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第３回  ～第 1 シリーズ その３ ～  

令和 元年 9月 19 日(木)17：30～19：00 

社会福祉法人 磯子コスモス福祉会 理事長 

                                       鈴   木    秀   雄 

                               （関東学院大学名誉教授、学術博士、Ph.D. 

                                 特定非営利活動法人日本セラエクサ協会 理事長） 

  

◎中原苑コミュニティー市民大学開放講座  〔講演〕 

第１回 令和元年５月１６日（木） １７：３０ ～ １９：００ 
第２回 令和元年７月１８日（木） １７：３０ ～ １９：００ 
第３回 令和元年９月１９日（木） １７：３０ ～ １９：００ 
セラエクサ®を中心とした運動と健康の理解に寄せて 

〔第１ｼﾘｰｽﾞ 第 1 回､第 2 回､第３回〕 
今回は、具体的内容として： 

   １．レジャー・レクリエーション・スポーツの概念関係の再確認 

   ２．現代社会で運動をレジャーの三機能の全ての中に身体的レクリエーションとして 

組み込んでいくことの重要性から 

３．運動と健康の理解の視点から「現代社会における“スポーツの新しい概念”の理解」をすすめ  

   ４．“生涯スポーツの新しい概念”の視点からの演習も実践します 

 

 

１．レジャー・レクリエーション・スポーツの概念関係の再確認 
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レクリエーション 

スポーツ 

社会・地域貢献及び地域活性化活動促進事業      

  
         社会福祉法人磯子コスモス福祉会 

第３回（第 1 ｼﾘｰｽﾞ）中原苑コミュニティー市民大学開放講座〔講演〕      

～セラエクサ
®
を中心とした運動と健康の理解によせて～ 
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２．現代社会で運動をレジャーの三機能の全ての中に 

身体的レクリエーションとして組み込んでいくことの重要性から 

 

機能（はたらき；振子とその支点） 

  
  
  
     
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

乳酸の産生・除去      緩やかな       技術の向上 

超回復能力                ①非日常性      技能の向上 

ミルキングアクション      ②規則性 

体を休め                  ③競技性 

体を養う         ④フェアプレイ 

 

 

●疲労の回復       ※①②③④はスポーツの 4 つの特質 

●体力の回復 

 

        ※参考：インターバルトレーニング(不完全回復、不完全休息) 

            エミール・ザトペック（1952 年 ヘルシンキオリンピック 長距離３冠） 

回復機能 

休息 

蓄積機能 発散機能 

休養 

気晴らし 

娯楽 

自 己 
啓 発 

自 己 
開 発 

１９８７年 

 
      

（S６２年） 
１９５５年 
（S30年） 
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レクリエーションの領域（からだ、こころ、あたま） 

         
 

①神経-筋的領域（Psycho-motor Domain） 
※体を使うレクリエーション 

②情意的領域（Affective Domain）  
※心を通わせるレクリエーション 

③認知的領域（Cognitive Domain）  
※頭を働かせる 
 

    ●①レジャーの中で、様々なレクリエーションの状態や活動が生じるという理解 

    ●②レクリエーションが全人的領域に及ぶことの理解 

   ●③身体的領域がレクリエーション、即ち、身体的レクリエーションである理解 

 

    ※以上の●①、●②、●③が理解できたうえで： 

  １）スポーツの語源   

  ２）スポーツの概念 

  ３）スポーツの特質 

  ４）スポーツの概念の中に存在する二極（身体運動と運動競技） 

  ５）目的的活動と手段的活動（カフェテリア型活動と処方型活動） 

  ６）生涯スポーツ（Life Integrated Sports）の生涯軸とスポーツ軸 

  ７）スコープ（Scope）とシークエンス(Sequence) 

  ８）“みんなのスポーツ”から“みんなにスポーツ”の世界へ 

  ９）積極的運動の発生機序（発生する仕組み） 

  10）生理的必要性と心的的欲求 

  11）以上から、以下に示す図のとおり 

セラエクサ
®
を中心とした運動と健康の理解 が可能となる 

 

 

 

③ 

頭（あたま） 

   
 

体（からだ） 

  ① 

   ② 

心（こころ） 
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３．運動と健康の理解の視点から 

「現代社会における“スポーツの新しい概念”の理解」 

をすすめる  

   

  スポーツの： 

  １）本質論（語源や、概念等からくる本来の意味と視点） 

  ２）現実論（社会の変化に伴う本質の変化から今を捉える意味と視点） 

       ３）あるべき論（社会の変化から、本質的な理解と現実的な理解に乖離が 

                生じたときに捉えるべき未来像の意味と視点 

 

           これからのあるべき論としてのスポーツ領域と視点 

 

                        楽しさ                主観的効果 

                                【目的的領域 】    

                            ゆるやかなスポーツ     感覚的効果 

                            柔らかいスポーツ 

                            みんなにスポーツ 

                             

 

       つまらなさ                         おもしろさ    

 

 

      客観的効果 

              【 手段的領域 】 

      科学的効果                            

                       苦しさ   

 
   【本講座のまとめ】 
     課題に対応したセルフケア行動（自発的自己節制行為）を導き、考え方の方向性を 

転換（Paradigm shift）し、極端な手段的活動に陥ることなく、目的的活動へと 
いざないながらも、処方型活動（手段的＝すべき＝体育的＝教育的活動）と 
カフェテリア型活動（目的的＝したい＝スポーツ的＝余暇的活動）とのバランス 
（つりあい）や比重をどうすべきかを考慮し、実践していくかが重要 
 
 

参考：セルフケア行動（自発的自己節制行為）     Self-Care Behavior 
セルフアドミニストレーション（自己監視）   Self—Administration 
セルフエフィシエンシー（自己効力・自己効率） Self-Efficiency 
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                        高年齢化  

                               つながり
シークエンス

(生涯軸・加齢軸＝シークエンス）

              

                  
      身体運動化(A）                   運動競技化(Ｂ)                                  

 （トレーニング化）                        （ゲーム化・レース化） 

                            広がり
ス コ ー プ

(スポーツ軸＝スコープ）   

 図２．生涯スポーツの「スコープ(横軸)」と「シークエンス(縦軸)」の概念基軸 

   〔鈴木秀雄著『スポーツ・体育・運動実践考 ～“至適運動のすすめ”“生涯スポーツへの誘い
いざな

”～』 
石橋印刷刊、七訂増補版 第１刷 2019 年 3 月 10 日、頁 91，所収〕 

 ※図中のスポーツ軸の両極の理解： 

身体運動化(Ａ) は、効果があったという科学的結果
リゾルト

が求められる。  
運動競技化(Ｂ) は、おもしろい楽しいという運動感覚的過程

プロセス

が大切。 
 

 上図の生涯スポーツの範囲と連続性は、横軸としてのスコープ(範囲、即ちスポーツ軸)と縦軸としてのシークエン

ス(連続性、即ち生涯軸)との織り成す柄を意味している。スポーツ軸は４つのスポーツの特質(①非日常性、②規則

性、③競技性、④フェアプレイ)の強弱により変化する。特質が弱くなれば自然と身体運動化することになり、逆に特

質が強くなれば、当然、運動競技化していく。 スポーツとは、「“本来の仕事 (必ずしも労働を意味せず、むしろ本

人に課せられた義務) から心や体を他に委ねる身体運動と運動競技”」であるとすれば、スポーツ軸を広げているス

コープは、スポーツそのものの持つ特質の強弱に関係していることが理解できる。 スコープとシークエンスを運動処

方の４原則との関連で捉えるならば、①安全の上限と②有効の下限の領域でスコープが形作られ、③個人の特性

(年齢、性別、経験等)と④運動の条件(反復、回数、継続時間、強度等)でシークエンスとスコープの交点の位置が

決まってくる。言うまでもなく安全の上限とは運動負荷がこれ以上に及ぶと危険であり、また障害や傷害に至ることを

意味している。有効の下限とは、効果的な運動量には至っていないことで過小負荷であることを意味する。 スポー

ツ軸におけるスコープとは、 身体運動にせよ運動競技にせよ、 運動の適性範囲は安全の上限以下であり有効の

下限以上ということになる。生涯軸におけるシークエンスとは、個人のあらゆる特性が関係し、暦年齢のみではなく、

体力年齢といわれる要素も含めて、性別、経験、運動経歴、現在の運動への関わりの状況と共に、運動の諸条件、

即ち反復回数や、継続期間、運動そのものの強度、時間や距離等により形成され、運動の適性強度の連続性は暦

年齢を中心に体力年齢に応じるものということになる。体力年齢が暦年齢を上回っていることもあり、 逆に暦年齢以

下の体力年齢である場合も当然存在するので、実際の運動にあたって暦年齢を基点として体力年齢により縦軸に

あたる生涯軸の上下動が生じてくる。 生涯スポーツの中心課題は楽しみとしての技術や体力を維持向上し、加え

て健康維持のための必要不可欠な運動量を十分に満たしていこうとすることであって、更にその延長線上に興味に

応じて運動競技が存在していると考えるべきで、はじめから運動競技のために最大筋力や最大酸素摂取量を極限

まで伸ばしていこうというものではない。 そこに体力の維持や健康の保持という生活に根ざした Life Integrated 

Sports (生活に統合された、また生活にしっかりと組み込まれたスポーツ)としての意味合いがある。好きな人が好き

なだけスポーツをすれば良いのではなく、むしろ全ての人が健康的な生活を送るためにも活用しなければならない

運動概念である。前述したように、積極的な心身の健康の獲得のために、具体的な身体運動の実践に対する工夫

を求めているものが真の生涯スポーツの姿である。 生涯スポーツにより、豊かな健康生活の実現に向け、自身でし

かできない事柄（至適運動の実践 ＝ セラエクサ
®
）を、いかに「認識」し、適正な「判断」を下して、「具体的行為」

として実行に移すことが必要である。    参考： 医療の、①診察（観察）、②診断（判断）、③治療（具体的行為）       
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４．“生涯スポーツの新しい概念”の視点からの演習 

 
あなたの歴年齢や体力年齢などから、生涯スポーツのシークエンス（生涯軸・連続性） 

とスコープ(スポーツ軸・広が)はどのように変化してきましたか？ 

                         高年齢化  

                            つながり
シークエンス

(生涯軸・加齢軸＝シークエンス）

       身体運動化(A）              運動競技化(Ｂ)  

（トレーニング化）    （ゲーム化・レース化）  

                   広がり
ス コ ー プ

(スポーツ軸＝スコープ） 

【 演 習 】  
     １．現在までのあなたの生涯スポーツのシークエンスとスコープの連続性と広がりの 

図柄（絵柄）は、どのような流れ（変遷・推移）をたどって来ていますか ？  
     ２．その変遷・推移の流れを隣の人とも話し合ってみましょう ！   
  ３．今後の推移(流れ)を、希望や願いを込めて、点線（破線－ － －）で示してみましょう？！               
                       
         生涯軸（年齢軸） 
                  （高年齢化） 
                      

スポーツ軸            ●                       スポーツ軸         
  （トレーニング化）      100 歳             （レース化・ゲーム化） 

  身体運動化                             運動競技化                               
                 90 歳          
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