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要旨 

 
	 本研究の目的は、陸上競技における記録向上に効果的な指導法について、現場で最も活用される言語教示

の観点から検討することである。トップレベルの競技実績かつ指導実績を収める熟達指導者は、アスリート

の暗黙知を表象化させたアナロジーやスポーツオノマトペなどを用いて、彼らの身体感覚を上手く伝達して

いると考えられる。従って、それらを言語化して伝達することができれば効果的な指導法につながると仮説

を設定した。本研究では 20 名の指導者に半構造型インタビューを実施した。結果、フォームを観察する際

の着眼点に関しては、熟達指導者ほど気づきの量が多く、中でも『地面を捉える力』、『肘の角度』、『動作の

強弱』に着目していた。与える言語教示に関しては、熟達指導者ほど external focus に意識を向けさせる教

示、アナロジーを用いた比喩表現が多いことが判明した。更に競技力も高い熟達指導者は有意にオノマトペ

を用いることも明らかになった。 
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1 背景 
	 「名選手、名監督にあらず」。アスリートとして優

秀な成績を残した人間が、必ずしも名コーチや名監

督になるとは限らないということは広く言われて

いる。それは教授者が学習者に伝えたい身体意識が、

言葉による伝承が困難な暗黙知に基づく身体知

(French,Polanyi.2010)であるからと示唆されている。

Beilock ら(2003)の行った実験では、ゴルフのパッ

トを打った直後に、自分が身体をどのように操作し

て打ったか聞くと、エキスパートの言語量が素人と

比較して非常に少なく、身体知を言語化することが

容易ではないことを示唆している。	

	 一方で諏訪(2007)は、身体ができることをすべて

語り尽くすことはほぼ不可能であるとしながらも、

必ずしも身体が知っていることを全て語れない、と

いうことを意味するものではないと述べている。実

際に、絶対的なスキル指導の正解というものが確立

されていなくても、アスリートとして優秀な成績を

収めた人間が指導者として活躍されているケース

も少なくなく、それらは彼らの持つ暗黙知を上手く

競技者に共有し、伝達できているからだと考える。	

	 そのため、アスリートのパフォーマンス向上に

おいて、競技力の高いアスリートの身体感覚を別

の競技者と共有することが出来れば、パフォーマ

ンス向上に効果が期待出来るのではないかと考え

られる。一流選手の動きには我々にも適用できる

何らかの合理性が内在しており(阿江.2005)、その

動きを調査することに意義があると考える。アナ

ロジーやスポーツオノマトペもそういった競技力

の高い指導者が保有する身体感覚の一つだろう。

Lam ら(2009)や吉川(2013)を始めとする先行研究

においてアナロジーやスポーツオノマトペの効果

が認められている。また熟達者は身体に注意を向

ける internal focus よりも対象物に注意を向ける

external focus を採用すること、external focus を採

用した方がパフォーマンスが向上することが判明

している(成田,鈴木.2016；Zachry. Et al,2005)。戸

倉ら(2009)も、運動の中には意識されず潜在的に

行われている動作が数多く存在するが、指導者は

潜在的な身体知を明らかにし指導の材料にしなけ

ればならないと述べており、本研究の目的はフォ

ームを観察する際の着眼点や熟達指導者が持つア

ナロジー・オノマトペに着目し競技者への効果的

な伝達方法を明らかにすることである。	

	

2 方法 
2. 1 調査方法 
	 競技歴、指導歴共に経験のある陸上競技指導者を

対象に、オンラインにて、ランニングフォーム・跳

躍・ハードリングの映像に対してコメントするとい

う作業を、一対一の半構造型インタビュー形式で実

施した。調査期間は 2020 年 10 月〜12 月である。映

像に対してどのような気づきがあるのか、どのよう

なアドバイスを与えるのか調査し、内容分析、テキ

ストマイニングを行なった。	
 
2. 2 調査目的 
	 以下の3点を把握するために実施した。	



・熟達指導者はフォーム観察の際にどこに着目す

るのか	

・熟達指導者はどのような言語教示を与えるのか	

・競技力の高い指導者が持つ身体感覚とはどのよ

うなものか	

	

2. 3 調査対象及び手続き	

	 本研究では熟達度を以下の 4 群に分けて検討を

行った。	

・熟達レベルの競技力×熟達レベルの指導力を有

する熟達指導者(HH 群)8 名、	

・熟達レベルの競技力×準熟達レベルの指導力を

有する指導者(HM 群)4 名	

・準熟達レベルの競技力×熟達レベルの指導力を

有する熟達指導者(MH 群)4 名	

・準熟達レベルの競技力×準熟達レベルの指導力

を有する指導者(MM 群)4 名	

(H:high level、M:middle level)  
	

表 1：本研究における熟達レベル・準熟達レベルの定義	

	
	

	 スキル指導の対象となるモデルは、陸上競技初心

者（競技歴 3 ヶ月）から日本選手権大会入賞実績の

あるアスリートまで、幅広いレベルのアスリートの

映像を選定した。10 本のランニングフォーム、3 本

の跳躍、4 本のハードリングの計 17 本の映像を調

査対象として選定した。モデルとなったアスリート

は全 15 名（性別:男性 12 名/女性 3 名、年齢:20.5

±1.5 歳）である。	

 

 
図1：スキル指導の対象となる映像例 

 
2. 4 質問方法・質問項目 
	 研究対象者と調査者の一対一の半構造型インタ

ビュー形式で、オンライン会議用ツール Zoom を利

用して実施した。本研究のインタビュアーは競技歴

5 年、指導歴 3 年を有する。	

質問項目として、以下の 4 点を必須項目として設

定した。	

・映像のアスリートのフォームに対して①長所、②

短所、③このアスリートにアドバイスを与えるとし

たらどのように伝えるか	

・競技者時代にアナロジーや音の感覚を持ってい

たか、そしてそれはどのようなものか	

・指導でアナロジーや音の感覚は使うか、使う場合

どのようなものか	

・どのような指導を心がけているか、コーチングの

観点で気をつけていることはあるか	
 
3 分析方法・分析結果 
3. 1 指導者の着眼点 
	 初めに、指導者がフォームのどこを観察するのか

調査した。項目の分析には、松尾ら(2010)の野球に

関する先行研究を参考に実施した。被験者が映像の

フォームに対して述べた長所と短所を全て抽出し

た。	

	 更に抜き出したテクストデータを、意味単位ごと

に切片化し、a)動作部位、b)運動形態、c)動作相に関

してラベル付けを行った。そしてそのラベルからカ

テゴリー分類を行った。カテゴリー概要に関しては、

松尾ら(2010)の野球に関する先行研究及び、『中学

校部活動における陸上競技指導の手引き』を参考に

筆者が作成した。	

	 その後テクストをラベリングし、カテゴリー分類

を行う上で、信頼性・妥当性の確保のために、トラ

イアンギュレーションを実施した。	

	 ランニングフォームに関して、10 本の映像に対し

て 20 名の調査者が述べた、計 200 名分の長所、短

所を基に、気づきの数（長所＋短所の合計）、カテゴ

リー毎の発話回数、出現率(カテゴリー毎の発話回

数/各群全体の気づきの合計)を求めた。	

	 これらを基に、長所、短所、気づきの数に関して

t 検定を行ったところ、気づきの数、長所、短所、全

ての項目において、指導力で比較すると有意差が認

められた（気づきの数：t(18)=2.47,p<.01、長所：

t(18)=-3.39,p<.01、短所:t(18)=4.49,p<.01）。	

	 続いて、各群ごとのカテゴリー出現率を基にHH
群と他の3群で、比較の差の検定を行った。結果、

『腕振りの位置』(HM: z=2.04,p<.05、MM: 
z=2.76,p<.05)、『膝の高さ』（HM: z=2.56,p<.05、
MM: z=3.27,p<.05）、『膝下の角度』（HM: 
z=2.21,p<.05、MM: z=2.33,p<.05）、『動作の強

弱』（HM: z=1.94,p＜.10、MH: z=2.00,p<.05、
MM: z=0.03,p<.05）、『地面を捉える力』（HM: 
z=1.82,p<.10、MM: z=3.01,p<.05）、『肘の角度』

（HM: z=2.06,p<.05）の6項目に関して、準熟達群

（HM群及びMM群）と比較して有意差、有意傾向

が認められた。	

	

3. 2 効果的な言語教示に関する検討結果	

	 逐語録の中から、「そのアスリートにアドバイス

を与えるとしたらどのように伝えるか」について、

ランニング、ハードリング、跳躍に関する 17 本の

映像に対して 20 名の調査者が述べた、計 340 名分

へ回答部分を全て抽出した。テクストを意味単位ご
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とに切片化し、a)意識の向き、b)意識の対象、を表

すものとしてラベリングを行なった。本項目に関し

ても、トライアンギュレーションを実施した。	

	 a)意識の向きに関しては、成田ら(2016)を参考に

筆者が作成し、Ext(external focus)、rather Ext、rather 
Int、Int(internal focus)の 4 段階で分類した。	

	 b)意識の対象に関しては、金掘ら(2012)の先行研

究を参考にしながら作成し、顔・視点・上肢・下肢・

体幹・腰・対物に分類した。分類を行ったデータを

基に、全群の意識の向き、対象の割合を求めた。	

群ごとの Ext・rather Ext と rather Int・Int の割合

を比率の差の検定にかけたところ、HH 群と準熟達

指導群に有意差が認められた(HM: z=4.93,	
p<.01、MM: z=4.09,p<.01)。	

	
表2：各群で見られた言語教示における意識の向け先 

 
	 上肢に対する言語教示はどの群でも多く見受け

られたが、対物に関する言語教示が HH 群のみで多

く見受けられ、比率の差の検定を行ったところ、全

ての群と有意差が認められた(HM: z=0.34,p<.01、
MH: z=2.96,p<.01、MM: z=4.49, p<.01)。	

	 また下肢に関する言語教示に関しては、準熟達指

導群において半数近くの割合を占めており、同様に

比較の差の検定を行なったところ、HH 群と準熟達

指導群に有意差が認められた(HM: z=3.47,p<.01、
MM: z=3.96,p<.01)。	

	
表3.各群で見られた言語教示における意識の対象 

	  
 
	 数値や定量的に示すことの出来ない言語教示の

特徴を探るために、言語教示に関する発話をテキス

トマイニングにかけた。テキスト分析には KH Coder
の Version3.Alpha.17e を使用し、各群の特徴語の抽

出、対応分析を行った。	

	 熟達指導群の特徴語として「イメージ」が挙げ

られた。熟達指導群の指導者は「～のようなイメ

ージで」といった言語教示を多く与えており、何

かに例えて動きを表現すること、アナロジーを用

いた教示が多かったことが読み取れる。指導者 HH
群に関しては、他群と比較して体の部位に関する

語が少ないことが特徴として挙げられた。	

対応分析においては、指導者 HM 群は「腕」

「顎」「膝」「つま先」、MM 群は「脚」「腰」

「股関節」「膝下」という身体の部位を表す語に

近い位置にプロットされていた。 
 

表4：各群の特徴語	 上位10単語 

 
 

 
図2：各群の対応分析 

 
3. 3 指導者の身体感覚がコーチングに与える影響 
HH 群は他の 3 群と比較してアナロジー教示を行

なっているのか検証するために、HH 群と他群に関

して 2 群の比率の差の検定を行ったところ、準熟

達指導群と有意差が認められた(HM: z=2.51,	
p<.05、MM: z=2.91,p<.01)。	

	 同様にスポーツオノマトペを使用した教示に関

しても同様に比較の差の検定を行ったところ、3 群

全てと有意差が認められた。(HM: z=2.68,p<.01、
MH: z=2.06,p<.05、MM: z=2.68,p<.01)	
	

4 考察 
	 気づきの量に関しては、熟達指導群(HH 群+MH
群)と準熟達指導群(HM 群+MM 群)において有意差

が認められ、気づきの量が指導力に影響を及ぼすこ

とが示唆された。	

	 指導者がフォームを観察する際にはHH群におい

H H H H

5 8 5 8

02

0

1 M.4

4 02

79

3

4

6 6 6 3M.4

地面

つま先

自分

振り

股関節

真下空中

後ろ

膝下

イメージ

接地

意識

リラックス

位置

我慢

コンパクト

タン

前

引く

持つ 振る

上げる

走る

落とす

引っ張る

重なる

出す

倒す
高い

グッ

腕

足

脚

下

膝

肘

顎

肩
脇

横

腰

糸

力

上

体

裏

指導者HH群

指導者HM群

指導者MH群

指導者MM群

-3

-2

-1

0

1

2

-1 0 1 2 3
成分1  (0.2739,  58.09%)

成
分
2 
 (
0.
11
25
, 
 2
3.
86
%)

Frequency:

10

20

30

40

65 34 25 . . ..
65 % %  % %   

4 5104 65    %  
4 5104 25  %    
25 %    % %

78     
9  %  %  %  

�



て最も出現率の高いカテゴリーであった『地面を捉

える力』をはじめ、『肘の角度』、『動作の強弱』が着

目すべき観点であると考えられた。一方で準熟達指

導群では高い出現率が見られたにも関わらず、熟達

指導群では有意に低い出現率が認められた項目と

して『膝の高さ』、『膝下の角度』、『腕振りの位置』

の 3 つが挙げられた。福田ら(2010)によれば、腿上

げ角度と振り出し角度は疾走速度に関係しないこ

とが判明しており、『膝の高さ』、『膝下の角度』を重

要視しない熟達指導群の指導はこれらの研究結果

を踏まえたものになっていると考えられる。	

	 言語教示に関しては、external focus を意識させる

ことが競技者の記録向上において効果的であるこ

とが示唆された。意識の対象においても、HH 群は

『対物』に意識を向けさせるのに対し、準熟達指導

群は『下肢』に対する教示を与えることが明らかに

なった。『対物』と『下肢』は同じ動きをさせるため

の教示であると考えられる。例えば HH 群では『前

方支持局面での足（かかとやつま先）の方向』に関

する「つま先が落ちている」、「かかと設置になって

いる」、「フラット接地ができている/できていない」

といった指摘が高い割合でなされていたが、言語教

示として競技者に伝える上では、これらを直接的に

伝えていない。「空き缶を踏み潰すイメージで」、「釘

をまっすぐ打ち込むように」と、意識を地面に向け

させている。一方で準熟達指導群はフラット接地が

できていない競技者に対し、直接的に「つま先を上

げて」、「かかとから着いて」と伝達している。競技

者の同じ短所に対して、準熟達指導群は自身の身体

の一部である『下肢』に意識を向けさせた教示をす

るのに対し、熟達指導群は地面に対する教示をする

ことで external focus に意識を向けさせていること

が示唆された。テキストマイニングの対応分析の結

果からも、準熟達指導群は身体の部位を表す語に近

い位置にプロットされており、internal focus を意識

させる教示を与えることが示唆された。	

	 内容分析、テキストマイニングから、熟達指導群

では準熟達指導群と比較し、明示的な指示よりも比

喩表現を用いたアナロジーが用いられていたこと

が明らかになった。アナロジーの対象や効果に関し

て、フラット接地や接地時間を矯正するものが多く

見られた。	

	 スポーツオノマトペに関しては、HH 群でのみ有

意に高い使用頻度が認められ、競技力が高いアスリ

ートのスポーツオノマトペは記録向上のための指

導に役立つ可能性が示唆される。また、スポーツオ

ノマトペの効果としてはパワー、スピード、持続性、

タイミング、リズムの 5 つが判明しており、柔道に

おいてはタイミングとスピードを意図した表現が

圧倒的に多いことが明らかになっていたが(吉

川.2013)、本研究でランニングフォームに対する教

示で見られたスポーツオノマトペの役割はパワー

とリズムのみであり、競技特性の違いが考慮される。	
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