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器械運動 にお ける討助 の問題性

Zar Problematik tiber die Hilfeleistung im Geriitturnen
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Zusamlnenfassung
Der Zweck dieser Betrachtung besteht darin, dass den Begriff "Hilfeleistung

iln

Geratturnen vonl Aspekt der anthropologischen Bewegungslehre aus ins klare gebracht
werden soll, und daher wiirde eine lehrmethodische Grundlage von der Weise des Helfens
angegeben。

In Wirklichkeit der Sportunterricht werden die zwei Begriffe, d.h. "Helfen
"Sichern

und

ungenau umgeschriebeno Denn beide leistungen verbinden sich sehr haufig beiln

Bewegungslernen von der Kunststicke。

lDeshalb die Hilfeleistung soll eine massnahme

zur Unterstiitzung der Bewegungsvollziehung aufgrund des Sicherns bezeichnet werden.
E)ie Hilfeleistung ist eine wichtige Methode zu erfassen die Ganzheit der betreffenden
Bewegungsformeno Dabei sollte der Sportlehrer nicht jene Sinneseindriicke ignorieren, die

der Schiler wahrend seiner Bewegungsvollziehung empfunden habt. Das bewusste
Erfassen der eigenen Bewegungen ist fir die Bewegungsgestaltung bzw― korrektur von
grё sster

Bedeutung。

Zum schluss sei hervorgehoben, dass der Sportlehrer zum erstens nicht die Ausbilbung
der Hilfetechnik vernachlassigen, und gleichzeitig auch die optilnale Geraehilfen aktiv
benuzten sollte.Denn vonl angemessenen Gebrauch dieser Gertte die Selbstbeobachtungsgabe
des Schiilers sich verbessert.

I。

問題 設 定

器械運動 は他 のスポーッ種 目に比 べて、 きわめて特殊 な動 きが要求 される。逆 さまにな った
り回転 したりぶ ら下 が った りなど、幼児 や小学校低学年 の児童 はこの種 の運動 を好 んで行 う。
また、運動衝動 が活発 な子供 たちは、何 で もひとりでやろうと試 みるであろう。教師がそこで
手 を貸 してやることは、 そのよ うな子供 に対 しておせ っかいな ことであ り、 たとえそれで技 が
うま くで きたとして も、その子供 は不快感 を示す場合 が少 な くない。本来、器械運動 としての
技 は、他人 の助 けを借 りず に 自分 の力 だ けで行 うところに意義 がある。 たとえば教師 に手伝 っ
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て もらってとび箱 が とべ たとして も、その教師、否、 その生徒 さえ もとべ たとい うことに満足
は しないであろう。
「 技 がで きる」 とい うことは、最低限自分一人 の力 でで きるとい う ことを
前提 にす るのが一般的である。
しか しなが ら器械運動 では、多彩 な運動感覚 が要求 されるだけに、技 の タイプによ ってはど
うして も自分一人 の力で解決 で きない場合 が数多 く存在す る。 たとえば頭越 しの「 後方倒立 回
転 とび」 などは、 は じめてやろうとす る場合 に相当 の勇気 が必要であり、大半 の生徒 は一人 で
行 うことに躊躇す る。 しか しなかには危険 を省 みず、無謀 にもその技 にチャレンジ しようとし
ている生徒を見かけないわけで もない。 い くら子供 の 自主性 を尊重す る教師であろうと、 その
ときに見 て見 ぬふ りを して い るようでは教師失格 である。教師 は、安全 な学習環境 を確保す る
ためにも、 とっさの場合 にいつで も講助 できるよう心掛 けてお く必要 があるの はい うまで もな
い。一方、一般 に簡単 だと思われて いるような基礎的 な技 で も、ある生徒 にとっては、非常 に
むずか しい とい うこともあり得 る (13‑120頁 )。 教師が「 こわ くないか らとんで ご らん」 と指
示 して も、 ただ首 を振 るばか りで、 いっこうにとび箱 をとぼ うとしない生徒を眼 の前 に したと
き、 その教師 はいったいど ういった心境 にか られ るであろうか ? その生徒 は、 自分 の運動能
力 に見切 りをつ け、
「 やろうとして もで きない」 とい う次元 ではな く、 もはや「 やろ うとす る
ことさえで きない」次元 に自 らを置 いて しま って い るのか もしれない。 そこで教師 は、 メ ンタ
ル面 での トレーニ ングもさることなが ら、 やはり手 とり足 と り指導 してゆ くことか ら始 めなけ
ればな らないの に異論 はない。
このよ うに器械運動 の技 が特殊 な運動感覚 を要求 し、 また練習 の仕方 を誤 ると場合 によって
は大 きな事故 へつ なが ることを も考えてみるに、
「 諦助」 は技 の学習 を効果的 に、 しか も安 全
に進 めて ゆ く上での重要 な方法的手段 である。 それ は単 に技 の習得 プ ロセスを短縮す るだけで
な く、
「 講助す る 。される」 とい う関係 にお いて、 お互 いの信頼感 も同時 に培 ってゆ くもの で
もある。 ブルガー、 グロル も指摘 して い るように「 尊敬 される教師がそこに居 るとい うことが
すでに大 きな力 となる。」 (2‑125頁 )い うまで もな くここで尊敬 され るとい う場合、 少 な くと
もす ぐれた部助能力 があるとい うことを意 味 しなければな らないの に多言 を要す まい。
けれども稲助 は、 その仕方 によ って、技 の学習 にプラスとなる場合 もあればマイナスになる
場合 もある。
「 誤 った部助 は練習者 に技術 の誤 った定着 をさせて しまい、 その修正 のためにか
え って効率 を下 げて しまう」 のである (4‑256頁 )。 そこで教師 はその部助 を用 い ることが、 生
徒 の技 の学習 にど う利点 として働 くのか、 あるいはそれを用 い ることによ って マイナスの因子
はどこにあるのかを しっか り認識 してお く必要 がある。すでに「 講助」 に関す る若千 の研究 が
見 られはす るが、運動者個人 の技 の学習 プ ロセス とのかかわ りでは、 まだ十分 に検討 されて い
ない。 そ こで本論 では、人間学的運動学 の立場 か ら、講助概念 の問題性を今一度検討 し直 し、
そこか ら技 の習得 における講助 の仕方 に関 しての指導方法論的基礎 を提供す ることを 目的 とす
る。
Ⅱ.討 助 の 認 識

1.「 請助」 と「 補助」
現場 では、
「 講助」 の ことを「 補助」 と呼ぶ ことのほうが多 い。 これは「 ホウジ ョ」 とよ り
も「 ホジョ」 といったほうが言 いやす い、 あるいは「 講」 とい う文字 が漢字制限 を受 けて いる
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な どの理 由が考 え られる。 しか し金子 は、
「 補助 は何 らかの不足 を補充 して助 ける意 であ り、
その場合 には、補 うことが活動 の中心であ り、 その補充 の結果、今 までの不足 が解消 して助 か
るとい う、極 めて消極的意味 しかない。 ここにおいては、技 を正 しく成功 させるために積極的
｀
に手助 けを して い く行為 を表 わす必要 がある。 あえて ここに、 積極的助力行為 を表 わす 稲
″
｀
″
助 を専門語 として復活 させたい とす るの は、消極的 な 補助 でな く、積極的活動 として捉
え られては じめて、 コーチ ング上 に重要 な位置 を 占めるか らである」 とい う (4‑250頁 )。 また
小清水 らも、体操競技 などの専門的用語 としては「 稲助」 を用 い るべ きだと指摘 し、「 講助 と
は、
『 器械運動 や体操競技 における運動 の練習過程 や演技 の実行 の際 に、 そ の試技者 の運動 を
助 けた り、技 の遂行 を容易 にす る積極的 な行為』 である。」 (6‑4頁 )と 定義 づ けて いる。
た しかに概念 がどのように名辞化 されようとも、 そのこと自体 が技 の学習 に直接影響 を与 え
るわけではない。 たとえば現場 の指導者 や学習者 は、
「 補助」 であれ「 講助」 であろ う とどち
らで もよい と言 うであろう。 それゆえ、安易 に「 補助」 とい う語 が用 い られるの は否 めない事
実 であるが、稲助活動 を技 の トレーニ ングに積極的 に取 り入 れてゆこうとすれば、「 補助」 と
い うとらえ方 では十分 といいがたい。 したが って本論 では、
「 討助」 とい う名辞 を用 い ること
に した。

2.技 の遂行援助 と安全確保
日本語 の「 講助」 に当たる語 は、
「 独英仏対照 :ス ポー ツ科学辞典」 によると、 Helfen und
Sichern(独 )、 Helping and Spotting(英 )、 Aide et parade(仏 )と され る (1‑S。 276)。 こ
の ことについて金子 は、前者 を「 直接的講助」、後者 を「 間接的討助」 と して概念 を明確化 す
べ きだ といい (4‑251頁 )、 また日本語 に訳 された上掲辞典 にお いて,も 、技 の習得 を援助す る
意味 で の Helfen,Helping,Aideを 「 直接 都 助」、 事故 防止 の ため の Sichern,Spotting,
paradeを 「 間接訂助」 と訳出 して い る (1‑485頁 )。
ところが ここで注 目 してお きたいの は、欧米 におけるこれ ら二つの名辞 を、 日本語では「 訂
助」 とい う一 語 で と らえて い る ことで あ る。 実際 の技 の学習 にお いて、
「 技 の遂行援助 」
(Helfぬ )と 「 安全確保」 (Sichern)を 明確 に区分 して しまうことはほとん どで きな い。 なぜ
なら安全性 を無視 した技 の遂行援助 は避 け られるべ きであるし、逆 に安全性 に気 を配 りす ぎて
技 の習得 に少 しも貢献 しないような安全確保 は、運動 の学習理論上 ま った く意味をなさないか
らである。両者 はつねに表裏一体 の関係 になければな らず、 どち らか一 方 だけを取 り上 げて
「 討助」 を語 ることは、本来、許 されない。 たとえば英語 の SpOttingは 事故防止 を本来 の 目的
に して いなが らも、新 しい技 や難 しい技 の学習 において選手 を援助す るとい う意味 もすでに含
まれて い る。 そ こで本論 では、欧米諸国で表現 されて い るこれ ら二つの名辞を一まとめとして、
稲助 の概念 を以下 の ようにとらえておきたい。
講助 とは、
「 安全性 に裏付 け られた、技 の遂行 に関す る援助措置」 である。
このよ うに定義 づ けると、仮 にある稲助 の仕方 を取 り上 げ、 それが直接的部助 なのかあるい
は間接的講助 なのか ということを問題 にす る こと自体、 あまり意味がない もの とな って くる。
なぜな らそれは、技 の遂行援助 あるいは安全面、 どち らにウエイ トを置 いてい るのか とい う程
度 の問題 であ って、本質的 に両者 を区別す るもので はないか らである。
「 この 2つ の概念 も、
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さらには具体的 な実行形態 も、実際 には しば しば重なり合 って しまう。直接諦助 のための配置
なのか、間接部助 のための配置 なのかをは っきり区別 して示す ことはほとんどで きないか らで
ある。 とりわけ間接稲助 は、心的抑制 を取 り除 くことによ って事故 を防止す る機能 と並んで、
指導 の機能 も担 って いる。」(1‑S.276,277;485頁 )そ こで ここでは、 さらに「 直接都助」「 間
接稲助」 について、両者 の関係 を明確 にとらえ直 したい と思 う。 それは稲助 の「 目的」 に対 し
てではな く、
「 仕方」 についての理解 である。
「 直接講助」 ;講 助者 が学習者 の運動 に直接介入す る講助 の仕方
「 間接稲助」 ;稲 助者 が学習者 の運動 に直接介入 しない訂助 の仕方
(1)「 直接帯助」 (狭 義 の講助)

直接訂助 において、講助者 は学習者 の身体 に直接触 れて行 う、 あるいは腰 に巻 きつ けたベル
トを引 っ張 って行 うなどがある。す なわち稲助者 は、学習者 の運動 と共 に行動 してお り、 その
点 で、学習者 はま った く一人で行 って いるわけではない。
この講助 の第一の利点 は、講助者 による力 の加減 が 自在 に調整 できるとい うところにある。
たとえば「 逆上 が り」 がまった くできない生徒 に対 して、教師 はその生徒 のか らだ全体 を しっ
か り持 ち上げて講助 してやる こと もできれば、 ある程度 できそうな生徒 には、手 です こ し支 え
てやるだ けで よい場合 もある。 しか しなが ら直接討助 を行 う場合、講助者 の講助能力 というも
のを見逃 してはな らない。 たとえば運動 のス ピー ドが速 くなればなるほど、 あるいは運動空間
の広 が りが大 きくなればなるほど、高度 な稲助 テクニ ックが要求 される。 その際 における不適
切 な直接稲助 は、生徒 の運動を妨害す るだけでな く、場合 によっては怪我 をさせて しまうこと
もあ り得 る。 したが って まず第一 に、
「 稲助者 は討助 の技術 を十分 に理解 し、 またあ らゆ る技
の運動構造 によ く通 じて いなければな らない。」 (4‑257頁 )た だ横 に い るだけで、 肝心 な とき
に手 が出せないよ うでは稲助者 として失格 なので ある。
第二の利点 は、信頼 できる部助者 が側 にいて くれるとい うだけで、すでに生徒 の心 の支 えに
なるとい うことである。 とりわけ初心者 は、 自分 が体験 したことのない新 しい技 を実行す ると
きに相当の不安 を もつ ものである。 そ こにおいて直接講助 は、間接稲助 よ りも多大 な効果 をも
た らすであろう。失敗す ると大 な り小 な り危険が予想 される場合 に、信頼 できる稲助者 が運動
中 に直接 か らだを支 えて くれるとい うことは、生徒 にとってどれだけの安心感 を与 えるであろ
うか。 それは少 な くとも技を行 うことへの勇気 を与 えて くれるものである。技 の学習 が「 まず
や ってみる」 とい うことか ら始 まるかぎり、直接講助 はとくに学習 の初期段階 において、有意
義 な ものになるであろう。
さらに運動観察 の訓練 とい う立場か ら、生徒同志 の稲助 について も述 べておかなければな ら
ない。 た しかに先 ほど述 べたように、不適切 な直接稲助 は学習者 に不利 な状況 を与 えて しまう
ので避 けなければな らないが、 それにもかかわ らず生徒同志 による直接部助 を教師 はできるだ
け行 わせ るべ きだとも、金子 はい う。 それはお互 いに協力 し合 ったり、 コ ミュニケーシ ョンを
図 った りなど多 くの教育的効果 を もた らす だけでな く、実際 にできない生徒 に直接関わる こと
によって、技 の客観観察能力 を高 め、 そ して技 のポイ ン トを見抜 く能力 をも促進するのである。
「 少 しで も正 しい部助 を心掛 けさせ ることは技 の上達 に大 きな意義 をもつ。 コー チ は 自 ら講助
に立 つ よ りも、 できるだけ選手同志 に部助 させ るよう指導すべ きであり、 そのためには講助 の
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技術 も正 しく指導す る必要 もあろう。」 (4‑256頁 )
侶)「 間接稲助」
間接稲助 の場合、 それはフェ ッツのい う地形講助 (Gelandehilfen)、 そ して器具、道具 によ
る討助 (Geratehilfen)が 考 え られる (3‑S.140;136頁 )。 例 えば マ ッ トで倒 立 を行 うとき、
壁を使 って行 わせ ると比較的楽 に倒立 になれる。 また開脚前転 を行 う場合、二つの踏 み切 り板
を向か い合 わせて置 きなめ らかな傾斜 をつ けてやると、前方 へ の回転 がスムーズになる。 さら
1)、
あ るいは「 逆上
に稲助器具、道具 も、着地 の シ ョックをやわ らげるためのソフ トマ ッ トに
ベ
ゴム
ル
ト
で巻 き付けて鉄棒 か ら
が り」 の講助 として とび箱 を蹴 って行 わせた り、鉄棒 と腰 を
腰 がはなれないようにす るなど、既製 の ものか ら手作 りの もの まで いろいろある。
いずれ にせよ間接講助 において、学習者 は基本的 に一人 で技 を行 わなければな らない。 この
点 が直接帯助 と違 うところである。器具 や道具 を用 いて も、学習者 に直接触 れなが ら行 ってい
る段階では、 まだ直接諦助 であ り間接稲助 とはいえない。問接講助 では学習者 が,人 で行 うと
ころに意義 がある⊂2、 それゆえ技 の段階別指導 にお いて、教師 は器具 や道 具 を どう用 い るか
についての十分 な検討 が必要 であろう。稲助器具 の不適切 な配置、使用 は、生徒 の運動 を妨げ
るだけで な く、危険 を もた らす こともある。 さらに教師 も生徒 も間接講助器具 を過信 しないこ
とが大切である。 いかにやわ らか いマ ッ トといえども、頭 か ら落下すればそれ相応 の衝撃 があ
る。 また、回転運動 の途中でベル トがか らま った り、踏 み切 り板 がはね過 ぎて、それが原因 と
なって怪我 を して しまうことも十分考 え られる。要 は、都助器具、道具を用 い るときに、 その
材質 と機能 を しっか り見極 めてお くことである。加 えて、学習者 自身が 自分 の習熟 レベルをわ
きまえてお くことも重要 である。
「 足 か ら満足 に下 りれる感覚 も身 について いない者 が ど うし
い
レ
ンマ
ト
る
を
を
てウ タ
ッ
権利 もつ ことがで きようか。 それ らはまだ直接的訂助 の段階であ
用
」 (4‑254頁 )
り、或 はもっとその前段階の予備技 に取 り組 むはず の ところなのである。
い
っ
ことは
が
にも
て
にあま
しまうと
う
、生徒 自分一人 ではできない と
り
頼
最後 に、直接講助
い うメ ンタル面 でのマイナス効果 が現れて くることを注意 しておきたい。 そのためにも間接講
助 は、
「 自分一人 で」 とい う自信をつ けさせ るための効果的 な部助法 だ といえる。
Ⅲ.技 の 学習 にお ける討 助 の 実 践 的意 義

1.技 の全体的把握
鉄棒運動 の「 逆上 が り」 は、上方移動 と後方回転 という 2つ の運動構成要素 か ら成 り立 って
い る。後者 の要素 は「 後方支持回転」 とい う別 な技 の運動経過 と類似 してお り、 それゆえ腰 の
高 さまで鉄棒 を下 げて しまうと、基本的 に「 逆上 が り」 とい う技 は学習不可能 ということになっ
て しまう。 い うなれば「 逆上 が り」 と「 後方支持回転」 は、上方移動運動 があるかないかで、
まず区別 される。 それにもかかわ らず逆上が りができない生徒 には、高 い鉄棒 だとうま く後方
回転 ができない とい う理 由でどん どん鉄棒 が下 げ られてゆき、 ついには腰 の高 さまで下げ られ
け
て しまう。 た しかに鉄棒 の高 さを下 げてゆけば後方へ の回転 は じやす くなるであろ う。 れど
もそ こで「 逆上 が り」独 自の運動構造 がはた して正 しく認識 されて い るのかどうか前 もって確
認 しておかねばな らないの はい うまで もない。一方、上方移動運動 のほ うは、ある程度 の筋力
が必要 とされるので、 自分 の体重 を両腕 で持 ち上 げることので きない生徒 は、斜 め懸垂腕屈伸

146

岡

端

や腕立 て屈伸 などの補強運動 が推奨 されることがある。腕力がつ けば「 逆上 が り」 はで きるよ
うになるだ ろうと短絡的 に考 えて しまうのである。
しか し技 を部分的 にとらえて指導 した場合、 はた してその成果 を期待す ることはで きるのだ
ろうか。 まず ここで注意 しなければな らないの は、
「 逆上 が り」 とい う運動 を部分部分 に分 け
たとして も、その各 々 はそれぞれ緊密 に機能 し合 ってい るとい うことである。実際 の ところ、
上方移動運動 のみ、 あるいは後方回転運動 のみを取 り出 して、絶縁的 に「 逆上 が り」 を学習 さ
せて も効果的 な成果 はほとんど期待 で きない。
「 逆上 が り」 を実施 して い る最 中、 上 方移動運
つ
い
動 は ねに後方回転運動 と連結 して るし、逆 に後方回転運動 の方 も適切 な上方移動運動 がな
され る場合 に限 って うま くい くのである。要す るに技 それ 自体 を、 あるまとま りを持 った全体
構造 として捉 える視点 がつねに必要 である。 マイネル も指摘 して いるように、「 新 しい運動 を
部分"に 分 けて習得 させようとするの は方法学的 な誤 りである。」(7‑S.353;382頁 )新 しい
技 を習得 しようとしてい る最初 の段階では、運動 の全体的 な把握 が とて も重要である。
ここにおいて訂助 は、技 の全体構造 を把握 させ る重要 な方法的手段 とな り得 る (4‑255頁 )。
討助者 が力 の入 れ加減 を調整 し、生徒 の体 をうまく上方へ持 ち上 げなが ら後方 へ回転 させてや
ることは、
「 逆上 が り」固有 の運動感覚を身 につ けさせてやることに多大 な効果 を もた らす。
ただ単 に力で解決す るのではな く、適切 な討助 を通 して、生徒 は上方移動 と後方回転 をスムー
ズに行 うための力 の入 れ具合、すなわち「 こつ」 を見つ け出 してゆ くのである。
また技 の全体構造を見越 して、適切 な訂助器具 を用 い ることも重要である。 たとえば太田に
よる評助器具 の説明 は、
「逆上が り」 の全体構造 を的確 にとらえている。太田 によれば、
「 逆上
が り」 の指導 でよく見 られる斜 めの台 を登 って い く指導 では、回転上が りの要素 が出現 しに く
い という。 そこで「 鉄棒 の前 に鉄棒 よ りも高 い位置 に足 で蹴 ることができる場 を設 けて、一気
にそこまで足 をあげて、一点 を蹴 って逆上が りをするよ うに指導」す ることを勧 めているので
1:10‑XXX頁 一部 を転写)。

ある (図
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い うまで もな く逆上 が りを実際 に指導 したことのある教師 は、斜 めの台を登 る方法 で、 た し
かに生徒 は上方 へか らだを引 き上 げる ことはで きるが、最後 に台 を蹴 って逆 さまになろうとす
ると、 この方法 ではかえ って難 しい とい うことを知 ってい るであろう。 ただ単 にか らだを引 き
上げるとい うだけでな く、後方 へ のか らだ倒 し感覚 も同時 にとらえ、 そこか ら討助器具 を見直
した点 にお いて、太田の指摘 は傾聴 に値 しよう。

2.生 徒 の技能 レベルに合わせた常助
技 の全体構造を把握 させるといって も、 その とき生徒 自身 が「 自分 でや って い る」 とい う感
覚 をもたなければ意味がない。す なわち直接講助 が過剰 に行 われると、
「 自分 でや って い る」
とい う感覚ではな く「 や らされて い る」 とい う感覚 しか残 らず、 いっこうに技 の習得 に貢献 し
ないことになる。
「 その技 の全体的『 感 じ』 も異 な って きて、固有 な体験 を して いない ことに
なる」 ので ある (14‑33頁 )。 そ こで教師 は生徒 の技能 レベルに合わせて討助す る力 を徐 々 に減
らしてゆかなければな らない。 む しろ生徒 が 自分 の力 でやろうとするのをサ ポー トするかたち
で講助 してゆ くべ きである。 い うなれば教師が技 を成功 させてやろうとして講助するのではな
く、 あ くまで も生徒 自身 が技 の遂行中 に運動 の「 感 じ」 をつかめる方向で講助 してゆ くべ きな
のである。物体 を扱 うように、講助者 自身 の力 でむ りや り訂助す るような ことはきび しく戒 め
なければな らない。技 を行 うの は生徒 であ り、 け っ して稲助者 ではない。
そこでまず第一 に、教師 は生徒 が技 を行 ってい るときにどのよ うな「 感 じ」 を体験 し、 そ し
てわか って いるのか とい う「 自己観察」 (Selbstbeobachtung)の 能力 をつ ねに念頭 にお いて
お く必要 がある。実際 の技 の学習 において、 この 自己観察 がで きて いないと、 とうぜん「 こつ」
は体得 されない し、運動 の修正 にも役立 ちは しない。 つ まり技 の次 なる発展 も、そ こでは期待
できな くな って しまうのである。
「 どこでどうな っていたのかは っきり自分 で感 じ取 れて は じ
めて、 それの修正 の判断 と修正が可能 になるわけである。」 (4‑276頁 )ま た教 師 が いか に正 し
い技術情報 を もっていたに して も、技術修正 のための言葉 が生徒 の意識 に現 れ る五官感覚 や運
動体験 と結 び付 いて いないか ぎり、運動修正 に役立ちはしない (7‑S.361;390頁 )。 そ こにお
いて は、 もはや「 とび箱 が とべ た」、 あるい は「 逆上 が りが上が った」 とい う運動体験 のみの
結果 だけで終 わ って しまうか もしれない。技 の学習 を、
「 できるとい うことを増 や してゆ く」
とい う視点 か らとらえて、 とび箱 が とべ たな ら、次 はどうや って とぶのか、 あるいはどうや っ
て とびたいのかをつねに模索 しなが ら、技 の世界 を広げてゆ くことこそ器械運動 における醍醐
味である。 その基礎 をつ くってい るのが、生徒 の 自己観察 で得 た経験的知識 (身 体知)で ある
の はい うまで もない。 したが って教師 は直接部助 を行 うとき、 つねに生徒 の 自己観察能力 を助
長 してゆ く方向で評助 してゆか な ければな らないので ある。
ところで技 が「 で きる」 とい う場合、直接稲助 で行 った技 に対 しては、 たいて いの場合「 で
きた」 とい う範疇 に含 まないのが一般 である。 冒頭 で も述 べ たように、 自分一人 でとび箱 が と
べ た、 あるいは自力 で「 逆上 が り」 が上 ったとい うのが最低限 の学習 目標 となる。 そこにお い
て間接講助 は直接訂助 よ りも、 自分一人 で技 を行 わせるとい うことに対 して、技 の達成感 を強
く味合 わさせてやることがで きる。実際 の トレーニ ングにお いては、
「 自分 でや って い る」 と
い う感覚 をつかませ るために徐 々 に直接稲助 を減 らしてゆ くと同時 に、 それを補 うかたちで間
接諦助 とい うものを効率 よ く用 いてゆ くべ きであろう。 あるい は最初 か ら直接稲助法 に頼 らず、
段階的 な間接討助法 によって技 を習得 させてゆ くこと も有効 であ る。 た とえば とび箱運動 の
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「 開脚 とび」 を指導す る場合、
「 ボ ック」 (Bock)と 呼 ばれる小型 の とび箱 を用意 し、 それを と
ばせる方法がある (図 2)。 もちろん この段階 で もすでに「 開脚 とび」 とい う運動形態 は出現
して い るのであるが、今 日の学校 において普及 して いる「 縦長 の とび箱」 をとばせるという課
題 を設定 した場合 に、 このボ ックは講助器具 としての機能 をはたす。縦長 のとび箱 をとばせる
場合 に比 べて、 ボ ックを用 い ると向山のい う「 腕 を支点 とした体重移動」 (図 3;9‑14頁 か ら
転写)が 少 な くてすみ、 それ故、 とび箱 が苦手 な生徒 も楽 にとび越 せ られるのである。教師 は
その生徒が ボ ックをとべ るようにな った ら、踏 み切 り板の位置をボ ックから徐 々にはなしていっ
た り、 あるいは着地す る位置 を遠 くにするよう指示す ることによって (そ の場合、 日標 とすべ
き着地位置 にライ ン ●テープなどを貼 り、 そこをとび越 えるように指示す るとよいであろう)、
縦長 の とび箱 をとばせ るときに必要 な「 か き手 の技術」 を体感 させてゆ くのである。 この方法
では「 とべ る」 とい うことが どんどん増えてゆき、 それに比例 して、生徒 の「 開脚 とび」 に対
す る「 技 の達成価値観」 (11‑122頁 )も 向上 してゆ く。 つ ま り「 はじめて とび越 した」 とい う
最初 の達成感 か ら、今度 はただとび越すだけでな く「 遠 くへ手 をついてとび越 した」 あるいは
「 遠 くへ着地 で きた」 とい う高次 の達成感へ、す なわち「 こ じんま りとではな く、大 き くとび
越 した」 という達成感へ とつ なが ってゆ くのである。
実際 の教育現場 においては、教師 と生徒 の血 の通 った交流 を基礎 に技 の指導 一学習が展開 さ
れるべ きなので、 ボ ックによる指導法 よ りも、向山の示す ような直接講助法 の方 が効果的であ
る場合 も少 な くない。 たとえばそれは教師 に対す る生徒 の依存心 がかな り強 い場合 に見受 けら
れるであろう。 しか しその場合 で も、生徒 は、最終的 には一人でとび越 さな くてはな らないの
である。生徒 が講助者 に「 や らされて い る」 とい う感覚 しか もたないとした ら、 そこでの講助
は実践的 な意味を もたない。要 は、直接講助 であれ、間接講助 であれ、生徒 の 自己観察能力 を
助長す る方向で行 わなければな らない とい うことである。 そのよ うな稲助 を通 して、生徒 は
「 で きそ うだ」 と「 感 じ」 とるのであ り、 まさにそのことが「 できる」 とい う ことにつなが っ
てゆ くのである。

□]2

Bock

図 3
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Ⅳ .ま とめ
器械運動 における技 が非 日常的 な運動特性 をもつ ため、 その習得 に対 し、
「 訂助」 はきわ め
の一つ
の
て有効 な方法的手段
である。本研究 では、 まず、講助 概念問題性 を明 らかに し、 そ こ
か ら、生徒 が技 を一人でできるようになるための講助法 について考察 して きた。
まず第一 に、欧米諸国 で「 技 の遂行援助」 と「 安全確保」 とい う二つの視点 か らとらえ られ
て い る「 講助」概念 を統一 して とらえ直 した。 それは実際 の技 の学習 にお いて、両者 を明確 に
区別 で きないとい う理由によるもので ある。 またそのことか ら、前者 を「 直接討助」、後者 を
「 間接討助」 とす る従来 の考 え方 を改 め、講助者 が学習者 の運動 に直接介入す るか否 か によっ
て両者 を区別す ることに した。直接討助、間接稲助 ともに長所、短所があり、教師 は生徒 の技
能 レベルにあわせてそれ らを効率 よ く用 いてゆかなければな らない。 とりわけ技 ができるとい
うことは、最終的 に一人 でで きるとい うことを意味 し、 それ故、生徒 自身が運動中 に体験す る
「 感 じ」 の世界 を教師 は無視 してはな らない。直接訂助 によ って、生徒 は「 や らされて い る」
とい う感覚 しか もたないとした ら、 そこでは「 で きる」 とい うこと も、 さらには技 の次 なる発
展 も期待できないのである。
教師 は、 まず第一 に自身 の直接討助能力 の訓練 を怠 らないのと同時 に、安全性 に裏打 ちされ
た間接討助器具 の利用 も積極的 に導入 してゆ くべ きである。今 日、工夫 された間接講助器具、
道具 が紹介 されるようにな って きて いるが (8,15,16,17)、 そのような事例 を参考 に、 今後
もさらに、間接諦助法 の開発 を進 めてゆかなければな らない。

注
注 1)
近年、体操競技 の世界 においては、
「 ピット」 と呼 ばれるウ レタ ンチ ップ (ス ポ ンジ)を 敷
きつめた稲助設備 が開発 され、技 の発展 に大 きく寄与 して い るの はよ く知 られて いる。今 日行
われて い る高度 な技 は、
「 ピッ ト」 の存在 な くしては語 り得 ない。 また最近 ではウ レタ ンチ ッ
プの劣化 による気管支障害、 あるいは捻挫 などの怪我 の防止 などのために「 エア ロ ピッ ト」 な
るものが開発 されて い る。 もちろん「 ピッ ト」 は、高度 な技 を トレーニ ングす る体操競技選手
のみな らず、器械運動 の授業 において基本的な技 を学習す る場合 において も、多大 な効果 を保
証 して くれるものであろう。 ここではフェ ッツのい う Geratehilfenの なかに、 このよ うな講
助施設 とい うの も含 めておきたい。
注 2)
間接訂助 は、場合 によっては人 によって行 われる こともある。 それは稲助器具、道具 が、生
徒 の運動経過 のある部分では必要 だが、 それ以外 のときは不必要 だった り、 あるいはかえ って
邪魔 になる場合 に行 われる。 たとえば着地す る位置 にソフ トマ ットを移動す る行為が挙 げ られ
る。 この講助法 では、直接講助 と同様、稲助者 の講助能力 が高ければ高 いほど効果的である。
その一方、不適切 な場合 は、討助器具 が役 に立たないばか りか、 かえって危害 を及 ぼす ことも
ある。
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