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1. 緒言 

 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』（文部

科学省 平成 20年 9月）は、保健体育の目標を「心

と体を一体としてとらえ、運動や健康・安全につい

ての理解と運動の合理的な実践を通して、生涯にわ

ったて運動に親しむ資質や能力を育てるとともに

健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向

上を図り、明るく豊かな生活を営む態度を育てる。」

とした。さらに、『第 2章 保健体育科の目標及び

内容 第 2節〔体育分野〕3 内容の取扱い』では、

「自然とのかかわりの深いスキー、スケートや水辺

活動などの指導については、地域や学校の実態に応

じて積極的に行うに留意するものとする。」とし、

学校教育での野外運動の充実を図っている。 

本研究は、ゲレンデスキーにおいて生成されるフ

ロー感覚の内実を考察することを目的としている。 
 
2. フロー理論 

フローとは、遊びやスポーツなどで、その世界に
没入し、我を忘れて楽しんでいる時の感覚のことで
ある。（チクセントミハイ、1975） 
 
3. ゲレンデスキーのフロー 

3-1 スキー 

 紀元前にスカンジナヴィア、北部アジアの寒い地

方の交通手段として「かんじき」のようなものから

発展してきたと言われている。そこで誕生したスキ

ーは、ノルウェーやフィンランドに次第に普及され、

古くからこれらの雪国では唯一の交通用具として

便利に利用され、当時の旅人も、スキーで雪原を行

くのは、快適な旅行であると記録に述べている。 

 その後、スキーや狩り、戦争にも軍隊が利用する

ようになったが、次第にスポーツとしての良さが認

識されるようになり、1250 年頃ノルウェーのヘミ

ングにおいてスキーの競技が行われた。 

3-2 ゲレンデスキーの特性 

第一に遠距離性と自然環境性である。スキーを行

う場は、日常生活の場を遠く離れた、いわゆる非日

常生活圏といわれる山岳地帯にあることが大きな

特徴である。特にスキーを行う雪山は、二度と同じ

条件がない山の地形や斜面である(緩、急の斜面の

変化、凸凹地形、雪の状態等)。 

第二に，季節性である。ゲレンデスキーは雪がな

ければ行うことができない。つまり、スキーを行う

季節は冬に限定される。  

そして第三に、年齢、性別を問わないスポーツ（全

年齢性、大衆性）であり、また、その活動内容は極

めて多岐多様にわたっている（多様性）。さらに、

テクノロジーの発達により、その行動圏は急速に広

がっている（広範性）。 
 このように、ゲレンデスキーは、間口が広く、奥
行きの深いスポーツ活動といえる。 
 
 
 
 

 
4. ゲレンデスキーにおける基本動作とフロー 
技術は、スキーヤーの主体的な意志や運動目的を

達成するために、客観的な法則を適応する合理的な
方法であり，自分が滑りたいと願う滑りを実現して
いく手段である。スキーを行う目的は様々であるが、
誰にも共通することは楽しく、安全に、合理的な技
術を駆使して自由に滑ることである。 

4-1 プルーク・ファーレン 

この技術におけるフローには、 

 スキーを初めて付けた時のワクワク感覚 

 ツルツルと滑る雪面の感覚 

 傾斜を滑るスリリングなバランス感覚  

等がある。 

4-2 プルーク・ボーゲン 

この技術におけるフローには、 

 スキーへの“慣れ”に対する安堵感覚 

 景色が映り変わる時の解放感覚 

 進行方向を操作することができる有能感覚（回

転のフロー） 等がある。 

4-3 シュテム・ターン 

この技術におけるフローには、 

 斜滑降を行うドキドキ感覚 

 荷重のかけ方における繊細な感覚 

 どんな急斜面でも滑ることのできる有能感 

等がある。 

このフロー感覚の醍醐味といえるのは、「どんな

急斜面でも滑ることができる点」である。また、今

まで習得された技能を生かし、スキーという種目を

楽しむ基本となるものであると共に、さらなる技能

の向上を促進させる基盤でもある。 

4-4 パラレル・ターン 

この技術におけるフローには、 

 スキー板がパラレルになったことの成就感覚 

 自分のイメージと一致したラインに乗った時

の悦び感覚 

 「オンザレール」した時の爽快感 （自由自在

に操作できる感覚） 等がある。 
パラレルでの「オンザレール」におけるフロー感

覚には、「コツ」と「カン」の反転が明瞭に現れる。
パラレルのコツをつかんでくると、これから回転す
る自分のラインを予備的に先読むというカン（A‐
nticipation）が働く。それは、自分が十分にその
ライン上で回転できるという自信（コツ）に裏付け
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られたカンである。そうして、エッジの切り換えと
ターンが同時に起こる。回転の後半では、この先読
みのカンは地平に隠れ、美しいパラレル・シュプー
ルのコツが発現される。 

4-5 ウェーデルン 

この技術におけるフローには、 

 素早いターンによる大まわりのリズムから小

まわりのリズムへの感覚 

 スピードがある中で自由自在に操作できる爽

快感覚 

 各技術（シュテム・ターン，パラレル・ターン

等）が上達していく成就感覚 等がある。 

 この技術におけるフロー感覚は，それまでに習得

した様々な技術がより高度なものとして成就され

たときに生成される。また，自分のラインを予備的

に先読みし（カンが働く），自分が十分にそのライ

ンで回転できるという自信（コツ）とがパラレル・

ターンよりもより速く，正確に組み合わされ、この

技術ならではのリズム感と悦び（醍醐味）が生成さ

れる。 

4-6 コブへの対応 

この技術におけるフローには， 

 コブにどのようにして対応していくか先読み

することへのドキドキ感覚 

 コブへの対応が無意識にできたことの充実感

覚 

 膝を使い，態勢を崩さないバランス感覚  

等がある。 

 
5. 土台としての自然（ゲレンデ） 

ゲレンデは、スキーヤーにとって単なる「もの」

ではなく、雪質、天候、森林、さらには観衆など様々

な要素をその中に含んだ、スキーの楽しさ（醍醐味）

を感じることができる「場」である。また、その感

覚を技（プルーク・ボーゲン等）の中に組み込むこ

とにより、スキーヤーはより一層自然の中に組み込

まれる。つまり、その時のゲレンデ（土台としての

ゲレンデ）のあり様とスキーの技（フロー感覚）は、

まさに一体となって変化し、流れているのである。 

 

6. 背景としての自然との融合 

6-1 スキー気分 

 スキーヤーは、冬、雪山（ゲレンデ）の素晴らし

さ（醍醐味）と脅威とを体感し、そうした両面価値

的な自然（雪、天候、森林等）感覚を含んだフロー

を「スキー気分」として感じている。 

6-2 雪山が織りなす精神的緊張の解消 

スキーヤーは、夢中なって雪と戯れる。すると、

自然はスキーヤーの悩みや不安、緊張状態を忘れさ

せてくれる。そして、日常の型にはまった存在様式

を解放してくれる。 

6-3 自然の根拠（摂理）との感応的同調（触発と

会得） 

自然（ゲレンデ）は、その場その場が全て異なり、

スキーヤーは滑る度にまた新たな自然に出会う。自

然（ゲレンデ）に入り、滑ることで、スキー気分を

味わう。それはスキーヤーの身体が自然に引きつけ

られ、フロー感覚を待機した状態、つまり自然に「触

発」された状態である。スキーヤーに意識された自

然（ゲレンデ、天候、森林、観衆等）はその時点で、

奥に隠れた「自然の根拠（摂理）」を現示してくる。

それと同時にスキーヤーは、自然の根拠（摂理）を

「会得」する。 

スキー気分とは、まさに、スキーヤーの身体と自

然との一体感、スキーヤーの身体と自然の奥に隠れ

た根拠（摂理）との感応的同調である。 

 

7. 今後の課題 

 本研究で提示した理論的仮説を、実践を通してさ

らに確証し、発展させていくことが今後の課題であ

る。 
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