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１．緒言

フリークライミングは、自分の手足で直接岩壁を登
るスポーツであり、本来は天然の岩場で行われる（注
1）。チクセントミハイほか（1979）は、高所に向かっ
て登る際の危険が、行為者を身体的・精神的集中
に引き込み、高揚した身体的達成感、環境との調和
感、クライミング仲間への信頼、目的の明確さなどを
含む、内発的で楽しい経験を生む構造的要素を持っ
ていると述べている。
ある程度の危険を伴いながら自分の四肢を活用し

て高所に登るという行為には、身体への気づきや、
自己や他者理解を含めた、総合的な自己洞察を促
す要素が含まれていることが経験的に認められおり、
野外教育の分野においては、古くから登山やクライ
ミングを教育の手段として活用する取り組みがなされ
てきた。例えば、1941年にKurt Hahnによって設立
された英国のOutward Bound School（OBS）では、
冒険教育プログラムの一つとしてロッククライミング
を取り入れている。冒険教育の起源といわれている
OBSは、自然に挑む冒険性を強調し、目標に向かっ
て困難を克服していく過程を重視した教育を行ってい
る。特に、大自然の中で行われるロッククライミング
は、岩壁をよじ登るという行為を通して、自分自身を
見つめ直すことや、仲間に確保をしてもらうことにより
人への信頼感を育むことを意図して実施されている。
このような教育理念や手法は、現在でも世界中の野

外教育機関で受け継がれている。
近年ではクライミングウォール（人工壁）の開発が
進み、スポーツクライミング（注2）としての一分野を
形成するとともに、小学校や青少年教育施設、大学
等にもクライミング施設が設置され始め、学校教育
における教育手段としての活用も行われつつある。
学校教育における取り組みでは、徳山（2003）が
大学体育授業でロープクライミングを取り扱ってお
り、一般体育教材としての有効性について報告して
いる。徳山は、ロープでお互いを確保して高い壁に
登る過程で、受講者間の相互に責任と依存が求めら
れることから、人間関係という視点から自己を見つめ
直す機会を得やすいことを報告している。また、大
半の学生にとって未経験の教材であり未知領域への
チャレンジを喚起しやすいことも教材としての有効性
であることを報告している。
クライミングの運動課題は、四肢を用いてホールド

（注3）からホールドへ移動することであり、目標とす
るホールドまでよじ登り到達するというシンプルなもの
である。スタートからゴールまでの目標が明確であり、
課題解決までのプロセスをイメージしやすいことは、
運動意欲や挑戦意欲を喚起する要因になると考えら
れる。また、ウォールに一定数のホールドが設置さ
れていれば、その組み合わせによって易しい課題（注
4）から難しい課題まで、段階的に、豊富に準備して
おくことができる。そのため、受講者が主体的に目標
を設定し、個人差に応じた活動を展開しやすいことも、
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教材としての有効性の一つであると考えられる。以上
のような有効性を備えていることや、近年の人工壁の
普及が進んでいることを鑑みると、効果的な指導・支
援法に関する知見を積み重ねていくことには意義があ
ると考えられる。
本研究は大学の一般体育授業においてクライミ

ングを取り扱い、学習者の体験内容から授業の成
果と課題を明らかにし、効果的な指導・支援法に関
する知見を積み重ねていくことを目的としている。徳
山（2003）の報告における授業実践との差異は、本
研究においてはロープを使わないクライミングである
「ボルダリング」を主たる教材として取り扱っている
点である。

２．方法

（１） 調査対象とした授業
調査対象とした授業は、2010年度前期（4月12日
7月19日までの全14回）に開講されたT女子大学
健康・運動科学科目「フィットネスA（クライミング）」
であった。本授業の目的は、①トレーニングの基礎
理論を実践的に学び、各自の体力や日常生活に適し
たトレーニング展開方法の理解を深める、②各自の
体力・技能に応じてボルダリングを安全に楽しむ能
力を身につける、③運動技能の習熟について実践を
通して理解する、の3点であり、ボルダリングを主運
動として取り扱う授業であった。

（２） ボルダリング課題の設定
授業はT女子大学体育館の外壁にあるクライミン

グウォールを利用して行われた。クライミングウォー
ルは傾斜の異なる3つの壁面から構成され、1面の
サイズは4m×3.8m、各壁面の傾斜は90°、100°、
110°である。急な落下や着地の際の衝撃を和らげる
ため、ソフトマット（折りたたみ式・厚さ30cm）を敷くこ
とで、安全管理に配慮している。
課題の設定は筆者が行い、一定のボルダリング
経験を有する関係者（ボルダリング継続年数8年以
上、1級以上の課題登攀経験を有する者）2名に課
題の登攀を依頼し、難易度の妥当性の検証を行っ

た。課題は、10級から8級の初心・初級者対象のも
のを中心に計30課題を準備し、1課題当たり8ホー
ルド以内のルート設定とした。課題の最大難易度は
5級程度とした。

（３） 調査対象者
本授業を履修した53名の内、15回の授業の内12

回以上出席した46名を調査対象とした（2年生6名、
3年生11名、4年生29名）。学生の受講動機は、「も
ともと運動が好きだから」「やったことのないスポーツ
であり楽しそうだから」「テレビで見て面白そうだと思っ
た」「学生生活最後の思い出に」「両親が山岳部出身
で昔やっていた」等であり、運動意欲が高い学生が
中心であった。
　

（４） 授業の実施方法
第1回授業にオリエンテーションを行い、受講動
機の調査と授業の概要を説明した。第2・3回の授
業ではクライミングにおける安全管理、目標設定やト
レーニング方法についての講義を行い、第4回授業
からボルダリングの実技を全11回で実施した。
クライミングウォールは安全管理の関係上、同時

に登れる人数が限られる。そのため、履修者を大きく
2つに分け、授業の前半と後半でボルダリングとフィッ
トネストレーニングを交代する方式で展開した。
一回の授業のながれは次のとおりである。まず授
業の冒頭に、指導者がボルダリング動作の基本的
な指導を行った。その後、5-6名程度のグループを
作らせ、各壁にある課題に取り組ませた。一つの壁
面に人が集中することを避けることと、多様な壁面で
の課題に取り組むことを企図し、時間によって取り組
む壁面をローテーションするよう指示した。尚、終了
15分前には個人が好きな課題に取り組む時間を設け
た。
授業では毎回、終了前にコメントペーパーへの記
録と提出を義務付けた。記録内容は、①登った本数、
②ボルダリングについての感想、③自分や仲間の動
きについて感じたこと、④日常におけるトレーニング
の実施の状況、の４項目であった。各項目の内容を
整理した資料を次回授業の冒頭に配布し、全体での
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共有を行った。

（５）体験内容の調査
授業におけるボルダリング体験において、対象者

がどのような体験をしているのかを検討するために、
学期末最終レポートを用いて体験内容の調査を行っ
た。レポート課題は「印象に残っている授業中の場
面や出来事をもとに、感じたことや考えたこと」であっ
た。
記述された内容の分析においては、「感情の動き」

「思考」「心理力動性」などを抽出し、文脈をできる
だけ逸脱しないように要約した。次に、KJ法を用い
て各要約を分類し、類似した内容のグループにカテ
ゴリー名称を設定した。さらに、関連が認められるグ
ループをまとめ、上位カテゴリーとして名称を設定し
た。なお、2名の野外教育指導者に、設定カテゴリー
と分類結果の妥当性の検証を依頼した。

３．結果

 （１） 他者との直接的な関わり
他者との直接的な相互作用により意欲が向上した
体験や、仲間関係の深まりについて述べられた記述
を「他者との直接的な関わり」（29項目）とカテゴリー
化した。このカテゴリーは、「仲間の存在のありがた
さ」（11項目）、「仲間関係の深まり」（6項目）、「仲間
との励まし合い」（6項目）、「自分に送られる声援」（4
項目）、「仲間に送る声援」（2項目）の、5つのサブカ
テゴリーで構成された。

（２） 他者との間接的な関わり
他者のクライミングに取り組む姿勢や、クライミン

グ動作の観察を通して意欲が向上した体験につい
て述べられたものを「他者との間接的な関わり」（12
項目）とカテゴリー化した。このカテゴリーは、「他者
の課題に取り組む姿」（6項目）、「他者の動きの観察」
（6項目）で構成された。

（３） 自己の身体性
自分自身のクライミング動作や、身体感覚の変容

について触れている記述をまとめ、「自己の身体性」
（20項目）とカテゴリー化した。このカテゴリーは「動
きの変容の実感」（7項目）、「明確な課題意識と動き
の習熟」（5項目）、「合理的な動きの理解の深まり」（5
項目）、「体力向上の実感」（3項目）の、4つのサブ
カテゴリーから構成された。

（４） 課題の達成
出来なかったクライミング課題が、出来るように

なった時の達成感や印象の深さについて述べている
記述を「課題の達成」（8項目）とカテゴリー化した。

（５） クライミングに対する理解
授業での体験に基づいて、各自が考えるクライミン

グの面白さ、魅力について述べている記述を「クライ
ミングに対する理解の深まり」（5項目）とカテゴリー化
した。

（６） クライミングを通した自己洞察
　クライミングを通した自己の内面の変化や、学び
得たことについて述べられているものを「クライミング
を通した自己洞察」（20項目）とカテゴリー化した。こ
のカテゴリーは、「物事に取り組む姿勢の学び」（6
項目）、「学びを日常に活かす意識」（5項目）、「挑戦
の価値」（2項目）、「積み重ねの価値」（2項目）、「内
面への気づき」（2項目）、「心身についての理解」（2
項目）、「日常における行動変容」（1項目）の、7つの
サブカテゴリーで構成された。
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A. 他者との直接的な関わり（29）
a. 仲間のありがたさ
個々人が課題に取り組む際に、仲間の存在が意欲の維持・向上に影響したという実感について述べているもの

1 グループでなければこんなに頑張れなかったのではないかと思う
2 同じ目標に向かって頑張る仲間がいたからこそ、諦めずに登りきることができた
3 何度も同じコースに挑戦したことで、仲間のありがたさを実感した
4 ともに向上し合える仲間関係が築け、意欲が湧いた
5 一人が登る毎にホールドの特徴やコツを仲間全員で共有し合ったことでモチベーションが維持できた
6 一人よりも仲間がいた方がより効果を上げることができる
7 一人ではクリアできなかった課題に、仲間とチャレンジし続けた
8 仲間と挑戦した方が楽しいしやる気がでる
9 継続して運動するときはお互いを高め合うことのできる仲間が大事
10 仲間がいれば上達への近道になることを実感した
11 自分では気づかない失敗の理由を見つけてくれるので、チームの人の意見は大事だと思った

b. 仲間関係の深まり
授業を通し、人間関係が自然と深まっていく体験について述べているもの

1 一緒に体を動かし、声を掛け合うことでこんなにも仲良くなれるのだと実感した
2 学年を問わず、課題を共有することで、必然的に話すようになること
3 課題を共有することで、自然と話し合いがはじまるところに感心した
4 学科も学年も違う人たちと励まし合い、がんばれることは貴重な経験だった
5 知らない人とも課題を共有できたことが印象深かった
6 互いに切磋琢磨し合う中で一体感が生まれたこと

c. 仲間との励まし合い
仲間と励まし合うことそれ自体や、感情の共有体験について述べているもの

1 同じルートに挑戦していた子と励まし合い、切磋琢磨できたこと
2 励まし合い、アドバイスし合ったりすることがとても楽しかった
3 仲間からコツを教わったり励まし合ったりしたことが心に残っている
4 登れなくて悔しいという気持ちも共有してくれたような気がします
5 お互いに「声をかけ合う」ということがとても重要なのではないかと考えました
6 登るのは一人だけれど、仲間から励まされたりアドバイスをもらったりすることでより楽しくなる

d. 自分に送られる声援
クライミング中に声援を送られる体験について述べているもの

1 あと少しで次のホールドに手が届く、という時は、必ず声を掛けてくれたこと
2 登っている最中も応援してくれたこと
3 クリアできなかった課題を登り切れたとき、拍手をくれたこと
4 クライミング中に同じ班の人が声をかけてくれること

e. 仲間に送る声援
クライミング中の仲間を応援する体験について述べているもの

1 仲間を応援していた時に感じたのは、一人では味わえない、私が最初に求めていた楽しさであった
2 登っている人を応援するのは、自分が登っているときと同じくらい楽しかった

表１　学習者の体験内容
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B. 他者との間接的な関わり（12）
他者の取り組む姿勢や動きの観察を通して、意欲や課題達成のコツを得たという体験

a. 他者の課題に取り組む姿
他者の取り組む姿勢から、意欲が刺激された体験

1 仲間が、何週間もかけて難しい課題をクリアしていく姿勢を見て、私も挑戦してみようかなという気持ちになった
2 難易度の高いコースに次々と挑戦する友人の姿を見て、登れないコースに挑戦するよう心がけた
3 傾斜がきつい壁に挑戦している仲間を見て、自分も課題をこなしていこうと思い始めた
4 他のメンバーが自分からどんどん遠いところに進んでいるようで少し焦ったのを覚えている
5 班のみんなの姿をみて「頑張ろう!」と刺激になりました
6 「次は絶対クリアする」という意欲が全体的にみられ、刺激になった

b. 他者の動きの観察
他者の動きを観察することが、自分の動きの変容に影響した体験

1 他の人が登っている様子を見ながら何回も挑戦していくと、なんとなくコツのようなものがつかめた
2 仲間の動きを観察してポイントを確認し、くり返すことで自分の動きが洗練されていった
3 上手な人は背中が丸まらないで登っていたので、身体をまっすぐにして登ることを心がけた
4 人が登っている姿を見て、自分の動きが良くないと実感したことが多々あった
5 互いの登る姿を見て学び、仲間から吸収できることがたくさんあった
6 他のメンバーの動きを見て、考えることで、上達速度が速くなった

C. 自己の身体性（20）
a. 動きの変容の実感
クライミング動作の変容の実感について述べているもの

1 回を追って、身体の使い方や今後の課題について意識が向くようになっていった
2 チャレンジを積み重ねることによって、上達や自分の成長を実感することができた
3 毎週毎週、一つずつホールドを掴むことができるようになっていったこと
4 気がついたら体が勝手に動くようになり、より可動領域が広がった
5 授業のたびに自分の動きが先週よりも良くなっていると肌で感じた
6 少しずつ動かし方を再現することができるようになっていった
7 離れた石から石への移動ができるようになった

b. 明確な課題意識と動きの習熟
課題を持って取り組むことによって上達していった体験について述べているもの

1 トライ本数を少しでも増やし、自分自身に課題設定をして、少しずつ動きのコツを習得していった
2 具体的な目標を実行していくと、少しずつですが、上達していきました
3 力任せでは登れないことに気づき、アドバイス1つ1つを意識した
4 足の位置や体重のかけ方を変えることで、掴めなかったホールドを掴めるようになった
5 「緊張」と「脱力」を意識することで、可動域を大きく使ったクライミングが可能になった

c. 合理的な動きの理解の深まり
クライミングにおける合理的な動き方が理解できた過程について述べているもの

1 動き方のコツが、経験を積み重ねる過程で少しずつ腑に落ちていったこと
2 登るときに必要なのは筋力ではなく、バランス良く体を使うことが大事であることがわかった
3 足の置き方によって腕の力を軽減させ、安心してスムーズに登ることができるようになった
4 体をひねる、体重移動、力をいれるポイント、方向転換の大切さを身を以て体験した
5 テンポよく流れるように登る理由がわかった



12

d.体力向上の実感
授業を通して体力が向上したという実感について述べているもの

1 初めのころと比べて随分体力がついた
2 普段使われない筋肉が使われ身体を鍛えることができた
3 体力がついたことを実感した

D. 課題の達成（8）
できなかった課題ができるようになった時の達成感について述べているもの

1 絶対にできないと思っていた課題が、経験を積み重ねるうちに出来るようになっていったこと
2 何度も何度も挑戦して、登り切れたとき、達成した時の感動は一段と大きなものだった
3 何週にもわたって出来なかった課題が登れるようになった時、嬉しさを感じた
4 なかなか登れなかった半月型ホールドを超えて初めて上に登れた時の達成感
5 当初登りきることができなかったルートを登れるようになった
6 出来なかった課題が、自分でも思いがけないくらい簡単にゴールまでいった瞬間の達成感
7 出来なかったコースが、3週目に突如あっさりクリアできたこと
8 身体の使い方のコツを意識することで、登れなかった課題のコースを登ることができた

E. ボルダリングに対する理解の深まり（5）
授業での体験に基づき考えたクライミングの面白さについて述べているもの

1 仲間や達成感、悔しさなど上手く利用して上へ上へと目指していくのが醍醐味
2 登れば登るほど奥が深いということに気づき、もっと追及していきたい
4 筋肉量ではなく、努力とコツをつかむことで上達できるところが面白い
3 個々人が目標を設定してクリアしていくという面白さ
5 クライミングは目標の集合体である

F. ボルダリングを通した自己洞察（20）
a. 物事に取り組む姿勢の学び

1 柔軟な発想や粘り強く物事に取り組む姿勢を学んだ
2 「継続」は実践を通して身につく能力であり、上手に継続するためのコツや技術、生活の仕組みが必ずあることを学んだ
3 目標達成までの過程をよく考えることの大切さを学んだ
4 弱点を避けるのではなく、どう攻略していくかを考えることが楽しいと思うようになっていった
5 気持ちの持ちようで全て変えられることを学んだ
6 あきらめずにやり遂げる快感をあらためて実感した

b. 学びを日常に活かす意識
1 就職活動もがんばり続けよう!と思うことができた
2 日常においても、自分が何をしたら成長していくのか、ということを考えていこうと思う
3 これからは何事にも目標を意識していこうと思う
4 仲間との関わりで意欲や取り組みを増進することは、日常生活にも活かしていくことができる
5 うまく登りたい、という気持ちが高まるとトレーニングにもやる気が出る

c. 挑戦の価値への気づき
1 挑戦して達成することは自分を成長させる
2 自分には高い目標であっても、挑戦することで得られるものは大きい

d. 積み重ねの価値への気づき
1 できることを少しずつ積み重ねていけば大きな課題もクリアできるようになると感じた
2 目の前のことをコツコツと重ねていけば、振り返った時に大きな進歩になっていくのだと実感した
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４．考察

（１） 他者との関わりに関する体験内容
本研究の対象者にとっては、他者との関わりに関

する体験内容が強く印象に残っていることがうかがえ
た。ボルダリングは個人種目であるが、他者と関わ
る機会は豊富である。授業ではグループメンバーと
同じ課題に取り組む場面や、個人別学習の時間にお
いてもグループ外のメンバーとともに課題に取り組む
場面が多くみられた。
ボルダリングにおいて課題を共有するということは、

「同じホールドを用いて、同じゴールを目指す」こと
を繰り返し体験するということである。これによって、
高所に登っていく際に生じる恐怖感、特定のホール
ドにおける動きの難しさなど、運動中に生起する身体
感覚の共感が得やすくなると考えられる。これは、動
きのアドバイスや励まし合いなどの相互作用を自然と
生み、これによって共感的・親和的な関係が促進さ
れていくものと考えられる（A-b-1：一緒に体を動かし、
声を掛け合うことでこんなにも仲良くなれるのだと実感
した、A-b-3：課題を共有することで、自然と話し合い
がはじまるところに感心した）。
また、初心者にとっては高所に登る恐怖感と、「で
きるかどうかわからない」という未知領域に対する不
安も大きなものであったと考えられる。したがって、こ
のような関係によって挑戦意欲が支えられる体験は、
初心者においては特に強く印象に残るものと考えられ
る（A-a-5：一人が登る毎にホールドの特徴やコツを
仲間全員で共有し合ったことでモチベーションが維

持できた、A-a-2：同じ目標に向かって頑張る仲間が
いたからこそ、諦めずに登りきることができた）。
このような関係に支えられた個人の意欲的な取り
組みは、授業全体の雰囲気にも影響を及ぼし、それ
がまた個人の意欲にも影響を及ぼすものと考えられる
（B-a-1：仲間が、何週間もかけて難しい課題をクリ
アしていく姿勢をみて、私も挑戦してみようかなという
気持ちになった、B-a-3：傾斜がきつい壁に挑戦して
いる仲間をみて、自分も課題をこなしていこうと思い始
めた）。このような場における達成体験によって、共
感的・親和的な関係がより促進されるとともに、他者と
の関わりに関する印象的な体験として強く意識された
と考えられる。
徳山（2003）はクライミングについて、ロープでお
互いを確保して高い壁に登る過程で受講者間の相
互に責任と依存が求められることから、人間関係とい
う視点から自己を振り返る機会を得やすいと述べてい
る。本授業はロープを使わないボルダリングを取り
扱っているため、ロープクライミングにおける受講者
間の関わりと、本授業におけるそれは性質が異なると
考えられる。この差異については今後明らかにしてい
く必要がある。しかし、課題に取り組む過程で他者と
の共感的な関わりが生まれ、それが個人の意欲に影
響を及ぼしながら展開していくことなどから、他者との
関わりを通して自己を見つめ直す機会として、有効な
素材であると考えられる。

（２） 自己の身体性に関する体験内容
他者との関わりに次いで多かった体験内容は、自

e. 自分の内面への気づき
1 今まで眠っていた“負けず嫌い”が復活した
2 理由をつけて結局努力していない、やるべきことをやっていない自分を深く反省した

f. 心身についての理解
1 身体と心は繋がっているので、気持ちが沈んでいるときにこそ身体を動かして心を安定させることが本当に大切だ

2 「身体と心」の繋がりの深さは私が思っていた以上に深いものであり、この繋がりを意識することで限界を広げること
ができる

g. 日常における行動変容
1 すきま時間をみつけてトレーニングをするようになった
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己の身体性の変容に関するものであり、その多くが自
己の動きの変容に関する内容であった。このような実
感に至るには、対象者の継続的な取り組みが前提と
なるが、以下のようなボルダリングの特性も影響して
いると考えられる。
ボルダリングは、課題の難度が適正なものであれ
ば、初心者であっても自己の動きの合理性を検証し
やすいという特性がある。例えば、ホールドの掴み
方や足の置き場所などを一回毎に変えてみることで、
疲労感や安定感の違いを明確に実感でき、どのよう
な動きが合理的であるのか、試行錯誤を行いやすい
（C-b-4：足の位置や体重のかけ方を変えることで、
掴めなかったホールドを掴めるようになった）。
次に、自己の進歩を主観的・客観的に把握しやす

いという特性がある。例えば、ゴールホールドに到
達できなくとも、掴めなかったホールドが一つでも掴め
るようになれば、それを自分自身の進歩として明確に
実感できる（C-a-3：毎週毎週、一つずつホールドを
掴むことができるようになっていった）。あるいは、一
度は達成した課題でも、再び登った際に以前よりも低
い努力度で達成できれば、同じように自己の進歩とし
て実感できる（C-a-5：授業のたびに自分の動きが先
週よりも良くなっていると肌で感じた）。
また、他者観察によって動きの理解を深めやすいと
いう特性がある。ボルダリングでは、自分が登って
いない時は他者観察の時間となる。ボルダリングの
動作は合理性・安定性が求められ、速度をそれほど
伴わない。そのため、運動経過の詳細な観察がしや
すく、それを繰り返すことが、運動学習を促進すると
考えられる（B-b-1：他の人が登っている様子を見な
がら何回も挑戦していくと、なんとなくコツのようなもの
がつかめた、B-b-2：仲間の動きを観察してポイント
を確認し、くり返すことで自分の動きが洗練されていっ
た）。
以上のようなボルダリングの特性が、対象者の意
欲的な取り組みを支えると同時に、合理的な動きの理
解や獲得をはじめとする身体性の変容において、重
要な役割を果たしていたものと考えられる。

（３） 課題の達成と自己洞察に関する体験内容

自己の進歩を少しずつ実感しながら、継続的な取
り組みを通して「登ることができないと思っていた課題
が登れるようになる」という達成体験は、印象深いもの
であると思われる（D-1：絶対にできないと思っていた
課題が、経験を積み重ねるうちに出来るようになって
いったこと、D-2：何度も何度も挑戦して、登り切れた
とき、達成した時の感動は一段と大きなものだった）。
Bandura（1977）は、セルフ・エフィカシーが変化す
る際の情報源として、遂行行動の達成（振る舞いを
実際に行い、成功体験を持つこと）の積み重ねが最も
強力な情報源であると指摘している。本授業における
このような印象深い課題の達成体験は、対象者の意
欲や有能感を向上させるものであったと考えられる。
これらの過程を通して、ボルダリングへの理解
が深まり、楽しさの内容が深化していくことがうかが
える（E-2：登れば登るほど奥が深いということに気づ
き、もっと追及していきたい）。チクセントミハイほか
（1979）のフローの深化と発展の過程と照らし合わせ
ると、活動初期の体験的な楽しさから徐々に活動へ
の興味が増大し、楽しさの内容が深化し始める移行
段階にあったと考えられる。さらに、対象者によって
は深い自己洞察に至らしめるきっかけとなり、固有の
学びに汎化していったこともうかがえる。（F-b-2：日常
においても、自分が何をしたら成長していくのか、とい
うことを考えていこうと思う、F-b-4：仲間との関わりで
意欲や取り組みを増進することは、日常生活にも活か
していくことができる、F-d-2：目の前のことをコツコツ
と重ねていけば、ふりかえった時に大きな進歩になっ
ていくのだと実感した）。
自己の能力に適した課題の達成を積み重ねていく
過程で、合理的な動きを獲得し、「できないと思って
いたことができるようになる」体験は、体育教材として
の中核的な価値を備えていることを示している。また、
楽しさが深化していくとともに、対象者の内的な課題
と関連しながら総合的な自己洞察が深まる可能性を
有することも、教材としての有効性を示すものであると
考えられる。
徳山（2003）は、直接的な体験から、知識や技術

を抽出するプロセスを伴う体験学習型の授業では、
試行錯誤から「知」を抽出する十分な時間が確保さ
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れていることや、学習者が自身の体験をふりかえる機
会を、適宜設けることが必要であると述べている。渡
邉（2006）も、クライミングに自己洞察を促進する要
素が含まれることを踏まえた上で、「楽しさ」を体験す
ることも重要であるが、それが表層的なものに終始し
ないよう、プログラムの展開を工夫する必要があると
述べている。
これらの先行研究や本授業における体験内容を踏
まえると、ボルダリングの教材としての特性を十分に
生かし、体験とともに自己の学びが深まっていく過程
を保障するためには、継続的な授業展開が望ましい
と考えられる。また、授業時間内においても、じっくり
と課題に取り組むことのできる授業展開に配慮すること
も重要であろう。

５．まとめ

本研究は、大学の一般体育授業においてボルダ
リングを取り扱い、授業を通してどのような成果と課
題があるのかを明らかにし、より良い教育プログラム
へと改善していくための知見を得ることを目的とした。
その結果、以下のことが明らかとなった。

（1） 課題の共有によって他者との親和的・共感的関
係が促進されていくことがうかがえた。このこと
は、個人の意欲や運動学習にも影響を及ぼして
おり、他者との関わりを通して自己を見つめる機
会としてボルダリングは有効な素材であると考え
られる。

（2） 授業での継続的な取り組みを通して、自己の身
体性の変容を実感していることがうかがえた。自
己の動きや進歩を主観的・客観的に把握しやす
いという特性が意欲を喚起し、主体的な取り組
みを支えていると考えられる。

（3） 課題の達成を積み重ねていく過程で楽しさの認
識が深化していくとともに、対象者の内的な課題
と関連しながら自己洞察が深まる過程が認めら
れた。このような過程を保障するために、十分

な授業回数と時間を確保しながら展開すること
が必要であると考えられる。

６．今後の課題

（１） 対象の主観を取り扱うことにおける問題
本研究においては、学期末の最終レポートを分析

の対象としている点で、以下のような部分的限界があ
る。まず、記述された内容はあくまでも事実の一面で
あり、授業における肯定的な体験に偏って記述され
ていることも考えられる。これは、学習者の主観を取り
扱う際には避けることのできない問題であるが、授業
期間中に複数回の調査を行うことや、追従的調査に
よって妥当性を高めていく必要性を認識している。
また、継続して授業に参加ができた者と、諸般の
事情で継続的に取り組むことができなかった者の記
述内容を同じ次元で検討している。そのため、本研
究の結果は、全体としてどのような体験内容であった
のかを概観したに過ぎない。今後は、個人の体験過
程を詳細に検討することなどによって、より実践的な
示唆を得ていくことが必要であると考えられる。

（２） ボルダリング課題の適切性
坂野ほか（2002）は、セルフ・エフィカシーを高め

る遂行行動の達成に至る上で、実施者が立てる目標
や計画、実際の課題をどのようなものにするかが極め
て重要であることを指摘している。本授業に当てはめ
て考えると、課題の質が、対象者の意欲や体験内容
にも影響するといえる。ボルダリング課題は、傾斜・
ホールドの大きさ・ホールドの配置によって難易度が
決定されるが、単純な筋力のみで達成できるようなも
のではなく、合理的な動きが達成条件となるような、
質の高い課題を設定していく必要がある。
また渡邉ほか（2006）も、クライミングにおける局所
的負担の大きさについて報告しており、身体的側面
からも初心者に対する課題設定に配慮することの重
要性を述べている。本授業においては初心・初級者
を対象とする課題を30課題設定したが、それらの課
題の質の適切性については、継続して検証していく
検討課題としたい。
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【注】
（注1）フリークライミングは、ロープを使って安全を
確保しながら高所に登るロープクライミングと、3-4m
程度の高さの壁（岩）を登るボルダリングに分類され
る。本研究においては、後者のボルダリングを手段
として取り扱っている。

（注2）第57回高知国体（2002年）よりロープクライミ
ングが種目化され、さらに第63回大分国体（2008年）
からはボルダリングが種目として新たに取り入れられ
る。

（注3）岩や壁の表面にある凹凸を指す。登る際に手
で掴み、また足がかりとするためのもの。人工壁にお
いては、壁にボルトで固定された石を指し、様々な
形状や色のものがある。

（注4）「課題」とはクライミングの難易度設定がなさ
れたクライミングルートを指す。難易度はグレイドとも
いい、日本におけるボルダリングにおいては段級式
が一般的である。難易度は、岩（壁）の傾斜、ホー
ルドの形状、ホールドの配置といった、諸要素の関
連によって決定づけられる。ごく易しい10級から6段
程度まで存在し、一般的には、初心者は10級から6
級程度、中級者は5級から2級程度、1級以上を登
れることが上級者とされている。岩の初登者および人
工壁の課題設定者が難易度を主観的に認定し、そ
の後、他者によって数多く登攀される過程で、その難
易度の妥当性が検証され、修正されていく。
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