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1. 緒言 

 思春期不器用（adolescent awkwardness）の観察に

関する歴史は古い。Lambert et al.は思春期の若者は

不器用で，ぎこちなく，調整が不十分であるように

見えると述べた 1)。Llorens は,思春期が成熟するに

つれて，姿勢の悪さや運動のぎこちなさが観察さ

れる可能性があると述べた 2)。近年においてもRyan 
et al.は，動きの質が，非線形に発達し，思春期の期

間の前後で停滞する可能性があると述べている 3)。

一方で，思春期不器用を確認できなかった研究も

ある。Davies and Rose は，5～18 歳の男女それぞれ

30 名を対象にして 13 種類の運動課題を実施した

ところ，思春期での停滞は認められなかったと報

告している 4)。その背景には横断的研究であったこ

とも指摘しているが，思春期における態度やモチ

ベーションの変化による運動課題への取り組み方

が不器用として捉えられているのではないかと指

摘している。 

日本において，思春期不器用はクラムジー

（clumsy）と表現されることがある。しかし，英語

圏ではクラムジーを先天的不器用，つまり発達性

協調運動障害（developmental coordination disorder: 
DCD）と捉えており，日本では間違った解釈をして

いる印象を受ける。 

そこで本研究では，思春期不器用が生じる原因，

クラムジーと思春期不器用の違い，思春期不器用

の解決や予防につながる方策について文献研究す

る。 

 

2. 思春期不器用の原因 

 思春期不器用の原因を探るにあたり，神経生理

学的観点は不可欠である。この章では，2012 年に

Quateman-yates et al.がまとめた思春期の感覚運動

機能に関するレビュー論文 5)の一部を以下に紹介

する。 
いくつかの特定の感覚運動メカニズム（神経認

知処理能力，神経筋制御と協調，姿勢制御の調節）

が，少女と少年の思春期発症の平均年齢（8～14 歳）

によっては完全には発達していないことを示して

いる。感覚運動機能は，中枢神経内の信号の感覚刺

激の受信，送信および処理，運動出力を生成するた

めの信号の変換に関与する生理学的システムの

個々および集合的な能力として定義される。 
思春期の運動のぎこちなさの増加につながる論

理的仮説は，子どもが急速な成長を遂げるまでに

特定の感覚運動メカニズムが完全に成熟しておら

ず，単純な運動制御タスクでさえも課題が増える

というものである可能性がある。別の見方をすれ

ば，思春期に起こる多くの急速な変化に子どもの

体が順応するにつれて，成熟過程は特定の感覚運

動メカニズムの機能退行につながる可能性がある。

いずれの場合も，子どもが思春期に入るときに運

動技能のパフォーマンスは低下しないかもしれな

いが，思春期の成長過程における神経筋制御，姿勢

の安定性，分節間/肢間協調などの運動制御の特定

の側面で退行が発生する可能性がある。このレビ

ューに記載されている包含/除外基準は，思春期の

成熟と特定の感覚運動メカニズムを調査するため

に設計されたが，発達の非線形的側面（より一般化

された進歩的な傾向内の回帰の期間）を十分にと

らえることができた研究が少なかったため，思春

期に運動制御が損なわれるかどうかについて強い

結論を出すことは困難であった。 
 感覚運動機能的観点からみた Quatman-yates et al.
の論文を解釈すると,体の急速な発育に対して指令

を送る脳や感覚器の適応が追い付かないことから，

思春期不器用が起こる可能性があるようだ。しか

し，どのような要因がどう影響しているかは一致

した見解は得られなかった。したがって，思春期に

おける運動能力の低下や停滞を思春期不器用の影

響と決めつけることは短絡的であると言える。 
 
3. 思春期不器用とクラムジーの違い 

3-1 英語圏での「クラムジー」の使われ方 

 クラムジー（clumsy）は，「不器用な」という意

味で，クラムジネス（clumsiness）の形容詞である。

Hall によると，クラムジネスは「一般的な遅滞また

は実証可能な神経疾患では説明できず，滑らかな

協調運動を必要とするスキルの獲得における欠陥」

と定義できるであろうと述べている⁶⁾。このよう

な症状は，発達性協調運動障害（DCD）を指してい

ると思われ，同様の捉え方が，他の学術論文 7)だけ

でなく，インターネットサイトでも確認できる。つ

まり，clumsy や clumsiness は DCD を指していると

読み取れる。学術的な情報を検索する Google 
Scholar でも同様に「clumsy」または「clumsiness」
と「sports」で検索すると 2000 年以降に clumsy ま

たは clumsiness という用語を用いた論文は非常に

少ない。おそらく 2000 年前後に DCD という用語

が確立され，そちらに置き換わったものであると

思われる。言い換えれば，clumsy や clumsiness は

DCD を指す古い用語である可能性がある。 
  

3-2 日本での「クラムジー」の使われ方  

Google にて「クラムジー」と「スポーツ」で検索

すると，「Clumsy は成長期とその前後に起こる不調，

パフォーマンスの低下のことを指す」と説明され

たサイトが見つかる。またサッカーの本田圭佑選

手が中学 1 年の後半に「クラムジー」に陥り，症状

をみてみると，急激に成長することによって，体と

精神のバランスが崩れ，これまで会得した技術が

できなくなると書かれていたり，サッカー選手の

石川直弘選手も身長が急激に伸びたころに体がう

まく動かなくなり，悩んでいた。原因は，身体の成

長に対して神経的な適応が追い付かない「クラム

ジー」という現象である，と説明されているサイト

もある。これは,思春期不器用の説明である。 

以上のように,日本では「思春期不器用」の症状



を「クラムジー」と説明する,誤った使い方が広が

っている。最近に投稿された記事も多いことから,

クラムジーは DCD を意味するにも関わらず,日本

ではクラムジーを思春期不器用と同義として扱っ

ているといっても過言ではない。 

 

4. 思春期不器用の対処方法 

 思春期不器用（国内では“クラムジー”という用

語が使われている）の対処方法がインターネット

サイトで紹介されているので,それをまとめてい

く。まず 1 つ目は,「できるだけ体を大きく動かす

運動をする」ということである。思春期不器用にな

ると多くの場合,体を大きく動かせば動かすほど子

どもは違和感を覚える傾向にあるため,思春期不器

用の現象が強く出ている選手ほど,違和感を減らし

たいがために動きをわざと小さくしてしまう傾向

にある。必要以上に小さい動きを続けてしまうと,
体や脳はその小さな動きを覚えてしまい,やがて思

春期不器用の現象が治まってきたとしても,本来の

ダイナミックな動きを取り戻せなくなる。これを

防ぐために,できるだけシンプルで体を大きく動か

す運動が良いということである。そこで行うシン

プルなトレーニングには,腕を大きく振るスキップ

や走り幅跳び,側転などのダイナミックな動きなど

がある。つまり,基本的に思春期不器用の時期は,今
までやってきた内容をできるだけシンプルに反復

して,感覚を確かめる方が良いということだろう。 
 2 つ目は,「体重が増えすぎないように気をつけ

る」ということである。必要以上の体重増加は動き

を余計鈍くすることになる。ここまでが思春期不

器用の現象を軽く,短期間に抑えるような対策だが,
思春期不器用の時期に「やってはいけない」とされ

ていることもまとめていく。①トレーニングや練

習で,無理な負荷をかけすぎる。②新しい技術,動き

などを覚えるトレーニングばかり行う。③癖や違

和感を直そうと,必要以上に神経質になる。思春期

不器用は「体の変化に,脳や神経系,感覚器がついて

いけてない」状態と言われている。このとき,子ど

もの脳は,体の変化についていこうと必死で今まで

やってきた運動経験を必死に思い出して,感覚を取

り戻そうとしている。そのときに,新しいことを覚

えようとしたり,疲れで普段の動きができないのに

動きを反復させてしまうと,今までの運動経験や感

覚をより混乱させてしまうことに繋がる。あくま

でシンプルな運動や練習,これまで習得してきた内

容の反復をすることが良いことだと,現時点では言

われている。 
学術的には,Zech et al.は,バランストレーニング

は運動技能のバランスを改善し,機械受容器のフィ

ードバックの変化が感覚運動メカニズムの観点か

ら,中枢神経系の再編成プロセスにつながり,その

後運動反応の変化（神経筋制御の適応）につながる

可能性がある 8)と述べている。具体的にバランスト

レーニングには,安定したまたは不安定なプラット

フォームでボールを投げたり捕ったり,未関与の脚

でゴムを蹴る運動がある。しかし,これらの方法で

思春期不器用が解決または予防できるかどうかは

明らかにされていない。 
スポーツ科学自体は進歩しているものの,思春期

不器用の解明に関する学術的知見は少ない。成長

期の子どもにみられる運動能力の低下は,思春期不

器用であると確定する科学的な診断方法もなく,ま
た治療方法も存在しない。つまり,インターネット

に書いてあることは実際に思春期不器用の原因に

対するアプローチとなっておらず,効果が得られる

かどうかは分からない。 
 
5. まとめ 

1）思春期不器用の原因を感覚運動機能的にみた。

子どもが急速な成長を遂げるまでに特定の感覚運

動メカニズムが完全に成熟しておらず,思春期に起

こる急速な変化に体が順応するにつれて,成熟過程

が感覚運動メカニズムの機能退行につながる可能

性がある。 
2）思春期不器用は,思春期とその前後に起こる不調,
パフォーマンスの低下である。クラムジーは,「不

器用な」という意味で,クラムジネスの形容詞であ

る。クラムジネスは「滑らかな協調運動を必要とす

るスキルの獲得における欠陥」と定義でき,このよ

うな症状は,DCD を指している。一方で日本では

「思春期不器用」の症状を「クラムジー」と説明す

る,誤った使い方が広がっている。 
3）思春期不器用の対処方法が示されているが,学術

的に効果が証明されていないので解決や予防につ

ながるかどうかは明らかではない。 
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