
は じ め に

スポーツトレーニングや体育授業において，中核的活動である運動指導は
動きの観察から始まる。したがって，とくに指導においては動きを見る眼の性
能如何でその成果も決まってくる。しかし，動きのなかの重要なできごとを見
抜く，つまり動きを読むということは誰にでも一様にできる簡単な作業ではな
い。

筆者が勤務する大学では，体育教師やスポーツ指導者を目指す学生のため
に，スポーツで行われる基本的な運動について比較分析する授業を開講してい
る。そこでは，上手な動きと初心者の動きをビデオカメラで撮影し，パソコン
を使ってスロー映像に編集したり，重要局面を静止画にしたりして，生の動き
の観察だけではなかなか見抜くことができない特性を理解することが求められ
る。

分析作業をしている学生と，分析対象の運動経過についてやりとりすると，
大事なことがまったく見えていないことに驚くことがある。精細な運動技術に
関する専門的な理解が足りないというようなレベルではない。学校の体育授業
で行われる教材運動程度のものであっても，その運動にとって本質的な技術ポ
イントが分かっていないのである。

たとえば，女子中学生のサッカー初心者にとってインサイドキックはさほ
どやさしい運動ではなく，体が横向きになってしまってキック動作にまったく
合っていないような脚の動き方をしていることがよくある。そのような動作を
見て，「何かおかしい」とか「下手だ」という印象は持っても，具体的にどこ
がおかしいのか，どうすればよいのか，またどのようなアドバイスを与えれば
よいのかなどについてはまったく分からない学生が少なくない。部活動でサッ
カーを行っている者でさえその傾向は否定できない。

マット運動の倒立前転を分析している場合，上手な者がなめらかに転がって
いるとか，バタンとマットにたたきつけられたようになっているというような
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ことは誰にでも分かる。しかし，前転や後転のようなやさしい運動であっても
小さく丸くなっているだけでは転がり運動は成立せず，何らかの加速動作が必
要になるのであるが，それがどのように行われているのかを目で見て善し悪し
の判断を下すのは素人にはできない。

これらのような簡単なポイントを見抜くことができないのは，眼前で繰り広
げられている運動の外形を表面的に眺めているだけだからである。そのため動
きの欠点は視覚的にとらえうるものしか探し出すことができない（それができ
るようになるだけでもかなりの経験を要するが）。

指導に役立つアドバイスを与えるためには，生徒や選手の動きを見るとき，
当人のからだのなかに入り込まねばならない。もちろん物理的に入り込むので
はない。他者の動きを見ながら，自分が行っているかのようにその感覚を感じ
取るという意味である。ヴァイツゼッカーはこのような見方を「移入的観察」
と呼んでいる。

移入的観察によって，動いている人間の運動感覚的内実を読み取ることがス
ポーツ指導者に求められる専門能力である。ここでいう運動感覚的内実とは，
本書のキーワードである「キネステーゼ（K�nästhese）」である。これは，端
的に言えば「運動の感覚」「動く感じ」を意味する語である。

キネステーゼという一般に流布しているとはいえない用語は，現象学者フッ
サール（Husserl, E.）による造語で，彼の後期思想の中心である発生論的現象
学における重要概念である。ギリシャ語の“k�nes�s”と“a�sthes�s”からな
る合成語であるキネステーゼは，直訳的には「運動感覚」であるが，われわれ
が今日一般的に理解している生理学的あるいは心理学的意味での運動感覚とは
異なる語義をもつ。本論第Ⅱ部において詳述されるが，キネステーゼは感覚と
いっても神経活動のような科学的認識の対象となるようなものではなく，人間
の運動や知覚を現出させる機能ととらえなければならない。したがって，その
存在は物的に証明できるものではなく，われわれのさまざまな現象を説明する

「原理」である。
このフッサールによるキネステーゼを，わが国の運動研究におけるキーワー

ドにまで広めたのは金子明友氏である。金子氏は，人間が運動を習得し，さら



にその技能を次代に伝えていく人間学的・生命論的過程を，それぞれ「創発」
と「促発」という固有概念で体系づけ，大著『わざの伝承』（2002）にまとめ
あげた。

さらに，人間が意味系・価値系のなかで固有の運動形態を身につけていく
過程を運動発生論的視点からまとめた集大成『身体知の形成上・下巻』（2005）
および『身体知の構造』（2007）などの著書において，表面化した意識や物理
事象では解明できない人間の運動の習得構造について，無意識の深層まで遡っ
て現象学的考察を進めた。

なお，金子氏は，この語に「運動感覚能力」（2002，p.2）や「動感」
（2005a，p.304）という訳語をあて，生理・心理学的イメージを持たれやすい
直訳的な「運動感覚」という語を避けている。本論において「キネステーゼ」
というフッサールの用語をそのまま使っているのは，どの語を使ったとして
も，これまでの概念とは一線を画した新しい現象学的運動学の新用語としてと
らえなければ意味をなさないと考えたからである。たとえば「動感」は日本語
として古くから親しまれており，なじみやすいという利点はあるが，「ある物
がいかにも動いているように感じられること」（大辞泉）という意味でも理解
されているように，これまでに親しんでいる語であるがゆえに多様な理解，あ
るいは異なるニュアンスで理解される可能性がある。金子氏も随所で注意を促
しているが，物理・生理学的意味での運動や感覚，さらに発音の似たキネステ
ジー（K�nästhes�e）*1 など，現象学的意味の運動や感覚とは異なる領域で扱わ
れる用語との概念的区別が明確にできない限り，フッサールの意味でのキネス

*1 これも日本語では「運動感覚（運動覚）」と訳され，本論の主題であるキネステーゼ
（K�nästhese）と同じ語となってしまうが内容はまったく異なる。K�nästhes�e とは，固有受
容器等の「運動覚分析器を通して獲得される，自分の運動の空間関係，時間関係，緊張関
係の知覚」（バイヤー，1993，p.15），あるいは触覚，圧覚，痛覚などの「身体表面で感覚さ
れるものの総体」（Loosch, E., 1999, S.291），また，「体性感覚（somat�c sensat�on）情報に基
づく位置の感覚（sense of pos�t�on），力・重さの感覚（sense of forth），動きの感覚（sense 
of movement）」（『スポーツ科学事典』，2006，p.38）といった生理学的意味での運動感覚

（k�nesthes�a）を表す。
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テーゼ理論はまったくとらえどころのないものとなってしまう。
本書の主題は，金子氏がフッサールの現象学を援用して確立した発生論的ス

ポーツ運動学のキー概念であるキネステーゼを，運動指導の場において指導者
がどのように把握しているのか，あるいはどのような方法で把握していくこと
ができるのかという問題圏の解明である。とくに，キネステーゼに支えられた
スポーツ運動の動きの意味を読みとく運動観察論について，現象学的運動学の
立場から考察していくものである。

｢動きを読む観察論｣ と比喩的にいうことはできても，具体的には何を読み
取ればよいのか，その内容は多岐にわたる。本書は，選手や生徒の運動学習の
現場で，指導者が観察し，理解していくべき内容を事例的に論究していくもの
である。表面的な観察を超えて，実施者の意識，および無意識の世界のできご
とを読み取る手助けになれば幸いである。

─ 本書の構成 ─

本書の構成は大きく 6 部構成となっている。それに加えて，附論として，本
書にとって重要な概念について事例を交えながら解説した。

第Ⅰ部は，運動観察の最初の活動としての運動のとらえ方，見分け方に関す
る基礎的考察である。

まず第 1 章において，運動の質的把握に関して論及し，われわれが運動を
「見る」ということの意味や構造について，一般的見解の見直しから出発する。
その結果，人間の動きを見るときには，物理的位置移動を視覚的にとらえてい
るだけでなく，その動きの意味を類型的に把握していることを明らかにする。

続いて第 2 章で，この「運動の類型的把握」のしくみについての解明を試み
る。運動の類型論は，測定値から決定される自然科学的分類とは根本的に異な
る分類の仕方で，人間にとってどのような意味や価値をもっているかという視
点に基づく質的分類論である。この章の考察によって，運動観察活動の原理的
理解が固められることになる。

次に，指導力養成には観察力の向上が不可欠であるという認識に基づいて，



運動観察力を高めるための方法論の構築の必要性を第 3 章で喚起する。しか
し，それは単に観察経験を増やしたり，技術的ポイントを指導したりしていく
だけで達成できるものではないことが，大学生を被験者とした観察実験によっ
て例証される。つまり，運動を見るということは，学習者の動きだけを見てい
るのではなく，運動実施者の内的意識過程まで含めて理解していることが確認
され，その領域に立ち入ることなくして運動指導力の解明には至らないことが
指摘される。

続いて第Ⅱ部は，運動観察とは外から見た動きの過程の理解だけでは十分と
はいえず，運動を遂行するものの内的構造を理解することが必要であることを
キネステーゼの視点から考察する。

まず第 1 章では，本論の主題であるキネステーゼの概念，とくに能動的キネ
ステーゼと受動的キネステーゼの関わりについて感覚論の立場から説明する。

学習者のキネステーゼを把握するといっても，指導者が普通の生活態度のな
かで過ごしている限りは，つまりフッサール（1979，p.31）の言う「自然的態
度」のなかでは，指導者自身のキネステーゼと学習者のキネステーゼ地平の相
違に気づくことはない。その結果，指導者がもっている「あたりまえ」の感覚
が実は学習者にはまったく備わっていないという認識は生じない。そのため，
コーチの熱心な指導にもかかわらず上達しない選手には努力不足が指摘された
り，体育授業でいわゆる“運動音痴”の生徒たちが不器用というレッテルを貼
られて指導の対象とされてこなかったことは否定できない。

そこで第 2 章では，今日の学校体育における運動学習および指導に関する運
動学的問題性を指摘し，運動発生が体育学習の中核であることを強調する。同
時に，教師が生徒の運動発生を促すには，生徒の身体に住み込みながらキネス
テーゼを適切に理解していくことが不可欠であることを説明する。

続いて第 3 章では，キネステーゼ意識の発生の様相を探る事例研究を提示す
る。そこでは，初心者のキネステーゼ構造を指導者がうまく読み取れなかった
事例をもとに，キネステーゼの解釈の問題性を提起し，キネステーゼ・アナロ
ゴンの適格性について検討する。

第 4 章は，本書のメインテーマといえる「志向分析」についてまとめたもの
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である。
第Ⅲ部は，Ⅱ部で考察した志向性理論に基づいて，従来の指導実践における

問題性を指摘する。
第 1 章は，運動が“うまくできない”生徒に対する志向分析の仕方について，

理論的基礎となるプロレープシス原理の視点からみた例証である。
第 2 章は，従来の運動発達に関する見方および研究は，運動指導の視点から

みれば不適切な場合があることを事例的に検証し，志向性の観点からとらえ直
すべきであることを論じたものである。

第Ⅳ部では，運動観察能力の形成には運動の知識や見る経験が関わっている
だけでなく，観察者自身が指導にとって適格な運動感覚意識をもっていること
が不可欠であることについて事例を提示しながら解説する。

第 1 章は，運動観察，つまり一般的意味の他者観察の土台となるのは，自分
の動きを感覚的に把握する自己観察能力である。これまで，自己観察能力の形
成過程について体系的に調査されたものはなかった。本書では，筆者自身の体
験から自己観察の内容および把握の内実について考察したものである。

第 2 章では，指導者が動きの感じをどのように理解しておくべきかについ
て考察を加える。動きを教えることは「コツ」をつかませることに他ならない
が，指導者のコツの意識と学習者の意識が同じである保証はない。指導者に
は，学習者のキネステーゼ世界に入り込むことが求められるのだが，それが可
能となるには，指導者が自分の運動感覚意識を意図的に覚醒させる必要がある
ことを，バレーボールのアンダーハンドパスの事例に基づいて喚起する。

第 3 章では，前章で明らかとなった問題の解決のために，技能は持ちなが
らも指導に必要な運動感覚意識が欠如している熟練者に対してそれを覚醒させ
る方法について検討した。フッサールの発生現象学の方法を応用した「キネス
テーゼ解体」について解説する。

第 4 章では，キネステーゼ解体を指導者へ適用して運動感覚意識を覚醒させ
た事例を紹介する。

第Ⅴ部は，第 1 章として，これまでの考察の総括として「動きの意味を読
みとく運動観察の構造」について体系的にまとめた。とくに運動観察，志向分



析，運動感覚意識の覚醒など指導者に求められる活動の相互関係を提示する。
さらに，スポーツ指導者育成にとって，実技能力の向上と並んで，「キネステー
ゼ解体」などを通して自分自身の動きの感覚を再確認する学習活動が不可欠で
あることに論究する。

さらに第 2 章として，運動観察論とは究極的には運動指導のためのひとつの
理論であることから，「運動指導論の研究法」を論じた。

附論は，本文の理解に有用な事項の解説であり，「運動モルフォロギー」「コ
ツとカン」「プロレープシス」「運動ゲシュタルト」「潜勢運動」「自分の動きの
違いに気づくこと」の項目が挙げられている。
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