動きの意味を外在化しなくてはならない。例えばテニスでボールを打つ

という場合には動作はボールに打つを投影しなければならない。なぜならば動作自身には意識が

通常は向けられていないからである。また，打ち終わって，例えば次に積極的にボレーにでると

きには，ボレーのできる場所へ意味を投影して移動する。このように，自己運動そ外部へ投影あ

るいは外車化感覚として持つことによって，運動を可能にしているようである。また，逆に運動

自体には意識が向いていないので，運動の実行は，体が自律的に行っていると言えよう。

これまで取り扱ってきた運動は生得的な運動ではなく，後天的に学習して得たものである。こ
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の学習過程についてはまだ雷及していないので，次にこの点について概観したい。

V.運動学習

1)身体表現の自他間にある共通項

ここでも具体的な例を上げながら運動学習について考えたい。まず始めに替葉が通用しない場

合，すなわち母親が赤ちゃんを浬解する過程を考えたい。

私は，母親が赤ちゃんの泣き声を聞いてそれが何を意味しているかを理解し，赤ちゃんの世話

をやいているという例に出会ったことがある。当初，私は，母綴の勝手な理解ではないかと疑っ

ていたが，ある程度当を得たものであることがわかった。それではどうして赤ちゃんの状態が私

には分からないが，母親には分かるのであろうかという疑問が沸いてくる。その一部は泣き方や，

そのときの状況性から説明できると考えられるが，もしそれだけであれば，その理解の仕方を教

われば私にも分かるはずで、ある。しかし，母続はその理解の仕方を知らないのが一般的である。

そこで，次のように考えた。

赤ちゃんが生きているのは，基本的にはエネルギーを授乳し，消化し，休息中に蓄え，活動と

して消費し，老廃物を排j笹すると言うことである。これは一連のエネjレギ一代謝性の生活リズム

である。このリズムは当初は母親とは異なるもので，母親はこのリズムに合わせて生活し世話を

やかなければならない。つまり母親の生活リズムの大多数が赤ちゃんのリズムに引き込まれる。

しかし，そのリズムは母親の方にも多少引き込まれなければ母親は自分の生活が確保できない。

このリズムの互いへの引込が子供を身体的に理解していることになると患われる。

一方，子供側は，生活のリズムの引込だけでなく，同時に生活に必要な運動形態を身に付けて

いる。一般にこの運動形態は母親から教わっていると考えられているが，子供はいったい何を教

わっているのか，また，母親は何を教えているのかは，高著ぎの陪で必ずしも明白になっているち

のではない。そこで，次にこの点について考えたい。ただし，このことを考えるために，生活か

ら離れたスポーツの場面でその例をみてみたい。それはスポーツでは運動形態の習得過程を，特

にスポーツの指導に携わっている者にとっては，何度も観察することができるので，この問題を

スポーツの場面で考えやすいからである。

スキーを行うときに，一般に大切でLあると考えられていることは，フォームである。しかし，

このフォームがなぜ必要で、あるかは明確ではない。そこで，スキーの場合では外界との力のやり

取りで自転が可能になるので，この点に先ず注目する必要があり，また，その力を達成させるた

めのフォームが必要で、あると考えたい。ただし，ここにはフォームと力との間楽関係が成り立っ

ているのではなく，詞時に成立していると考えたほうが正しいのであるが，便宜上，外界との力

のやり取りとフォームとを分離して考えたい。

スキーのパラレルターンのフォームを例に取ると立ち上がり，沈み込み，そして膝の押し出し

と続く一連の流れがあるo この一連の動作に対して外界との力のやり取りを行っている。つまり，

立ち上がり時では力は初め大きいが，それが徐々に小さくなる，ある力になると今度は沈み込み，

次に外界との力のやり取りが再び始まるときに膝の押し出を始める。このように，力のリズムに

関連して身体各部位の動作リズムが同識している。したがって，先にも述べたように動きは閤定

されたフォームではなく外界とのリズムによって変化するものであるので，フォームというより

運動形態であると考えねばならない。

このように，外界に対するリズム形成あるいは同調が，同時にリズムの分節化毎の動作を必要
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とし，動作のー纏まりが運動形態をなしていると考えられる。また，運動形態は可変的であるの

で，形と言うより動きの規定性(動作群は多くの場合，言葉によって規定されている)によって

構成されていると考えられる。

ここまで運動を分析してくると自他の運動の共通項という観点を抽出することができる。つま

り自己の運動は見えないので運動の規定性を実行しているということになる。また，他者の運動

は運動形態であり彫ではないので，これも運動の規定性を見ているということになる。したがっ

て，第一点として自他の共通項は運動の規定性であると考えられる。次にリズムであるが，これ

は一般には見えない。他者が運動しているときに開講さすことはによって，あるいは号令のよう

な音に表すことによって分かることができる。また，自分の運動時では，外界とのリズム形成と

して成立する。したがって，これも自他の運動の共通項であると考えられる。

2) 自己創出

他者と自分との身体表現の共通性がリズムと運動形態の規定性であるので，運動学習で，指導

者と学習者の間で共通項であり， f云違可能であるのはこの 2項目であると考えられる。それでは，

これだけで運動学習が可能になるのであろうか。次にこの点についてスキー学習の場面から考え

てみたい。

一般に行われているスキー学習を観察すると色々の指導内容があるようで，決して単一の指導

がなされているわけではない。しかし，それにも関わらず初心者のプルークボーゲンが似たもの

になる。後傾でテールを押し出す形で匝転している。これ‘は初心者の理解不足から来るものだと

一般には考えられている。しかし，もし理解が深ければ体が動くのであれば，極端な場合，自的

の運動を座学で勉強すれば即座に運動できるはずであるが，こんなことは現実にはありえない。

したがって，他の可能性を探る必要がある。

まず着目できることは，初心者で、も一応ボーゲンという形をとっているので，その規定性は守っ

ていることになると言うことである。しかし，後領していることは指導者とは異なる点である。

これに解釈が必要となる。そこで，これらの事を考慮して初心者の運動学習を再現的に考えてみ

たい。

まず始めに初心者は動きの規定性をイメージして動いてみる。これは現実的な動きではないの

で，失敗する。これを繰り返しているうちに転ばない方向へ自己運動を起こすことになる。しか

し，これにも現実との折り合いができるまで失敗する。そのうちの成功例が定着したのが初心者

に克られる後傾的ボーゲンである o これが再現的な解釈である。つまり，ボーゲンの規定性プラ

ス安全性の方向を向いた自己運動が現実に出会い，現実的運動形態を身に付けるというのが運動

学習，つまり自己創出であると考えられる。

VI.身体表現の構成

日常の活動を分析するさいに，色々の例を上げてきた。これらの例を学習過濯の場所の拡大に

応じて)1贋番を考えるならば，まず，赤ちゃんが生活リズムを得る例に始まり，運動形態を習得す

ること，またその内容の対比例として搬珠を飲む例に言及したこと，また，行動範罷の拡大とし

て町の例という)1闘になる。また，スポーツを例に出したのは，日常活動では分析しにくいときで

あった。特に運動形態の学習過程は日常では再現しにくいが，スポーツの世界では何度も再現す

ることができるので，これを例にあげたo これらの例を身体表現の説明をしやすくする様に本論
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では湾配列して臼常活動の分析を行い，以下のように考えてきた。

1 )身体表現は白日創出的産物であると考えた。 2)身体表現は外界との意味的関係を作ると

考えた。 3)主題の中で一連の身体表現が現れると考えた。

以上，身体表現の言葉的側面に着目したものである。これに対して，身体表現の素材は身体状

態と運動形態からなると考えて，自然科学との接点にも触れてきた。それは身体状態の基本は代

謝の臼常リズムにあると考えた。また，主題への身体的反応として心臓のリズム「ドキドキJす

る感覚を取り上げた。運動形態の情報単位に呼吸のリズムが関連することを指摘した。呼吸や心

臓は一般にはエネルギ一代謝との量的関連が自然科学的に鳴きらかにされている。したがって，

ここで、は呼吸や心臓はエネルギ一代識の量的側面だけでなく，情報的側面を担っている可能性を

指摘したことになる。さらに，運動形態は，外界の国子，特に力学的因子や対象と相補的関係を

なしていることを指婚した。
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