日本 フ ァシズム体育思想 の研究 (I)

保健体育科教育教室

入

江

克

己

ウに
じ心
̀ま

従来 の日本近代体育史研究 において 日本 フ ァシズム期 の体育 は,「 国家主義」もしくは「軍国主義 J
体育 といったよ うに,ご く一 般的な概念で総称 され るか,逆 にタブー視 され,不 間 に付 され るかの
いずれか で あった。
この事実は見方 を変れ ば,日 本 フ ァシズム体育思想に関す る総 体的な研究 がその他 の体育文化史
や体育史研究 に比 べ て きわめて貧弱 で あ り,か つそれを具体的な「歴史」 として対象化するとい う
研究の基盤が未だに成熟 していない ことを示唆 して い る。 その結果、 日本 フ ァシズム段階 における
体育 の諸 々の問題 は,行 政史――
『政策」史 とい う視点 は,は なはだ稀薄 で ある
― もし くは事実の羅
列 に短落 し,そ れ らの事実 をいかに認識 し,そ の時代的状況 を具体的な体育「思想」 として内面化
し,ま た吐露 してい ったのかとい う主体 の側 の問題 は完全に欠落 して しまっている。
戦後の昭和20年代 か ら30年 代 にかけての体育思想の変質過程 をみるとき,あ る意味で 自由主義体
育思想 か ら国権主義的な体育思想 へ の過 程― それ程極端ではな いに して も
一 として とらえること
がで き,そ の過 程 にはきわめて粗雑な図式化 を許 して もらえるな らば,大 正 自由体育思想 か ら国家
主義的体育思想 へ の推移の過程 と酷似す るものがある。
この小論では,(1)昭 和 20年 代初期 におけるフ ァシズム体育批判の展開過程 とその限界 鬱)日 本近
代体育思想 とナショナ リズムーW叡 こ社会ダーウ ィニズム との関連 は)大 正 自由体育思想 とナショナ
リズム 倣)日 本近代体育 におけるナショナ リズム思想 とフ ァシズム思想の連続性 G)日 本 フ ァシズ
ム体育思想の論理 とその発展段階 を考察す ると ゝもに昭和 2年 か ら昭和 6年 の満州事変の勃発 まで
を フ ァシズム体育思想 へ の移行期 (第 一段階)と して規定 し,こ の移行期 にお ける体育思想の変容
の過 程 ,す なわち大正 自由体育思想の崩壊か らファシズム体育思想 へ の変質 の過 程 を明 らかに した
し】
。

昭和 20年 代 初 期 の フ ァシ ズム体 育 批判 とその 論 理
わが国においてファシズム体育 にたいする公的な批判がおこなわれた唯―の例 は,昭 和20年代初
期 に展開された新体育論において ゞあった。
た とえば本間茂雄 は,「 体育の新発足を論ず(D」

(昭 和20年 )と

題する一文のなかで次のようなファ
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シズム体育批半Jを お こな った。
本間 は,「 日本の体育 は,戦 争 に直面 して初 めて,国 民 一般 に認識 され る機会 を持 ったのであ りま
して,体 育関係者達 としては体育 の普及 にはこの機会 こそ千載一遇の機会 である。比 の機会 を外 し
ては と自覚 を持 った訳で はあ りましたが,戦終 った今 日におて静 に反省 してみ ます と,成 程国民 一
般 に体育 とい う言葉の存在 とその輸廊 の極 めて一部 を知 らせ ましたが,一 番大切 な体育 の実践 にま
で導 き得 なか った といわなけれ ばなな りません」 と述 べ ると ゝもにスポーツ教 材 に代 って武道が台
頭 してきた背景 につ いて次のように指摘 した。
すなわち「一つは『実践 にお ける経験 に基づ く応用Jと い うことで あ りまして,戦 前の一人 一技
主義の修 練 によって得た特技至乃体力が物 を言 って戦果 を挙 げた とい う報告 もあるにはあ りました
がそれは極 めて少数 で従前の所謂運動能力 に優れ を見せ る丈で,兵 業 とい う様 な綜合的体力 を必要
とす る場面 にお ては,全 くなって いな い。又 ,兵 は銘か斧の様 な体 力 を必要 とす るに拘わ らず従 前
の運動選手 は安全翔 刀の替力的存在で殆 ん ど物 の役 に立たぬ とい う説であ ります。比 の主 張 が実 を
結 んで,従 前の一人一技主義の技術的運動 は全 く跡 を絶 って,戦 闘用綜合力の錬成が体育 の主流 を
なすに至 りまして,従 前 のスポーツの如 きは,日 本精神 を毒 し,害 あって益 なきものの如 くに見倣
され, これが運動競技会か ら姿 を消 したのは勿論 ,残 された もの も一々御丁寧 に何 々戦法 と言 う様
な厳 しい名称 を代 えた り,代 えられた りして来た」 ことに よるものであった。 そ して本間 は,戦 技
体練実施様式 をつ くった り,日 常修練 において難 しい形式 を課 した りした ことは明 らか に失敗 であ
った と述 べ ,ま た体育思想の主体性 の欠如 を次のように批判 したのである。
「是 とい うの も,能 力 の錬成段階 の無視 と,そ の応用効果 の原理原則 を忘れた実 に笑 うべ き事柄
で,斯 様 な形式主義 の考 へ方や錬成の意味のない ことは,心 ある一般人士 は勿論 ,一 部 の軍人 にお
て も,ひ そかに愚 とす る庭であ りましたが,何 をい って も,局 に当る人々の鼻息 が荒す ぎて若 し批
評や反対的の言葉 を漏 そうものな ら『反軍思想』等 と嚇 かされ直言するものがな くなって しまった
様 な状態 であ ります」 (中 略 )こ れに対 して体育人 が正々堂々 と体育の本義論 を掲 げて対立 し得 なか
ったのは,凝 り固った考 えに容れ られぬ とい う見通 しがあった ことに よ りますが ,其 の見識 と実 力
の不足 を物語 る以外 の何物 で もな く,吾 等 自ら省み て遺憾 とする鹿 であ ります。J
また大谷武 ― は,フ ァシズム体育 の根源 に「スポーツ道義の退廃②」をみ,笠 井恵雄 も「スポーツ
精神の堕落」の結果 として とらえたので ある。
「スポーツ精神 の堕落 が 叫 ばれ,ス ポーツ技術 の行 づ ま りを感ず るに至 った過去の 日本 スポーツ
界 は,宿 命的 な形相 をもって間々の 中 に戦争 に入 ったのであ りました。 やがて戦争 はスポーツの贅
沢性や欧米 的形態 を排斥するに至 り,国 粋的な武術的,鍛 錬的,軍 事的な統制的体育が とって代 っ
たのであった。敗戦 のい ま,戦 時 中の体育 を云々 す ること ゝ共 にもっと建設的な態度 は,新 日本 の
スポー ツの在 り方 い か んの 問題 で あ る。過去 の 日本的スポーツの長所 の裏 に発育 した短所 とは

,

前述の精神的堕落 と科学的技術 の行 きづ まりとして概括出来 るであろう0。 」
昭和 22年 には石津誠が「民主体育 の針路 と其 の根本理念駒 のなかで日本 フ ァシズム体育 を(1)官 僚
の御用体育 り)国 家奉仕の体育 偲)戦 争 へ の犠牲 としての体育 但)教 育 へ の手段 としての体育 とし
て特徴 づけ,戦 前 においては「体育 の科学的真理性 も,心 理的発展性 も,更 に根本 的自然性 な ど幾
多の尊 い基礎 を全然無視 して,国 家当面 の国是国策 に順応 を強要 せ られて来 た」のであ り,「 この戦
争目的 を達成 する事 に,絶 対的意義 を見出 し,且 つ更 に戦争 その ものを目的 とした体育 が考 え出 さ
れる事 は極 めて 自然 の成 り行 きで しかなかった。」
しか も「当時 にあっては,戦 争遂行者 の教養 をこそ,体 育の最高そして最大の理想 として承 認 さ
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れ,(中 略 )体 育 の根本 目的 を達成する為の要素であるな らば,之 を喜んで享受すると言 う態度 ,こ
の態度 が寧 ろ体育 の根本 目的 であるかの様 に錯覚 して仕舞 ったのである」 と批判 したのである。
このほか 2, 3の フ ァシズム体育批半」
がみ られるが,敗 戦直後 において まがな りにもフ ァシズム
い
がなされた
には一定 の評価 が与 えられ るべ きである。 しか しなが ら
と
う歴史的な事実
体育批判
,

これ らの批判が 日本 フ ァシズム体育 にたいす る組織的,構 造的そ して原理的な分析 にもとづ くもの
であったか否 かについて別 に論 じられなければならない。 つ まり,フ ァシズム体育批判 が明治以降
の 日本近代体育 の思想 とその論理 を天皇制絶対主義国家 との相対的な関連 において把握する視点 を
持 ち合せて いたのか という問題 である。 その視点の欠如が究極的にはファシズム体育 の本質 を「 ス
ポーツ道義 の退廃」 (大 谷武― )や「行的態度 の稀薄
・ 七 (前 川峯雄)と い った情緒的 な次元 に求 める
結果 に陥る ことになったので ある。 と同時 にその深 層 には敗戦 とい う歴史的事実にた い して よ く闘
ったが,聖 断 によって戦争 を放棄せざるをえなかった という受動 的な対応 が意識 として強 く流れ て
いたことは否定 で きな い。
「終戦 に伴 う新教育方針 に基 き我が国 の学校体
た とえば,高 田通 は,い み じ くもこう言 って い る。
育 は一大変革 を来 した。即 ち軍事教育 の全面的撤廃 ,武 道 の授業及航空訓練 の停止等 ,学 校 よ り軍
国主義 的教育 は全 く姿を消す に至 った。
特 に武道 は明治 44年 初 めて正課 として学校体操科 に加 えられてか らこ ゝに30有 余年,正 課及課外
体育 として重要なる位置 を占め,多 年学生 々 徒の間 に親 しまれて来 たのであるが,新 しい平和 日本
建設の発足 に当 って遂 いに休止符 を打たなければな らな くなった ことは洵 に遺憾であ る。 特 に之 に
伴 って武道捨任 の教 師 の職域 に一大悲 運 を管 した ことは体育 の同志 として断腸 の思 いで ある。然 し
ことこ ゝに至れば止得ぬ ことで ある。0」
絶対的な信頼 をお いて きた旧来 の国家原理 である皇国主義思想の崩壊 によって必然的 に もた らさ
れた体 育 の根本理念の喪失 と思想的混迷 は,フ ァシズム体育 にたいす る厳 しい原理的批判 のためIの
精神的基盤 を欠如 させ ,「 頭の切 り換 え」 とい う次元 に帰着す ることになった。
「厳 しい敗戦 の事実 に直面 した国民 の誰 で もが味わ ったあの気持 は,学 徒本来の姿 に立 帰 る迄 に
多 くの時間 をなやみ続 けねばならなかった。気分 の上で は戦時中の程度 の 緊張 か ら一転 して弛緩 の
底 を衝 いた とい う有様であった。 (中 略 )私 は生 徒 と同様 なやみ続 けた。 そして,ま ず第一 に私 の体
育 に対 する考 え方 を,つ まり体育観 を振 り返 って見 なければならなかった。Jそ れ というの も「体育
人 その もの迄が,い つ とも知れず時局の波 に押流 され 目蔽われ て唯 ひたむきに戦勝 を最終 の 目的 と
して進 んで来た のではないか。実 に私 自身 も其一人 であったので ある。頭の切 り換 えは容易の如 く
9ち
あって実は仲々困難 な ことで ある 」
以後 フ ァ シズム体育 に関す る批判 的研究 は意識 されることな く今 日に至 って い る。
日本 フ ァ シ ズ ム 体 育 思 想 の 論 理 と特 質

1.ナ ショナ リズ ムの諸相
「宿命的な形相 をもって悶々の中に戦争 に入 ったJ(笠 井恵雄)日 本 の近代体育 の主要な因 は,何
にあったのか。 一般 に近代体育 が「近代」国家の成立 と ゝもに立 ち現われた ことか ら,近 代 国家 を
底 か ら支 えたナ シ ョナ リズムの問題 との関連 を無視す ることはで きな い。
「ナ ショナ リズム」 の語 の概念 が,た とえば国民主義 ,民 族主義 ,国 家主義 といった具合 に不明
確 であ り,か つその意味内容が きわめて多様 にわたっていることはすでに周知の ことで ある。丸 山
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真男 は,ナ ショナ リズム を「 あるネーションの統一 ,独 立 ,発 展 を志向 し押進 めるイデオ ロギーお
よび運動である①」と規定 したが,こ の一定の概念 をもって総称 され るナショナ リズム もそのおかれ
た歴史的状況 に対応 してさまざまに変貌を とげる。 つま り, この「同 じ概 念 の もとに一方では自由
と独立が,他 方 では抑圧 と侵略 が意味 され①」 のである。
より具体的には「歴史的状況の変化 に応 じて,ま ず『民族』主義 としてのナ ショナ リズム は,時
には対外的な民族独立 と対内的な民族統一 とを二 つ なが ら果すために,そ の妨 げ となる封建的多元
性の一掃 に努 めるが,時 にはその発展 を志向す るあ まりに,自 民族 メンバ ーの 自由の抑圧 と他民族
の独立の侵略 とを同時 に行 ってはばか らない。同様 に『国民』主義 としてのナシ ョナ リズムは,か
っては専制君主体制 を一歩克服 した もの としての,政 治的国民の 自由の確立 を約束 したが,や がて
そこで美 しく謳われた自由の理念 は,実 はナショナ リズ ム運動の担 い手 で ある一 部 の国民,す なわ
ちブルジョワジーのためにのみある, ということを明 らかに した。 さらに 『国家』主義 としてのナ
ショナ リズムは,一 方では近代国家建設の時期 に当 って,小 地域社会 とその住民たちの閉鎖性 を除
去 して,国 土な らびに国民の統一 をな しとげるが,他 方では,国 家のために,と い う合言葉の下 に
国家権力 を行使 して個人 の幸福 を抑圧する°の
。」
このよ うにナ シ ョナ リズムは,そ のおかれた歴史的条件の相達によって
「憧憬 ない し鼓舞 の感情(11七
(1り
と同時 にそれ らの感 性 とは相反す る「憎悪な い し嫌 悪 の感情 」 とい う両義性 を絶 えず内に秘 めて
い る。 とはいえこの両義的性格 をもつ ナ ショナ リズムに も共通 した一 定 のメル クマールがある。 そ
,

れは,封 建的な多元的支配の形態 に特有 なホ
寸落共同体的郷土意識 を解体 させ,「 国家」的な「国民」
へ
の
と
共同体 意識
昇華 させ る歴史 的な原動力であるとい う点 にある。 その ことは人間の共同体的空
間の拡 大 と意識の等質化 (国 民化)を 意味 してい るが,そ の等質化の過程 は,当 然の ことなが らそ
の共同体 一国家 ,社 会のおかれた経済,社 会,歴 史 ,風 土 ,民 族 ならびに文化的状況によって制約
され る。 た とえば,フ ランス革命 に象徴 され るようにこの国民 へ の等質化の過程が啓蒙主義的な自
然法や 自然権の思想 に もとづ いて 自覚的な国民意識 と主体的な政治意識 をもった国民へ と昇華 させ
る過程 を辿 る場合 とプ ロイセ ン・ ドイツや帝政 ロ シアにお けるように半封建 的 ヒエ ラル キーの温存
と絶対主義的な理念の もとに半封建 的な「臣民Jへ と等質化する過程 とがあるが,後 者 においては
「国家 の政治的統治手段 としてのナショナ リズム(10」 が特徴的である。

2.日 本的 ナショナ リズムの論理
こうした相対立 し,矛 盾す る二 面性 をもったナショナ リズ ム は,わ が 日本 においていかに現象 せ
しめ られたのか「
。 日本 の『ナショナ リズム』として明治以後 の 日本近代社会 にお こった諸現象につい
て語 られ るとき,天 皇制的な民族全体主義・ 排外主義・ 超 国家主義・ 侵略主義 の代名詞 としての意
味を こめて,怨 念 さえ伴われ る(Hち ように,「 日本のナ ショナ リズムは,天 皇制 を頂点 とす る排 外主
義・帝国主義・膨張主義の権化 として リベ ラ リス ト,進 歩主義者 ,『 マル クス主義 』者 の指弾 の対象
として取上 げられ るか,あ るいは, この反動 として 日本近代天皇制 トオタ リズムの再評価 すべ きゆ
えん として語 られ る,か である。
・ °」
この「怨念」 をもって しか語 られ ることのない日本的ナ シ ョナ リズム とは,一 体何 に起囚す るの
であろ うか。 しゝうまで もな く明治 の天皇制絶対主義政府 は,富 国強兵策 にみ られるように殖産興業
政策 と軍事の近代化政策 を図 りなが ら,同 時 に前近代的な プ ロイ セン流 の君主制 にもとづいた絶対
主義 的な天皇制体制の創出をはか った。 その創出 の過程 で「壊夷」 とい うことばに象徴 される排外
主義的な前期的ナ ショナ リズ ム を早 く胚胎 させており,対 内的 には国民 の 自由 の抑圧 と対外的 には他
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民族 に対する侵略 と支配 によって民族的統 一 をす ゝめるという後進型のナショナ リズム を理念 とし
上か らのナショナ リズムが遂行 されたので ある。 そこには明 らかに抑圧 の手段 としてのナショナ リ
,

ズムが浮 き彫 りにされてい る。確 かに 日本 において も西欧型の近代的ナ シ ョナ リズム を志 向 した自
由民権運動が存在 したが, しか しなが ら明治初期 の 国家形成過程 におけるい わば民権主義 と国権主
義 との相剋 は,究 極 において決定的 に対立 しあ うものではな く,両 者 ともに国家体制 の強化 と村落
共同体 的な人間の等質化 =臣 民化 へ のナシ ョナ リズム として容易に妥協す るのである。 この両者 を
和合 させた ものは社会 有機体論 を軸 とした家族 国家主義の原理であった。
わが 国 においては社会有機体論の摂取が儒教主義思想 と結び ついてお こなわれた。その結果、
「儒
教的君臣にお ける『臣』 を新 たに「臣民』 とい う範 疇に切 りかえ,こ れ によって被治者間の階層的
秩序 を捨象 し,ひ とえに等質的 な近代的な国民 として統 一 的 に観念 せ しめ⑭ Jよ うとした。 しか も
「支配者 は,政 治的支配】
艮従 の関係 に家族間の心情 を援用す ることによって,権 力的支配 によって
生ずる抵抗 を緩和 しよ うとす るばか りでな く,家 族 に対 する感覚的情緒 を国家 へ の忠誠のために動
員す ることによって,現 象的 に国民の自発性 を自らの支柱 にすることがで きた(口 も ので ある。M。
バ ーガーが指摘するように,「 まさし くこの観念 こそが,明 治以来 ,国 民 を国家の活動 に
統合す るた
めの 中心的理論であった(Ial」 ことは事実 で あるが,こ の社会 のたんに基礎 的な単位 にす ぎな い家族
的な空間 を拡大 ,延 長 させた家族主義的ナシ ョナ リズムは,逆 にその 自発性 が「私」的限界 に止 ま
るという「家族主義的 エゴイズム、又 はゲマ イ シ ャフ ト的結合の反社会性 OD」 をつねに持 ってお り
,

明治30年代 において部分的 にで はあれ修正 されざるをえなかったのである。 この ことは農本主義 が
フ ァシズムの過程で一 つの抑止力 となった こと ゝ相対する。 こうした矛盾 を含 み つ ゝも,こ の個人
主義的伝 統 の欠如 と家族的 エゴイズム の観念 は,民 権主義 と国権主義の相剋 を融 和 させ,教育勅語
(明 治23年 )に 象徴 されるように,明 治20年代 における政治過程の変化 に対応 して国家主義 としてのナ

シ ョナ リズムヘ と次第 に傾斜 し,明 治 30年 代以後 においては「近代的ナ シ ョナ リズムの未期的現象
?°

」 で ある帝国主義的イデオ ロギー と癒着 し,吸 収 されてい くのである。

教育勅語が政策的 レベル にのぼ るようになった19世 紀未は,あ たか も帝国主義諸国間 の対立 ,抗
争が激化 しつ ゝある時代 で あ り,こ れに対する危機意識 が伊藤料
上 の近 代 的な立憲主義体制か ら
山県― 井上の国家主義体制 に とって代 る転換期 となって あ らわれた もの にほかな らない。
教育勅語
は,こ うした「政治的変動期の産物 91ち であった。

3.日 本近代体育 とナショナ リズム
もともと体育 を構成す る感覚運動形態― その 中心的な ものはスポーツで あるが一―は,人 間 の無
意識 ,感 覚的な秩序の うちに一見仮構的,非 現実的なもの として現象す るに もか ゝわ らず,そ の日
常性 の背景 にあって人 間の感情 を条件づける。
しか もこの運動形態 は,原 初形態のうちに包摂 された宗教的努力や宗教 的技術 あるいは儀式 に も
似た性格 を受 け継 ぎなが ら,仮 象力 ,想 像力 を媒介 とし,原 始的感覚 を初発的な基盤 として相互主
観的な交通の場 ,共 同存在 を構成 す ると ゝもにイメージ・ コ ミュニ ケーシ ョンの関係性 のなかに現
象する ことを特徴 としている。その結果,ス ポーツは,そ の仮構的性格 のゆえにあたか も非政治的
非社会的な存在であるかの如 く振舞 う。 それ ゆえにスポーツは,言 語,国 家体制 ,社 会 ,文 化 ,民
族 ,イ デォ ロギー を超越 し,国 際性 を発 揮 しうるので ある。 これは,ス ポーッ という文化形態の積
,

極的な側面であるが,積 極的な面ばか りでな く,当 然否定的な側面 をもかねそなえている°D。
この否定的側面 を鋭 く指摘 したのが ヴェブレンで ある。ヴ ェブレンは,ス ポーッを掠奪文化 とし
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°3七 ゃ「現 の
て とらえ,ス ポーッの心理 的特性 には「古代的な精神構造
象 系
― 掠奪的な見栄の性向
?°
90」
列の偶発的必然性の感覚 」 であるところの幸運 を信 ず る「端初的アニ ミズム
が支配 的 で ある
とい う。そ して,こ のアニ ミズム的習癖 は,「 不可解な超 自然的営力にた いする,多 かれ少なかれは
2つ
っきりした信念 90」 として宗教的信 抑 に利用 され る。
つ まり
「 超 自然的営力の神人同形説的人格イ
ビ 」
へ と変質す ると ゝもに「ある神人同形説的信 抑 の発展のなかに発生 せ しめたよ
うな敬神的な行儀作
法の基準の実質的な結果 は,(中 略 )優 超者 にたいする関係 にかんす るある種 の習俗的な認識 をひ き
出 し,か つ保存 せ しめ,か くして身分や忠順 についての現行の感覚 を固定 させ る。9」 機能 をもち
,

またスポーッに特有な「擬似軍隊的な組織 は,見 栄や差別的比較の習癖 を練成強化 し,か くして
個人的な支配 と月
艮従の関係 を判 別 し,是 認す る本 来 の能力 をつよめる傾向がある°9Lこ とを明 らか
にしている。
,

これ らのスポーツの特性 は,あ る歴史 的状況の変動 に対応 して一定の国家体制や さまざまな イデ
オ ロギー (ナ ショナ リズムや フ ァシズム)と 容易 に結合す る契機 を内に含 んでいる。既述の 日本的
ナショナ リズムの後進性 によって規定 された天皇制教育 は,「 家父長家族の原理 °°」において神人合
―観 を持 質 とした村落信抑 を媒介 にしなが ら共 同体意識 を意識化 させつ ゝ天皇 に従属す る臣民 ヒ
的
エ ラル キーヘ の等質化 を課題 とし,そ の ことに よって近代的な「
市民」の形成 を阻止す ることに あ
った。
それ と同 じ論理の もとで,近 代 日本の体育 は,軍 事的能力 (兵 力 )一 産業的能力 (労 働力)の 陶
冶手段 として両者 を相互 に補完する ことを課題 にす るとともに国歌 ,国 旗 ,記 念碑 ,民 族的,国 民
的英雄 等 の 国民化 への「一体化の シンボル。け
」 と結合 しなが ら,家 族国家観 に もとづ いた後進 的な
ナショナ リズム と臣民 化 へ の過程 に大衆 を操作するコ ミュニ ケー ション手段 として位置 づ けられた
ので ある。 こうした特性 とナショナ リズムの結合 は,明 治 20年 代 によ リー層強化 され
,30年 代以後
は,帝 国主義化 してい くので ある。
日清戦争前後 における森有礼,井 上毅 による体育の国家主義化政策 は,森,井 上等が体育の もつ
特質 を十分認識 し,ナ ショナ リズムの コ ミュニ ケーション手段 としてその政策的価値 を認 めていた
か らにほかな らない。森 は,国 家的祝祭 日の儀式 と体育 ,行 事 を結 びつけ,教 授・ 管理・ 訓育 の相
互が有機 的な関連 をもちなが ら,全 体 として理性 を超越 した国家一天皇 にたいする絶対 帰 ―の忠誠
的心情 を拡大 ,再 生産 しようとしたが,森 が体 育 に期 待 したのは,国 体 と民族精 神 を核 としたナ
シ ョナ リズムに向けて国 民 を手 短 に統 合 しうるとい うことにほかな らなかった。 しか も体 育 の も
つ あ る種 の「力の論 理」 は,優 勝 劣 敗 ,適 者生存 とい う社 会ダー ウィニ ズムによって最 も適切 に
表現 され る現 実を迎 えつ ゝあった明 治 20年 代 のナショナ リズム と決 して矛盾す る ものではなかっ
た°分
。
明治20年代 においてはこ うして国家 富強 と立 身出世のための「身体の強健」 が絶叫 に似 たかたち
で叫 ばれるので ある。た とえば,日 高藤吉郎 は,「 体操術 なる者 は体躯 を強壮 にし,志 気 を養成す る
の術 な り,盲 に勇武 を増進す るのみな らず,併 せて智識 を活発 ならしむるの法な り。之 を要す るに
国家 の富強 を図 るの大本な り。(中 略 )或 人 曰 く体躯 を健 にす るの道 ,何 んそ独 り体操術 のみな らん
,

諸種の運動皆可なるに非すや と。余曰 く然 り。而れ圧唯一 身 を強健 ならしむるの みに して,而 して一
国の強国を図 らされは,安 んそ能 く一身 の権利 を保 ち,身 体財産 の安 全 を享 くる得 んや。
是れ挙 国皆兵の制度ある所 以な り。故 に方今 にお ては,国 民挙 て左 の種類 の精神 と,素 質 を養成
すること心 要な り°9」 と述 べ る一方,「 只Fち 国家緩急の時 に際 し,身 を挺 して王 憮 に敵 し,国 境 を守
備 せ さる可 か らす。是 を以 て凡 そ国民普通 の運動 は,戦 術 の転換 に従 い,其 方法 を異 にせ さるを得
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す。是れ今 日にお て体操術 の必要なる所似な り。故 に比体 操術 は,一 つは 自己身体 の健康 の為 め,一
は国家 に基すの義務の為め,国 民挙 って励 まさる可か らさるな り。4も と体操術 の必要 を説 いている
が,こ こで は個人 の身体 の健康 と国家 の富強 とは,予 定調和的 に結合 し,そ の背景 には個人 は,国
家 の存立 の意義 と結 び つ くことによって はじめて存在 し得 るとい う社会有機 体 説 を伺 うことがで き
る。
学校衛生 の近代化 に貢献 した二 島通良 も「観 よぅ今 日の教育制度 ,彼 の学科 の程度 と云い,時 間
の多寡 と云 い,或 は教育 の行政 と云 い,殆 ん ど日本人種 の体力健康の度 を精査 して,之 に相対 す る
程 の度合 に調合 せ られ居 るか如何 に°9」 と問 い,「 経済 なるものは,人 命 を短縮 し,国 民の心神 を萎
非 せ しめ,従 いて生産力 を減殺 し,而 後之 を維持すべ きものなる興欠如何。然 も予は諸君 に告 けん
とす。 衛生なる ものに二 個 の別 あ り。即 ち金 を費 して健康 を保護す るところの消極的衛生 と,人 の
心神 を強壮有為 な らしめ,従 て以て国家の富強 を榛 すに足 るべ き積極 的の衛生 とある事 を。然 り衛
生 は 其施行 の方法 と事項 とによ りては,今 日の情況 におて,電 も費用 を出さず して,実 行 し得 べ き
。°
事件。 なお彩 しく存在す る者 な り。特 に学校 に船 て然 りとなす 」 と経済合理主義 の観点 か ら,衛
生 をとらえると同時にナ シ ョナ リズム形成の基礎 に衛生 をおいたのである。

4.大 正 自由体育思想 とナシ ョナ リズム
これ ら明治20年代 における国家主義的体育思想 の興隆 は,明 治30年代 には帝国主義化 し,昭 和以
後直線的 にファシズム化 して い った訳では決 してな く,そ の谷 間 に大正 自由体育思想 の展開期 を迎
えるのである。改 めて い うまで もな く,大 正 自由体育運動 とその思想 は,大 正デモクラシー と自由
教育運動 に支 えられた体育 の改造運動 であったが,問 題 は,こ の運動 と思想 とが明治 20年代 ,30年
代 の後進的ナ ショナ リズム と帝国主義的思想 をどの程度克服 しえたのか 。 そして何故 にウル トラ・
ナ ショナ リズ ム化 して いったのか ということである。
大正 自由外育運動 は,洋 代 の教育原則 を意識 しつつ,子 どもの発育・ 発達 を生理学、解剖学 ある
いは心理学等の 自然諸科学 によって明 らかに し,か つ子 どもの生活現実 に即 して教授 一学習過程全
般 を改造すべ きであるとす る自動主義 ,個 別主義 ,相 互学習主義 ,分 団主義的な体育理念 を提起 し
て い った。 そして この運動 は,明 治以後の慢性化 した非科学的,形 式主義的 もしくは画―主義 的な
教授法 と体操教材中心 の内容 が支配す る伝統的な体育 か ら子 どもを解放 し,体 育の改造 に大 きな役
割 を果 したかにみえる。 しか しなが ら,こ うした歴史的意味 をもつ大正 自由体育運動 も,究 極 にお
いて は日清 ,日 露 ,第 一 次世界大戦 と打 ち続 く日本資本主義の全般的な危機 を反映 し,欧 米先進資
本主義諸国 に伍 してそれ らに打 ち克 つ とい う強烈なナ ショナ リズ ムの上 に立 って体力形成 とその陶
冶手段 の合理化 を基本的な課題 としたのであった。
大正 自由体育運動 を準備 した明治30年代以後 における体育 の近代化論 は,日 露戦争 を具体的な契
機 として世界帝国主義諸国間 による領 土分割競争 に新 たに帝国主義 国 として登場 した 日本 に とって
海外 に雄飛す る活動 的,能 動的人物の養成 を緊急の課題セ したのである。この課題 の実現 を前 にして
明 治20年代 に流布 し,定 着 したヘルバ ル ト派教授理論 は,当 然 の ことなが ら批判 されなければな らな
かった。 それは,体 育 を消極的な養護の領域 に位置 づ ける一方,教 育領域 か ら放逐 するとともに五
段教授 に象徴 される形式 的教授 理論 を骨子 とす るヘルバル ト派理論 によっては,優 勝劣敗 ,弱 肉強
食 とい う社会 ダーウィニ ズムが支配す る帝国主義諸国間の激烈な競争 に耐 え得 る新人物の養成 はお
ばつかない とす る危機意識 によるものであった。 そ して,そ の批判 の思想的基盤 は,一 貫 して社会
有機体論 と社会進化論 であった。社会有機体論 は,「 一 方 では啓蒙的自然法 の原子論的,機 械的個人
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主義 を排 撃。つ」 し,他 方では社会主義 と対決す ることによって「天皇制イ デオロギ上の
儒教的家族
主義 O均 と結合す る。「 しか も儒教主義 は,そ れ 自身有機的秩序思想 として,ぃ ゎば前近代的な有機
体論 を形 成 しているだけに,社 会有機体 論 との親近性 を示 し,前 者 の地盤の上 に後者 は

,直 結的・
重畳 的 に摂取 され(39」 ることになった。 また社会 ダーウ ィニ ズムは,「 帝国主義的現実 を優勝劣敗
適
者生存 とい うまことに殺風景 な論理で合理化 0」 し,か つ また国家 ,社 会 と個人 の関係 を純 に
粋 有
機的全体 の生物的進化 として 自然的発展過程 において とらえるので ある。ダー ブィニ ズムの原理が
支配す る帝国主義的現実に打 ち克ち,国 家的有機体 を保全するために社会有機体論 を必要 とし ま
,
た有機的全体 としての国家的秩序 を維持す るために社会 ダー ウィェ ズムの原理 を要求するといった
ように両者は補完 しあ うものであった。体育思想 において この二つ のイデオ ロギーは
の概
,「 体力」

念のなかに統合 され,融 合 しあ うのである。個 と社会 とは「有機的全体 」 として統一 され
,国 家
社会の発展 には有機的部分 としての個の社会的自我が要求 され,そ の社会的 自我 の核 として
「体力」
「健康」が不 可欠であるとい った具合 に,体 力の概念 の うちに忠君 ,愛 国
,国 家,社 会ダー ウィニ
ズム,有 機体論等のナ ショナ リズム・ ィデォ ロギーが凝集 される。 この原理 は
,明 治30年 代 におけ
る中島半次郎 ,森 岡常蔵 ,樋 回勘 次郎 ,谷 本富等の体育論のみな らず,高
島平二郎 ,永 井道明のほ
か 自由体育実践 において もいたるところで力説 されている。樋 口勘次郎 の
国家社会主義教育 学 も明
らかに社会有機体 説 に もとづ く家族 国家主義 にその論拠 をお き,谷 本 も同 じ論理 による
国家教育学
説を説 いている。谷本 は,個 人 は国家 を離れ て存在 しえず,そ の「国家の品位勢力 は其 の国家 を組
Iも
織寸
と述 べ,そ の品位勢力 を「 各向洗 と あ意 議1421」 をもち,か つ
,印 本 ?畢 年摯存叩早 に属す
律
9」
「主 権 に対する自由の服従
をな しうる「新人物」で充 たそうとしたので ある。
「吾輩 は挙国一 致 と云 う事が 日本教育の長所だ と云 ったが,其 の挙国一致 は無智の一致 で あるか
有智の一致であるのか,本 当 に道理が解 って心か ら一致 して居 るのであるか,解 らんで一致 して
居
るので あるか,戦 争 には夫れで も勝 つ,勝 ちはします。戦後実業戦争 を盛 んにする事 に至 っては夫
,

,

れでは出来 るだろうか。其庭で日本 の長所であるらしいが ,又 短所 らしき点 もあ ると
思 えば,兎 に
角挙国‐致,採 長捨短で遺 ると同時 に,個 人性 を重ん じ自治自助の精神 を養わなければ なるまい 0。
」
谷本が国家的教育学 を力説 し,体 育 の改造 を要求 したのは,国 家有機説の立場 か ら家族主
義的 エ
ゴイズムヘ の埋 没 を是正す る必要 を感 じたか らにほかな らなかった
。
また体育の近代化 に先駆的役割 を果 した ともい える高島平三郎 は,社 会進化論
的な体育論 を主張
した。
「今 日の世界 は,兵 力の世界 な り。兵強 ければ国強 く,国 強 ければ,其 の国民 は世界何れの庭
に至 りて も,其 の権利 を伸長 して,其 の志す所 を成 すべ し。律9」 それゆえに「
荀 も国民たるものは
其の兵式たると然 らざるとに論 な く,所 謂国民皆兵 の主義 に基 き,努 めて体育 を励 み
,強 健 なる身
体 と共 に活発 なる精神 を養 い,一 旦緩急あらば,義 勇公 に奉ず るの心掛 けなか るべか らず
。実 に体
育 は,国 民の元気 を振 い,愛 国 の精神 を養 うに,最 も適切 なる方法な りとす。 。」
自由体育運動 は,明 治30年 代以後の体育思想にお けるこ うした社会 ダーゥ ィェ ズムを原理 とした
排外的ナショナ リズムを看破 しえず,む しろ帝国主義的課題 を 自らのそれ として意識 し
,踏 襲 して
い つた。永井道明 は, その積極的 な支持者であ り,ま た
強烈 な社会進化論 者 であった。 永井 はい
う。
「適者生存の原則 は,進 化学上如何 なる生4/Jも 免 るること能 はず と雖 も
,吾人人類 は,只 自然 の陶
汰に放任 して晏然たるべ きにあ らず。 自ら進 んで有 らゆる人 為的努力 を蓋 し,以 て人為的 に努力す
る所の特別の仕事」 が体育 で あ り,「 生存競争 の益々激烈 となるに従 って」生命が自覚 され
,「 国力
とは国民の心力 と体力 とを 原因 として財力 と兵力 とに結果す る
。国民の心力 と体力 とは所謂国民の
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元気 とな り,財 力は富国を意味 し,兵 力 は強兵 を意味す る」 がために「富国強兵の基本財産 」 とし
ての体力が要求 されるにつ。 そ して また社会有機体説の立場か ら「人の人 た る所以 の価値 は,尚 一面
社会的方面 よ り考察する必要あ り。即 ち吾人 は,個 人 として完全なる心身 を有す る外 に,社 会公衆
と協同一致 して生活 し得 る心身 を有 せ ざるべ か らず。若 し吾人 の心 身 が,個 人 としては完全なるも
・
社会 と共同すること能 はざる 力戦日きものならんには, 人 としての価値 は皆無 な りと謂 はざるを得
ず °
」 と述べ,個 人の身体 発達 とその体力 は,国 家,社 会 (具 体的には天皇制国家,社 会 )に 即 応
しえた ときに価値 と意味 をもつ としたので ある。
こ うした論理 は,自 由体育実践 において もそれを背景 か ら支 えて いた。 プ ロジェク ト
・ メソッド
にもとづいた 自由体育実践 を試 みた 山崎博 もその例外 ではなかった。
,

「現代社会の如 く文明の進歩 に伴 い生存競 争激甚 となった社会 に活動 せねば な らぬ者 には身体 の
活力 を要する事 は益々必 要であっ て,′ 同時 に精神方面 の活発なる活動 を望 む ことは甚だ大切 であ
る。
其 の結果,体 育及心育の必要 は共 に大 である。 心育 を重視 し,体 育 を過小視すれば肉体 は倒 れ

,

心の活動 を中止せねばな らぬ。現代社会 にお ては個人 の幸福 を進 め,国 家の隆昌 を計 るために心 身
両面の充分なる陶冶 を必要 とす るが,体 育 は其 の根本的,基 礎的の ものである。 9J
ここに は社会進化論 , 社会有機体論 のイデオ ロキー的契機 が混在 して い る。 後 に 触れ るが木下
竹治の学習理論 をもとに自治学習による体育実践 を展開 した桜井小学校 (奈 良県),分 団式 の体育実
践 を試 みた浅草小学校 (東 京 )に おいても国体主義 と建国主義の精神 を体現 した「国民的自覚のあ
る人 間 Jの 教育 を最高の理念 としたので ある。
こうして大正 自由体育運動 は,学 校体操教授要 目に規定 された体力養成 という目的その ものの価
値的な検討 を欠落 させ,所 与 として絶対化 した。
自動主義,個 別主義 といった近代教育 の原則 も日本的ナショナ リズム と相反す るもので はな く
,

軍事的,産 業的体力 の再生産 をよ り合理的 に実現する とい う近代主義 と前近代的ナ ショナ リズ ムが
癒着す ることによって 自らを方法主義 ,操 作主義の枠内 に限定 したのである。 この意味か ら大正 自
由体育運動は私的空間 に停滞 しがちな家族国家主義の限界 を可能なか ぎ り修正 しつつ,ナ ショナ リ
ズム としての国家主義 に向けて いかに「臣民」化 して い くか,そ の方法の合理化運動 であった と性
格 づ けることがで きる。谷本 が 自発的な国家へ の服従 を要求 したように,「 教育作用 によって,い っ
たん一切の束縛 か ら解放 され主体性 を回復 した リベ ラルな個人が,そ ののち再 び,統 一 国家 のメン
バ ー として国民 に編入 され る, といった論理的順辟
もちろん時間的順序ではな く― は,中 央集
権国家 に とって も,な ん ら矛盾で はな く,む しろ必要な手続 きであった°°
」 とい えよう。 この時点
で「上か らのナショナ リズム」 と「下 か らのナショナ リズム」 は,何 らの矛盾 もな く,否 む しろ積
極的な合意 に達す るのである。 それが大正 自由体育思想 か らファシズム体育思想 へ と変貌 を遂 げて
い く過程で何 らかの思想 的歯止 めをす ることを不 可能 にした最大 の因 であった。
日本 フ ァシズム体育思想の論理
近代 のフ ァシズムは「第 一 次大戦後 に資本主義 の陥った一般的危機であ り,そ の具体的な徴候た
5。

る慢性的恐慌 と国際的な革命的状況の進展 にたいして,資 本主義世界 の一封目対 的 に一 もっ とも反
1も
動的な部分が示す ヒステリックな痙攣
として台頭 した。丸山が指摘するように,本 来ナ ショナ
・
リズムは,日 本的のそれ と西欧的のそれとを問わず,近 代国家 の本質 をなしてお り,そ の国家形成
の過程で対外的侵略を遂行 し, この「武力的膨張の傾向は絶 えずナショナ リズムの内在的衝動6Ъ
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を構成 してきた といえる。 しか しなが ら後進的,前 期的ナ ショナ リズム として特徴 づけ られ るわが
日本的ナシ ョナ リズムは,「 単 にそ うした衝動が ヨ リ強度 であ り,発 想の し方が ヨ リ露骨 で あった と
い う以上 に,そ の対外的膨張乃至対 内抑圧 の精神的起動力 に質的な相違 が見出 され ることによって
はじめて真 にウル トラ的性格 を帯 びるのである153ち 」
しか も日本 フ ァシズムの成立過程 な らびにその時期 を限定する ことは,西 欧近代 とは対照的 に絶
対主義 ,国 家主義 ,帝 国主義的要素 が錯綜 してい るがために,極 めて困難 になって くる。それは
日本 フ ァシズムの過程が「ナチズムや フ ァシズム と異った形態 をとった とい うこと一 つ まリナチズ
ム・ フ ァシズムが従来の政治的権力 を打倒 して権力 を獲得 したのに対 し,日 本 が従来 の体制 をの こ
,

した まま若干 の変更 を加 え60」 なが ら次第 にウル トラ・ ナ ショナ リズム化 して い った ことによるも
のである。その結果、
「その政治的要因 として,一 般 の右翼思想 ,国 家主義思想か ら区別 された超 国
家主義的契機 を,そ れ として とり出す ことが特別 に困難 いも になっているとい う問題が ある。 つ ま
「 日本では,議 会制民主主義 を倒 し独裁 を樹立す る運動 としてのフ ァシズム は甚 だ無意味であ り
り
,

60。
」
まホ必妻 とあ之
哉 ∫ゝィ
この 日本 フ ァシズムの もつ「無限朔及」 (橋 川文三 )と もい うべ き体質 は,そ の絶対 主義 体制 に起
因 し,あ くまで も家族国家主義 を基本原理 とした天皇 フ ァシズムで あった とい う点 にある。それは
,

国民支配 を主権者の 「決 断 (― 作為 )」 (丸 山)の 内 に見出す近代 的な絶対主義 とは異 り,支 配 の
正統性 をば 「無 限の古にさかのぼ る伝 統 の権威 を背後 に負 う°駒 ところの究極的価値 を体現す る
天皇 に求 め られ るのである。 さらにこの天皇の神性 は,「 これを垂直 に貫 く一つの縦軸 6° J として
の国体 とい う伝統的な価値 によって保 障 され,か つ 「 中心 か らの価 値 の無限 の流出 は, 縦軸 の無
限性 (天 壌無窮 の皇運 )に よって担保 されている°9J とみなされる。 こうした国家観 は, 決 し
て 日本 フ ァシズム期 において突如 として立 ち現われたイデオ ロギーではな く, また明治以 後 の天皇
制国家 を支 えたナショナ リズム とも明確 に峻別 しえず,さ らには ドイツ,イ タ リアの フ ァシズムに
も発見 しえない ものである。この 日本 フ ァシズムの特徴 を戸坂潤 は,「 日本 に固有な封建 的残存勢力
(之 には無数の重大内容が含 まれてい る)を 基礎 条件 とす ることによって初 めてその上 にファシズ

ムの一般的条件 を打ち立 て得 た処 の フ ァシズム,或 いは, この封建的努力が フ ァシズムの形勢 を取
った処の もの, とい う風 に概括 で きるだろう°°Jと 評 して い る。 ところで,こ うした全般的な特殊
性 をもつ 日本 フ ァシズム.イ デオ ロギーを ドイツ,イ タ リーのそれか ら区別 す るメル クマール は何
か。
丸山は,1930年 代 の急進 的 フ ァシズム思想 の特徴 を家族主義 ,農 本主義 ,大 アジア主義 に焦点 を
あて,藤 田省三 は,家 族主義 ,郷 土主義 ,人 的資源論 に求 めてい る。
明治20年代以後の社会ダーウ ィニ ズム と社会有機論 を原理 としたナシ ョナ リズム を底流 とし,昭
和 5年 以後急進化 した フ ァシズム体育思想 は,日 本 フ ァシズム・ イデオ ロギーの特徴 とされる農本
主義 ,郷 土主義 ,家 族主義 ,人 的資源論 あるい は大 アジア主義の いずれ に も結合 し,現 象 した。す
なわち,(1)農 本主義― この反官僚的,反 都会主義 ,反 機械文明主義 ,反 中央集権 主義的なイデオ ロ
ギーは,「 明治以来の日本主義乃至国権主義運動の一貫 した伝 統°地 に属 し,超 国家主義思想 ととも
に国家改造思想 を持徴づけて い る。 しか し,そ の反 中央集権 的なイデオ ロギー的性格 のゆえに,フ
ァシズムに特有 な「強力な権力 の集中 と国家統制の強化 へ の志 向⑫ 」 との間 に一 定 の 自己矛盾 に陥
らざるをえな くなる。またこの農本主義 ,郷 土主義 は,「 あたか もヨーロ ッパ,ド ィッにおける生哲学
と相似た1631」 ̲種 の神秘主義 ,自 然主義の原理 を内包 して いた。
この 自然主義 もしくは「原始化主義」 (戸 坂 )は ,人 間の本能論あるい は,生 物 的 自然主義 か ら導
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き出 された遊戯理論 (た とえば民族主義遊戯論 ,郷 土主義遊戯論等),そ の延長 として生物学主義的
体育論 (体 育 による人種改良論 などもこれに属す る)と 結合す る。 この萌芽 は,明 治30年 代 の遊戯
理論 にあ らわれている。可児徳 ,高 島平二郎等 は,遊 戯 を「進化論上 ,生 物 的自然 の必要上 よ り発
達 し来れ るもの°4も として とらえると同時 に遊戯 の社会的性格 とその基礎 を明 らかにしようとして
い るが,こ うして進化論的遊戯理論 を軸 に して遊戯 の社会有機体論的根拠 が与 えられて い く。(2)家
族主義― それは,天 皇制国家の公権的イデオ ロギーで あると同時 に ドイツ,イ タ リアには見 ること
の 出来ないフ ァシズム・ イデォ ロギー の核心 をな してい る。既述 したように,そ れは西欧の社会有
機体説 を伝統的な儒教思想 を原理 として成 り立 っていたが,こ の矛盾す る原理の「中和 の象徴 °9」
として天皇が存在 し,「 家」 と「国家」を媒介す るもの として「統治の手段 としての戦争°°」力S不 可
欠であった。 そ してそれ は,教 育 において男女分離 による教育 イデオ ロギー として形成 され,日 本
フ ァシズムの もつ侵略性 に とって男女分離 による身体機能の陶冶は,不 可欠であ り,体 育 において
は男女分離主義 に もとづ く体力陶冶論 として表現 される。それは,大 正 自由体育 の方法論 における
男女の特性 に応 ずる とい う原則 のイデオ ロギー化 で あ り,ま た女子体育 の軽視が批判 され,か つ女
子の体格 の改善 が要求 されたの は,女性 の臣民化 =等 質化の一環 で あった ことに外 な らない。(3)人
的資源言
鮮― この イデオ ロギー は,わ が国総力戦の国家原理 として
「 すべ ての国家政策 を形成す る上
口
の根本的な発想の軸 」 となったが,し か しこのある種 の合理主義 は,他 方 で天皇制 フ ァシズムの
原理である農 本主義 ,郷 土主義 ,家 族主義 といった非合理主義 と矛盾す る契機 を内包 してお り,「 支
配者 自身 の『家』 と『郷土』 へ の信頼 は,総 力戦 の論理 を論理 的 に貫 くことを許 さなかった俗9」 の
で ある。
同様 に人 間 を体 力 として物象化する合理主義 をもつ反面,そ の論理 は,国 体 ,日 本精神 といった
反合理主義的な精神的風土 のなかで進 行 せ ざるをえない とい う矛盾 をかか えていた。 そのため体力
とい う合理主義 的イデオ ロギーは,「 ,い 身一如」,「 行」
,「 労作」的精神 といった反合理主義的イデオ
ロギーに よって修正 され ざるをえない宿命 にあった。
(4)大 アジア主義― 自由民権運動当時 か らのア
ジア民族の解放 とい うイデオ ロギー は,「 不可避的に日本が ヨーロ ッパ 帝国主義 に代 ってアジアのヘ
ゲモニ ー をにぎろうとす る思想 と織 り合 わ さってお り」
,「 日本の大陸発展のイデオ ロギーには終始
この東亜解放 的狽1面 が まつわって。9も いた。 それは,極 東オ リンピックに象徴 されるように日本 フ
ァシズムの侵略性 を擁 護す る一方,ス ポーツのイ ンターナショナ リズム を排斥 し,日 本主義的 スポ
ーツ論 の原理 となった。
この ように 日本 フ ァシズム体育思想 は,農 本主義 ,郷 土主義 ,家 族主義 ,人 的資源論 ,大 アジア
主義等のファシズム・ イデオ ロギー と癒着 していった。 そ こでは「 ナショナ リズムの場合以上 に非
合理的,信 仰的,神 話的な要素90」 が中心 をな し,擬 似科学的要素 と無節操 に結びつ き,一 貫 した
論理や体系が存在する こともな く,た だ相互 に矛盾 し合 うだけであ る。最終的にはフ ァシズム・ イ
デオ ロギー は,国 民 と国家 の フ ァシズム的支配 と月
艮従 に向けて「それぞれの条件 にお うじて もっ と
も有効 な形態 と内容 とを もったイデオ ロギーの諸 断片 が ,い たって技術的に動員 され利用 され ・
る り
」
だけである。
日本 フ ァシズム体育思想 の発展段階
この矛盾 した不整合性 を特徴 とする日本 フ ァシズム体育思想 は,い かなる段階 と過程 を踏んで い
6。

ったのか。 それは,ほ ば 日本 フ ァシズム・ イデオ ロギーの発展段階 と軌 を同 じくして いるとみて よ
いだろ う。た とえば戸坂潤 は,「 日本精神主義」,「 東洋主義」
,「 アジア主義」等 を総称 して「 日本主
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義」と規定 し,「 それ らが世界危機の一環 としての日本資本主義 の 〔
危機〕に際会 して,〔 満州事変〕
や 〔
上海事変〕 の呵昧 の音 と共 に,今 は津々浦々にまでその丹念に響 き渡 らせた ものに他なら
・ D」
ず,「 日本主義 とは,フ ァシズムの或 る一定特殊場合 に発生 した一つの観念形態の ことである°的 と
とらえ,そ の胚胎の契機を次の三段階にみた。(1)明 治初← 明治20年 代 の欧化主義 に対す る反動の
形であらわれる。(2)日 清 。日露戦争を契機 に台頭 してきた初期の無産者運動にたい してその反動イ
デオロギーとして眼ざましく成長する。(3)第 一次大戦 を境 とするデモクラシー運動 にたいする反感
として潜行的 に発育 した。
一方丸山は,「 運動 としての フ ァシズム」の発展段階 を こ う特徴 づ けた。(1)第 1段 階 (準 備期 )一
大正 8・ 9年 の第 一 次世界大戦の終結か ら満州事変 に至 る時期。鬱)第 2段 階 (成 熟期 )一 ―満州事
変前後 か ら2.26事 件 (昭 和 m年 )に 至 る時期。 この段階は,軍 部 が フ ァシズム運動の推進力 とな り
,

次第 に国政 の中心 をなすに至 り,テ ロ (3月 事件 ,血 盟団事件 ,神 兵事件 ,相 沢事件等 )が 続発 し
「急進 フ ァシズムの全盛期」である。は)第 3段 陪
2.26事 件 か ら 8。 15の 敗戦 に至 る時期 。軍部
,

を中心 と して一方に官僚 ,重 臣等の半封建的勢 と他方 に独 占資本及びブル ジ ョア政党 との連合支配
体制 の確立期である。 そして
「 フ ァシズムが フ ァシズム的イデオ ロギー をぶ りか ざして政治,経 済
文化のあ らゆる領域 にわたる『革新』 を要求 しつつ立 ち現われたのは第 1期 と第 2期 。つ
」 であ り
,

,

「第 3段 階 になる とフ ァシズムは,現 実の国家機構 と‐体化年9Jす るのである。
以上の 日本 フ ァシズム・ イデオ ロギーの発展段階 を考慮 にいれなが ら,日 本 フ ァシズム体育思想

の発展段階 をファシズム体育政策 と関連 において辿 るとすれば,次 の段階 に区分 できるだろう。第
1段 階 H召 和初年か ら満州事変 までで,フ ァシズム体育思想 へ の移行期 である。この移行期 には近
代市民教育の原則 を阻上 し,そ の後のファシズム体育 を準備す る。政策的 には,昭 和 2年 の経済恐
慌 にたいする打 開策 として中国大陸の支配 へ と動 き出す時期 で あ り,国 内的 には思想的支配 に向 い
体育 は,思 想統制策の手段 へ と位置 づ けられてい く。思想的 には,自 由体育運動の崩壊過程であ り
,

,

それ と併行 して優勝劣敗 の国際的現実 に打 ち克 つために資本主義的文明 に毒 された社会 の改造 とそ
れを実現する「新国民」の養成 を行的,体 験的教育 によって果すべ きであるとす るファシズム体育
理念が提起 され,一 方では思想国難 を体育 によって救済す べ きであるとす る思想 善導論 ,反 都会主
義 ,農 本主義的な「土 Jの 理念 にもとづいた無産階級体育論 ,資 本主義的,ブ ルジョア的 スポーツ
を批半」したスポーツ・ イデオ ロギー論 などが展開 されていった。 これ らは,自 由体育論 か らファシ
ズム体育論 へ と軌道 を修正 し,フ ァシズム体育 に向 けての理論 的な模索が行われて い った ことを意
味 してい る。第 2段 階― 満州事変か ら日中戦争の開始 0召 和 12年 )ま での時期 で あ り,政 策的 には
フ ァシズム体育政策 の確立期であるとい えるが,思 想的 にはなお模索 の段階 で ある。満州事変以後
一連 のクーデター をテ コに軍部が台頭 し,政 党政治 の後退 となって現われ る。体育 は,こ の フ ァシ
ズム化の過程 を忠実 に反映 し,国 体明徴 を軸 に思想的抑圧 と軍事的能力の陶冶手段 としての性格 を
,

顕わにしてい く。思想的 にはなおフ ァシズム体育の思想的確立 に向けて混迷の状態が続 く。篠原助
市 の「体育私言」 によって一 応の理論的な根拠 が与 え られ るが,ナ チス 。ドイツの体育思想の影響
を受 けなが ら権力 へ の意志の充足過程 ,闘 争欲 と意志の表現媒体 に体育の存在論的根拠 を求める意
志的体育論や民族主義的体育論が主張 され る。 またナチス・ ドイツ下の身体運動学 に関す る論 争 に
影響 され,あ る意 味 で フ ァシズム体育の擬装科学化 ともいえる体育科学論 ,極 東大会 における満州
国参加問題 に端 を発 し,ス ポーッのインターナショナ リズムをめ ぐるスポーツ・ ィデォ ロギー論の
ほか学校体操教授要 目における国家主義的, 画― 主義的傾 向に対 する部分的な批判 も行われて い
る。
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第 3段 階一 日中戦争 か ら太平洋戦争の開始 (昭 和 16年 )ま での時期 である。昭和 11年 の 2.26事 件
によ り軍部 フ ァシズムが確立 し,国 体主義 ,日 本精神主義 が よ リー 層強化 され国家総動員体制 に向
けて人的資源論が展開 される。
昭和 11年 の学校体操教授要 目の 改正以後 ,体 育 の ファシズム化 は急速 に進 み,高 度国防国家体制
に即応 した国民体力政策 が 国民 の全 階層 にわたって実施 されてい く。思想的 には知行合― ,心 身一
如論的体育論 ,労 作主義体育論 ,反 機械主義 と反資本主義 を理念 とする民族主義体育論 ,国 体主義
日本民族主義 を理念 とした体 力論 ,堪 能論 ,そ してそれ らの いわゆる日本主義体育論 を理論的,思
,

想的に構造化 しようとす る体育哲学 などが展開 され,こ の段 階 をもって フ ァシズム体育思想 の一応
の確立期 とすることがで きる。第 4段 陸
太平洋戦争 の勃発 か ら 8.15の 敗戦 までである。
大東亜共栄圏のス ロー ガ ンの もとで フ ァッシ ョ的侵略戦争 が拡大 されてい くと同時 に皇 国民 の練
成 を目標 としたファシズム教育体制 が確立 され る。
それに対応 して体育 は,大 東 亜建設な らびに戦争遂行 の礎 として重視 され,体 育 ,ス ポーツ組織
のファシズム的再編 とともに軍事教育体系 に組 み込 まれ,フ ァシズム体育 が展開 されて い く。体育
思想 にお い ては大 東亜建設のための大 アジア主義 にもとづ く日本主義体育 が絶叫 され る一方,知 行
合― 主義的体育論 ,国 体主義 を理念 とす る体育論 ,民 族衛生思想 による体育論 など農本主義 ,郷 土
主義 ,家 族主義 ,人 的資源論 ,大 アジア主義等 のあ らゆるファシズムのイデオ ロギー的要素 が動員
され,全 般的 に排外主義的な「 日本体育道」思想 の展開 と実践の段階であるが,同 時 にそれは崩壊
°
の一途 を辿 る時期で もある
・ 。

I.大 正 自由体育運動 の互 解 とファシズム体育思想 への移行
1.フ ァシズム体育政策 へ の移行過程
(1)思 想善導政策の展開
臨時教育会議 ,陸 軍現役将校学校配属令等 にみ られるように,大 正期 にお ける体育 の全般的な軍
事化政策 は,昭 和 に入 り次第 にフ ァシズム化の過程 を辿 っていった。 日露戦争の勝利 によって帝国
主義段階に突入 した日本資本主義 は,第 一 次大戦後 の反動恐慌 ,震 災恐慌 に続 いて金融恐慌 (昭 和
2年 ),国 際恐慌 (昭 和 4年 )に 直面 し,農 村 に破 局的な農業恐慌 を もた らした。 その結果 ,小 農以
下 の貧農の窮之化現象 は,急 速 に進 み,農 村 の解体 は極限に達 し,そ れ と同時 に労働市場 における
失業者の氾濫は,労 働者内部 における分裂 と対立 をひ き起 し,「 組織変容 と再編成 Jの 抗進 となって
あ らわれた。 つ まり。従来 の組織 ,階 級 な らびに階層 での分裂 と対立 をテ コ としなが ら,農 民 ,労
働者 は,次 第 に青年団あるい は在郷軍 人会等 に吸収 されていった°の。
J一 方 ,昭 和 2年 3月 に成立 し
た田中政友会内閣 は,産 業合理化 に伴 う失業者の増大 ,農 村人 口の過剰 増大 と窮乏化 とい った日本
資本主義の体制的危機 の解決 を中国大陸なかで も満州支配 に求め,「 対支政策綱領」を発表 した。 そ
して この対外的な軍事侵略 をよ り積極的 に展開す るために大正 デモ クラシー を背景 に高揚 した労働
運動 ,社 会主義運動 を抑圧す ると同時 に対外的侵略 を国民的合意の もとに遂行す る必要か ら思想善
導 ,思 想対策 といったイデオ ロギ ー政策 が積極的 に実施 されていった。昭和 3年 4月 の第 2次 山東
出兵 , 5月 の第 3次 出兵 ,続 いて 6月 の張作宗爆死事件等帝国主義侵略 の武力行使 が進 行す るなか
で, 6月 には治安維持法 が改悪 され,国 内 における思想弾圧が一 層強化 されてい った。 こうした田
中内閣 による一種 の 冒険主義的 な帝国主義的政策 は,民 政党 ,親 米英派 の財閥 グループ等 によって
批判 され,田 中内閣打倒 の運動 となって あ らわれてい った。 その結果 ,昭 和 4年 7月 に田中内閣 に
代 って民政党 の浜口幸雄 が首相 に就任 し,文 相 には小橋 一太 が就任 した。
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小橋文相 は,慢 性的な経済的危機 と合理化の嵐の吹 く社会状況 のなかで教育 の行詰 りを打開す る
ために国民思想の教化 に重 点 をお いた。小橋文相 は,昭 和 4年 8月 の地 方長官会議で精神教育 の拡
充,国 民思想の啓導,体 育の奨励 ,教 化運動の実施の 4項 目を力説 し,同 年 9月 か らは「教化総動
員運動」 を組織 ,実 施す ることによって体制的危機 か ら脱出 しようとした。 こ うしたなかで昭和

5

年 11月 浜 口首相 は,東 京駅 で愛国社員 にそ撃 され,代 って昭和 6年 4月 に若槻礼次郎 内閣 が就任 し
た。

(2)体 育運動審議会の設置 と思想善導
田中,浜 国内閣 による全般的な フ ァシズム化過程 のなかで体育 は,帝 国主義的侵略 に即応 し,皇
国主義 を体 現 した労働能力 と軍事能力 をかねそなえた体 力形成 と思想善導策 の手段 として次第 に政
策 の前面 に現われるようになった。
た とえば田中内閣の文相勝 田主計 は,昭 和 3年 6月 の地方長官会議 においてわが国 の建 国精神 と
国民精神の培養,そ して思想善導 に とって体育 が不可欠な手段であることを力説 し,田 中自身 も思
想的浄化に とって体育 が重 要であ ると強調 した。
こうした思想対策 にかかわった体育 の政策理念 は,体 育課の設置 (昭 和 3年 5月 ),体 育運動審議
会の設置 (昭 和 4年 11月 )と して制度化 されてい った。 この外育運動審議会 は,以 後体育のあ ら
ゆる方面 にわたる政策的方向を指示す る ことになった。9。

2.自 由体育運動 に対 する干渉 と瓦解
(1)桜 井小学校 の 自治体育学習
昭和初期 にお ける教育全般 にわた るファシズム化 の傾 向は,何 よりも大正 自由教育運動 にたいす
る干渉 と抑圧 としてあ らわれて い った。 自由教育運動 にたいす る組織的な権 力的干渉 は,治 安維持
法 が成立す る前後 か らであった。手塚岸衛 の講習会 を県当局 が禁止 した「茨城県 自由教育禁止事件」
(大 正 10年 )、

一切衝動皆満足説 を主唱 した千葉命吉 にたいす る干渉 のほか,「 サ
ll井 訓導事件」(大 正

13年 )、 千葉師範附小 にたいす る弾圧 な ど自由教育運動 は,次 第 に思想的にも実践的に も後退 を余儀

な くミれつつ あった。 しか しなが ら, こ うした厳 しい状況下 において も日
召和初期 において もなお川
口英明の 自学主義 ,個 別主義学習理論 とその実践 (昭 和 3年 ),神 奈川県古浜小学校訓導の岩本次郎
による個別体育実践 印召和 3年 ),東 京三 河台小学校 の中島懃 による班別学習理論 の体育実践 (昭 和

3年 )の ほか九州の第 7大 牟田小学校 の分団式学習の実践 など自由体育実践 は一 定の発展 を見せて

いた°9。

一 方 これ ら自由体育実践 が展開 され るなかで注 目 され るのは,奈 良県の桜井小学校 ,東 京 の浅草
小学校 ,そ して川崎利 ― を校長 とする愛媛県泉川小学校 の 自由体育実践 で ある。
桜井小学校 では木下竹治の独 自学習―寸目互学習理論 にもとづいた 自治的体育学習の実践 を昭和 2
年 に「我校 の教育祥
年教育の実践― 」 として著 している。同校 では大正 9年 か ら初等教育研究
大会を開 き,以 後教育改造運動 に取組 んだので ある。
自律的自我 と国民的自覚
同校 の教育改造運動 は,「 私 たちは往 々 にして見 うける主知的な偏教科的な教授法 中心的 な教育研
究を最 も警戒せねばならんいの」との主知主義教育の批判 の上 に立 ち,「 然 して人 の真教育 は如何 にあ
るべ きか,そ の実際 は如何 になさるべ きか, これが私たちの日頃の研 究題 目であ り,か く全一 的 に
観 ることによって真 の教育 とい うものが営為 されてい くのだGう 」 という実践 的理論 か ら出発 して い
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た。
そして同校 で は「教育理想 を発揮 せ しむるとい う新教育思潮 の根本原理 を採 ると同時 に,国 家社
会の文化内容 を摂取 し,発 揚 せ しむることによって揮然 として融和 され る人格 を作 りあげるべ きで
ある⑫ 」 と教育理想 の基 本 に 自律的人格 をすえ,よ り具体的な教育 目標 に 自律的人格の発展 として
の「国民的 自覚 のある人間い°」 の形成 をかかげたのである。
この「国民的 自覚」 の 内容 をどう規定 したのであろうか。 それは,究 極的 には国体護持 を具現 し
た大国民 として とらえたのである。
「我 が大和民族 は皇室 を中心 として結合 ,統 一 して国体 を擁護 し,建 国 の精神 を貫徹 し,国 民性
を発揮す とい う日本国民 としての使 命 を自覚 し,又 世界 の大 勢 を理解 し,国 際協同 の精神 を発揮す
°
とい う世界 の大 国民 としての使命 をも自覚す る人 をい う。 J
国体 の護持 と国際協力 の精神 をもった国民的自覚のある大国民 の陶冶 を目的 とした同校 で は,次
のような教育綱領 をかかげた。すなわち,(1)建 国大精神体得恢宏 (2/回 性 の尊重 (9自 由性
造性 の尊重 (5)地 方化の重視 と環境整理 である。

は浦J

個性 , 自由性 ,創 造性
固性 につ いて
同校 では教育綱領 における個性 ,自 由性 ,創 造性 を次 のように とらえて いた。 まずイ
こう述 べ ている。
「教育 は児童の個性 に触れてのみ価値 を生 む。如何 に理想 的な教育的 な教育 的企画
も児童各 自の内面的生命 の躍動 を倹 つにあ らずんば決 して教育的効果 を収 むる ことは出来 な い。
生命 の躍動す る所即 ち個性 の活動である。 この個性 をして普編妥当性 にまで洗練せ しめてゆ くこ
い5七
とカド
教育 ではあ るまいか。
また 自由性 については「個 性 の中 には止むに止 まれぬ当為性がある。 自 らが自らの当為性 に 目覚
めて伸びゆ くところにのみ真 の意思の 自由が あ り,文 化 の創造 が あるのではあるまいか。 これ吾人
い°
が権力主義 なる教育 を排 して大 いに児童 の自由を尊重す る所以である 」 と主張 し,創 造性 は,個
いう
性 と自由性 にならぶ「現代教育思潮 の三大原理 」 であ り,自 由 と創造 とは, ともに「個性 を通 じ
ω働
て溢れ 出 る充実 した内面の力」の「躍動即 ち精華 と結実 に外 な らぬ Jと とらえたのである。
自学主義 を自治学習
個性 ,自 由,創 造 を基調 とし,自 覚的国民 の形成 を理 念 とした同校 は,そ の具体的な方法理念 に
自由学習時間 の特設,自 学主義学習 の諸 経営 ,自 律 自治訓育 の重視 をかかげたので ある。 自由学習
「以前 は
時間 の特設 は,従 来 の形式主義的な予習,復 習 のあ り方 にた いす る批判 の上 に立 って いた。
教師 がその教科 を教授する時 に容易 く行 はんがための教節の御都合主義 であ り,従 って児童 は只機
械的 にした ものである。予習や復習 は教師 のためではない。児童の学習それ自らの ものでなければ
ならない°9。 Jそ して予習 ,復 習 を次のように構想 したのである。
「予習 は第 一 次独 自学習,復 習は第二 次独 自学習 に相 当す る。 自由学習 は第 一時限 に特設 された
時間で尋四 の後半期 か ら特別教室 へ出入 を許 され る。尋四前半期又それ以下 の学年 は学級学習 にな
って い るが,方 法 におて異 るのみで実際 は共 に 自由研究 を標傍す る。学習形式 は独 自学習 を本体 と
Oも
し
互学習を加味 され る。°

,相

この独 自学習 4目 互学習 という学習理論 は,い うまでもな く木下竹治の学習論 によるものであっ
たが,同 校 ではそれに加 えて 3学 級合同の自由研究発表会な どを実施 した りした。 また自学主義 で
「 自学態度 の養成 は低学年におて己 に行わ る
は,自 律的自我 にもとづ く自学が強調されたのである。
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べ きであろう。 けれ ども私達 は本学年 (尋 四年一 註 )児 童 によって最 も適確 に真の自学 を奨励 す べ
きか と考 える。人 の人 として価値 ある事 は,生 気 に充 ちた る人 格 が 自我 を以て自由に思 索 し,自 由
に言動 し,内 在 せ る力 によって 自己 の価値生活 を創造 して行 く事 に ある。
こうした意 味 か ら児童の解放が叫ばれ,児 童の個性尊重や がては自由教育 を進 展 したわけである。
自分か ら目的 をたて,計 画 し,自 由 に学 んで行 く。 自学の態度 ,全 我的努力 それに敬意 を表す べ
きである。然 しなが ら,我 々 は其の内容 を見 ,実 際 に聴 い て一考すべ きだ と思 う。 自学 と言 う事 は
児童にすべ てを委 せ ることで はない。児童の 自由意志 に対 して絶対無干渉の教育であ り,自 然的生
活の高潮だけ とは思わない。 自学で言 う自由に学ぶの『自由』 はただ方法 にあ るので,指 導環境 の

整理 ,文 化財 の提供 は是非必要 とす る。然 し方法 としての 自由 は,無 意味 に盲 目的な学習ではな く
て,本 当の自我意識 による自学 に基 く学習 でなければな らない。 。1七
さらに自律 自治訓育 において は「学級 自治会」組織 を中心 に 自治訓練が実践 されたので ある。
「訓育の根本 は社会的秩序 と人 格的自由の調和 にある。吾人 は児童の『自由自立』 を尊重す ると
同時 に,一 方 に船て自由意志 に基 く『服従 を要求 し,特 に実行意志の修練』 を重んず る。 これ 当校
にお て高,中 学年児童 に 自治訓練 を重ん じ,『 学級 自治会』 (学 級訓練要 目の決定,組 長其他役員の
選定 ,掃 除当番の配 当,其 他学級 としての経営事項 の改善 ,変 更等の意志 を児童 を尊重 して決定す。
『学校 自治会』役員の選定 ,児 童風紀係 りの選定,其 他諸役員の会合等 )組 織 せ る所以 である。°動J
これ らの教 育方法の原則 は,各 領域 にどのよ うに生か されたのか。「教育 の便宣上 ,教 授
,訓 練
養護 の三作用 に分 けるが決 して孤立 的取扱 をなすべ きではない。働」 と断 りなが ら,知 育 ,美 育,Jll
育 ,体 育の 4領 域 にお ける具体的な方法原則 を次のように指摘 したので ある。(1)知 育方面
― 道徳教
育の重視 ,時 代適応 の取扱尊重 ,教 育材料の本質的研 究 の高潮 ,個 人的差別 取扱 の尊重 ,創 造性陶
冶,自 学的態度の練成。特 に「個人的差別取扱の尊重」で は形式主義 ,画 ― 主義教授 を厳 しく批判
した。
,

「児童の個性 に立脚 して差 別的陶冶 を重んじ,全 的且 つ動的の直観 による取扱 を尊重すべ きであ
る。 この恵味 に船て従来の如 き優等児の為 に劣等児 を犠牲 に し,或 は優等児 を平凡化する一斉画一
の教 授 は排斥 す る。 これ吾人 が分団教授,能 力別課外指導 ,自 由学習法の研 究,科 学的調査 ,継 続
°4も
的観察等の勉 む る所 似 である。
鬱)美 育方面―
術性能の間接陶冶,芸 術性能の真接陶冶 0月 ‖
育方面一 国民的訓練 ,自 治的訓練 ,郷 土的訓練。
自治体育学習
体育 において この 自由教育理念 は,興 味 の重 視 , 自動主義の尊重 , 自治的な体育学習の方法化
として具体化 されていった。 同校 では課外体育 の奨励 , 女子体育 , 鍛練的体育 を特に高唱 し,学
校衛生の周到 をあげるとともに教科体育 と教科外体育 の結合 を重視 したのである。

体育の具体的な指導方針 については次のように強調 している。(1)消 極方面苛
医の視察 と講話
救急治療室の設置 鬱)積極方面部 育クラブを設立 し,高 二男子中心 とな り自発的に組織 し,競 技
の指導をなす。指導を計画 し,実 行する。夏季海浜学校の開催。運動競技会 (11月 3日 ),運 動時間
の特設 (午 後第一時限,正 味30分 毎 日行 う)。 尋四以上の種 目はバ レー,バ スケ ット,ラ ンニ ング
ジャンピング,野 球等を行 う。5ち
この指導方針の もとで教科体育では,た とえば尋常一年生の指導では「本質的使命Jと して「活
,

,

動性の重視」 をあげている。「尋一児童におては彼等の生命 が 自由な天地,家 庭生活の延長であ り
而も彼等の生活の大部分 は遊びである。本能的 に遊戯 の時代 である彼等は,彼 等の生活 におて一時
,
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もじっとしてい る事 が 出来な いので ある。この本能性 ,活 動性 を,換 言すれ ば児童 の遊 びを指導 し
°6L
善導す るところに尋一外育 の使命 がなければならない と思 う。

,

その指導の実際 においては教練 を少 くし,自 由遊戯 を大 巾 に採用す るとともに自然主義的,統 合
主義的な体育の実践 を試みている。
「郊外 へ出 て,野 原 へ行 っては花 をつ ませて遊 ばせ (勿 論算術科 ,国 語科 ,理 科 の初歩 の生活 を
させ る事 にもなるのであるが )、 山 に遊 んでは木 の葉 を拾わせ,川 原 に行 っては井戸掘 をや らせた り
,

小川 を こさえた り,水 中へ石 を投 げさせた りす る事 にしている。其 の外幸 い附近 には森 が沢山ある
ので,そ こで遊戯 をや らせ る時 もあ る。 (中 略)体 操 の時間におては学校体操教授要 目に準拠 して
,

そこに興 味を湧かせ ,愉 快 に,活 発 にや る事 に注意 してい る。尚外遊 びの善導 とい う意味 におて出
来得 るだけ教材 を遊戯化 し,体 操科 に対 して津々たる興味 を覚 えさせ る様 に留意 して い る。
彼等 は又心理上 ,名 誉心 ,競 争心 の強 い時代 であるので,一 般訓練 の場 合 と同 じだが,之 を善用
する事 にしている。 か くして教練 ,体 操及遊戯 ,競 技 の如 きも児童 自然 の活動 に基礎 をお いて漸次
に組織立ちた る司￨1練 ,遊 戯 に進 むようにしてい る。
尚教材選定の場合 は,総 じて体操 ,、 教練 を少 な くして遊戯 を多 くしてい る。又登山,遠 足等 も春
°つ
秋二 回の外 に手軽 に近 所 を選んで半 日位の予定 でや る事 に して い る。 」
体操教材 において も徒手体操 よ りも器機運動にその教材価値 をお いたのである。第 6学 年の指導
「 O本 学年体操科 の本領 1 徒手 よ り漸次機械 による運動 を多
方針 は,次 のようなものであった。
くす ること。 2 外面的 よ り内面的に。 3 規律協同の良習慣 よ り徳性 の涵 養 に。 4 正 確 に而 も
敏活熱心 に。5 漸次生理的方面の理論 まで。6 調律 は漸次速 かに。 O教 授上の注意点 1 男
女 に分 ちて指導す ること。 2 男子 には第二 懸垂運動 の指導,女 子 には平均運動 を。 3 男子 には
程度 の高 き跳躍運動 ,女 子 にはダンスを課 す こと。 4 男子 には多 くの競技 を課 し,女 子 に は競争
高飛立 に止む。 5 各教材 の特質 を充分 に発揮 した教授であ らねばならぬ。 6 競技 ,遊 戯 に趣味
づ けること。 7

各運動 は合理的 にして,其 の主眼点 を児童に熟知 せ しめねばな らぬ。無意識 の運
動であ りた くはない。 8 機械器具 の使用 の 目的 を熟知 せ しめ,其 の取 り扱 い を合理的な らしめね
ばな らぬ。 9 姿勢 の良否 ,運 動の巧拙等の鑑賞能力 を養わねばな らぬ。や0」
そ して教科体育 の指導 は,当 然教科外の体育領域 にまで発展 しなければな らな い としたのである。
「体育 の目的は正課時間 によ りてのみ達 し得 る ものではない。児童 自 らに興 味 を感 じ,自 ら進ん
で臨時随所 に体力 ,健 康 の増進 に努力す るまでに至 らしめねばな らぬ。 これ 当校 が全校児童 一斉 の
運動 を特設 して毎 日,バ レー,バ スケ ッ ト,ラ ンエ ング,ジ ャンピング,剣 道 ,角 力 ,綱 引 ,野 球
°9」
等 の指導奨励 に余念なき所以 である。

(2)浅 草小学校 の分 団式体育学習
浅草小学校 において も木下竹治 ,川 口英明 の実践 と同様 に,独 自学習―封目互学習理論 にもとづ き

,

分団 を基礎集団 とした体育 が実践 されたのである。
人格主義教育の提起
同校 では教育理念 として人 格教育 と日本新教育 の確立 を力 をこめて次のように高唱 したのである。
「惟 うに大震火災の異常 なる刺激 とそれに基 く感銘 とは,教 育 に対 して も強 き衝動 を興 え,校 舎
や設 備 の欠乏を意 とす るよ りも,先 づ愛 と熱 との努力 を捧 げて純真なる児童 を擁護 し,そ の生活 を
発展 せ しめ,価 値創造 を開拓 しようとす る自覚 を起 さざるを得 なかった。潜越 の嫌 はあるが,彼 の
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松下村塾教育 ,ス タンツにお ける人 類愛の教育 に等 しき一脈 の理 想 に生 ける,崇 高なる教育精神 を
以て旧教育 の焼 け跡 より教育愛 に燃 ゆる教育 の新殿堂 を築かん とす る努力 を更生 した。然 しなが ら
私達 は微力 にして何物 をも為 し得 なか ったので あるが,強 いて求むるなれば,人 格主義 に基 く教育
,

を全 校 の生 命 として歩み来 った ことで ある。嘗て一 時我国の教育界 に盛 に唱導 された人格的教育学
の思潮 は,忽 にして姿 を消 したので あった。 それはあ まり教師中心の教育 に偏 した為 めに止 むを
得
なか ったので あろう。吾々 は人格 の活動 を児童 に求 め,自 主 自律的に人格価 値の創造 ,実 現 を図 る
を以て教育の方針 とし,歓喜的 に精進 して居 るので ある。近時新教育 の叫声 が大分旺んであるが

,

畢党新教育 とは,教 師中心 の教育法 を打破 して,児 童の本性 に立脚 した児童中心の教育活動 を言 うの
ではあるまいか。此の意味 に船て少 くとも新教育 に参加 して居 ると言 うことを らない 更 に 々は
。
我
憚
日本の国上 に根 ざした国民的人格 を向上 させ,本 当の 日本新教育 を発展 させたいと思 うのである。
(10°
J
(lmも
そ してこの人格教育 とは,「 人格価 値の創造実現 を目的
とし,「 人格価値 の創造実現 とは,単
に品性 (善 )と 言 うような一面 的の倫理的性質 を帯 びた ものだけでな く,人 間生活の総 てを
内容 と
した統一 的,価 値的な姿(Ю り」として とらえ,そ の具体的な価値 は,次 のよ うな価値であると規定 し
たので ある。すなわち
「人性の智的方面 にお ける論理 的価値 (真 ),意 的方面 にお ける道徳 的価直 (善 ),
情的方面 にお ける芸術 的価値 (美 ),人 生の根抵的方面 にお ける宗教 的価値 (聖 )よ り更 に政治的 (法 ),
経済的 (富 ),身 体的 (健 )価 値 を実現する価値創造 を意 味す るのであって, この実現が人格的活動
で あ り,又 人格的生活であると倣す教育 は,こ の意味の人格的活動 によ り人間生 活 を純化,発 展 さ
せ,文 化 を進 歩 し,国 民的実質 を向上 し,人 類社会の福祉 を増進す るを以て理 想 とす る(Ю 9」 と。
しか も「人格 は人 に内在する精神的の もので,他 か ら強 い られ るのでな く,自 己 の本質 に随 って
働 き,自 由 に創造 し,個 性 を価値 化 し,自 然性 を純化 し,か くして人 格 を発展 させ,独 自的,協 同
的,社 会的に理想生活 を実現す るのである°0° 。」 したがって,教 育 とは「単なる智的陶冶で もなけれ
ば,情 の陶冶で もな く,意 の陶冶 で もない。要 はその全体的な意識 を対象 として調和 ,統 一 した発
0牝

であ り,か つ「理性 と見 ,生 命 とも見 る人 間生活 の本質 を 自覚的,反 省的に発展
させ ,自 己の理想 によ り内部発動的 に 自由,構 成 ,創 造 を本義 として無限 に追求 し,向 上せ しめ
°」こ で ある と
個人的に も又 国家社会的に もその理想 を実現 し,よ り高 き人格 の発展 を図 る°°
規定
と
したので ある。こうして同校 では人格主義教育 を基本理 念 とし,「 我国体尊厳 の発揮,国 民精神の振
興 を図 り,我 が国家の理想 を実現すべ き健全なる国民 を養成するを以 て教育 の基 調 とす る(10つ 」とし
たので ある。
達 を図 ること
・

,

人格主義教育 と分団相互学習
この教育理念 を軸 にしなが ら,同 校 の教育「方法的根拠 を人格 に求め」,か つ「教育勅語の御趣 旨
を奉体 して(Ю り」全人格 の完成 を目的 とすると同時 に,そ の具体的な教育方針 として次の諸点 をあげ
たので ある。一 ,全 我的活動 を重視す 二 ,個 性 を尊重す 三,自 発創造の精神 を発 揮す 四,自
覚 と反省 に力 む 五 ,至 誠奏公の思想 を撃固 にす る 六 ,環 境 を整理す 七 ,体 力 を充実す 八
,

自律協同作業 の訓練 を為す。
そ して方法原理 として「先 づ第 一 に学習 の 目的 を明かに 自覚 させて,自 ら機会 を求 め,自 ら計 画
し,自 ら方法 を樹てつつ 自律的 に学習 させ ることを其 の本音 とす る。又 児童の精神的内容方面 は
環境生活其他の外的原因 によって個人差が著 しいか ら児童各 自の個性 を尊重 し,個 々の能力 に適応
すべ き方策 によって其 の人格 を実現 させt00」 るべ きであると自学主義 ,個 別主義 を指摘 し,そ の
「学
,

こ次の事項 をかかげた。「― ,指 導者 は深 く教材 を研究 して題材観 を樹 て,確 乎た る
習指導の方針」と
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指導の方案 によって学習指導 の徹底 を期すること 二 ,児 童が学習の必要 を感 じ,自 ら求 め,自 ら
計画 し,自 ら判 断 し,自 ら処理す る事 が 出来 る様 に挙動的 に学習す る態度 を養 う 三 ,児 童が其の
特性 である自発活動 の基礎の上 に立 って 自ら工 夫研究 して文化 を創造 し,自 己の発展 を図 るために
創体的の学習態度 を養 う 四,児 童が学習によって 自己 を建設す るには常 に幾多 の困難 に打勝 たね
ばな らぬか ら永続的に学習 を努力す る態度 を養 う 五 ,児 童が旺盛 なる興味 を持 って学習 し,而 し
て学習活動 の過程 も結果 とを享楽す る観喜的の学習態度 を養 う 六 ,常 に環境 の整理 に注意 して学
習を有効 ならしむること。 ao9」
この指導理念 を方法的 に実現す るために同校 で は独 自学習―封目互学習の学習過程 を組織 し,さ ら
に相互学習 に分団相互学習 ,分 団学習,学 級相互学習を構想 したのである。 この分団相互学習 は
「独 自学習 か ら相互学習 に移 る中間 にお て分団的に行われる相互学習Jで あ り,「 学級教授 を基調 と
,

する分 団式教授Ol° とは異 って い る。一 方分団学習は,「 普通独 自学習時 に児童 をして随意 に分団 を
編成 させ,自 発的 に相互学習 をなさしめる(111ち ものであ り,学 級相互学習 は,「 児童 が独 自に学習 し
l」

た欠 陥を学級全体の団体学習によって補正す る事 によ り,児 童 をして社会的人格 の建設 をさせ る為
めの学習方法(1り 」で あった。 これは明 らかに学習過程 の社会化 を意図す るものであった とい えるで
あろう。
分団式体育学習
と
個性 創造性 の上 に立 った人格教育 を理念 とし,分 団 と独 自学習―封目互学習 として方法化 した同
校 の体育 は, どのように実践 されたのであろうか。
同校 は,教 育方針 の第七頂 に「体力 を充実す」 ることをあげたが,そ の根拠 について次 の ように
明 らかにしている。「 ′
心身の健康 な人生活動の根 本条件 である。 然 るに我 が国人 は概 して体 格 も体
い
力 も弱 。殊 に都市 の児童 は其他 の児童 よ りも遜色があるのは遺憾 である。吾々 は児童 の運動 本能
を趣味化 し,体 育化 し,体 育生活 をなさしめ,而 して体 力 を充実 し,体 位 を向上 させ,心 身の健康
を招 来 せ しめなければならない。。19J

5, 6年 )に おいては分団 によって学習 を展開 したのであるが,そ の分 団 は
(1)発 育概評による組合せ,(2)身 長 による組 合 せ,(3)器 機体操 ,遊 戯 ,競 技 を中心 とした組合 せ を基
準 に編成 された。 ただ し,身 長 による組合 せ は簡単ではあるが ,体 力差 がはなはだ しく不合理 であ
そ して高学年 (尋

,

ると指摘 している。
これ らの基 準 によって組織 された分 団 には選挙 によって選出された 2名 の リー ダー をお き,そ の
リー ダーを中心 に決めた学習案 によって分団学習 を進 めるというもので あったが,そ の リーダーの
選出方法 ,役 割 は,次 のようなもので あった。 1.選 出 の方法― イ.選 挙 の方法による(交 互選 )。
口。輸番にす る。選挙 による場合 は次の条件 を具備す るとよい。 a.公 平に最適任者 を選ぶ者 b.

なるべ く再任 しない事 C.よ く世話 の出来 るもの d.体 育方面 に特徴 を有するもの e.好 き
嫌 いや,そ の他 自分 の私的関係 による選択 をしない。 2.リ ー ダー の任期― イ.三 週 な い し四週 に
て交替す る 口.進 んでは一週間で交替 する。
3.リ ー ダーの仕事― イ.教 師 と児童 との間 の連絡 の機関 となる 口.学 習案 の用紙 の配 布 お よび
収集 ハ .団 体教練 の指揮 二。各種競技の審判 ホ.体 育学習用具の準備,整 理の指揮 へ .遊
戯 ,競 技 における人員の決定

卜.欠 席 の確認 チ.全 児童 へ の伝達。
同校 の分団式学習 は,ほ ぼ今 日のグループ学習論 を構想 して いたのである。
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(3)川 崎利市 の個別体育実践 とその挫折
愛媛県新居郡泉川小 学校 の校長 で あった川崎利 ― は,同 校 での約 10年 間 にわたる自由教育実践 を
「個別教育の実際」 (昭 和 3年 」 として公刊 した。
ヘ ルバ ル ト派教育論批判
川崎 は,約 10年 間 の教育実践 を感慨 を こめて述懐 している。
「私 は滋 に教育 の抽象的概念論 を為 さ
んとす る者で も無 けれ ば,又 幾多 の教育学説 を紹介 して通 リー 片 の批評 を試 み様 とす る者 で もな い。
過去の教育実際 の 中 に二 十幾年間生存 して来 た私 は,余 りにも大 きな教育 冒漬 の罪悪 をまざまざと
観 て来た。画 一 的教育 の弊害 は,自 らを認 識す る能力 さえ奪われて居た。此の方法に害 された児童
と毒 された教育 とを思 い観 て,静 かに此の児童 と教育 の為 に満身の祈 りを捧 げつつ来 た。(lD」
そして川崎 は,ヘ ルバル ト派教育理論 による自 らの実践 を次のように回顧 する。
「私 は長い間教 える方面の研究 をして来た。教育 の不徹底 は教 援法 の不徹底 か ら来 るのだ と考 え
ていた。其当時 を追懐す るとぞっ とする様 である。
ヘルバ ル トやチル レル によって唱 え られた段階教授 にあてはめて,最 も詳細 な案を立てて教授 に
とりかかった事 もあった。時 には密案 を作 り,一 時間教授す る案 を三時間 も四時間 もかかって作 り
教師何 とい う,児 童か く答 える。予備 の段 におて五 分間。掲示の段 に二 十分間。比較 に五 分間。綜
,

括 に五分間。応用 に十分間 と)贋 序 よ く長 い案 を経 め,い ざ教授 となる。案 を見 ては児童 を見,時 に
は板書 して,時 間 にあてはめてづんづん と進行 したのであった。 これ を思 うと其の当時の児童 に誠
1°
に申 し訳 ない事 をして いた と自責の感 に打たざるを得 ない。
・ 」
この 自責の念 か ら川崎 は,ヘ ルバル ト派教育理論の 日本的屈折が形式主義 ,画 ― 主義的教授 を浸

透 させ る原因 で あった と鋭 い批判 に向って い ったのである。
「ヘルバル トやチル レル はその様 な簡 単な人為的な,抽 象的な機械的な型 に歓めような どとは言
わなか ったので ある。少 くとも心理活動の上 に,段 階教授 を主張 したのであるのを,吾 々が 曲解 して

,

五十人 の児童の心意活動 も一様 に働 くものな り, と断定 して勝手 に誤 っていたので ある。敢てヘル
ベル ホやナル レルの罪 ではない と思 う。
尚一つの謬 りは教授 とい う言葉 に捉われていたのである。教 はお しえる,授 はさずける。故 に教
師 となれ ば,如 何 なることも教 え授 け得 られ るのだ と, とい う誤解 をして居 ったのである。恰 も教
授 とは品物 を持 っていて,そ れに附加 する位 に考 えて居 ったのである。故 にその興 えるものの多 き
を誇 り,興 え方の上手 なもの をもって,成 功 したる教育者 な り。教 えざるところに教育 な し, と一
般に考 えられて いた様 で ある。(11° J
そして個′
l■ を否 定 した画―主義 ,形 式主義教授 を次のように批判 したのである。
「斯 かる教授 を行
うものは,殆 ど各個人 ということを認 めないので ある。只教 師 というものが考 えて立案 して,之 を
行 えば足 りるのである。故 にその案 は,殆 ど児童 の心 的活動 を対象 とせ ざる万 年案 ともい うべ き
何れの時代 に も,何 れの学校 の児童 に も適用 せ られ る。 そして之れを蓄音機 に入れるならば教師 は
,

居 な くて も,教 授が出来 る筈の もので,至 って重宝な ものに相違 あるまい。即 ち教育 を愈々機 械化
し,抽 象化 し,一 般化 し,而 も教権 をヽ
もって人間 を威圧 し,抑 制 し,奴 隷視 し,束 縛 して教授鋳型
よ リー 歩た りとも伸 び行 く自由を許 さなかったので ある。(11の 」 さらには「親 を失 った可憐 なる児童
をも願 みず,鉛 筆 一本 さえ買いかね る貪 しき児童 にも,未 だか って興 えし経験 をもたず,学 校 にお
ける課業 が 自己 の能力 に適 せ ざるため,日 々苦 しみつつある児童 を救 い出 さん ともせず,行 詰 まれ
る児童 あるも,誤 りをなしつつある児童 をも悟 として顧 みず,只 一定 の型 に五 十人 の児童 を歓 め込
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個性教育 の唱導
伝統的教育 の現実 に対する批判 のなかか ら川 崎 は,個 性 を方法原則 とす る教育 を提起 して い った
ので あ る。川崎 は,子 どもの「意識 は固定的な ものではな く,そ れを内へ ,内 へ と転 回す る。而 も
単 に知 的 に の み 呼 応 す る に 非 ず。衝 動 ,意 志,感 性 の 対 象 と し て 呼 応 す る の で あ っ て
各児童の自由なる意識 の転 回 によって,各 個性 が生れるので ある(119」 ととらえ, この個性 に即応 し
,

た教育実践の確立 を力説 してや まなかった。
「 この児童の意識活動の事実 を対象 とした教師の意識活動 ,即 ち調査 は, これが直ち に教育事実
なのである。 この事実 を無視 して,他 に教育 の方法 あ りと考 うるところに,教 育 の不徹底 ,不 合理
が生れて来 るのである。教育事実 は,決 して抽 象的 に現 された学力優等,性 行善良,な どの概念化
の上 には,生 長 しないのである。又是等の二二 の標語 の中 には生 きた発測た る児童 を当て歓込 める
ことは不可能である。故 に一 斉取扱 が,是 等 の個人性 を無視 して居 るか ら不徹底 で あ る。(ψ 比
川崎が個性教育 を主唱 したのは,彼 が教育 を文化 との相互 の関係 ,つ まり人間の意 識 (個 性 )と
文化 との相互 の交流の過程 として とらえ,両 者止揚 の過程 のなかに教育 をみたか らにほかな らなか
った。 ここに川崎の個性教育 の新鮮 さがあった。
「文化財其の ものの本質 は,人 間の意識 と呼応の関係 に基 くので,此 の関係 を無視 して文化財 そ
の儘 を価値 あるもの とは為 し得 ない のである。只意 識活動 が永遠 か ら永遠 へ の連続 であるとい う意
味 にお て現在の文化 は,過 去の歴史的文化であるともいい得 るのである。滋 にお てか教育 は,一 貫
した歴 史的文化 を,如 何 に意識活動の中に織込んで之 を理解 し,之 を発展 し,新 たなる文化内容 を
創造 せ しむるか とい う点 に存 して い るもの と思われ るのである。
・

1り

」

個別主義体育学習
個別主義教育論 を主張 した川崎 は,体 育方法 において も当然「体操科個別教育」 を高唱 したので
ある。 この個別体育 は,訓 導秋月金― ,真 鍋寅勝 ,高 橋喜太郎 ,神 野義道等 を中心 として実践 され
たが,旧 来 の体育 に対 す る川崎 の批判の上 に立 って いたので ある。
「体操 は最 も厳格 に一号令 の本 に,一 斉 に取扱わねばならぬ とい う規定 は,文 部省 の要 目中 にも
ないので,矢 張 り個人 々々の体質 に応 じて適当に行わるべ き筈だ と思 う。
人間が機械 の如 く無意識的 に一 号令 の もとに一斉 によ く動 いた ところで,そ れが体操教育 の模範
ではあるまい。団体的訓練 の要諦 を思 うとき一層其 の感 を深 くす る。(12り 」
「各児童 が,定 め られた要 目を辞酌 して,運 動量,運 動速度等 自己 に適す る様 に個人 々々
同校 では
でなさしめる(鬱 °J個 別体育 を実践 した。具体的 には,各 児童 に体操手引書 ,体 操学習 カー ドを持た
せ ,「 手引 きによって大体 の運動の方法 と其 の運動 をなすについての注意事項 を了解 せ しめ,雨 天時
の体 操及 び普通 の体操時間の始 め四五分 間 に手引研究及 び手引試演 をなさしめ,次 に体操 カー ドに
よって実演するのである。
其の際,尚 方法及 び運動要領 の解 らぬ ときは,教 師 に尋 ね,各 自に適 した回数 を定 めて順次実行
に とりかか る。終 に各 自反省 をな して,体 操 カー ドの裏面 へ夫々記入 せ しめる。
実例松本 シゲノ,頸 の運動― 以前 よ りあ ごが よく引け出 した― 胸 の運動 ,私 の運動の中で一番
上手 に出来 ると思 い ます― 等。
各 自の反省 を記入 したカー ドを学習の終 りに教師の ところへ提 出せ
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しめて,教 師 はそれ らを一々調 べ て指導案 を作製する。実例前記松 本 シゲノ

,上 肢上仲の時の手 が
狽J手 がの こる一 等(120」 とぃ ぅもので あった。 また この体操教材の指導では号令 を
廃止 し,誅 に合 せ る方法 をとり,一 種 の リズム体操的な運動 に改造す る一 方で,子 ども相互の示範
前 にひ く部

,

教師 と子 どもの相互の示範 を通 して「児童 も教師 も実に愉快 に,決 して体操 は大層な とい う感 じを
起 さしめずに行 はれる。2oJべ きことを指摘 している。 さらに教材 は,体 操 を中心 にお くべ きではな
く,絶 えず子 どもの興味に即 した遊戯教材 を配 すべ きで あるとい っている。
「要 目の中の教練 ,遊 戯 の如 きは団体 の中 に行われ,其 目的 を達する
部面 が多 いので あるか ら
これ をも個人 々々 と離 して取扱 う必要 はないので,殊 に遊戯の如 きは
団体 の 中 に而 も各 個人 がそれ
ぞれ 自己 に適 した運動量 にお て敢 えて教 師 か ら強制 せ られず,感 せ られず して
,行 われ最 も児童 に
適 した興 味ある運動であるか ら,体 操時間 には必ず之 を配分 して課 せねば な らない と思 う。(120」
こ うした 自由教育の実践 を同校訓導鴻上弥二郎 は,「 個別教育 当初の悩 み
Jを 次のように報 告 して
い る。
「当時 二 十名 ,職 員の真剣 さは到底涙な くしては語 られぬ緊張 をつづ けた ものであった それは
。
一二例 をあげてみると,創 設当時研究教授 は毎 日つづ け られた。指導教授当 の まわ
って くるまで
番
には取扱上 の方法,学 科課程の進歩 ,実 力 の向上 ,教 便物 の作製,学
習訓練 の馴致等 ことご とく自
発的に,自 治 自修の壷に収 まって,彼 等 の学習 に対 する満足感 と,終 了後 にお ける教師の反省 とが
同様 に『愉悦 の心境 』で一 致するようあ らしめることに苦 しんだ ものだ。
,

,

実施指導の ときな ど同僚が教室 に臨 めるとき,あ るときは指導者の指導計画 と児童の学習態 と
様
が,思 うようにしっ くり合わぬので教 え子の前 をもか まわず,そ の場 で教師 が きだすな
泣
どの こと
もあった。或 はまた批評会 におて受持教師が,尋 一 年個別指導の難点 を挙 げて
,思 う壼 に入 らぬ を
か こみ,同 僚 の前 で残念の涙 をふ り泣 き入 るなど,か え りみれば発展の過程 には
,早 朝 よ り深更 に
いたるまで建設に没頭 し,相 互に激励 して感激の精進 をつづけた血
(12つ
涙の歴史 をもっているのである。
J
真鍋以明の川崎批判
この川崎利― を中心 とした泉川小学校 の 自由教育 もやがて批判 の矢 に立 た され ることになる
面
。
それ は,泉 川村の村長真鍋以明の川崎校長 にたいする批判 をきっか けに表面化 したのである
。大
正 13年 3月 真鍋 は,同 県知事宮崎通之に対 して「ナ
￨1崎 校長の教育法に就てJと 類す る文 書 を送付 し
川崎の個別教育 を批判 した。
「川崎校長の小学児童の卒業認定 は法規 を無視 し且つ機宜 に適 せ ず……。ナ
￨1崎 校長 は小 学校 の生
徒に落 第 ささず学力不足な者 で も校長の独断によ り卒業証 を与 へ ておることは既知の事業 に して
,

,

父兄の或者 よ り苦情 を申込たるに際 し自ら告白 して曰 く自分の主義 として学力不足 な者 も泉川校 に
ては………普通一般の学力不足の其趣 きを異 にす。
川崎校長の個別取扱教育 は法規 の範 囲 を脱 しお るのみな らず其 の方法によるときは或 一部 の生 徒
に対 して 自由放任教育 を施 されつつ あ り。個別教育 は児童の個性 に重 きを置 き之が
指導開発 に最善
の手段 と注意 を払 う事 にお て進 歩 せ る教 育法 として誰れ も之 を否定するもの無 き所 なれ ども
,其 方
法 を誤れば従来の学級並 に一般教育法の欠点以上の弊害 を認むものな り。
￨1山 奇
ナ
校長 は県下否 日本全 国 に も類例 のなき個別取教育法 を実施す るに当 り数年間一度 も父兄懇話
会を開 きたることな く,其 方法たるや実 に極端 に して法規 を無視せ るのみな らず,教 育方針 は
優良
児童の指導 に偏 して劣等性 を忘 却 せ るの観 あ り。(ワ °」

そして真鍋 は,川 崎 の個別教育 は容認 しがたい ものであるとしたので ある。
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「我泉川農村の家庭 の事情 として一般的に概観す るに,日 下 の個別指導新育 は機宜 に適 して居 ら
ん との興論 である。殊 に中流以下の家庭 にてお て最 も苦情 の多 き教育方法である。 かの天 下 に類例
なき教育 によ り我泉川本
寸の児童 を草紙 として試験的 なる教育方法 を施 さるは村民 の悦 ばざる所であ
るのみな らず,か か る教育方法 は大 学若 くは県の師範附属 の如 き研 究的学府 におて此 が成績 な るこ
29」
とを充分研究 せ られたるによ り村民 に強 うる事 は断 じて不可 とす るのである。
・
ここには自由教育運動 の社会的基盤の脆弱 さが象徴的 に表現 されている。 この真鍋の訴 えをうけ

た県当局 は,泉 川小学校 の個別教育 の実態 を調査 したが ,県 当局 はむ しろ川崎 の実践 を高 く評価 す
る結論 を出 したのである。
「同校 の教 育方法 が優良児 のみの教育 にして劣等児 を無視す るが如 き教育法な りとか,六 学年 を
卒業す るも相 当学年の教科書 は一回 も目を通 さしめず とか,自 学 自習 を強 うる為め教師に質問す る
勇気な き児童 は向上 せない とか,極 端 な個別教育 は法規違反な りとか,泉 川児童 は校長 が研究 の為
めの車紙 にす る等 の事 あるも,同 校教育法の実地 を詳細 に取調 べ た結果 は殆 ん ど右様 の如 き暴評 は
認 め難 く,寧 ろ川崎校長 並 に教員 の熟然なる努力 は賞す るに価 あ りと認 む。(H。 」
県当局の積極的な評価 にもかかわ らず,泉 川小学校の個 別教育実践 は,泉 川村内の政治的対立
利害 の対立 さらには同盟休校 ,教 師間 の反 目 といった混乱のなかで挫折 していった。泉川小学校 を
,

詳 した川崎 は,西 条町大町小学校 に転任 し,訓 導 白川芳松 の協力 をえて昭和 3年 11月 に全国個別教
育研究大会 を開催 し,そ の実践 は全 国 に知 られ るようになった。 しか し,翌 年 には大町校の生徒の
西条中学の入学問題 か ら紛 争 とな り,つ いに個別教育是非論 まで展開 されるに至 った。 そのため川
崎 は,同 校 も退職 し,越 智郡波止浜小学校 を経 て東京 の新教育協会 に入 り,な お個別教育 を主張 し
続 けたが ,泉 川小学校 における自由体育 の挫折 は,ま さに時代 の転換 を象徴するものであった。
その他本村小学校 (東 京 )の 立花改進 による個別指導 の体育実践 ,広 島県緑井小学校 にお ける今
田辰五 の実践 ,宮 城県荒浜小学校の鈴木道太 による実践 な ど農村 の生 活現実 と対峙す るよ うな体育
実践が見 られが,次 第 に影 をひそめて い った。3,。 自由体育運動の過程 で確認 された個別主義 ,自 動
主義 ,活 動主義 といった方法原則 は,全 船的な体育 のファシズム化過程 で「行」的体育 ,「 体験」的
体育 ,「 労作 J主 義体育 といったフ ァシズム体育 の方法論 へ と変質 して い く。

3.「 新国民」 とフ ァシズム体育理念の提起

(1)体 育 による思想善導論
自由体育運動の挫折 とは相対的に,昭 和 3年 をほぼ境 に して全般 的 に体育思想 は,次 第 にフ ァ シ
ズム・ イデォ ロギー化 していった。 それは体育政策 のフ ァシズム化過程 を適確 に反映 してお り,そ
の一つが思想善導政策 に便乗 した体育 による思想管理論 ともい うべ きもので あった。新 しい局面 を
迎 えつつ あった 日本の体育 に とって従来の自由主義 的傾 向を軌道修正することは基 本的な前提条 件

で もあったが, それ は同時 に体育 自らを政策過程 に沈潜 させ, 体育 の本質的核心 を拡散 ,捨 象 し
てい く過程 で もあった。
ところで,こ の体育 による思想善導論の口火 を切 ったのは山田敏正であった。山田は,「 思想国難
に面 して(132も のなかでいわゆ る共産 党事件 に際 し,思 想問題 を体育 によって解決 し,か つ 国家 ,社
会 を救済すべ きであると主張 した。山田 は,ま ず共産党事件 にふれ,次 のように述 べ ている。
「現下
,

我が国 には所謂共産党事件 なるものが起 り,思 想国難救済案が,政 治国難救済案 ,経 済国難救済案
な どと共 に,満 場一 致 を以 て帝国議会 を通過 し,人 心に大 なる衝動 を興 へ,時局 は正 に非常 の場 な
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るを想起 せ しめた。人々 は驚愕 して彼等 の不退 を論難 し,そ の罪悪 を問責 しているけれ ども,そ の
当事者 を裁判 し刑務所 に送 るだけでは,決 して救済 の真 目的を達 し得 べ きものではない。為政者 は
勿論の こと,資 本家 も労働 者 も,其 の他 の一般 民衆 も連帯責任 として其の罪 を分担 し,自 顧 みて深
く反省 し,其 の罪 を改めな くてはならぬ。
」そして「今回の思想国難 も,之 が動機 となって全 国民 の
反省 を促 し,国 家 の安 泰 を基礎づ けるものた らしむることを期待する。反省 なきところには,往 々
にして正 義 は蹂星
蘭せ られ,暗 々裡 に不正が継続 され易 いか ら,社 会の進行過程 におては時 々全民衆
の猛省 を促す ことがな ければならぬ。反省 なき社会 には,自 覚 も無 けれ ば健康 もな く,進 歩 も亦期
待 し得 ない」 とする。
こう主張 した山田は,こ の思想悪化 とい う問題 は国民 の体力の虚弱に起 囚す るがゆえに,そ の思
想対策 として「強健 なる体 力 の建設 」 が不可欠 で あるとす る。
「過激思想取締法案 を如何 に厳格 に適用 して も,社 会環境 の改善 されぬ限 り,徒 労 に帰 する こと
が多 い。消極 的 で はあるけれ ども、寧 ろ退いて,絶 えざる社会 の漸進的改善 ,正 しき理念の指導 に
よる生存の肯定 ,体 力 の旺盛 に努力する方が最善の近道である と信ず る。斯 くすれば,民 衆 は内発
的意力によ りて 自 らを指導す得 べ く,最 も適切 な道 を選ぶの余裕 も出来 るし,不 正常 なる思想の刺
戟 に対 して,拒 否の応答が極 めて敏速 に興 へ られ る。又之 を実際 の例 に徴するも,所 謂過激思想 の
如 き不正 なる思想 は,多 く体力の薄弱者,従 って精神異常者 の間 に醸成せ らるることが多 い。殊 に
結核患者の 自乗的気分 と抱合 し易 い可能性 を多分 に持 っている。故 に我等 は思想 国難救済法の一 と
して,強 健 なる体力の建設 を一大国策 とすべ きことを提唱す る。 之がために必要なるものあ らば

,

速やかに之 を施設 しなければならない。体育局 を設 くべ し,保 健省 も創設すべ し,体 力 の レヴェル
を高 め,気 力 を旺盛 な らしむべ き建設 に向っては,一 大勇猛心 を起 して当 られた い。然 らば,期 年
ならず して, 不正常なる思想は, その威力 に平伏 せ られ るであろう。国民 は結局 自ら生 きるに最
も適切なる道 を選ぶに至 るものである。健全なる肉体 の所有者 は,そ の進 むべ き道 を誤 るものでな
い と確信す る。」
山田は,必 らず しも思想 問題の成立 を単純 に虚弱体力 に短絡 させたのではない。彼 は,「 近代 にお
ける思想 問題 は,産 業問題 ,労 働問題 と分離 しては考 へ ることは出来 ない。是等 の問題 は云 うまで
もな く生活問題 である°30」 と適確 にその本質 を把握 して いたが,生 活問題 であるがゆ えに,逆 に体
力の向上 によって解決 され うるとみたにす ぎな い。その結果 ,「 体育運動が思想善導に関 し与 し得 る
力 を持 って居 るもの とすれば,偉 大 なる行の力 に負 うべ きもの(130Jで ぁ り,「 真正なる体育 には,常
に健全なる思想の流れが買流 している。故 に真の体育が普及 し,そ の精神 が社会化 し,全 生活 の規
範 として,そ の権威 を拡大することになれば,思 想問題 の起 る余地 はな く,そ こには自 ら善良なる
習慣 が形 づ くられ るようになる。思想のみならず,人 を正 しく導 くためには,善 良なる習慣 を以て
,

基礎 とすれば,最 も労少 くして大 なる効 果 を期待す ることが 出来 る(酪 9Jと の独 断 に陥 る。
一 方竹 内― は,「 思想善導 と体育 (136も のなかで「古来我国の武士の間 に流れ来 った精神,即 ち武士
道的精神 は多 くの美徳 を持 っている。時民国蓋忠』『節義』『礼講』時民恩』等 は其の代表的の もので
あろう。之等 の美徳 を現代 の如 く物質文明の余弊の横行甚 だ しき時代 にあって何等かの方法 を以て

徹底 さす ことは 国民思想の善導上剛健 なる精神 を涵 養する上 に大 きな役割 を有することは勿論の こ
とで ある」が,し か しこれ らの 日本的美徳 を直接現代 にあて はめて思想 問題 を解決す る手段 とす るこ
とは誤 りであ り,か つ また体育 をもって思想 国難 を救済す る唯―の手段 とすることも肯首 しえな い
とする。
「体育が持 つ国民思想善導上の役割 は他の何れの ものよ りも決 して小 さ くはない。否吾 々体育指
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導者 に直接関係 ある者 を以 て言わ しむれば他 の何れ ものよりも其 の価値大 な りと断言 した い。平凡
な言葉 ではあるが『健全 なる精神 は健全なる身体 に宿 る』 とは千古 の真理 である。吾 々は体育 の合
理的訓練 に依 って思想善導 に力 め健全 なる精神或 は勝 田文相 の言わ るる剛健 なる精神 を国民 の上 に
建設 しなけれ ばならない。但 し上述の如 き誤 まられたる国体観念 ,或 は道徳思想 の許 に現代 の思想
国難 を体育 に依 って救済 せ ん とす る意図には肯定 しない。吾 々は現在我 が 国 の思想動揺 ,或 は悪化
の原 因が何処 に在 るかに就 いて充分明確 に内容 を指示 して くれた後でなければ神聖な体育 を徒な犠
牲 に共 した くはないので ある。」
で は「現代 にお ける我国未會有 の思想動揺 その根源 をなす ものJは ,何 にあるのか。竹 内 は,そ
の根源の「一つは我国倫理教育 が余 りに概念的,理 論的 に詰込教育 に流 されて其 の実行的機会 を興
えな い事」 で あ り,そ の二 つは「我国古来の道徳の特徴 とも言 うべ き個人的徳 目に就 いて は之 を教
うるも,吾 々の社会的実生活 にお いて必要な徳 目に就 いては比 較的之 を教 うるの少 き事 で ある」 と
指摘 した。そして竹内 は,「 すべ ての教育的価値 は其の理論 と之が実行の機会 を輿 へ,実 際 の体験 に
訴 える事 に依 ってのみ実現す る事 が出来 る。我 が 国倫理教育 は其の実行 の点 にお て何等機会 を興 え
ず,且 其 の説 くところ被教育 者 の知 能的発達の階級 を無視する事多 く,徒 らに高荘,深 遠 ,概 念的
無味乾燥 ,無 理解の中に葬 らす傾向がある。第二 は其の教授要 目をして我が国古来の忠孝 ,信 義

,

,

勇気 ,其 他 に就 き個人的徳 目にお ては十 三分 に亙 り徹底 を期す る傾 向が あ るが吾人の社会的生活 に
必要な社会学 ,社 会哲学 ,社 会心理学の如 き課 目,或 は協 同一致 ,犠 牲 ,博 愛 ,公 共心 の如 き社会
意識 を含有する社会的徳 目に至 っては極 めて不徹底 の観 が あるJと 従来の個人主義的教育 を批判 し
その欠 陥を補 うに体育 の合理的訓練 をもってすべ きであるとしたのである。

,

「然 るに吾 々は此 の現代倫理教育の欠陥を償 うべ き手段 として体育の合理的訓練 を挙 ぐるのであ
る。 それは体育 が倫理教育 の実行的な面 におて無 二 の機会 を有す るのみな らず,吾 々は合理的な体
育 に依 って社会的実生活 に必要欠 くべ か らざる社会的徳 目,則 ち協同一致の精神 ,犠 牲的精神 ,公
共 の精神 ,服 役 の精神等 を実際の実行 ,体 験 に訴 えて自己の もの とす る事 が出来 るか らである。此
処 に現代的に観た体育の厳然たる価値 が存す る。 此処 に体育の無限 の発展性 が蔵 せ られてい る。然
らば合理的体操法 とは何 ぞ それは先づ第 一に,何 よ りも先 に,其 の指導者 が豊富なる人格 と, 該
博 なる識見 と非凡 の技偏 とを具有 し居 るべ き事 で ある。かかる体 育指導者の不 断 の研 究 と指導 とに
.′

依 ってのみ大 きな意味 の国民思想善導 も又可能 となって来 ると信ずる。」
もっ と単純 に思想問題の解決のために体育 を国家政策 の 中心的位置 にす えるべ きことを要求 した
のは,古 賀残星 であった。古賀 は,「 私達 は,帝 国主義的に進んだ国家が,文 学 に干渉 して,自 由の
劉奪 をやるよ りも,政 府当局 の最 も有力 な護衛 自下 にある教育界 ,体 育界 に力 を入れて貫 いたい と
思 う。 運動競技 は,人 間生活 を明 る くする。 この言葉 は平凡であ り,卵 か既 に陳腐 な感 さえす るけ
れ ども,た しかに正 常 な言 で ある。 日本の現状 を救 うには,生 活 を明 るみへ導 くことだ。 それには
生活苦 を無 くす るように,立 派な 職 を興 え,資 本主義的搾取 さえな くすれば,何 よ りであろうが
先 づ 目前の手早 い方法手段 として は,体 育運動である。 スポー ツマンは快活だ。轟落 である。小利
巧 な細工 をや らない。性 が単純 で はあるが,事 を考 えるに沈着 に,決 断的 に行 くのだ。思慮 が浅 い
,

とい う談 も, 昔の ことで あって, 現今の スポーツマンは深 く生 きて行 こ うとして い る。彼等 には
社会主義 も感染せず,共 産党員の 勧誘 に も,び くともしない。 自己 の立脚地 を確然たる意志 に依 っ
て固って い るか らだ。 これは我田 引水 の説 で はない。今回の共産 党事件 に も,殆 ど運動家 らしい者
,

はいないではないか。 (中 略 )御 大典 事業 として,種 々な計画 が樹 立て られてい るが,政 府当局 が も
っ と大々的 にスポーツ熱 を煽 って くれた らと思 う。特に,体 育の中では,極 く質朴 な,そ して最 も
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日本思想 を多量に合 む武道 を,積 極的に奨励 して くれた らと考 えるのは,私 のみであろうか。(13η 」
この体育 による思想善導論 を軸 に してほば二つの思想的形態 をとって展 開 されて い った。 その一
つ は思想 問題 に象徴 されるように,資 本主義的文明の弊害が充満す る現実社会 を改造 し, また優勝
劣敗 ,弱 肉強食 とい う社会ダーウ ィニ ズの原理が支配す る現実 に打ち克 つ「新人物」,「 新国民」 と
そのための体育 というかたちで提起 されてい く。
それは最終的 には帝国主義的な対外的侵略の課題 を実現 して い く実践的人物 と結 びついてい くの
である。 その第二 は,昭 和初期 の体制的矛盾 を解決す るための無産 階級体育論 として表現 され,反
機械主義 ,反 都会主義 とい う農本主義的な体育論 となって現象する。その第二 は,資 本主義的文明
に毒 されたスポーツのブルジ ョア的性格 をめ ぐる批判であった。

(2)フ ァシズム体育理念の提起
社会意識 の漠然 とした不安 を背景 に,昭 和 3年 頃 か ら「新人物」論 ,「 肉体 の保存」論 ,「 行」的
体育論 な ど一 括 してファシズム体育理念 の提起 ともいえる体育論 が展開 されて い った。
た とえば上 田精― は,「 体育界の ム ッソリー ニ の出現 を待 つ°38も のなかで社会改造 を説 き,そ の改
造 を実現す る人物の登場 を希求 したのである。山田 は,「 現在の国民の大多数 は体育 /そ れよ り先 づ
如何 に して生 きん とす るか,パ ン を興 へ よと血み どろに絶叫 して い る。『貧乏暇 な し』の俗諺 の如 く
彼等は,一 日営々 として働 くも尚且 つ生活の余裕す ら持たない。
彼等 に万言 を費 して体育 の必要 を説 くとも,現 在 の彼等 に受 け入れ られ る筈 はな い。即 ち体育

,

それは現実 に生 き,そ の事 よ りは骨身 に徹 して痛感 して いない。此処 に船 て吾人 は,健 全 なる体育
に依 って以 って健全な る国民 を創造せん と欲 せば,先 決問題 として社会状態 か ら改造 すべ きが急務
である」 と訴 へ,労 働者の置 かれた状態 を次のように指摘 した。
「私 は労働問題 の如何 なるものか関知せ ざるも,非 衛生的な昼 尚薄暗 き工場 に働 く悲惨 な多 くの
少年少女及男女工 を思 う時 ,彼 等 の労働時間の制限,体 育 の必要 を誰 か痛感 しな い ものがあろうか。
資本家 が 自己 の営利 のみ汲々 として労働者 を過酷 に使役 し,或 は夜 業 を課 して女工の不妊症 ,呼 吸
器病の多 き事等 は由々 しき人道上 の問題 である。
嘗って ジュネーブに開 かれた国際労働会議の席上先進諸国 よ り夜業 が野蛮極 ると云 われて も致 し
方あるまい。是 れは労働者 自身 も覚醒 し,勤 務時間中精勤 し却 って能率 を上 げる事 に しなければな
らない。現在の社会組織 にお ては資本家 と労働者 は相提携 し,協 調依存 して行 く可 きであると思 う。
資本家 と労働者,そ れは階級闘争史 に見ゆるが如 く人類 に興 へ られた永 き提案で ある。吾人 は何の
主義思潮が是か否か明確 に云い得 ざるも,今 や資本主義文明 は未期 になった と称 せ られ,社 会組織
が漸 く固定 化 し,亦 新 らし く興 るべ き勢力が 自覚 しつつある事 は否 まれぬ。遠 く希臓 の歴史 ,羅 馬
の歴史 にお て最初は貴族 の専制 を倒 し,次 いで財閥の専制打破の為めに戦 って来 た。亦近世の歴史
にお て も第一 に封建制度 を打破 し,更 に資本主義制度 に抗議の声 を挙 げて い る。」
この社会的現実 に対 して体育者 は,あ まりに無知 に,無 関心 で ある と批判す る。
「社会改造 /如 何
に叫 ぶ も,そ れは甚 だ大 きい至 難 な問題 であって少 数の人 に依 って一朝 一 夕 に解決 さる可 き問題で
はない。
見 よ,一 つ の競技会 を見 ん とす るもの一円二 円の高 き入 場料 を支払わなけれ ばな らな い今 日であ
る。
多 くの斯道家 は,徒 らに体育 の必要 を高唱 し,斯 の如 き社会問題 に対 して余 りに無関心ではなか
ろうか。彼等 に体育の必要 を自覚 せ しむる前 に先 づ彼等 に簡単 に直ち に実行 し得 る時 と場所 を興 う
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る可 きである。体育 に親 しむ事 の出来 る様 に した る後 , これ を奨励 しなければ手の届かな い棚 の上
に甘味 そうな牲丹餅 を載せて置 いて,そ れを食 べ ろと単 に見 せび らかすの と同様 である。 日本 に船
ける近代 のスポーツは,学 生及特権 階級 の一 部分 の人の一娯 楽機関 に過 ぎな い観 がある。真 のスポ
ーツは国民 の少数 に限 られ るべ きもので はない。
スポーツを愛好す る心持 は何人 も内か らの欲求である。」
こうして上 田は,「 此 の時 に当って吾 人 は如 何 なる主義主張 にも偏 した くない。 光 輝 あ る日東
帝 国 の憲 政 治 下 にあ る吾 々 は, 赤 誠 を以て真 に国 家 を憂 慮 し,財 界の逼 迫 及 国民 の生活状態
の一 日も早 く救済 せ ん事 に力 蓋 し,専 心一 意国事 に奔走す る偉大 な人 を等 しく待 ち望 む ものであ
る。
」
一 方人類の歴史 を「闘争の歴史」 として とらえ,純 粋 に進 化論 の立場 か ら「肉体の保存」 を絶叫
にも似 たかたちで主張 したのが佐 々木等 であった。
°39ち において第 一次大戦後 の思想状況 を次のように とらえた
佐 々 木 は,「 体育 の機械化 か精神化 か
のであ る「
。 欧州大戦 によって現代人 は何 を得たであろう ?猛 火燎原 の勢 を以て現代世界人 を風靡 し
た もの は何であろう。敬神思想 にあ らず,道 徳観念 にあ らず して,極 端 なる自由平等 を標傍 す る輩
の族 出 で ある。自由平等の思想は,言 う迄 もな くデモク ラチ ックの観念の向上 である。比 のデモク
ラチ ックの観念の歩みの躍進 は,遂 に共産主義思想 とな り,更 に伸展 して過激思想の弥漫 とな り
,

尚 も展開 して共存共栄の高潮 とかわ り,人 類愛 の叫 び と化 し,国 際観念 の発展 とな り,不 戦論 の台
頭 とな り,軍 備制限の実行 を見 る迄 に到 った。
」
佐 々木 は, したがって
「 自由を希 い,共 存共栄 を望 み,戦 争 のなか らん ことを欲す るものであるJ
が,こ の 自由 と平和 へ の願 いは,「 生存競争」の激化 とそこに必然 的 に起 る「生存闘争 Jに よってか
き消 されるとい う。
「 しか しなが ら,地 球上の人類 の存す る限 りにお て其処 には,永 久 に絶 えることのな い もの はス
トラッグルで あると思 う。何 ん となれば,人 間 には生存の欲求 がある。 その欲求の旺んなれば旺な
る程 ,空 間 を占有 せんとす る観念が旺盛 になるものである。人間 の数 は刻々増加 して行 く。物質 に
は限 りがある。空間は発育 しない限 り,個 人の占める空間 は限定 せ られる。限定 せ られ る空間 を守
る丈 けに止 まる欲 なれば兎 に角 として,人 間 というものは,発 展 して行 くか らには決 して興 へ られ
たるそれ丈 けで満足 しないであろう。従 って,他 の 占有部分迄仲展 せん とす るに違 い な い。 さすれ
ば,必 ずや其処 に利害 の相反す る個人 が多 く出る ことを知 るのである。即 ち,其 処 にス トラ ッグル
が展開 されることは 自明 の理である。
」
優勝劣敗 の原理 は,優 者 の論理 をもって対外侵略 を正 当化す ることになるが,佐 々木 は, この論
理 をお しすすめ,生 存闘争のための「肉体の保存」 を説 く。
「此の生存欲が根抵 となって,人 類活動 を規定 するものなる ことを知 るのである。若 し生存欲 な
しに総 ゆる活動 をなさん とす るものあ りとすれば,そ れは無 自覚的生存 をなす ものであって,文 化
人 としての価値 をあやぶ まれ るのである。此の生存欲の拡充が,物 質の蒐集 とな り,肉 体 の保存 と
な り,活 動の躍進 となるので あろう。若 し比の生存欲 を個人 に否定す るな らば,寧 ろ人類 の破滅 と
なるに到 るべ く,吾 人の精神,身 体活動の本体此処 に存すべ く,吾 人が総 ゆる活動の根源此処 にあ
るのである。此 の本体 を否定 して何 んぞ存在 の価値 を見出す ことを得 べ けんや。此の生存欲 中肉体
の保存 ,肉 体 の発育 に対す る観念 は,物 質文明 の盛 なる時,盛 に特 に叫 ばれたる重点であ らねばな
らぬ。
」
この観点 か ら佐 々本 は,文 化 の推進力 に生 存欲 をみ,歴 史的進化 に立脚 した人 間 こそが文化人 で
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あ り,そ の文 化人 は近代的 スポーツによって実現 されうると主 張 した。 ここにはすで に,フ ァシズ
ム体育 のイデオ ロギ▼的萌芽 が見出 されるが,自 然陶汰の原理が文化発展の原動力であるとす る論理
は,禁 欲主義的活動 一行的活動 ,そ のための身体 の強健論 として浮上 して くる。
阿部光槌 は,「 最 近 の教 育 思 潮 と体 育 運 動(140」 のなかで「何 と云 って も世 界 に優 勝 劣 敗 の原
理が消 え去 る気 遣 はない。 人 間 は人 間 同 志 で闘わな くてはな らぬ。文 化 戦 に,将 経 済 戦 に
国 家 は 国 家 で ,個 人 は個 人 で 互 い に切 磋 琢 麿 しな くて は な らぬ 。 こ こ に人 類 の 発 展 ,栄
,

えが 到 来 す るか らで あ る 。怠惰 な民 族 は滅 び ,安 逸 の 国 民 は 他 国 に 併 呑 され る」と闘 争
が人類発展の契機 で あ り,そ の闘争 の基 本 的 な条 件 が 身 体 の 強 健 で あ る とす る 。
る。
「人が身体 の強健 を得たために諸種の運動や栄養に顧慮 す る理 は他 に存す る。即 ち力強 く活動 し

,

文化や経済的発展 に資す るためである。 ここに身体教育の根本価値が横 たわって い る。人格の完成
は, 単 に精神 の高尚のみでは達せ られな い。
る。

人格の確立 は,自 由な る 自律活動 に依 って得 られ

活動す ることに依 ってのみ,人 は己れの人格 を琢磨 し,生 活の豊饒 を得 ,国 家社会の発展 ,進 歩
と自己を緊密 な らしめることができる。而 してその活動の主体 は,身 体 の健全 なることが第 一条件
で ある。第二条件 ,第 二の条件 も亦 そうなのである。精神の活動 には身体 の強健 は必要の要素 で あ
る。
」
このよ うに体育 の存在論的根拠 をとらえた阿部 は,人 間 の根本的契機 である活動 を意志活動 との
関連 において,そ の両者 を統一 した ものを「行 」 として規定 したのである。
「人 間は活動する'こ とに依 って文化の世界 と経済生活 を整 える。 しか もわれ らは単 に活動す るも
のではない。活動 せ しむためには意志活動 を先行 とす る。 この意志活動は換言すれば,身 体活動 に
他ならな い。意志的表現 と身体 の変化 とは全 く同様 で あるか らである。意志活動 は『行』であ り
,

『行』 は身体運動である。身体運動なき意志の運動 は無意味である。」
また渡辺政盛 は,体験主義 ,生 命主義の立場か ら従来の体育 を批判 し,全 体主義的な体育論 を展 開 し
た。渡辺 は,現 代教育思想 は「生 命主義及至体験主義の教育思潮 」 がその中心 をな し,こ の観点 か
らみるとき現実の体育 は,身 心二 元的立場 に拘泥 していると批判 したので ある。渡辺 は,「 体育 と現
代教育思潮(141も のなかで次のようにい う。
「余 の見解 に由れば,従 来
日の体育 はあ きらかに末槍的な世界 に とらわれてお る。 と云 うの
一
は,体 育 とは心育 に対 してせ らるるところの もので,身 体 と呼 ばるる有機物 ,物 質的一面の陶冶に
過 ぎな い もので,か く観 じておる傾 きがあるか らである。即 ちその出発点 に船て,最 初か ら精神 と
身体 の二 者 に分 ち,前 者 を以 て 心 育,後 者 を以 て 体 育 と,常 識的,概 念的 に三 分 して,よ り
根元的 な ものの存在 には何等の考慮 を払 うところな く,安 価 に物 的,肉 的,有 機 的 方 面 の み を
それが陶冶 の対象 としておるので ある。即 ち精神 とか肉体 とか云 う,概 念的,抽 象化的な二 元 に分
けらるる以 前の,如 実の生 命 の世 界 まで立 返 って,そ の点 を体 育 考 察 の基 :調 ,出 発点 としない
か。」
このよ うに機械論 を批半Jし た渡辺 は,そ の目的論 においては「単 なる個人主義で もな く,単 なる
人間一般主義 で もな く,特 殊性 (個 性)と 一 般性 (人 間性 )と の よ リー 層根元 な世界 において結合
してお る状態 ,即 ち シュプランゲルー派の文化教育学の謂 う文化的構造関連 を有する具体普遍的生
命 の立場」 に立 つべ きであるといい, しか も文化教育学 は,人 間 の生 命 を歴史的,社 会的,個 性的
の三 要素を結合 した状態において把握するがゆえに,体 育 において も「歴史性 と社会性 と個性 との
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三 要素 を結合 した,い わゆる具体的普遍の文化人の養成」 としてその 目標 に表現 されるべ きである
としたのである。渡辺 のい う この「具体普遍 の文 化人 の養成Jと い う目標 は,「 日本人 の体育」とい
う次元で考慮 され るとき,「 千差万別 なる個人的差異 を有 し,ま た 日本人的 (民 族的)な 歴史的特徴
を有 し,而 も人間一般的な構造 を有す るところの,身 体的組織 を有す る具体普遍的 な実有人」の養
成 に還元 され,究 極的 には「人間 の身体的理念 に適 い,而 も日本人 と云 う身体 的特質 を有 し,而 も
それぞれ個性的な特有 を有 するところの,個 的,日 本的な る人 間 (身 体 )を 造 るJこ とに帰着 する
のである。
そ してこの観点 か ら従来 の体育 は,個 人主義的であ り,反 民族的 である と批判す る。
「個性 に対する体育 の ことは,近 時注意 され 出 して来 たようだが,『 日本人』たる歴史的,民 族的
特質 が一般 に尊重 されてお るか どうか,多 くは西洋人乃至 は人 間一般的な方面 のみが陶冶 の目標 と
せ られておるのではないか と疑 われ る。 これを要す るに体育 は,当 該個人 として,ま た日本人 とし
ての特質 を有する人間の,身 体 的陶冶を標的 とし,そ の方面か ら『生命』 の根元 を陶冶,培 養す る
と云 う点に,そ の目的をおかなければならぬ」 Iと 。
この日本人的,民 族的身体の実環 のためには却
辺 はい う̲体

育 において全体主義 ,生 命主
義 の高唱 となって現われなけれ ばならず,「 身体 を通 して生命 の核心 た る,気 力 ,魂 の陶冶 をはかる
べ き教 材 が一層重視 せ られるべ き」 であるとともに「全体体育 なるもの は,そ れ自身実行 ,体 験的
性質 の ものであるのだか ら,か か る陶冶が盛んになればなる程 ,勤 労 とか作為 とか云 う ことに多 く
の興味 を有 し,ま たそれ らに関す る力 の豊富 な人間」を養成すべ く労作主義 ,体 験主義 の思想 が樹
立 され るべ きであると主張 して い る。

3.無 産階級体育論 とその論理
大正 10年 前後 に興隆 した体育 ,ス ポーツの民衆化論 は,昭 和初期 において無産階級体育論 として
展開 されて い った。 その背景 には,繰 り返す まで もな く昭和初期 における経済恐慌 とそれ に起 囚す
る労働者 の全般 的な窮乏化 ,農 村 の荒廃 という日本資本主義 の矛盾 にたい して体育が どう対処すべ
きか, という危機意識 があった。 そこには体育 とい う文化領域 か らの現実批判 を含んでいた ことは
否定 しえない。 しか し,体 育 によって無産階級 を救済す るとい う意図が働 いたに して も,容 観的 に
は,無 産階級 をフ ァシズム体育体制 へ と動 員 して い くイデオ ロギー的機能 を果すほかはなかったの
で ある。
一 方 では思想善導論 を主張 した山田敏正 は,「 社会体育 の目標 t4動 」のなかで近代の労働問題 は体育
によちて解決 しうると断言す る。山 田は,ま ず近代の労働問題 を次の ように指摘す るので ある。す
なわち,産 業革命 を契機 に して「マル クスが唯物史観 を公 にして一 層社会 の人心 を刺激 し,欧 州 で
は18世 紀末よ り,日 本 では後れ て19世 紀末 よ り,産 業問題 が期せず して社会関心 の焦点 となるに至
ったのであ ります。産業 は資本 と労働 との握手 によって成立す る。近時大工 業 が大都市 を中心 とし
て勃興 した結果,資 本 と労働 との都会集 中 を促 した。そ こには必然的 に色々な都市問題 ,貧 窮問題
,

衛生問題 ,住 宅問題 ,保 育問題 ,娯 楽問題 が起 り」折 貧民街 においては疾病 と死亡 率 が高率 を示す
ほか「我 が国 にお ける工場数 は既 に五万 を突破 して居 り,紡 績女工 ,製 糸女工 ,織 物女工だ けで も
50万 人以上に及んで いる。
」 それに もかかわ らず,「 彼 らの生活状態 は非衛生的である と断言 してよ
い。 工 場衛生 が漸や く世人 の注意 をひ くようになったの もこれがためである。」
そ して山田 は,近 代 におけるあ らゆる社会問題 が体育 の問題 に集約 され るとい うのである。
「貧乏は何故 に社会的関心事 た らなければならないので あるか。 之れ体育 の為 であ る。何故 に労
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働時間や工場衛生や労働賃銀が社会的関心事 た らなければな らないか。 これ体 育 のためで
ある。又
何故 に人 口,食 糧問題が社会の関心事 た らなけれが な らないか。 これ又体育 の為 であ る
。将た又何
故に文化の興隆 は社会的関心事 た らなければな らないか。 これ又体育の為であ る。
」
山田は,そ の理 由は「近世 経済 の 目的は生産能 力の増加」 にあ り, したがって「体力 は重
要なる
資源 で あ り,産 業国 にお ける所得 は大 半国民体力の保全,増 進 に待 つべ きもの」で あるか らにほかな
らない とい う。 それ故に「吾人の凡 ての関心事 を体育 の焦点 に導 くことによって
,社 会的に偉大 な
る効果 を挙 げ得 る」ので あ り,「 個人の健康 に基 く国家の健康 Health Of state,社
会の健康 Social
Health」 が実現 されると主張 したので ある。
また古賀残星 は,「 無産階級体育論(140」 において上の体育 とい う農本主義的体育 を提起 してい
った。
古賀 は,無 産階級のための体育 を主張す る根拠 として「体育 は体育家の ものばか りではない あ ら
。
ゆる人 間 に とって必要であ り,欲 求 されねばな らぬ人 生の元素」 で あるか らにほかな らず
の人

,そ

生の元素で あるはずの体育が現実には無産階級の経済 的窮乏によって阻外 されてい る か らで
ある
とし勇う。
古賀 は,「 無産階級」の概念 を「主 として 自分 の筋肉労働 ,若 しくは頭脳労働 によって
,収 入 を得
てい る人 を云 う」のであ り,「 労働者 ,農 民 ,銀 行員 ,会 社員,教 員 ,雑 誌
,新 聞記者」等 が この階
級 に属す るが,現 実に社会の最下層 を占めている階層 は「農民 と労働者 Jで あ り,「 社会 の八 は
割 無
産階級 に属す る」とい う。 この社会 の人 割 を占めている無産階級の現実 はいかなる ものであろ
うか。
古賀 は次の ように指摘する。
農村 は「貨弊経済 ,都 市経済即 ち資本主義経済の克服 の下 に立たされ」, しか も「労多 くして
,報
酬の少い農村生活 は,有 為 は青年か ら飽かれて きた。彼等青年 は,祖 先伝来の鋤 を棄 てて都会 へ走
った。 そして,そ の多 くは工場労働者 となった」が,「 工場労働者 はもっ とも
機械文明の油 に染 って
苦 しんでい る。
」 その結果 ,「 彼等 は食 う為 に罪 を犯す。療養するに金な くて不具 者 となる。生活の
余裕な くて,小 学教育 さへ除々終 えな くて,生 涯社会の下層界で露動する。犯罪 ,不 具者
,無 学 〜か
かる社会の根本的欠陥は何であるか ?私 は一 言 にして貧乏 と云 う。 うまで もな
言
く,私 共の社会 は

貧乏以 外 の幾多 の欠陥がある。 が,要 す るに現在の社会 は貧乏を出発 していることは

,誰 もが肯定
する結論であろう。私達 はこの社会 の慢性的疾病である貧乏を撲滅 しなけれ ばならぬ
。」
一 方古賀 は,社 会の構造 を「一 階 はやは り経済 ,三 階 は芸術 ,三 階 は道
徳 ,四 階 は宗教 である。
一階 か ら三階 べ,即 ち経済 と芸術 との間 には,上 る階段 として政治が必要であ
る。 それ は一家 にお
ける家政 と同 じだ。三 階 か ら三階 へ上 る階級 には文化の力 として科学」が存在 す るとして とらえ
その根底 に身体 の健康 をお くのである。
「経済 をおびやかすのは疾病であ り,政 治,芸 術 ,道 徳 を破壊す るのは身体 の
不健康 に多 い。確
固 として経済的基礎 は,人 間 その ものの健康 を上台 とし,政 治,芸 術 ,道 徳 に対 す る理 想の湧出 と
,

,

現実に生かす力 は,頑 強なる肉体 を要す る。 身体 の薄弱 はまがいな く遂行力 に乏 しい
。」
古賀は,社 会存立の基本条件 と社会の慢性的疾病である貧乏の撲滅のため無産階級 の
体育 を提起
し,「 体育 と云 うものは,有 産階級 に限 られた特権物であろうか /」 と問 い
,現 今 の体育 は,無 産階
級 のための体育 に改造 されな ければな ら｀
ない と説 く。
「体育 も教 育の一分野である。人間の原動 力 は先 づ肉体がその基礎 をなす
。肉体 の教育 によって
各部 は釣合 よ く発達 し,活 力充実 して全 く疾病に犯 され る憂 なきもの とし,以 て社会の改革 にまで
進出 しなければならぬ。 それには第 一 に,無 産階級の体育問題 を考察する急務がある
。体育 がブル
ジョア化 した時 には,体 育 の真価 は全 く零である。
,
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体育 はどこまで も無産者の上 になけれ ばな らぬ。Jそ して この立場 か ら,体 育 の現実 を批判 したの
で ある。体育 というものは,「 産の多少 を問わず,全 人類の上 にあまね く普及 され,実 施 されねばな
らぬ必須課 日である。 であるのに,今 の体育 は果 して比 の真意義 に徹底 してい るのであろうか,私
はそれ を疑 う。 のみな らず,や や もす ると,却 てブルジ ョアの偶像 にされている傾 向 さえある。神
宮外苑 のスタン ドを埋 める人々 は,多 く有産階級 か ,さ もな くばその子弟である学生である。」
特権化 しつつ ある体育 の現実 を批判 し,無 産階級の体育 を提起 した古賀 は,武 士道や「士 」 の体
育の理念 へ と屈折 していったのである。古賀 は,弱 者 を助 けるのが武 士道の道であるとし,無 産階
級 のための「体育 の方法論 としては多 くの ものがあるであろう。殊 に無産者 に適 した体育 として も

,剣 道,相 撲 ,競 技,庭 球 ,水 球 ,野 球等 々Jが あるが,「 斯 うした特殊 な体育法 よ り
っ
も,も
と手近 な方法 として,そ して有効 な体育法 は野 を歩 くことJで あ り,「 そこには高 い青空 が
あ り,日 光 があ り,ゆ か しい土の香 と,新 鮮 な空気があ る。 これよ り平易 な体育 はないであろう。
(中 略 )柔 道

そして,も っ とも無産的 で ある。生活難 に苦 しんでいる無産階級 の人達 に,秩 序 ある運動競技 は

,

時間的 に,経 済的 に中々実行 はむずか しい。 それ よ りも少時間 をさいて,若 くは通勤の時間 を利用
して,広 い野 っ原 に出る ことで ある。なるだけ機械文明 を遠 ざか るが よい。 そして,自 然児 にな る
ことだ。新 らしき原始復活― そこに無産 階級体育 の焦点 がある。私 はこれを『土の体育』と名 づ け
た い。私 の無産階級体育 の結論 は此の上の体育 の提唱 につ きる。」
中谷重治 は,「 民衆体育 の展望( °」において「スポーツが近代人 の生活 と結 びついてそれが 日常化
し,家 庭化 し,社 会化する現象は,ご く自然的な傾 向 で,謂 わば近代人 の生存本能 を満足 させんが
為 の衝動 Jで あ り,「 この傾向の困って来 る理 由は種 々であろ うが,近 代生活 に依 って惹起 され る激
甚な生存競争 は一層強健 な身体 を要求す る為 に,日 々す り滅 らされてゆ く健康 の衰退 を保持す る必
要 に追 られての事 が近代生活 とスポーツを結 びつけるもので あるJと 社会 ダーウィニ ズスの観点 か
「スポーツには階級的差別 もなければ国境 もない。
らとらえ ,そ れ故 に
全人員の生存する限 りそれが必
( °
べ
二
と述
てい
る。 宮文右衛門 も「将来 の民衆体育 」 において「一 国の国運 の隆盛 を招
要なのだ」
来す る上か ら見て も健全な る社会 の発達 の上か ら見 て も,一 個人 の幸福 を希 う土 か ら見 て も社会民
衆 は強 くあ らねばな らぬ。 また強 くせねば な らぬ」 といい,体 育の民衆化 を力説 したのである。
一 方前川峯雄 は,「 大衆的 スポーツの開拓 へ■40」 においてプロレタ リア・スポーッの確立 を主張 し
たのである。前川 は,「 大 自然 を埋めた処女林 に もモ ダニ ズムを表徴す る資本主義的伊F徊 者 を見 る様
になった。 之 までは生活 とは別な る, 単 なる閑暇 ,安 息 で あった スポーツが (こ こで云 う生活 と
は実際生活 ,職 業的生活 の意 )今 では生活 せんが為 に,何 等生産的努力 を払 う必要のない所謂 有 閑
有産資本家階級 のヘ ドニ ズム的な私的趣味的なスポーツヘ と移 りつつ ある。
Jこ れに対 して「彼等無
産者 当面の問題 は,生 きんが為 には如何 にすべ きかにある。
健康 も衛生 もあったもので はな い。まし
,

てやスポーツの如 くは全 く猫 に小判である。か くしてスポーツは支配階級の意識的、無意識的独 占物
とな り終 らん としている。文教 の主宰 を握 る人々が 口に体育,ス ポーツの精神的効果 を唱 えなが ら
,

その実行 にあたっては全 く一部的な時流的傾 向 に堕 し,被 支配階級 ,プ ロレタ リアー トヘ の配慮 を
忘却 したかの如 き感がある」 と特権 的 スポーツを厳 しく批判 した。
￨￨が プロレタ リア・ スポーツを主張 したその根拠 は,ス ポーツが「人間 の 自然」 と「本能 Jに
前サ
その成立契 機 をおいているが ゅえであ り,し たがって「 スポーッは階級 の存在 ではな く,全 人類 の

当然受 けすべ き性質の もの」で あるか らにほかな らない とす る。 そ して前川は,「 単 にスポーツが私
的,一 部閑暇階級 の趣 味 として存在す る間 は,こ れ等私的関係者の負担 で,そ の機関 と設 備 を作 ら
1ノ めることは当然であるJが ,「 然れ ども,吾 人 は一 部主義的 のスポーツを排撃する ことに依 り,一
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般社会の健康 問題及 び産 業 の機械化,近 代文明病 に依 り,身 体的並びに精神的の損害 を償 う対策 と
してのスポーツが 国民的 とな り,必 然的存在のスポー ツの幽 かな曙光 が見 える様 になった時,吾 人
は如何 にして之 を普遍化せ しめるか ?」 と自問す る。 そのスポーツを普遍化するためには,プ ロレ
タ リア・ スポー ッの確立以外 にはない との結論 に前川 は達す るのである。
「 日本 のよ うな国民の大 部分 が経済的 に低 い階級 にある人間が多 い処 では,ス ポーッに要す る施
設並びに器機器具の設 備 に要す る費用 を個人 的 の負担 として強要する ことは全 く不可能である。故
に国家永遠の策 を構ずる者 が華や かなヘ ドニ ズム的,私 的,趣 味的 スポーツに幻惑 されることな く
,

大衆的スポーツを徹底 的 に理 解 し,以 て,尊 ぶべ き興論の発動 と相俊 って公 共的機関 を設立す るこ
とが最 も急務 で ある。 (中 略 )要 す るに国民 として出来 る丈安価 に して もっと手軽 な,サ ラ リーマ ン
を,職 工 を,小 僧 を,タ イ ピス トをまで も誘惑する,否 せ しめねばならぬ。体育的な,プ ロレタ リ
アの人々が浸 り得 る様 なプ ロレタ リア・ スポーッ を一 日も早 く産 み出 し度 い と希 うのである。最後
に云 う,今 や,閑 暇階級的スポーツの存在 のみを許すべ きではない。大衆的なスポー ツの開拓 を我々
の此の腕 で,比 の身体 で為 さねばならないことを。」
これ ら山田,古 賀,前 川等の無産階級体育論あるい はプ ロレタ リア・ スポーッ論 は,社 会政策的
観点か ら慈恵主義的 に体育 ,ス ポーッを無産階級 に付与 し,か つ国家的 レベル か らその効 果 を吸収
してい こうとす る発想 に支 えられていた。 そ して反機械文明主義 ,反 都会主義的な農本主義 をその
体育理念 とすることによって無産階級体育 ,プ ロレタ リア・ スポーツの実現 を阻んでいる農村 ,都
市の貧困問題 を陰倣 す ることになった。

(4)ス ポーツ・ イテォ ロギー論
無産階級体育論 は,ス ポーッのブルジ ョア的性格 に対する批判 として新た に展開 されていった。
スポー ツのイデオ ロギー的側面 が この時期 に論争の対象 となった ことは,少 くともスポーツが一
定の社会的・ 歴史的認識― その是 非 はともか く― が成立 しは じめた とい う ことを示 して い る。 と
同時 にこのスポーツ・ ィデォ ロギー論がその後の スポーツにお けるイ ンターナ ショナ リズムの否定
と日本主義的スポーツ論の布石 となった ことも事実 で ある。
このスポ
のイデオ ロギー問題 を最初 に論 じたのは古賀残星であった。古賀 は,「 スポーッマ ン
=ツ
は支配 階級 の護衛兵 で あるか ?(口 分
」 のなかで次の ように主 張 したのである。
古賀 は,「 い ったいスポーッマンは支配階級の護衛兵 な どとスポーッ界 に とって,侮 辱的な言葉 を
出されるような欠点 は何処 にあるか」 と問 い,そ の原 因は「過去及現在 にお いて,ス ポーッが あ ま
りに,ブ ルジ ョアジーの享楽物 にされていたか らだ。 そ して,ス ポーッマンは,歌 舞伎 の役者 の よ
うな気 持 で,貴 婦人や令嬢か らもてはやされて来 た。 この風潮 を煽 りあげたのは,資 本主義 の奴隷
であるところの新聞 だ」 とジャーナ リズムを批判す る一 方 ,ス ポーッそれ 自体 も有閑階級 の私物 と
イ
としていると次のように指弾 したのである。
玖 ポーツマ ンが ,活 躍 す る こ とに よって ,幾 万 の観 衆 を夢 中 な らしめ,そ の 間 だ けで も,社 会組
織 を考 え させ な い。 そ して,支 配 階級 と資本 家 が ,人 道 をふ み に じった逸 楽 を勝 手 にす る。 その時
代 を長 く続 かせ よ う とす る,一 尚 スポ エ ツに よって ,な るた け頭 を簡 単 に させ ,深 く人生 や社 会 を
考 え させ まい とす る,̲以 上 二 つ の こ とが ,ス ポー ッ マ ンの か もす雰 囲気 で あ る とす るな らば ,ス
ポー ツ マ ンは,支 配 階級 の 護衛 兵 と言 われ て も,仕 方が な い。 だが要 す るに ,ス ポー ツマ ンが 支配
階級 の護衛兵 にな る もな らぬ も,そ の人 自身 の思想 的修 養 に よ り如何 に生 活 し,如 何 に行 動 す るか
に よって 決定 す る。 (中 略 )ス ポー ツが社会 思想 に あや つ られ て い る間 は,本 当の ス ポー ツ精 神 は発
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揮 されない。」 と。
また竹 内 一 は,「 階級的イデオ ロギー とスポーツの社会的使命(140」 のなかで次のように主張 した。
竹 内 は,「 最近 ,吾 々の特 に注 目す べ きは,我 が 国のマル キス ト,少 くとも左翼の人 々 によって

,

現代 に船 けるスポーツが彼等 の弁証論的な唯物史観的の解剖 の台上 にまで乗 せ られ来 った事である。
これ らの階級 の人々 は,現 代 にお けるスポーツは資本主義社会擁護 ,及 び先駆者 として,100パ ー
セ ン トの役割 を演 じつつ あるのであ り,一 種 の愧儡師 としてのみしか存在 しな い とまでの鋭利的な
階級的批判 を向け来 った」のであるが ,「 吾々 は,斯 る主張及非難 に対 して徹頭徹尾の嫌悪 を感ずべ
きではない。我 が国 のスポーツが斯 る左翼派や ソシア リス トの人々 に依 って まで,論 争 の一対象 と
な り来 った事実 は,我 が 国 のスポーツが最早,吾 々のグループを飛躍 して,一 般社会の人 々の視聴 の
対象 とな り,必 然的 に社会の存在 として認容 され来 った事 も雄弁 に物語 って い るJと 述べ ,マ ル キ シ
ズムか らの批判に対 して こ う反論 を加 えたのであ る。
「凡 て,現 在 にお ける社会主義者,特 にヘーゲ ルの弁証論 を信奉 す るマル キ ス トは,凡 ての社会
的現象 を唯物的な因果関係のみに依 って片附 けん とす る弊がある。現代 にお けるスポーツの社会的
使命 を簡単に,こ の思想 を背景 として,一 方 のみの階級的イデオ ロギー よ り観察す る事 は,己 に大
なる誤謬である。特 にスポーツマンやアス リー ト全部が有意的 に,彼 等 に対 して反動的態度 に出で
つつあ るが如 きは,ス ポーツマンやアス リー トの内面的生活及心理 を知 らない甚 だ しい言葉 と言わ
なければならない。
」 なぜな らば,「 現在 ,資 本主義社会 にお ける体育やスポーツが資本主義的色彩
を有する事 は,体 育・ スポーツの持 つ 内性 の必然 的 に然 らしでる所 で もなければ,夫 等 の社会的使
命 の有 する罪悪で もな い。 それは資本主義社会制度 の有す る弊害 ,罪 悪 か らである。 (中 略)現 在 の
我 が国 に船 けるスポーツが,ブ ルジョアジーのイデオ ロギ ーの色彩 を有 す る事 は,資 本主義社会制
度 の有す る罪悪か らであ り,要 す るに其の偉大 な努力 に依 って彼等が支配 している事 よ りで ある。
支配 される事 は主従関係 を意味 し,決 して其の内性の同一 を意味 しない。要す るに,そ れは各時
代 の社会 の流れに沿 うて其の時代 と体育や スポーツが 同一 方向に流れて行 く事実」 によると体育 ス
ポーツの社会的,歴 史的被規定性 を指摘 した。
そして竹内は「現代 ,吾 々の社会 にお いて,補 もすればブルジ ョアジーの 階級 の人々 に依 ってス
ポーツが独専的の形 に置 かれ勝 なのを見 て,『 スポーツを大衆のために解放せ よ』,『 大衆のためのス
ポーツ』 の如 き叫びは,現 代思想 よ りして当然の事ではなければな らぬと と主張す る一方 ,プ ロレ
タ リア・ スポーツの確実 のためには「仮令・ プ ロレタ リアー トの人々 に親 しみ得 る機会 を興 える事
のみに依 っては12分 の買徹 を得 る事 は至難である」 とし,そ れは資本主義社会の改造 によってはじ
めて実 現 されうるとしたのである。
「『スポーツの真の大衆化』 のためには,(中 略)吾 々資本主義社会制度 の ○○が先 づ最初 に行 な
わなければならない。 その理由は,現 在 の如 き資本主義制度 の許 にあって,日 夜其 の心身 を犠牲 に
し,其 の心身 に船て,疲 労困悠 の極度 にあるプ ロレタ リアー ト諸君 が,公 共運動場 を彼等 に解放す
るとして も,彼 等 はそれに親 む時間 と心身のエ ネル ギー を有するだろうか ?而 も現在,社 会運動の
先端 にある人々 は知 らず,プ ロレタ リアー ト階級 の一般の人々が,ど れだけスポーツ を理解 し,其
の必要 を認 めてい るだろうか ?斯 く考 え来れば,(中 略)ス ポーツの大衆化 の前 に先 づ現代 の社会制
度 を○○せよ /私 は欺 く叫 びたい。」
そして竹内は,こ う結論す る。
「現在 の我が国 にお けるスポーツが資本主義的色彩 を有する ことは確 な事である。吾 々 はこれを
大衆 のために,解 放 しなければならぬ。而 し,こ の重大な任務 の遂行の前 には,現 在 の社会制度 の
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○○ と,ス ポーッゃ体育の有す る社会的使 命及内性 は,こ れ等 の階級的イデォ ロギー と其 の性質 を
異 にする事 を熟知 し置 くべ きである。
現在 のスポーツマンやアス リー トが現在の資本主義制度下 にあって其の擁護的役割 を演 じつつあ
る事 は,彼 等 の意識的行為 で もなければ,ス ポーッマンシ ップの有する社会的使 命 か らで もない
。
それは資本主義社会の有 する弊害 その ものである」 と。
これ らスポーッ・イデォ ロギー論 を前川峯雄 は,「 体育問題 とそれに対 する態度 を論 ( 9Jに おい
ず
て「 1930年 は社会それ 自身の中に強 く階級性 を認 めねばならぬ時代 で ある。近 年 になるまで
階級性
と云 う内容 をそうはっきりと見 せなかった。 ブルジ ョア革命の完全の結果 は
に
,必 然的 現代 を生 ん
だ。之迄 の時代 には国家 は階級 の有無 に不関一体 とな り対内的,対 外的関係 に当 ることが
出来た。
而 し今 日国 を挙 げてのかか る一体意識 を見出 し得 るのであろ うか。
左傾思想 もこの矛盾 ,此 の抗争の中に胚胎 した ものである。然 るにスポ̲ッ は,左 傾思想 と関係
し得 られず,又 左傾思想に移殖 し得 られないで あろうか。吾 々,ス ポーッは超 イズ ム性 なるが に
故
いずれの主義者 にも関心 し得 るし,関 係せ られな くてはな らないので ある」 と
論評 し,ス ポーッ現
象 を適 確 に把握するためには「歴史的態度 」 が必要であるとし,明 治以後の スポー ツ史 を次のよう
に分析 したので ある。
「吾人 は此の スポーツマニ アの時代 を理 解す る為 めに,そ こに存在する歴史 的意義関係 を求める
な らば,ス ポーッは徳川末期の封建制度の破壊 に依 り,ブ ルジ ョア革命 が明治 を通 って,大 正 時代
に完成 され,そ れはやがて分解 されねばな らぬ資本主義の末期 として昭和の現代 に及 び
,何 等 か総
ての人が この解決点 を見 出す ことに腐心 しなが ら,社 会的,経 済的,政 治的条件 の下 にブルジ ョア・
スポー ツが対立関係 に立つ階級層 を大衆 として無意識的に,渇 仰 せ しめ,そ れ と同時 に一

時的,瞬
間的興味 を魅惑を感ず る様 にな り,必 然的にスポーツマニ アが出現 した。
スポーツマ ン○ (が ,で あろう一註 )産 業資本主義のある程度の完成 を見 るに非ずば起 り ない
得
根拠 は,封 建社会 に有するスポーツ は極 く少数の治者 階級 にのみ関心 せ られ るもので あるが,此 の
制度 の消滅 は社会 の 出来事 に全人が関心 し得 るようになった事 で ある。
更 に此の外 に斯 く産 業資本 の末期 は,社 会集団に階級 的対立 を一 層尖鋭化 し,ブ ル ジ ョアスポー
ツの隆盛 を見 ,こ れに附 随 して,ブ ルジ ョアジーに対立す る大 衆 が 自己 の地位 に 自覚 しなが らも
,

興味 それ 自体 の中 に有 し,無 意識的,本 能的 スポーツに心酔せざるを得な くなった。更 に又スポー
ツに対 す る大衆 自身 の 自覚 ,ア メ リカニ ズムの 日本化 ,日 本特殊文化の世界 的躍進 ,世 界共通文化
時代 は又 直接間接にスポーッマニ ア時代 を促進 せ しめた。」
これ ら昭和初期 における思想善導論 ,新 人物論 ,無 産階級体育論あるいはスポー ッ・ ィデォ ロギー
論等 は,経 済不安 を媒介 とした富者 と貧者 ,都 市 と農村 ,ア メ リカニ ズム と伝統 といった二つの相
対立する価値 の相剋 を一つの強迫観念 としなが ら,資 本主義的文化の爛熟 と顔廃 ,都 会主義の象徴
ともいえる「 エロ・ グ ロ」化 したスポーッの現実 を批判することによって体育 ,ス ポーッの思想的
な拡散現 象 を抑制 しようとした。
フ ァシズム体育思想 へ の転換 は,た んに大正中期以後か らの思想善導 とい う上か らの思想 的
,イ
デオ ロギー的強制だけによって可能 になったので はな く,従 来 の体育 な らびにスポーツ思想
― 具体
的 には大正期の 自由主義的,個 人主義的なそれ― を一度解体 させ,再 秩序化 す るとい う自己規制の
過程が対応 し,国 家総動員 にいた る思想 的な道筋 を この段階 で下 か ら準備す ることになった。
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p437

傍点戸坂 )

(72)同 上書 p288
(73)同 上書 p322
(74)前 掲書 p40
(75)同 上書 p40
(76)日 本近代体育史 の研 究 では この フ ァシズム期 をほぼ 2段 階 に区分 して い る。た とえば竹 之下休蔵 は,大 正 2年
〜 昭和 11年 を「体育・ スポーツの普及 と発展」 の段階 とし「 この時期 はオ リンピック主義 スポー ツがす くす く
と伸 びて来 た反面 ,軍 国主義的全体主義的傾 向は日々その力 を強 め体育・スポーツに強 い圧 力 とな りは じめた」
と特徴 づけ,ま た昭和 12年 〜 20年 を「体力問題」 とてスポーツの統制 J期 として規定 し,「 体 力問題 の新 たな展
開 を見せ」,「 保健 と体育運動 が国家 目的 に従 って一本化」 され る とともに「昭和 13年 オ リンピックの返上以後
はスポーツ界 に大 きな変化が現 れ,全 体主義 スポーツの登場 と自由主義 スポーツの後退」 となって現われ ると
とらえて い る。 (「 体育五 十年」
今村嘉雄 も第 一期

時事通信社

昭和25年 pp105〜 253)

(昭 和初年 か ら昭和 11年 のベル リン大会 )を

「遊戯・スポーツ中心 の時代」,第 二期 「昭和

12年 か ら20年の敗戦 まで)を 「軍事訓練 の時代 Jと みた。 (「 日本体育史」

三 も第一期

(昭 和

金子書房

昭和 26年 )ま た岸野雄

2年 〜 H年 )の 「体育 の基本的課題 は,国 体擁護 と思想善導の方針か ら決定 され 」, 第二期

召和 12年
(昭 和 12年 〜20年 )は ,「 日

日支事変 への拡大 と共 に,(中 略)自 由主義的 な ものは,刻 一 刻清算 され

,

戦時体制 への準備 をはやめ」る一方 ,「 米英思想 の排撃 と共 に,ス ポーツに漂 う自由主義的要素 が厳 しく批判 さ
れ,武 道 は教育 国策 の第 一線 に現われたJと 指摘 してい る。 (「 日本近代学校体育史」

東洋館出版社

昭和34

年 pp158〜 197)こ れ らの把握 は,主 として体育・ スポーツの受容 と展開 の過程 に焦点があて られ ,各 段階が
非連続 の うちに とらえて いる。 つ ま リフ ァシズムの進 行過程 における事実 と事実 ,思 想 と思想 との相互の連関
は見失われて い るのであ る。
(77)「 1930年 代 の社会意識 と大本」

栗原彬

「思想」

1976 No624 p33

(78)「 体育運動 ノ合理的振興方策 二関 スル答 申」で は11月 3日 を「体育 デー」とするこ とが答 申 され,そ の審議 の過程

で河本委員 は,「 現今我国 が未 だ体育 として,充 分 な発達 を見 ないのは指導者 が不足 して い るか らで優良 な指導
者 をどしどじ養成 して戴 き度 い。学校騒動 だ とか,労 働者争議 は此の方面の指導で相 当 に妨 げる」 と力説 した。
(「

体育 と競技」

昭和 5年 3月 号 plo7)

入江克己 :日 本 ファシズム体育思想の研究 (I)

(79)こ れ らの実践 と思想については拙稿「大正期にお ける自由主義体育思想の研究 (H)」 鳥
取大学教育学部研究報
告 教育科学 第 18巻 第 2号 参照
(80)同 上書 育英館 序文
(81)同 上書 序文

pl

以下旬読点一部引用者 引用文は現代か なづかい とした。

p2

(32)同 上書 pp 3〜

4

(8D同 上書 p5
(84)同 上書 pぅ
(85)「 教育の地方イ
ヒ代表的小学校

新教育 の実際」 学習指導研究会編 小学館 昭和 4年 p277

(861同 上書 p277
187)同 上書 p218
(88)同 上書 o278
180)「 我校 の教育」育英館 p165

(99)同 上書 p165
(91)同 上書 pp155〜 156

02)同 上書 pp13〜 14
(93)同 上書 p10

(94)同 上書 pll
(95)同 上書 pp27〜 23
(

)同 上書 p36

(971同 上書 p38
(98)同 上書―p271〜 272
(99)同 上書 o14
(100)「 我が佼の教育」 文精社

(1011同 上書
(1021同 上書

p3
p3

昭和 4年 pp l〜

2

句読点一部引用者 以下号1用 文 は現代かなづかい とした。

(103)同 上書 ゃ3
(104)同 上書 p4‑
(105)向 上書

(100同 上書
(107)同 上書
(108)同 上 書

p5
p5
p5
p9

(109)同 上書 pp 9〜 lo
(110)同 上 書 ,12
(111)同 上書 pp12〜 13
(112)同 上書 p13
(113)向 上書

p7

(114)前 掲書 有精堂

自序

pl

(115)同 上書 p25

(116)同上書

p27

(117)同 上書 p28

―
傍点川崎

政下は引用文 は現代かなづ小 ぃとした。

鳥取大学教育学部研究報告

p49
p34

(118)同 上書
(119)同 上書

教育科学

第 23巻

傍点 川崎
傍点川崎

(120)同 上書 p39
(121)同 上書 p35
(122)同 上書 p199
(123)同 上書 p199
(124)同 上書 pp200〜 201
(125)同 上書 p201
(126)同 上書 p202
(127)同 上書 p295
鴻上 は,次 の ように も回想 している。「大正 9年 初春の頃であった。 あた らしい教育思想 に即 した教授 の実 際
方案 を立 てることに,思 をいた していた とき現在 の一般的一斉教授 には,ど うして も満足 で きず,な ん とかし
て方法上 に,革 新 を もた らさねば旧夢の打開がで きない と思 い こんで,同 僚の一致研究の結果 ,川 崎校 長の英
断 によって,こ こに,は じめて個別教育 の誕生 があったので ある。
同僚間では,川 崎校長 を中心 として,い くた びか話 し合 った。い くたびか考 えては考 えた。 どうして も往 くと
ころまでゆかね ばな らぬ という,お さえきれない強 い要求 に駆 られ,燃 えるような熱 を以 って根本 的 に立 てな
お しを計画 したのであった。そ こで,厳 密な知能測定 によって児童の能力 を個別 に別定 し,教 科 の進 展 をこと
ごとく個別 に しての教案 を立案 した。J(同 書 p94)
(128)「 泉川小学校問題 二関 スル件 J「 愛媛 県師範学校 の歴史」 影 山昇

青葉図書 1974 pp166〜

167 所収

カ

タカナ文 をひ らがな文 (現 代 かなづかい)と した。

(129)同 上書

p167

所収

(139‑同 上書 pp167〜 168 所収
(131)「 人物 を中心 とした教育郷土史」 文部省大 臣官房調査課地方行政 学会編 帝国地方行政学会

昭和47年 pp649

‑650
立花 は,大 正 14年 4月 尋常科 4年 女子の担任 とな り,昭 和 3年 3月 の卒業迄の 3年 間 にわた る実践 を
「個別指
導 の業績」 (「 学校体育」

昭和 5年 8月 号)と して発表 している。

立花 は,「 概括的に個別指導 と言 つて も,其 の人 によ り,其 の場合 によ り其 の解釈 に其の内容 に,深 浅が あ り
,

広狭がある。単 に技術 の巧拙其の もの を個別的に指導す る事 に対 して,こ の言葉 を使 うな どは極 めて狭 く,浅
く考 えて居 る例 であるし,之 れを児童 各 自の有 する体力 ,体 質 ,栄 養或 は既往症 を調査 し,更 に心理 的方面の
気 質等 を考慮 して,其 の児童の体位 を帰納 し,よ って以て其 の児童 に最 も適切なる。最 も合理的 に運 命 を課 さ
ん とす るように,児 童 に心 身全体 を目標 として考 えた場合 には,極 めて深 く,広 く,真 に個別指導の根底 に立
脚 した もので,吾 人の 目標 であらねばならぬJ(同 論文 p23)と 述べ,個 別指導 の方法 として(1)分 国式方法 (2)自
覚的方法

俗)一 斉教授 中に個別的取扱 を加味す る方法であると指摘 し,立 花 は,体 格別分団式分類法 に よ り 2

学級 84名 ,3分 団 に分 け,各 班 に リーダー (1名 )を おいた分団学習 を実践 した。
(132)「 体育 と競 技」

昭和 3年 6月 号 pp24〜

(133)「 思想善導 と体育」

「体育 と競技」

(134)「 思想善導 と体育 (二 )J

同上誌

27

以下引用文 は現代 かなづかい とした。

昭和 4年 8月 号

昭和 4年 8月 号

p9

p20

(135)同 論文 p21
(136)「 体育 と競 技」
(137)「 体育評論 J

昭和 4年 2月 号 pp30〜 32
「体育 と競技」

昭和 4年 11月 号

pp18〜 19

入江克己 :日 本ファンズム1体 育思想の研究 (I)

1

(13s)「 体育 と競技」
(■ 91「 体育と競技」

J

(140)「 体育 と競技

(141)「 学校体育」

昭和 3年 4月 号 pp劇 〜25 句読点一部引用者
昭和 3年 12月 号 pp 8〜
9‐

昭和 5年 4月 号 pp12〜 14
昭和 5年 8月 号

o,7〜 12

(1421「 体育と競技」

昭和 2年 12月 号 pp13〜 18

(143)「 体育 と競技」

昭和 4年 8月 pp19〜 23 つ丹号 ●o27〜 31

(140「 体育 と競技」 昭和 5年 10号 pp85〜 86

p3

(1451「 体育 と競技」

昭和 5年 10月 号

(140)「 体育と減技」

昭和 3年 12月 号 pp15〜

(望 7〉 「体育と競技」

昭和 5年

J

31月 号

18

pp17〜 18

(148)「 '体育 と競技

昭和 o年 5月 号 ゃp2〜

(149〕 「体育 と競技」

̀
昭和 6年 2舟 号 pp21〜 24
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