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歩くからだ その１

「歩く」からだの生まれるところ

わたしたちは，人のからだの際で起こっている

を察するお母さんや，相手の裏をかく武道家やア
スリートなど，わたしたちが，そこにある「から

できごとの流れに敏感である。
アメリカの知覚心理学者，ジェームズ・J・ギ
ブソン（1904–1979）は，こんな風に書いている。

だ」にさまざまな意味を識別していることを示す
事例は，枚挙にいとまがない。
でも，いったいどのように，人のからだとその

もっとも豊かで複雑な環境のアフォーダンスは，
人によってもたされる。もちろん，人は，閉じたひ
とつながりの表面をもっていて，基本的なかたちを
保ちながらも，表面のかたちが変化するような，地
面とは切り離された遊離物である。人は，なにかに
動かされるのではない。みずから動くことによって，
ある場所から別の場所へと移動し，からだの姿勢を
変化させ，物質をからだに摂取し，からだから排出
する。人のからだは，力学法則に制約はされるが，
力学法則によってその動きが決定されているわけで

動きは，その他のモノとちがうのだろうか。わた
したちがそこに豊かな意味を見てとるとき，わた
したちが見分けているものとは，いったい何なの
だろう。また，まわりの環境や，そこで起こって
いるできごとの流れは，どのようにして「みずか
ら動く」わたしたちのからだやその動きに映り込
むのだろうか。そもそも，そこに「からだ」がある，
ということは，わたしたちの活動や知覚に，いっ
たい何をもたらすのだろう。

はない。人のからだは，ふつうのモノとはあまりに

からだをめぐるこれらの問いについて，ここで

もちがうので，あかちゃんはすぐにそれを，植物や

はできるだけ，地に足をつけて考えてみたいと

非生物とは見分けるようになる。

思っている。そこでまず，地面を「歩く」ことか



（Gibson, 1979, p.125）

会話をしていると，話し相手の表情がわずかに
くもったり，口元がゆるんだりする。電車で座っ

ら，はじめてみることにする。
I

歩くからだと地上環境

「人間とは何か」ということが話題になるとき，

ていると，目の前に立っている高齢者が重そうな

しばしば，地面の上を 2 本の足で歩くことが人間

荷物をもっている。たしかに，わたしたちは日

の特徴としてあげられる。

常，そんなことを敏感に察知する。子どもの意図

けれどももちろん，わたしたちは，歩きながら
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生まれてくるわけではない。生まれたての子ども

（a）

（b）

が歩けるようになるまでには，それなりに時間が
かかる。また，歩きはじめてからも，人の歩き方
は，時の経過とともに変化していく。
では，歩くことができるようになり，歩き方が
変化していく時間変化のプロセスとは，いったい
どのようなものなのだろう。
20 世紀末に，「歩くこと」をめぐって一連の研
究を行ったフランスの発達心理学者ブリルと運動
学者ブルニエールは，まず，次のような問いを立
てた。それは，地上環境において，地面の上に 2
本の足で立っているからだが，
「前に進む」こと
を可能にする資源として，いったい何があるのだ
ろうか，というものだった。
ブルニエールたちがまず示したのは，地面の上

図 1 （a）
歩くときの足圧中心
（CoP）
とからだの重心
（CoM）
の関係（Bril et al.（2015）より）／（b）アルベルト・ジャ
コメッティ（1950）Man Crossing a Square on a Sunny
Morning（デトロイト美術館収蔵）

じめの子どもは，接地の瞬間，からだの重心は地
面に向けて加速していて，文字通り地面と「衝突」

に立っているからだが前へと進むことは，地面に

している（Brenière & Bril, 1998）。しかしおとな

足が接触して力がかかっているところよりも前方

になると，わたしたちは重力を利用して前に進ん

に，からだ全体の重心を倒すことによって，はじ

ではいても，足が着く瞬間にはからだの重心は地

めて可能になるということだった（Brenière et

面に対して減速していて，ふわりと地面に着地す

al., 1987）
。

るようになる。

重力の極性に貫かれた地上環境のなかで，地面

子どもが歩くようになってから，足が地面に着

の上に置かれたからだは，バランスを崩すと，重

くときの重心の鉛直方向の加速度の推移を調べて

力に引っ張られて転倒する。わたしたちが歩くと

みると，子どもが地面に向けて加速しながら「衝

きに使っているのは，実はこの力なのだ。わたし

突」しなくなるのは，平均すると，歩きはじめて

たちは，からだを地面に引き寄せる「重力」を利

から 5 年後，だいたい幼稚園の年長くらいになっ

用せずには，立った状態から前に進む力を生み出

てからのことである。一見ふつうに歩けるように

すことができない（Bril et al., 2015）
（図 1）
。

なってからも，からだにかかる重力をおとなのよ

そのため，歩きはじめた子どもがやっているの
は，
「倒れること」と「倒れないこと」という 2

うに一人前に扱えるようになるまでには，ずいぶ
んと長い年月が必要らしい。

つの相矛盾するできごとを，なんとか共存させる

さらに，重力に引っ張られて，地面の上にから

ことである。歩きはじめの子どもは，倒れないよ

だが立っているという事情は，しばしば「予測」

うに，両足の幅を大きくとり，両手はバランスを

のようなわたしたちの「知的な」活動にも影響す

とるように広げ，片足立ちになる時間を短く，前

る。たとえば，ぬかるんだ道を歩いていて，水気

に重心を倒しつつ，立っていることで精一杯であ

の少ない足場を選んで歩みを進めるような場面を

る。

想像してみてほしい。

たとえば，重力のもとで，地面にバットか何か

歩きながら片足をついているとき，わたしたち

を立てて，手を離してみたとする。このときもち

は逆さにした振り子のような状態にある。片足が

ろん，バットは，倒れながらだんだんと加速しつ

地面についたところを軸に，からだの重心は弧を

つ地面に衝突する。これとおなじように，歩きは

描いて前に倒れていく（図 2）
。このとき，重心
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が描く軌道は，
（1）軸となる片足の位置と，
（2）
両足をついて蹴り出すときの重心の速度によっ
て，あらかじめ決まってしまう。これら 2 つの変
数の調整は，足がつく一歩前ではすでに間に合わ
ない。まわりの足場の状態に応じて，これら 2 つ
の変数を両方ともチューニングすることが可能な
のは，遅くても足が着く 2 歩前である（Matthis
& Fajen, 2013）
。
そのため，足下に気をつけて歩くような場面で
は，わたしたちはたいてい「2 歩先」に注意を向
けている
（Patla & Vickers, 2003）
。そして，
「現在」
の軸足がつく位置の選択や，地面を蹴って足を振

図2

歩行時にからだの重心が支持脚を軸として描く弧
（Matthis & Fajen（2013）より）

り出す動作は，つねに 2 歩先の「未来」に向けて
調整されている。

と記憶をたどってみた。そして，とうとう思いあ

からだを地面に引き寄せる重力を歩行が利用し

たったのが，映画だった。彼女の歩き方は，アメ

ているという事情ゆえに，歩くことのコントロー

リカ映画に出てくる快活な女性の歩き方そのもの

ルは「現在」にとどまることができず，
「未来」

だったのだ。

に対して注意を向けるわたしたちの活動にも現れ

異なる集団のなかで育った人々が，異なる歩き

ているというわけだ。わたしたちの「注意」は，

方をする。また，おなじ集団のなかでも，たとえ

地上環境に置かれた「からだ」の事情と分かちが

ば男女は，異なる歩き方をする。

たく結びついている。

病気が治ってフランスに帰国したモースは，
「心

わたしたちは，地上環境にからだが置かれると
きに不可避に生じるできごとに，独特の仕方で参
加することで，歩くことを達成している。地面に

理学者」としてこの点について深く考察した論文
を心理学の雑誌に発表する。この論文の主題は，
「何らかの機能を果たし，なおかつ人から人へと

置かれたからだにかかる重力は，歩くという活動

継承される行為（un acte traditionnel efficace）」

にとって価値をもつ。歩くことができるようにな

で あ り， こ の よ う な 行 為 を 特 に「 テ ク ニ ッ ク

るプロセスは，からだと地上環境の出会いに生じ

（techniques）」とモースは呼んだ（Mauss, 1973）。

るこのような価値を見つけ出し，それをだんだん

泳ぎ，歩き，スコップの使い方，座り方など，こ

とうまく利用できるようになっていく，変化とい

の論文のなかでモースが挙げている事例は悉くお

う一側面をもっている。

もしろい。

II

たとえば，第一次世界大戦中，フランス軍の楽

歩くからだと群棲環境

団が奏でるリズムにあわせてうまく行進できな

アメリカのニューヨークで体調を崩して病院に

かったイギリス軍部隊のはなし。ドイツ生まれの

かかったフランスの人類学者マルセル・モース

音楽学者のクルト・ザックスもまた，歩いている

（1872–1950）は，そこで世話をしてくれた看護師

人がイギリス人かフランス人か遠目に見ても見

の歩き方に目をとめる。はて，どこかでこの歩き

分けられると，講義でしばしば口にしていたと

方を見たことがあるような気がするが―そんな

いう（c.f., Sachs, 1938）。あるいは，若い女性が，

ことをふと思ったモースは，病院で時間もあった

一歩一歩腰を揺らすような，独特の歩き方をする

ので，看護師が歩く様子を眺めながら，じっくり

ニュージーランドのマオリ族のはなし。その歩き
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方には“onioni ”という特別な名前まであって，
母親は代々，その歩き方を自分の娘に叩き込むと
いうニュージーランドの民俗学者エルズドン・ベ
ストの報告（Best, 1924）
。
これらの事例をひととおり並べたあとで，モー
スは言う。「たぶん，自然な歩き方なんてものは
ない」
（Mauss, 1973, p.74）
。
先ほど，わたしたちは歩きながら生まれてくる
のではない，と述べた。このことに，モースは次
の点をつけくわえる。歩けないわたしたちが生ま
れてくるのは，ほかの人がまったくいないところ
ではない。寝台の上に生まれ落ち，立つどころか

図 3 モンティ・パイソンのアホ歩き
（https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/
Silly_Walk_Gait.jpg より）

寝返りすらままならない頃から，すでに自分のま
わりには，現に歩いている一群の人々がいる。わ

だしいのだ」と応える役人。見ている観客は，画

たしたちが「歩けるようになる」プロセスは，現

面に新しいアホ歩きが披露されるごとに大笑いす

実には，どうしたって，つねに「ある集団のなか

る。

で歩けるようになる」
プロセスでしかありえない。
では，「ある集団のなかで歩けるようになる」
とはどういうことだろう。ちょっと脱線しながら

このコントでは，いったい何が「笑い」を成立
させているのだろうか。
地面の上に置かれたからだが，重力に引かれる
力を推進力へと変えて前に進んでいるという事情

考えてみたい。
イギリスのモンティ・パイソンというコメディ

は，画面に登場するどのアホ歩きをとっても変わ

グループのよく知られたコントに，こんなものが

らない。多少効率は悪いかもしれないが，地面に

ある。イギリス政府の役人が，鞄を小脇に，ダン

対してからだを前進させるという，歩くことの「は

スとも体操ともつかないような，奇妙ながらも一

たらき」も，アホ歩きと一般的な歩き方では共通

定の規則にのっとった独特な歩き方で，何食わぬ

している。けれども，わたしたちにとっては「ア

顔をしてロンドンの街頭を闊歩している（図 3）
。

ホな」歩き方と，そうでない歩き方があって，そ

独特の仕方で歩を進める役人は，やがて，
「アホ

れらに対して独特の反応を，わたしたちは身を

歩き省（Ministry of Silly Walks）
」という表札の

もって示す。

ついた立派な政府の建物のなかに入っていき，廊

わたしたちが育つ群棲環境においては，そこで

下で省庁の他の役人たちとすれ違う。廊下を行き

暮らす人々のあいだで，明文化されていないまで

交う他の役人たちもまた，それぞれ別の，奇妙で

も，2 本の足で立ち，重力を利用して前に進むと

独特な歩き方をしている。

きに，「適切な」やり方と，そうでないやり方が

役人が部屋にたどりつくと，待ち構えていた部

ある。何の気なしに歩きまわっているわたしたち

下が，今開発中の新しいアホ歩きに，さらなる財

の「歩くからだ」は，大地の上で巧みに重力を使っ

政支出が必要だと訴える。アホ歩きを実演する部

て 2 本足で前進しているだけではない。それは同

下を尻目に，
「そんな歩き方ではまったくアホが

時に，集団において「何が適切か」というある種

足りん。だいいち，防衛，医療，教育，福祉，ア

の価値や規範を，具体的に映しだす独特な動きを

ホ歩きに，予算を分配せねばならんのだ。ことに

まとっている。そして，「歩くからだ」のような，

近年，防衛費にくらべて，アホ歩き費の削減は甚

具体的なからだの習慣に映り込む集団の規範や，
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そこに現れる規範からの逸脱を，わたしたちはた

することを意味しない。歩けないわたしたちが生

いそう敏感に見てとる。これらの事実が，上のコ

まれ落ちるところには，地面があり，重力があり，

ントの「笑い」が成立するうえでの大前提となっ

つかまるところがあり，歩いている他者がおり，

ている。

他者のなかでも，自分が歩こうとすると応答して

わたしたちが地上の群棲環境で歩けるようにな

くれるお母さんのような特別な他者がいるところ

るプロセスは，からだにかかる重力と地面を巧み

である。そしてそれは，あくまで「ひとつの」環

に利用して前進できるようになるプロセスと同時

境である。

に，ある集団の規範からはずれないような歩き

だから，どこまでが「自然に」歩けるようにな

方をするようになるプロセスでもある。先述のギ

るプロセスで，どこまでが「社会のなかで」歩け

ブソンは，これら 2 つのプロセスのうち，前者の

るようになるプロセスなのか，といったふうに，

プロセスを expedient learning（巧みな目的達成

歩けるようになるプロセスを切り分けることはで

へと向かう学習）
，後者を proper learning（適切

きない。繰り返すが，わたしたちが歩けるように

なふるまいへと向かう学習）と呼んだ（Gibson,

なるプロセスは，どうしたって，ある集団のなか

1950）
。

で歩けるようになるプロセスなのだから。

これらそれぞれのプロセスが向かうところの

歩くことは，みずからのからだが置かれた群棲

「価値」は根本的に異なる。しかし，いずれのプ

環境において，どのような歩き方が「適切」とさ

ロセスも，ひとりひとりの「からだ」を包囲する

れるかという価値と無関係ではない。と同時に，

独特の場に宿る「価値」へと向かう変化であると

こうした価値は，からだと離れた抽象的な表象と

いう点では共通している。

して定まっているものでもない。たとえば，モー
スがアメリカからフランスに帰ってきたときに気

ギブソンは次のように述べる。

がついたのは，特にパリのような都市部の街頭
たぶん，社会的な相互行為を抜かしたふるまいの

で，彼がアメリカで出会った看護師とおなじよう

理論をつくって，あとでそれをくっつける，という

な歩き方をする若い女性がちらほらいるというこ

やり方はうまくいかないだろう。……昨今の人類学
が教えてくれる貴重な教訓は，人のふるまいだけで
なくて，人のふるまいを何が動機づけるかというこ
とも，社会的なパターンと切り離せないということ
だ。……「文化」を構成する人のふるまいを，「自
然な」ふるまいから切り分けることなどできない。
そうではなくて，わたしが言いたいのは，わたした

とだった。アメリカ映画とともに，アメリカ人の
歩き方が，フランスの若者のあいだで広がりつつ
ことをモースは実感する（Mauss, 1973）。
わたしたちひとりひとりのからだの動きは，そ
のまわりにいる人々のからだの動きに対して，あ
る種の感受性をもつ。そして，わたしたちの歩く

ちのあらゆるふるまいが，集団がおりなす社会的な

からだは，それが向かうところの価値を映しだす

パターンに向けられていると同時に，個人によって

独特な動きを，だんだんと身にまとっていく。

獲得されていく，ということだ。


問題は，それがいかにして可能なのか，である。

（Gibson, 1950, p.158）

III

歩くからだが現れるプロセス

わたしたちが歩けるようになるプロセスが向か

いったいどのようにして，ある特定の集団内の

う先には，2 本の足でうまく前進することとは別

価値にふさわしい仕方で，なおかつ地上での移動

に，ある集団内で「何が適切か」という価値の側

にとって価値をもつ重力をうまく利用した「歩く

面がある。しかしこのことは，
「地上環境」とは

からだ」が具現するのだろうか。

別に，抽象的な規範からなる「社会環境」が存在

たとえば，それは「見まね」によるのだろうか。
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その背景にあるのは，お手本とする「歩き方」を
まずプランとして設定して，それに逆規定される
ようなかたちで，運動を生成していくプロセスだ
ろうか。でも，「見まね」でお手本を再現するプ
ロセスから，砂浜や坂道の上，ハイヒールやビー
チサンダルを履いても歩きつづけることができる
わたしたちの「歩くからだ」がもつ柔軟性は，は
たして説明できるだろうか。
他にも謎はつきない。
あかちゃんは，はじめはとてもぎこちなく，よ
ちよちと歩く。それでも，歩きはじめたあかちゃ
んは，よちよち歩きに興奮して大喜びする。まわ

図 4 二足歩行による骨盤と脊柱の変形
（a）普通のヤギの骨盤と脊柱／（b）二足歩行の子ヤギの
骨盤と脊柱（Slijper, 1942）

りのおとなたちも，はじめの一歩に感動して，手

くなったあと，シュライパーは子ヤギを解剖した。

放しであかちゃんをほめる。こうして，乳児が繰

すると，2 つの後脚で駆けまわって育った結果，

り返し歩いたとき，どんどんよちよち歩きにとも

子ヤギの骨格や筋肉の解剖学的構造は，ふつうの

なう神経間のつながりが踏み固められていって，

ヤギとは著しく異なるものになっていた。子ヤギ

よちよちした歩き方がさらに強化されていく，と

の骨盤と脊柱の下部は，四足歩行の動物のものと

いうことには，なぜならないのだろうか。

いうよりは，二足歩行の動物のそれに近い構造へ

あかちゃんのからだの質量分布は成長にとも

と明らかに変化していた（図 4）。

なって変化し，またからだの筋力は次第に強く

ふつう，四足歩行の動物は，二本足で駆けまわ

なっていく。このとき，
「歩くからだ」が具現す

ることができないような仕方で，からだが「成熟」

ることは，たとえば，こうしたからだの成熟に，

する。このとき，遺伝子のような要因が，からだ

それを動かす内的な「モデル」の獲得をつぎ足し

の発育のプロセスを制約することは疑いえない。

たようなプロセスとして見なすことができるもの

しかしながら，その制約の範囲は，環境内でその

なのだろうか。

動物がどのようなふるまいをするかということを

ひとつ，興味深い事例がある。

抜きにしては，前もって知ることができない。シュ

1939 年の 6 月，オランダのユトレヒトにある

ライパーの子ヤギの事例が示しているのは，そう

大学の解剖学教室に勤務していたシュライパーの

いうことだろう。

もとに，生まれて間もない子ヤギが運びこまれ

一見，「自然」によって決められているように

た（Slijper, 1942）
。この子ヤギの左の前脚は肩甲

見えるからだの「成熟」というできごとに，わた

骨しかなく，右側には，ひづめのついた非常に小

したちの経験やふるまい方が影響する。そして，

さな前脚がついていた。2 本の前脚は欠損に近い

わたしたちの経験やふるまい方には，からだに

状態だったが，子ヤギはすくすくと育ち，2 本の

かかる重力や地面，さらに自分が参加しつつある

後脚だけで野原を駆けまわることができるように

人々の集団のふるまいが影響する。

なった。からだをおよそ 45 度の角度に立て，後

このように見てくると，わたしたちが，歩きな

脚が重心の下にくる，ちょうどカンガルーのよう

がら生まれてこないわけも，なんとなくわかるよ

な格好で，子ヤギは器用に 2 本の後脚で移動し，

うな気がしてくる。わたしたちが歩くことができ

ほかの子ヤギたちと遊びまわっていたという。

るようになるプロセスは「からだの内部」で完結

元気だったこの子ヤギが 1 歳のときに事故で亡
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しているわけではない。そして，それはおそらく，
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歩くからだ その 1 野中哲士

「からだの動き」そのものを覚えていくプロセス
でもない。
歩くからだは，どうやら，
「からだが生まれて
くるところ」と切り離してしまっては，浮かび上

連続講座

Gibson JJ（1950）The implications of learning theory for
social psychology. In Experiments in Social Process : A
Symposium on Social Psychology. New York : McGrawHill, pp.149-167.
Gibson JJ（1979）The Ecological Approach to Visual
Perception. Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates.

がってくることのない代物のようだ。
では，歩くからだはいったいどうやって生まれ
るのか。次回は，
この問いに，
（1）
環境に現れる
「わ
たし」と，（2）わたしたちが歩く理由，という 2
つの側面から光をあててみたい。

（古崎敬 訳（1986）生態学的視覚論―ヒトの知覚世界を
探る．サイエンス社）
Mauss M（1973）Techniques of the body. Economy and
Society 2-1 ; 70-88.［original work published 1935 in
Journal de Psychologie Normal et Pathologique, Année
XXXII, pp.271-293］．

▼

Matthis JS & Fajen BR（2013）Humans exploit the
文献

biomechanics of bipedal gait during visually guided

Best E（1924）The Maori, Memoirs of the Polynesian
Society, Volume V. Wellington, New Zealand : Board of
Maori Ethnological Research.

walking over complex terrain. Proceedings of the Royal
Society B 280 ; 20130700.
Patla AE & Vickers JN（2003）How far ahead do we

Brenière Y & Bril B（1998）Development of postural

look when required to step on specific locations in the

control of gravity forces in children during the first 5

travel path during locomotion? Experimental Brain

years of walking. Experimental Brain Research 121-3 ;
255-262.

Research 148 ; 83-96.
Sachs C（1938）World History of the Dance. London :

Brenière Y, Cuong Do M & Bouisset S（1987）Are
dynamic phenomena prior to stepping essential to
walking? Journal of Motor Behavior 19-1 ; 62-76.

George Allen and Unwin.［original work published
1933］．
Slijper EJ（1942）Biologic-anatomical investigations on

Bril B, Dupuy L, Dietrich G & Corbetta D（2015）

the bipedal gait and upright posture in mammals, with

Learning to tune the antero-posterior propulsive forces

special reference to a little goat, born without forelegs.

during walking : A necessary skill for mastering

II. Proceedings Series C Biological and Medical

upright locomotion in toddlers. Experimental Brain

Sciences : Koninklijke Nederlandse Akademie van

Research 233-10 ; 2903-2912.

Wetenschappen Amsterdam 45 ; 407-415.

• 第 16 巻第 3 号 • 2016 年 5 月

367

