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1. 緒言 

スポーツを行う上で過度な緊張や無駄な力みが、

理想的なパフォーマンスを阻害することは一般的

に知られている。指導現場でも「力を抜いて！リラ

ックス！」などと声がかかることは日常的である。

しかし、「脱力する」という動作は、長年スポーツ

に親しんでいる者でも容易ではない様である。葛

西らによると「『腕のぶら下げ』という簡単な実験

においても、腕の力を脱力させることは非常に難

しく、多くの場合、他者に腕を持ち上げられる際に

は、無意識に腕の持ち上げを手伝ってしまい、また、

腕を解放された際には無意識に落下を抑制する反

応が生じる」1)と報告されている。また、スポーツ

での動作時には、適度な緊張と弛緩が求められ、た

だ身体の筋を脱力させるだけでは要が足りない。

そこで筆者は、その動作を行うための最低限の力

みを残しつつ、有効な脱力を行うことが求められ

るのでは、と考えた。 
これらのことから、本研究では理想的なパフォ

ーマンスを行うために必要な最低限の力み(以下、

「有効な脱力」と記す)とはどのような状態である

かを明らかにした上で、この状態を意図的に促す

方法として「倒立歩行」を実施することが有効な脱

力を促す題材として有効であるかを探求すること

とした。 
有効な脱力を促す運動として倒立歩行に着目し

た経緯としては、自身が倒立歩行に取り組みスポ

ーツパフォーマンスに影響を与えた経験からであ

る。 
 

2. 研究方法 

2-1 文献研究 

運動における有効な脱力の重要性、有効な脱力

方法を見出した。また、倒立歩行が有効な脱力を促

す可能性を探った。 
2-2 質問紙調査 
2-2-1 調査方法 

調査は、自由記述の質問紙を使用した。回収後、

回答内容を詳しく回答者にインタビューする可能

性を考え、質問紙には名前を記入してもらった。調

査期間は 2018 年 12 月 5 日～12 月 12 日までとし

た。 
2-2-2 調査対象 

I 大学で運動部活動に所属している男子 50 名、

女子 47 名、計 97 名とした。多様な意見を取り入

れるため種目は固定せずに実施した。 
2-2-3 調査内容 

1) 基本属性 

 名前、性別、学部・学科、学年、所属部活動 

2) 競技歴、競技成績 

 所属部活動の競技歴、これまでの一番良い大会

実績(全国大会、県大会、地区大会、その他) 

3) 自由記述 

 有効な脱力を促すための共通点を見出すために

自由記述の質問を 3 つ実施した。また、倒立歩行の

可能性を見出すために同じく自由記述の設問を 2

つ実施した。項目は下記のとおりである。 

 

● あなた自身の専門種目で、試合中に、特に

脱力・リラックスが必要だと感じる場面

はどの場面ですか？ 

● あなた自身、試合中、過度に力んでしまう、

または緊張してしまう身体の部位はどこ

だと思いますか？ 

● 試合中、過度に力まないように、または緊

張しないように何か行っていることはあ

りますか？ 

  ● これまでに部活動で倒立系のトレーニン

グを行っていた経験はありますか？また、

そのトレーニングは何のために行ってい

ましたか？ 

○ あなたは、倒立歩行 10 歩以上できます

か？できると答えた方、できるようになっ

てから運動をしていて、パフォーマンスに

何か変化はありましたか？ 

 

3．結果と考察 

3-1 運動における有効な脱力の重要性 
我々が生活している地球上には重力が存在して

いる。これがあることで、人は地球上に立つことが

できている。つまり、全身の筋に力を入れてその重

力に逆らうことで地球上に立つことを可能にして

いる。運動するためには、歩く、走る、跳ぶ、投げ

るなどの動作が必要になる。そして、人が動くとい

うことは筋に力を入れることよりも筋の力を抜き、

脱力させることにより身体が一方向に傾いていき、

それを利用することで可能になる。それほど運動

することにおいて脱力は重要である。 
さらに、世界で活躍しているアスリートが脱力

に対して行っていることを明らかにすることで、

脱力の重要性を示した。野球、サッカー、バスケッ

トボール、テニスの種目で活躍しているアスリー

トが行っているトレーニングとしてヨーガが挙げ

られる。ヨーガとは、ポーズと呼吸法により自己を

超越したゆるぎない境地を目指すものである。ヨ

ーガに必須の身体感覚として脱力がある。ヨーガ

には数えきれないほどのポーズがあるが、柔軟性

を生かしポーズを行えたとしても力がないと意味

がなく、力の抜き入れを意識することが重要であ

る 2)。アスリートはヨーガを行うことで、脱力とい

う感覚を身に付け、有効な脱力を可能にしている。

他にも、サッカー日本代表の長友佑都選手は「ゆる

体操」と呼ばれている独自の脱力トレーニングを

行っている 3)。 
これらのことから、様々なスポーツでパフォー

マンス向上のために有効な脱力が重要視されてい
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ることが明らかになった。 
 

3-2 有効な脱力方法の検討 

 質問紙調査の結果から、バスケットボールのフ

リースロー時やサッカーのペナルティキック時な

どの心理的影響が強い場面と試合中のキック時や

スパイク時などの強い動作の場面で脱力が必要だ

と感じている人が多くいることが分かった。試合

中過度に力んでしまう体の部位としては、体の外

側である「肩」や「腕」、「脚」などの「四肢」に力

みを感じている人が多くいることが分かった。 

 これらのことから、強い動作時にもしなやかな

動きができること、体の部位として意識するとこ

ろの 2 点をふまえて、有効に脱力するためのポイ

ントを探るべく、文献研究を行った。その結果、質

問紙調査の結果と文献研究の共通点を探ることで

「身体への気づき」と「軸を知ること」の 2 点を見

出した。 

「気づき」とは、人の本来的な身体の動きと自分

で感じる身体の感覚の違いを知ることである。コ

ナブルらは「人の本来的な身体の動きができるこ

とで、有効な脱力のできた動きが可能になる。」4)と

述べている。「軸」とは、スポーツでいう「体軸」、

「中心軸」、「センター」と言われるもので、地球の

中心から人の身体の中心を通って、頭を突き抜け

て天まで伸びている 1 本の線のことである。 
 
3-3 倒立歩行と脱力の可能性 

質問紙調査から倒立系のトレーニングを行った

ことがあると答えた人は 97 名中 41 名いて、体幹、

筋力、バランス力を鍛えるためという内容の回答

が特に多くあった。また、倒立歩行を 10 歩以上で

きると答えた人は 97 名中 20 名いて、その中で 11
名は、筋力面での影響よりも軸や体のコントロー

ル面で影響を与えたという回答が多くあった。 
＜質問紙調査○の回答結果＞ 
できる(20 名) 
・変化なし、わからない(9 名) 
・身体の使い方、コントロールが上手くなった(3
名) 

・陸上競技の走り、バレーボールのスパイク時にブ

レが少なく、安定した(3 名) 
・柔道で体軸の意識ができた 
・走っている時、接地面の反発を受けやすくなった 
・バスケでシュートが安定した 
・テニスで速いボールが打てるようになった 
・明確ではないが、400mH 走の記録が向上した 
・腕の力が強くなり、柔道で組み負けなくなった 
 
倒立について野口らは「逆立ちの練習は、立つこ

との意味を意識的に追体験して確かめることにあ

り、からだがほどけて、重さの方向がよくわかるよ

うになる。」5)と述べている。倒立をすることで立つ

ことの意味を確かめ、重さの方向を正しくわかる

ようになることで、今まで気づかなかった「身体へ

の気づき」につながると考える。 
 質問紙調査や文献研究により、倒立歩行をトレ

ーニングとして行うことは「身体への気づき」を促

し、「軸を知ること」にもつながる可能性を見出し

た。 

 
4 まとめ 

 運動をする上で力を入れること以上に、力を抜 
き脱力することは重要なことであり、世界で活躍

しているアスリートの取り組みからみても脱力す

ることはパフォーマンス向上につながるほど重要

視されている。また、質問紙調査と文献研究の結果

から有効に脱力するために大事なポイントとして

「身体への気づき」と「軸を知ること」を見出した。

その 2 点を踏まえた有効な脱力方法として、倒立

歩行の可能性を探った。質問紙調査と文献研究か

ら倒立歩行を行うことは、「身体の気づき」を促し、

「軸を知ること」にもつながる可能性を見出した。

さらに、この 2 点を身につけることにより有効な

脱力を促す可能性も見出した。よって、倒立歩行は

身体への有効な脱力を促すトレーニングであると

考えられる。 
 
5 今後の展望 

 本研究においては運動における脱力の重要性か

ら把握し、倒立歩行をすることが運動中の身体の

有効な脱力を促す可能性があることが分かった。

ただし、本研究では研究方法として質問紙調査と

文献研究のみで明らかにしたため、実際に倒立歩

行をトレーニングとして行い運動パフォーマンス

にどのような影響が現れるかを実験することで、

さらなる深い可能性について明らかにしていくこ

とが今後の課題である。 
また、近年では、教育現場での安全の確保が大切

とされている中でも倒立歩行を行うことは怪我の

危険性が高いとされている。指導側も選手の安全

を確保することが第一であり、怪我の危険性が高

い練習を行いたくはないと考えていることは事実

である。そのような現状の中でもどのようにして

トレーニングとして指導側が生かしていくことが

できるかが次なる課題である。 
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