
;~^~FL~*~~~)~~:rf~~=F~~~~~~.~~~.~~i~~,~+,~~: Bull. Health & Sport Sciences, Univ. of Tsukuba 13 : 101-109, 1990. - 101-

;~ .t.' - 'y ~~~i~~:~ O) F'~*i~1~ 'I~t C; , ~~ 
'*' 

~1~]IE~~i 

Eine ph~nomenologische Betrachtung 
ttber die Hierarchie der Begriffsbestimmung sportlicher Technik 

Masao ASAOKA 

Heutzutage ist allgemein anerkannt, daB die sportliche Technik in meisten Sportarten emen 

entscheidend leistungsbestimmenden Faktor darstellt. Trotzdem ist der Begriff '<Technik" im Sport 

nicht immer bis jetzt eindeutig definiert. Der Zweck dieser Betrachtung besteht darin, daB die 

Hierarchie der Begriffsbestimmung sportlicher Technik durch die ph~nomenologische Betrach-

tungsweise ins klare gebracht werden soll, um die grundlegende Uberlegung iiber die Technik im 

Sport beizutragen. 

Beim Zusammenfassen der bisherigen Definitionsvorschl~ge uber die sportliche Technik kann 

man sagen, daB der Begriff <'Technik" aus den folgenden zwei Komponenten besteht; "Technik als 

sportliche Bewegungsfertigkeit" und "Technik als Lehrinhalt" , das heiBt <'als Summe der Kunstregeln 

einer bestimmten Sportart" . Im Unterschied zur Technik als Bewegungsfertigkeit versteht man im 

allgemeinen unter der Technik als Lehrinhalt zuerst ein Grundverfahren zur bestmdglichen Ldsung 

einer bestimmten sportmotorischen Handlungsaufgabe. 

Meiste Sportarten setzen sich aus einer Anzahl von Techniken in diesem Sinne zusammen, die 

nicht stereotypische Unver~nderlichkeit ausweisen, sondern situativ bedingt variiert werden k6nnen. 

Sie werden aufgrund einer Gemeinsamkeit der r~umlich-zeitlichen und dynamischen Strukturen in 

bezug auf Bewegungsform so typisiert, daB der Erwerb dieser Bewegungsform in der Bewegungs-

schulung erzielt werden. Dabei werden die einzelne konkrete Bewegungsfuhrungsweisen als unterge-

ordnete Techniken hervorgehoben, die das Zustandekommen einer Bewegungsform ermdglichen. 

Diese Technik als konkrete Bewegungsfuhrungsweise soll auf praktischem Wege gefunden und 

durch den Transfer einer Bewegungsform auf andere Personen ihre Gultigkeit geprtift werden. Dabei 

darf man nicht ubersehen, daB man im phylogenetischen ProzeB die verschiedenartige Typen inner-

halb einer Technik als konkrete Bewegungsfuhrungsweise feststellen kdnnen. 

Infolgedessen soll es unentbehrlich sein, die grundlegende Techniken zur Hervorbringung des 

Grundschemas einer Bewegungsform und die hchere Techniken zum Zustandekommen einer differen-

zierten Bewegungsform zu unterscheiden. Zum SchulB sei betont, daB bei der Betrachtung der 

sportlichen Technik in einzelnen Sportart sorgfaitig solche hierarchische Begriffsbestimmung uber-

legt werden soll. 
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ても，さらにスポーツの観衆にとっても重要な意

味をもつものとして認識されている」（菅原29〕pp．

3）。それにもかかわらずスポーツにおける技術概

念は，これまで必ずしも明確に定義されてきたわ

けではない。とりわけ我が国では，スポーツ科学

の術語論領域の立遅れと相まって，スポーツにお

ける技術概念は相変らず日常語の域を出ないまま，

さまざまな意味に用い一られている。このような専

門語の混乱は，まず第一に「知的技術」，「集団技

術」（永井25）pp，205）といったスポーツにおける技

術概念の我が国独自の用法に，さらには，「指導法」

（Lehrmethode）や「方法学」（Methodik）とい

う専門語がスポーツ科学においてすでに国際的市

民権を得ているにもかかわらず，「指導技術」や「指

導技術学」といった用語が近年頻繁に使われてい

ることにも見られよう。このように，ある目的を

達成する仕方のすべてを技術と見なしてしまうと，

スポーツにおける技術概念は際限なく拡大されて

しまうことになる。このために我が国では体育や

スポーツにおける技術概念をめぐって不毛の論議

が繰り返されているのは周知の通りである。科学

的研究にとって，専門概念の一義的定義と体系化

が不可欠なのは喋々するまでもない。しかしこの

ような専門概念の混乱の背景には，それによって

捉えられ，意味されている概念内容の検討が不十

分のままに止どまっているということが忘れられ

てはならない。

　スポーツの領野で技術という概念が世界的な規

模で注目されはじめたのは，アテネで行われた第

一回近代オリンピック大会以降のことであるとい

う（Bemett1）S．126ff．）。当時としては画期的な催

しであったこの国際競技会では，とくにアメリカ

の選手とヨーロッパの選手の運動の仕方が異なっ

ていたのが目立ち，運動の成果は運動経過
（Bewegungsab1auf）の合理的な仕方に大きく左

右されるという重要な認識がもたらされたからで

あった（金子12）p．98）。従ってスポーツにおける技

術は，諸外国では始めから運動経過に示される仕

方に関連して，運動技術（Bewegungstechnik）と

して取りあげられ，後の考察で示されるように，

戦略や戦術といったスポーツ種目全体を対象とし

た「行動技術」からは一線が画されていたのであ

る。この場合，運動技術は「スポーツ技術」（sport－

1iche　Technik）の上位概念と位置づけられ，ス

ポーツ技術はスポーツに固有な運動技術と解され

る（Mech1ingu．a．20〕S．404f．）。

　運動技術に関する多くの研究者の定義提案をま

とめて考察すれば（Ke11er16〕：Trogsch31）：

Meine121）：Bernett1〕：Fetz4〕），運動技術は「運動習

熟（Bewegungsfertigkeit）としての技術」と「仕

方の規則の総和ないし指導内容としての技術」の

2つからなると考えるのが一般であろう
（Bemett1〕S．128）。このような区別に基づいて，

今日では運動習熟を獲得し完成へと導いてゆく運

動の学習プロセスの解明が一方で，さらには「理

想型としての行為目標」（Martin18〕S，178），ある

いは「ひとつのスポーツ種目に関係した理想的な

運動モデル」（Grosser9〕S．8）としてのスポーツ技

術の記述が他方で，運動技術論の主要なテーマと

なっている。

　運動習熟は「ある一定の能力段階でマスターさ

れた運動経過であり，同時に運動系の学習過程の

成果でもある。それは目標をもった意識的な運動

行動というだけでなく，運動行動の一定の質，つ

まり目標や課題設定に適った運動経過のマスター

の度合も表わしている」（Martin18〕S．179）。しか

し個人的に多様な前提条件に基づいて，ある課題

解決にあたって合目的的，経済的に行われた運動

経過そのものは，ただちに運動技術の成立を意味

しはしない。個人的に獲得された運動習熟は，そ

れが公共的技術として取上げられ，他の人に伝播

されない限り，その個人とともに墓の中に葬り去

られてしまう運命にある。このことに関連して村

上は，「個人のレベルにおいてたとえ純粋に身体的

熟練のみであると思われる技術であっても，社会

的文脈の中では，それは全体的な『知』のネット

ワークの中に組み込まれて，そのロゴスの把握を

通じて，社会の目的達成行為と結びつくのであっ

て，逆に見れば，そうでないような種類の『技術』

は，技術として扱うことに大きな意味を見い出せ

ない」と述べて，技術の重積的構造を明らかにし

ている（村上28〕pp，10）。

　従って，ここではまず始めに，個人的スフェー

レに関わる「運動習熟」と社会的スフェーレで問

題にされる「運動技術」の区別を明らかにしてお

かなければならない。運動技術は，諸々の発達，

判断基準，規則，規範といったすべての要因に依

存して，特定の課題解決に現在のところ最も合目

的的だと判断された一っの「基本的な仕方」であ

り，それは運動を実際の運動経過として遂行する
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個人から原則的に解き放たれており，このことを

通して「客観的に定義された行為目標，理想型と

してのモデルという機能を獲得する」のである
（Martinユ8〕S．178）。

　しかしこのような区別にもかかわらず，運動技

術の成立に運動習熟は不可欠の前提条件になって

いる。技術と習熟は，新たな技術には新たな習熟

が要求され，これがまた再度技術に解消されなが

ら発展してゆくという弁証法的関係をとるからで

ある（武谷30〕pp．137）。それ故，何人にも転移可能

な一般妥当的実施法としての運動技術は，個人的

運動習熟にその発生的端緒が求められるだけでな

く（Meine122〕S．26：p．14），複数の個人によって

実際の運動経過として実現されることを通して，

その公共性が検証されなければならない。さらに

今日的な意味での生産技術は，次第に機械化，自

動化されて人問の運動の局限化の方向に進むのに

反して，スポーツにおける運動技術では，高度に

なればなる程，その前提となる運動の質的熟練や

身体的能力がより多く要求されるということが忘

れられてはならない。スポーツにおける運動技術

は「ある一定の運動能力の前提を練習によって作

り出した上でなければ，適用され転移されること

はできない」のである（金子12〕p，108）。

問題の所在と研究法

　特定の課題解決に現在のところ最も合目的的だ

と判断された］っの「基本的な仕方」としての運

動技術を明らかにするには，まずもって運動

（Bewegung）という概念そのものを検討しなけ

ればならないのは論をまたない。自然科学の領野

では運動は比較的明確に定義される。物理学では，

運動は時間と関係したある物体ないし質点の位置

移動と定義されている。しかし人問の運動を人間

の身体の運動と同義に捉え，身体（derKδrperdes

Menschen）も地球上にある限り物体（Kδrper）で

あり，重力の作用を受け，力学的法則に従わざる

をえないとして，それを物理学的運動に限定して

しまうのは，今日のスポーツ科学ではあまりに狭

すぎるとして退けられるのが一般である（金子14〕

p．283：Bδs　u，a．2）S．59f1）。

　ボイテンデイクは単一の視点から人間の運動の

体系論を展開することの不可能さを論じる中で，

人問の運動について次のように述べてその本質的

特性を明らかにしている。「それは，抽象の中での

み（nurinabstracto）ひとつの即自的に存在する

自然現象である。具体的には（inCOnCreto），まさ

しく運動している人問（そして動物）だけしか存

在せず，それも厳密には一定の事態や一定の状況

下でのことなのである。」．（Buytendijk8）S．61f．）し

かし運動という一般概念が運動する物や人から引

離して表象できないからといって，運動それ自体

の対象的存在性を否定するわけにはゆかない。た

しかに運動は動く物なしには表象されず，それと

結びついて，それに基礎づけられてのみ意識され

るが，運動一般と動く物体とは載然と区別される。

前者は，後者を基底とする，高次の意識において

直観される存在として，対象的存在性をもつので

ある（下程28〕pp．175）。つまり我々は，現実に行な

われた個々の運動を比較することによって，運動

をさまざまな価値基準に基づいて類型的に区別す

ることができる。このような人間の運動の類型学

的分類に関連して，ボイテンデイクもまた人間の

運動が遂行の仕方（Ausfuhrmgsweise），動因

（An1ass），意味（Bedeutung）という三つの視点

からさまざまに分類されることを指摘している

（Buytendijk3）S．59ff．）。ここにおいて，運動はノ

エシス・ノエマの相関関係においてノエマ的対象

と捉えられることになり，運動技術の考察も概念

的思考に関わる経験的一般性の構成の問題に立入

ることを余儀なくされる。

　フッサールは経験対象を整序してゆく類型的一

般性の構成の問題を扱った彼の代表的著作「経験

と判断」の中で次のように述べて，経験的一般性

にさまざまな段階のあることを明らかにしている。

「類型的に把握された事物はすべて，把握の枠組

みとなる類型の一般概念へと我々を導いていく可

能性がある。他方しかし，われわれはこうして一

般者にいやおうなく目をむけさせられるというわ

けではなく，ときには一般的な意味をもっ『犬』

というなまえを利用することがあっても，類型的

にとらえられた犬を一般者『犬』の個別例として

主題的に把握する必要はかならずしもなく，個別

の犬としてそれに目をむけることもできる。その

とき，もともと把握のさいの枠組みとなった類型

との，受動的にまえもって構成された関係は，主

題とはならない。だが，その関係にもとづいて，

『犬』という一般概念を形成し，以前にしられた

べつの犬を表象する可能性は，つねにのこされて

いる。また，自由な空想形成のなかで，すきな数
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だけの犬を表象し，そこから一般者『犬』を洞視

することもできる。…こうして，統一的にとらえ

られた一般的類型，っまり連想的によびおこされ

る対象相互の同等性関係にもとづいてはじめて把

握される一般者は，おおくの特殊概念をうちにふ

くむ一般概念となる。」（Husser111〕S．399£：pp．

319）

　自然的経験統覚によってまず始めに前学問的な，

さまざまに非本質的な類型構成が生み出され，そ

れに基づいて学問的類概念は，体系的，方法的経

験を通じて本質的類型を規定しようとする。しか

しこのような本質概念を獲得するには，経験的比

較だけでは不十分である。そのためには，経験的

に与えられるもののうちに最初に浮かび上がって

くる一般性が，ある特別な防止策によって何より

もまず偶然性の性格をとり除かれなけれぱならな

い。このためにフッサールは，「自由な変更作用」

（freieVariation）に基づく「本質直観」（Wesens－

erschaumg）の方法を用いた（HusserI11〕S．409ff．：

pp．328）。

　メルロー・ポンティによれば，多くの自然科学

的研究において，きわめて多数の事実から帰納を

行うときでさえ，そこでは決して可能な事例のす

べてを検討しているわけではなく，フッサールの

いう意味での自由変更の操作が行なわれていると

いう。「帰納はあながち多数の事例の調査に基づか

なくても構わないのであり，帰納とはむしろ知的

な分析の操作であって，その正しさの検証は，こ

のようにして作られた概念群が当該現象に全面的

な，あるいは少なくともそれに必要なくらいの照

明を与えるかどうかによって決まる」のである（メ

ルロ・ポンティ24）pp．49）。

　本論の目的は，この本質直観の方法に基づいて，

スポーツ技術によって意味される概念内容の階層

性を明らかにすることにある。一回性をその本質

的特性とするスポーツ運動の場合には，フッサー

ルのいう「完全に同等の個物のくりかえしからう

まれる一般者たる具体的一般性」の構成は問題に

ならない。ここでは「たんなる類似にもとづく一

般性としての高次段階の一般性」の構成の問題が

取上げられ，しかもその考察は「端的な経験の対

象」に関わる「事象的一般性」に限定される
（Husser111〕S．403ff．：pp．322）。

行動技術と運動技術の階層

　スポーツ行為全体を構造的に捉え，それを構成

している諸要素問の関係を明らかにして運動の指

導や学習に役立てようとする試みは，近年とくに

行為理論（Hand1ungstheorie）の枠内で大きな発

展が見られる（Flanke5〕S．9ユf£）。この場合，スポー

ツ行為は刺激と反応の単純な組合わせとして説明

されるの亡はなく，目的志向と期待調整に基づい

て階層的に組織されたひとつの構造体と解される。

このような行為理論の立場から，ハゲドルンらは

バスケットボールに関して「戦略一戦術一戦術の

構成要素（Vortaktik）一技術」という階層的行為

モデルを明らかにしている（Vo1pert32〕S．91ff．）。

この場合「戦術の構成要素」はさらに「部分集団

の連携動作パターン」（partie11－konektive　Inter－

aktionsprogramme）と「個人の可変的行動パター

ン」（variab1e　individue11e　Ab1aufprogramme）

の2つの階層に分けられる。

　このような階層構造において，例えば「部分集

団の連携動作パターン」としてのバスケットボー

ルのスクリーンプレイは，戦術的行動課題を解決

する一つの理想類型的な行動の仕方として一般に

技術と見なされる。しかしこのフォーメーション

プレイは，さらにそれ自体が達成課題と見なされ

るや否や，今度はそれを達成するための仕方が，

つまりパスやシュートやドリブルといった「個人

の可変的行動パターン」がやはり同様に一般的な

意味の技術と見なされる。この場合，「個人の可変

的行動パターン」の階層で取り上げられるパスは，

「パス」という行動課題を達成する限りでは，そ

の仕方はあれでもよく，これでもよいのであり，

チェストパス，ショルダーパスといったより具体

的な個々のパスの仕方から抽象された「パスー般」

を意味することになる。これに対して，もともと

一般性の高次レベルにあるこの「パス」という名

辞によって同時にある特定のパスの仕方，例えば

チェストパスを意味することもできる。この場合，

用いられる名辞はたとえ同じでも，これによって

意味されるのは，具体的な運動経過に関わる規定

をもったある特定のパスの仕方であり，これもま

た「パスー般」の達成課題をより合理的に解決す

る一つの仕方という意味で技術と解される。っま

りこのようなスポーツ行為の階層構造において，

「戦略」はスポーツ行為全体の課題達成に対して，

「戦術」は「戦略」に対して，「戦術の構成要素」
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は「戦術」に対して，「技術」は「戦術の構成要素」

に対して広い意味で技術とみなされるのである。

　従ってここでは第一に，すでに述べた「戦略」

から「戦術の構成要素」までで取上げられる技術

を「行動技術」として，「運動技術」の階層から区

別する必要があろう。

　ゲーナーは機能的運動分析（funktiona1e

Bewegungsana1yse）の立場からスポーツにおけ

る運動目標（BewegmgszieI）を次の3つに大別し

ている：1．最終状況の達成だけを目指すもの，

2．特定の開始状況から出発してある最終状況を

目指すもの，3．運動の展開それ自体を目指すも

の（Gdhner7〕S．72ff．）。例えば球技におけるシュー

トでは1の運動目標の逮成が，陸上競技の槍投や

走幅跳では2の運動目標の達成が，体操競技では

3の運動目標の達成が目指される。しかしここで

は，1の運動目標の達成を目指す運動も練習場面

では2ないし3の運動目標をもったものとして行

われ，その具体的な展開の仕方はその時々に達成

されるべき運動目標によって規定されるというこ

とを確認しておかなければならない。1や2の運

動目標をもった運動が3の運動目標に基づいて行

われるという場合には，その運動は運動練習
（Bewegungsschulung　od．一gesta1tung）の達成課

題と捉えられ，そこでは「あらかじめ与えられた

運動の操作や展開の記述にできるだけ最適に接近

するということが，あるいは欠点のない，正しい，

理想的なものとしてあらかじめ与えられた目標像

からの逸脱をできるだけ少なくするということ

が」目指される（Gδhner7）S．79f．）。この場合，運

動練習の達成課題として目指される運動は，上位

に位置づけられた行動課題を合目的的に解決する

ひとつの仕方という意味で一般に「運動技術」と

見なされる。

　この意味の運動技術は，ほとんどのスポーツ種

目においてただ一種類というのではなく，多数の

種類をもっている。それら多数の運動技術は，と

くに球技ではあるステレオタイプ的な常同性を示

すのではなく，状況に応じた多様な一変形を余儀な

くされる。実際には多様な変形を通して現れるこ

れらのさまざまな運動は，試合やプレイの観察を

通して，空時・力動的な運動経過の類型的共通性

に基づいて，異なった揮動形態（Bewegungsform）

として帰納的に分類される。しかしこうして分類

されたさまざまな運動形態はただちに運動技術を

意味するわけではない。それらは競技結果に対す

る価値や重要性に従って構造化されて，つまり演

緯的手続きを経て始めて運動技術として位置づけ

られるのである（Martin18〕S．204ff．）。

　ここではさらに第二として，二三回の練習です

ぐに成功してしまい，後はいくら練習を重ねても

上手にならないような運動は技術としては取上げ

られないということを強調しておかなければなら

ない。技術として取上げられる運動は，その習熟

によって熟練性が高まるという特性を，すなわち

金子の意味の「技術性」（金子13〕pp．157）を内包し

ていることによって，運動練習の対象となるもの

でなければならない。この場合，ある特定の運動

形態を練習対象として取上げる2つのスフェーレ

が区別されよう。ひとつは，ある行動課題を達成

するために，ある運動形態が系統発生的な視点か

ら現在のところ最も合目的的な仕方として目指さ

れる場合であり，もうひとつは，個体発生的な観

点からある運動形態が個人の習熟位相における特

定の段階の目標運動（Zie1ubung）として位置づけ

られる場合である。フォスベリーがメキシコオリ

ンピックで優勝して以来，彼の行った背面跳びは

ベリーロールの普及をはるかに上回る勢いで全世

界に浸透し，今日では陸上競技の走高跳において

他の跳び方を目にすることはほとんどできなく

なってしまった。しかし技術発達史の申ですでに

古くなってしまったと思われる運動形態も，それ

が個人の学習行為全体の中に位置づけられて，そ

の習得がある価値判断の基準に照らして学習行為

の目標達成に役立っと認められる場合には，「運動

技術」として運動練習の対象に取り上げられるこ

とになる。

　行動技術と運動技術の弁証法的発展関係を考え

れば，確かに行動技術の研究は運動技術の研究と

切り離すことはできないであろう。しかしこのよ

うな区別を無視したところでスポーツ技術にっい

て甲論乙駁しても，不毛の論議にならざるを得な

いのは火を見るよりも明らかである。行動技術の

領域はスポーツ科学の枠内では，既に「戦略」や

「戦術」という概念によって表わされ，それらの

研究は行為理論の枠内で夫きな発展を示している。

なかでも個別のスポーツ種目における行動技術の

体系化はそれぞれの種目の指導方法論にとって不

可欠の研究課題となっている。
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「技」と「技の技術」の階層

　陸上競技の走高跳では，できるだけ高いバーを

跳び越すための運動技術として「はさみ跳び」，「ベ

リーロール」，「背面跳び」などが，器械運動では

鉄幣のバーにあがる技術として「振上がり」，「逆

上がり」，「け上がり」といった仕方が開発されて

きた。この意味の運動技術は，いわゆる科学的研

究によってアプリオリに組立てられ，作り出され

てきたのではなく，創造に満ちた実践の場で発達

し検証されてきたということをここで再び強調し

ておきたい（Meine122〕S．247：p．266）。ゲーナー

の指摘を待つまでもなく，「理論的にのみ最も良い

ものとして発展させられた所産も，それが実践の

中で実現されないのであれば，つまり選手によっ

て実行されないのであれば何の価値もない」から

である（Gδhner8）S．232）。まだ誰もやったことの

ない新しい運動形態をある個人がはじめて行うと

いう場合，そこではその個人が「ある狙いをもっ

て工夫した末に，運動形態の青写真を作り出した

ことと，その珍しい見たこともないような運動を

魔術的な仕方，或いは抜群の能力で」可能にした

という2つのことが同時に起こっている（金子ユ3〕

p．203）。この場合，特定の個人がその運動形態に

繰返し成功するということは，たとえ主観的な仕

方ではあっても，その人がそれを達成するための

自分なりの「こつ」をつかんだことを意味してい

る。しかもこのような個人的な「こ．つ」は，その

運動形態を身につけたいと思っている他の人に

とっては，非常に大きな関心事にならざるを得な

い。この「こつ」はそんができる人の運動経過に

はっきりと表わされ，練習者はそれを聞きかつ見

て，次第に自分なりの「ポイント」をつかむこと

によって，一その運動形態を身につけることができ

るからである。こうしてその人の周囲にその「こ

つ」を自分なりの「こつ」としてつかむ人が現れ，

その人数の増加とともに，はじめはその人にしか

できなかった個人的な「こつ」であったものは互

いに共通する内容把握を認めあって次第に公共性

を帯びはじめ，これにともなって達成課題として

の運動形態とその運動形態を達成する仕方の分化

が生じる（金子13〕pp．203）。

　従ってここでは，「行動課題を達成する技術とし

て，運動練習の達成目標として目指される運動形

態」と「その運動形態を達成するための下位技術」

の区別を明らかにしておかなければならない。練

習対象として目指される運動形態は，諸外国では

HUbung”や！！exercise”の概念によって

一’Bewegung”やumovement”から区別されている。

このr＝lbung”もuexercise”も，もともと繰り返し

を特徴とする「練習」を意味し，そこから転じて

ある目的をもった練習の目標ないしその成果形態

としての「運動」を意味するようになったのであ

る（Leist17〕S．437）。我が国ではこのような意味の

「運動」を古来から「技」（わざ）という概念によっ

て表わしている。もともと手仕事の器用さを表わ

した技の概念は，芸道の発展とともに生じたわが

国固有の概念であり，武道の世界では「相手に仕

掛ける一定の型の動作」（新村26）p．74）を表わすの

に用いられている。本論では，習熟の意味内容を

ともに含む我が国固有の「技」の概念そのものに

立ち入ることはできないので，上に述べた意味で

「技」と「技の技術」を区別して以下の考察を進

めることにしたい。

　一般に日常生活では，「歩く」や「走る」といっ

た運動形態（Bewegungsform）の区別は漢然とし

た認識に止どまっていても別に不便は感じない。

これに対して，ある運動を技として練習またはト

レーニングの対象に取り上げるためには，課題と

しての運動形態が一体どのようなものであるのか

が明確に捉えられていなければならないのは論を

またない。課題としての運動形態に動揺が現れた

り暖昧さが出れば，そこには他の課題をもったも

うひとつの技が新たに生じるか，あるいはその技

が変容して以前の技は消滅してしまうことになら

ざるを得ないからである。

　ある技を他の技と区別するには，まずはじめに，

金子による「体勢変化要因」と「姿勢変化要因」

の2つに考察の拠点を求めることができよう。こ

の場合体勢変化は身体全体の空問的転位を表わし，

運動中の身体の姿勢変化と区別される（金子’3〕pp．

176）。例えば鉄棒運動の「上がり方」は，体勢変

化要因の共通性に基づいて，まず始めに「単純移

動上がり」，「回転上がり」，「回転未満上がり」の

3つに大別される（金子’3〕pp．187）。体勢変化要因

に基づいて区別されたこれらの技は，さらに姿勢

変化要因に基づいて，例えば「回転未満上がり」

の場合には，正面け上がり，背面け上がり，片も

もかけ上がり，両ももかけ上がり，片膝かけ上が

り，両膝かけ上がり，浮腰上がりという7つの技

に分けられる。こうして分けられた各々の技は，
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「鉄棒の握り方」や「運動の空一時規定」といった

運動経過の細部を規定する姿勢変化要因に基づい

て，さらに逆手け上がりや片外かけ上がりなどへ

と細分化されることになる。

　同様に陸上競技の走高跳におけるさまざまな跳

び方は，まず始めに体勢変化要因に基づいて，ベ

リーロール，正面跳び，背面跳びの3つに大別さ

れる■。しかしこれらの3つの跳び方にさらにロー

ルオーバー，ラルソンスタイルといった跳び方を

加えてこれらを明確に区別するには，そこに運動

経過の細部を規定する姿勢変化要因をもち込まざ

るを得なくなる。こうして区別された純粋な正面

跳びは，しかし実際の遂行の中では独特のシザー

スという空中動作の負担を軽減するために，次第

に助走方向を斜めにとってラルソンスタイルヘの

傾斜を示すという（丸山ほか工9〕pp．154）。このよう

な「運動形態の収赦性」（金子ユ3〕pp．156）を考慮し

て，ベリーローノレ，ロールオーバー，正面跳び，

ラルソンスタイノレ，背面跳びという5つの跳び方

を異なった技として練習対象に取上げるには，

各々の技の運動形態に関する固有の課題性が明確

に規定されなければならないのは論をまたない。

技は類似の他の技との比較を通して代替不可能の

独立した運動形態が確認されて，はじめて運動練

習の達成課題と見なされるからである。しかしこ

こでは，練習対象として目指される各々の技の固

有の運動形態的課題性を明らかにするには技の構

造体系論的研究が不可欠であることを指摘するに

止どめざるを得ない。さらに，さまざまな一般性

の段階に位置するどの運動形態が運動練習の達成

課題として取上げられるのかは，その時々の学習

目標や上位に位置づけられた行動課題との関連に

おいて決定されなければならない。

「技の技術」の類型

　すでに考察したように，例えば陸上競技におけ

る走高跳のフォスベリー・フロップでは「助走」，

「踏切り」，「バーのクリアー」，「着地」といった

技の成否に不可欠な下位機能を達成するある具体

的な運動経過が，目標とする運動形態の他者への

転移の過程の中でその没個人的な有効性を検証さ

れて，始めて技を達成する下位技術という意味で

「技の技術」と見なされる。しかしここではさら

に，これらの「技の技術」も常に「現在において」

（zur　Zeit）という時問的な制約を受けざるを得

ないということを強調しておきたい（Meine122）S．

243：p．261）。「技の技術」は絶対不変の唯一の解

決法を意味するのではなく，そこにはそもそも運

動経過にあるゆとりないし幅というものが許され

ている。つまり，それは常に個人的な変形の可能

性をもっていて，このことが新しい「技の技術」

の発生を可能にしているのである。例えば鉄棒の

「け上がり」は，わが国でははじめ「海老上がり」

という名称で呼ばれていた。それは，け上がりの

仕方には今日一般に「反動け上がり」といわれる

仕方だけしか存在しないと考えられていたからで

あった。しかし後の発展の中で，反動け上がりの

「きり返し技術」に特徴的な体の反りと屈げの動

作を使わないけ上がり（通常蹴上）が発生する（本

問10〕pp．153）。これらのけ上がりは，どちらも大き

な前振りからは行えないものだったので，さらに

その後の技術開発によって，大きな前振りからで

もできる，いわゆる「振り上げ型」のけ上がりが

登場してくる。このような「技の技術」の系統発

生の経過をふまえて，今日ではけ上がりに「反り

型」と「振り上げ型」という2つの「きり返し技

術」の類型が区別される（金子15〕pp．330）。従って

ここでは，体勢変化要因と姿勢変化要因に基づい

てさまざまな階層で区別された同一の技は，さら

に技術の系統発生のプロセスの中で生じた，異

なった「技の技術の類型」に基づいてさまざまに

細分化されるということを確認しておかなければ

ならない。この種の技の細分化は，すでに述べた

け上がりの「反り型」と「振り上げ型」の他に，

「短振け上がり」と「長振け上がり」（金子1ヨ〕pp．

399），走高跳びにおけるベリーロールの「横倒し

型」と「ダイビング型」（ウィッシュマン33）p．

281），背面跳びの「パワー・フロップ」と「スピー

ド・フロップ」（レイド27）pp．170）などにも見られ

る。

　スポーツでは，今現在有効なある「技の技術」

も新しい技術が開発されたとたんに古い技術と見

なされ，技を達成する合理的な仕方という意味の

「技の技術」から排除され否定されてしまうとい

うことも希ではない。このような技術の「過程性」

が無視され，ある「技の技術」に特徴的に認めら

れる運動の展開の仕方を鋳型にはめこみ，その単

純化されたパターンを訓練することによって技の

習得をはかろうとするところでは，技の鋳型化現
象が現れて，「技の技術」の発展を疎外してしまう’
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とし，さらに基礎図式の達成に不可欠な最小限の

技の技術を「基礎技術」，精密図式を達成するのに

不可欠な細かな技の技術を「精密技術」として区

別することが有意義であろう。

　本論の考察によって明らかにされたスポーツ技

術の概念内容の階層性に基づいて，運動学習に練

習者の「志向的対象」（intentiona1es　Objekt）を

とり込むことによって，スポーツにおける運動の

習熟位相の研究は新たな展開を迫られ，その検討

が今後の課題として残されることになる。
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