日本 フ ァシズム体育 思想 の研究 (Ⅳ )
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は じも
うに
本稿 においては前稿 (H)に 引 き続 いて大平 洋戦争 の開始 (昭 和 16年 )か ら敗戦 (昭 和 20年 )ま
でに展開された フ ァシズム体育思想を対象 とした。
この段 階はす でに指摘 してお いたように,昭 和 6年 の満州事変以後 において主張 されて来 た民族
主義 ,国 家主義体育論 あるいは意志的,人格主義的体育論のほかさまざまなスポーツ・ ナシ ョナ リ
ズム論 と農本主義 ,郷 土主義,家 族主義 ,さ らには人的 資源論等 を基本原理 に大東亜建設のための
アジア主義 を理念 としたいわゆる日本主義体育道思想 へ と集約 してい く過程であった。 それは同時
に日本 フ ァシズム体育思想 の展開 と実践,そ して崩壊 の時期 で もあった。

4.日 本 フ ァシズム体育思想の展開 と崩壊
1,大 東亜新秩序 の建 設 と戦時体育体制 の矛盾
(1)東 条内閣 の成立 とフ ァシズム体育政策の展開
昭和 16年 6月 ナチス・ ドイツはソビエ トヘの進 撃 を開始 し,同 年 10月 には東条英機 内閣が成立 し
た。 この東条 内閣の成立 は,同 年12月 8日 の真珠湾攻撃 に明 らかなように,い わば日本帝国主義の
戦争拡大 に向けての決定的な意志 を示唆するものであ り,そ れは他方 において世界大戦 の勃発 を暗
示するものであった。
この第 2次 世界大戦 は,「 当初の帝国主義諸国家 による世界再分割 の戦争 とい う性格 か ら,フ ァシ
ス ト諸国に対する平和 と民主々義 を守 るファショ戦争 の性格ザヘ と変質 し,「 さらに植民地 ,従 属国
の民族解放戦争の様相 をはらみ つつ拡大 して い った。?
こ うした情勢の もとに登場 した東条内閣 は,ほ かな らぬ「東 亜共栄 圏」を実現すべ くその遂行策
を強引にお しすすめ,そ のための教育政策 を実施 して い ったのである。すなわちその第 1は ,従 来
の教育審議会 (昭 和 16年 10月 審議完了)に 代 る大 東 亜建設 審議会 の設置 (昭 和 17年 2月 )で あった。
同審議会 は,フ ァシズム教育 にかかわる政策的方向 を打 ち出 していったが,そ の基本方針 は同審議
会の答申「大東亜建設 に処す る文教政策Jに よって明 らかにされた。同答申は,「 皇国民 の教育錬成
方策」 としてたんに国民学校 のみな らず,教 育 の全体系 にわた って教育勅語 を奉体 し,大 東亜建設
の道義的使 命 を体得 させ ,大 東 亜の指導的国民 としての資質 を錬成す ることを目的 とす るとともに

,

そのために国家 自 らが運 営する教育体制 を整理 し,か つ大東亜建設の経倫 を具現 しうる人材の養成
をその具体 的 目標 とする ものであった。 そして さらにこれ らの目標 は,国 防 ,産 業,あ るいは人 口
政策等の全般的な国策の要求 に基いた教育の国家的計画の樹立 と皇国民錬成 のための学校 ,家 庭
,

社会を一 体 とする教育体制の確立 によって実現 され るとした。
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こ うして国策 の総合化 ならびに計画化のなかで教育政策 は,「 人材養成計 画 の設定 と学校建設 の国
上計画 」 として大東亜建設 に凝集 されていった。 このよ うに この「大東亜建設 に処する文教教策」
は,基 本的 には高度国防国家体制下 における人 的資源開発政策の一環 をな し,よ り具体的 には国家
的需要 の策定 と人 材養成の計画化 にその政策的意図が あった とい えるだろう。すなわち国民職業 の
配置計画,人 口計画,有 業人 口総数 ,生 産年齢人 口等 の全体的 な国家計画の うえから学校 ,学 科 の建
設拡充 ,高 等教育 の入 試制度 の改善 および技能者の養成計画等 といった教育計画の再編が示 された
が,こ れ らの教育計画 も戦争の拡大 と苛烈な状況 を迎 えて い くなかでその具体的な実施 も不可能に
なっていったよ
)

一 方その第 2は ,昭 和 18年 10月 12日 の「教育 二関 スル戦時非常措置方策 」 の公布 であった。
昭和 18年 2月 のガグルカナルの敗北,ま た同年 5月 のア ッツ島全員玉砕 は,敗 戦 に向 けての前兆
であったが, この危機 的状況 に対 して政府 は,同 年 9月 に「現状勢下 にお ける国政運営要綱」 を閣
議決定 した。同措置方策 は,こ の閣議決定 に もとづ くものであった。その措置方策 は,「 現時局 二対
スル国内態勢強化方策 ノー環 トシテ学校教育 二関 スル戦時非常措置 ヲ講 ジ施策 ノ ロ標 ヲ悠久ナル 国
運 ノ発展 ヲ考ヘ ツツ当面 ノ戦争遂行カ ノ増強 ヲ図ルノー事 二集中 スルモノ トスΥ との方針を明 らかに
した。 この方針の もとに国民学校 8年 制構想 は当分延期 ,中 学校 4年 修了での上級進学制の実施
,

昭和20年か らは中学 4年 制 へ の きりかえ,中 学校 の入学定員据置 き,増 設増学科 は工業・ 農業・ 女
子商業 に限定 ,男 子商業学校 の転換 と縮少 ,青 年学校 の授業 の削減,高 校 。高専・大 学 の入学延期
の中止 ,文 科入学定員 の 3分 の 1へ の削減 と入学制限な どの措置 が とられたのである。
この措置 は学校教育 の全般 的な崩壊 を意味する ものであ り,そ の後 の昭和 18年 6月 の「学徒戦時
動員体制確立 要綱」 また「緊急学徒勤労動員方策要綱」 (昭 和 19年 1月 ),と それ に続 く「決戦非常
措置要綱 」 (昭 和 19年 2月 )の 決定 に ともなう学徒動員 の拡大 によって決定的な もの となった。
そ して昭和 20年 3月 の「決戦教育措置要綱」 による 4月 か らの授 業停止,同 年 4月 のアメ リカ軍
の硫黄島上 陸,さ らに同月 10日 の沖縄本土上陸のなかで大田文相の「我 ガ国学制領布以来勉 二 70有
余年今ヤ戦局 ノ危 急 二際 シ教育史上未會有 ノ転換 ヲ敵前 二断行 セ ン トス」 との「戦時教育令」 の公
布 (昭 和 20年 5月 )に よ リフ ァ シズム教育 は終 末 を遂 げた。

(2)体 錬科教授要 目 と戦時体育実施要項の公 布
東条内閣 における「大東亜建設」の理念 を根 幹 とした教育政策 を背景 にファシズム体育政策 が よ
リー 層遂行 されていった。昭和 16年 1月 には従来の文部省体育課 に代 って体育局 が設置 され,そ の
体育局内 には体育運動課 ,訓 練課,衛 生課の 3課 が設置 され ることになった。 その結果 ,高 度国防
国家体制下 における体育運動の刷新振興,武 道教練の奨励 ,各 種戦時訓練 の強 化 ,学 校衛生 の拡充
等学校体育行 政 の全般的な政策事務 を体育局 が主管する ことになったのである。
一 方戦時体 制 の強化 にともなって昭和 16年 9月 には従来の機構 を抜本的に再編成するため に諮問
調査機関 として体育調査委員制度 を定 めたが,そ れ は文部 ,厚 生の両省 を一本化する ことを目的 と
するものであった。そ して昭和 16年 8月 に体錬課 ,同 年 11月 には錬武課 , さらに昭和 17年 11月 には
それ らを鍛 錬課 に統合 し,戦 時政策 に対処 すべ く体育政策機構 の拡充 を図 っていった。
また これ らの体育政策機構 の再編 と並行 して従 来 の体育・ フポーツ組織の ファシ ョ的再編 がひ き
続 き実施 されていった。 その一つは学生 スポーッ団体 の再編成 としてあ らわれていった。
文部省 は,昭 和 16年 8月 に「学校報国団 ノ体制確立方策」 の訓令 を発 し,こ れ までの学友会 ,校
友会組織 の改組 を指示 した。 このため学友会の各体育運動団体 は,訓 令 の方 向に沿って報国団組織
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の鍛錬部に解消 ,吸 収 され ていった。 このある意味での学内的体育組織 の再編 とともに,昭 和 16年
12月 には大 日本学徒体育振興会が設立 されたが,こ の振興会 は,フ ァシズム体育政策 を代弁する組
織 として全国的 な学生 スポーツ団体 を掌握 し,そ の未端組織 に報国団,報 国隊 が設 置 され,こ こに半
官半民的な学生の フ ァシズム体育・ スポー ツ機構 が確立 されたので ある。
その二 つは学生の体育・ スポーッ組織 と同時 に,全 般的な社会体育 ならびに各種 スポーツ競技団
のフ
体
ァシズム的再編 であった。昭和 17年 に従来の大 日本体育協会 は,内 閣総理大臣 を会長 とする
大 日本体育会 に改組 され,先 の学徒体育振興会 はその傘下 に位置づ けられたのである。 また同時 に
大日本武徳会 も昭和 17年 3月 には東条首相 を会長 とする大 日本武徳会に改組 され,従 来 の柔道 ,剣
道,弓 道 のほか に銃剣術 と射撃 を力日えて「五 武道」 の部門 を設置 し,か つ実践的観点か ら陸海軍 の
下部組織 に くみ込 まれたのである。
そして戦局の拡大 にともなってフ ァシズム体育政策 はさらに強化 されて い った。す なわ ち昭和 18
年 3月 の「戦時学徒体育実施要綱」,同 年 7月 の「夏季学徒体育訓練大会」の実施 に関す る通牒 ,さ
らに同 年 9月 の「学徒体育訓練実施」 に関する通牒等にみ られ るように,戦 時体制の拡大 と強化 に
対応 した政策 が矢 つ ぎばやに実施 されていった。
こうしたなかで各教育段階に応 じた体錬 科教授要 目が公布 されていった。例 えば昭和 18年 4月 に
は「師範学校体錬科教授要 目」 が,昭 和 19年 3月 には「中等学校体錬科教授要 目」 が公 布 されてい
る。 この各体錬科教授要 目は,従 来 の男女 の性的分離 による身体機能の陶冶 を軍事能力の陶冶に一
本化する ことをね らい とす るものであった。
,
師範学校体錬科教授要 目で は男子 に対 しては「軍事的基礎訓練」 を,ま た女子 に対 しては「初歩
の軍 事的基礎訓練」 を教授する ことと してお り,明 らかに一般 的な身体能力の陶冶 を目的 としたの
でな く,男 女の軍事的戦闘能力 ,つ まり即戦力の養成 を課題 としていた。
こ うして昭和 19年 2月 には「教育 二関 スル戦時非常措置方策 二伴 フ学徒軍事教練強化要綱」 が通
牒 されたが,そ れ によって体育 はその教育的意図 を逸脱 し,軍 事政策 の過 程 に包含 され るに至 った。
これは大正期 における臨時教育会議 の答申「兵式体操 二関 スル建議」が意図 した目的,す なわち体
育の軍事教育化の 自己完結 であ り,同 時 に体育 の崩壊 を意味 した伊

2.日 本主義体育論 の展開
(1)平 沼良の国家主義体育論

・

自由主義体育批判 と国家主義体育の理想
は
16年
12月 の真珠湾攻撃にさかのぼること約 6ケ 月前 に「国家・ 国民の体育」を著わ
平沼 ,昭 和
し,自 らの国家主義 もしくは日本主義体育論 を主張 してい る。本書 は,「 第 一 篇 国家 。国民 の体 育」
と「第二 篇

ナチス =ド イツ体育」か ら構成 され,ナ テス・ ドイツの体育 を範 とし,そ のほ とん どが
ナチス・ ドィツの体育 の紹介 に費や されている。
平沼 は,ま ず古代 ギ リシャ,古 代 ローマ帝国, ソビエ ト, ドイツ,イ タ リア,チ ェコスロバ キア
等 の体育 を引 き合 いに だ してそれ らはいずれ も国家主義的体育 としての性格 をもつ ものであ り,「 国
民体育 を普遍的,組 織的 に発達 させ るためには,何 として も国家の力 に依 らねばならな い。
リング等 の矯正 を目的 とした もの又 は審美的 ,律動的体育 の如 き特殊 の 目的 をもって行われてい
るものはあるに して も,矢 張 り体育 は国家主義 が正 道であることは言 を倹たな い」 と述 べ るととも
に第 一 次世界大戦前後のおける自由主義体育 か ら国家主義 へ の転換の過程 を次の ように とらえたの
である。
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「第 一次欧州大戦 の結果 ,自 由主義的国際主義思想が一時盛 になったが,や がて再 び国家主義 の
勃興 を見 るに至 った。体育 にお いて も同 じく第一 次欧州大戦 を契機 として,国 家主義体育 が急速 に
進展 した。只単 なる個人 とか保健 とか或 いは生活 を享楽するための 自由主義体育 は認め られず,純
粋個 人の利益以外 に,一 国家,一 民族 の発展 ,及 び独立上又 は外敵 の脅威 を除 くために国民全生活
力 を向上 させ,而 して国家的観念 ,民 族的統一 に依 って国力の充実,即 ち体力資源の拡充強化 を図
るために国家主義体育が高調 せ られ,体 育 は国策の重要政策 として採 り上 げられ るようになったの
である。?
自由主義体育 から国家主義体育 へ の転 換 をある必然 として とらえた平沼 は,ヤ ー ンの愛国心 ,ヒ
ッ トラーの「我 が闘争」 におけるファシズム体育論 を紹介 ,か つ賛美 し,こ う絶叫する。
「非常時 日本 にお いて も,斯 くの如 き世界歴 史 よ り推 して,如 何 に体育の重要なるか を,為 政者
も国民 も漸次認識 しつつ あるのである。重大 なる国家使 命 に 自覚 した体育指導者 は,今 こそ 自由主
義的な体育 よ り国家的な体育 へ と進 むべ きである。
即 ち一 万余人の体育人が愛国精神 に燃 えて大同団結 を図 り,一 人のヤー ンの如 き偉大 なる指導者
を先頭 に推 し立てて勇 ましく前進すべ き秋である。
祖 国発展 のために /

新体制 のために /

新東亜建設 のために /
して愛国精神 に燃 え立てよ。体育人 /
?
こうして平沼 は,「 忠君愛国・滅私奉公の精神 は,只 口先 きばか りでは決 して養成出来 るもので は
な い。体育 を通 して精神 を剛健 に し,身 体 を鍛錬 して,初 めてその理想 に達 することが出来 るので
ある。
国家主義体育 は,常 に国家 の理想 に合致 して居 るか ら,こ の体育 に依 って鍛錬 された優秀 なる国
民は,国 家の一 員 として国防 に,産 業 に,学 術 に,総 べ ての文 化 の向上及 び国家 の発達 に寄与す る
ことが 出来 る。国防興隆 の最大 なる資本 こそは,実 に,真 の国家的精神 に 目覚 めた健全 なる身体 で
あるPと 述 べて「国家主義体育 の理想」 を説 いたのである。
新体制 と日本主義体育論
国家的精神 に うらうちされた身体 の養成 を理想 とみた平沼は,そ の理想 を実現するために次づ諸
点 を強調 して い る。第一 は,体 錬科 の 目標 と教授理念の具体化 ,実 践化である。平沼 は,体 錬科の
「身体 ヲ鍛錬 シ精神 ヲ錬磨 シテ潤達 ナル心 身 ヲ育成 シ献身奉公 ノ実践カ ヲ培 フコ ト」 という要 旨は
皇国民に とって生 活行動上 に最 も須要な強靱なる体力 と,旺 盛 なる精神力 とい う ことを根底 に して
お り,「 身心の健全 なる発達 は,皇 国民の原動力であるか ら,体 錬科の目的 を一言に して基 くせば『皇
国臣民の基礎たる剛健 なる心身の錬磨 』であるPと とらえ,そ の教授上 にお い ては
「 日本国民 として
,

日常生活上の礼儀作法 ,そ の他必要 なる風 習 について これ をよく理解 させ ,体 験 させて,習 慣 にま
で導 く」0べ きであ り,「 我 が 国 にお て以 前 は自由主義教育 のたて まえか らして,余 りに児童の 自由を
尊重 し,躾 等 を無視 して いたため,我 が小 国民の躾 は ドイツのそれ と比 較 して決 して優 って い ると
は云 えない」りと述 べ る一方,体 力 と精神力の合― を次のように主張 したのである。

「この体力 と精神力 とが如何 に国防 に必要であるかは,支 那事変 にても多 く実証された鹿である。
国防 と云ふ こと,以 前 は主 として第一線の兵士を考えたものであったが,現 代 の国防 は国家総力
戦であるから,老 も若 きも,男 も女 も各 自の職場におて十三分 の能率をあげ,国 家の生産力 を拡充
することによって,第 一線 の兵士 と同様国防を控当する訳である。それ故老若男女 を問わず,総 て
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の 日本 国民は体錬 によ りて強靱なる体力 と不 屈の精神力 とを養 うべ きである。」分
その第二 として平沼 は,体 育 と教練の不断の結合 を説 く。
「 自由主義的な スポーツ を好む教 師 は,生 徒の訓練 を勿 にする傾向 が ある。然 し新体制 にお ては
個人 の楽 しみのためのスポーツは許 されない。専 ら国防 の一 員 として役立 つために体力 を養成 し
,

滅私奉公の精神 を鍛 え上 げるのである。従 って体育 の時間 も自由な競争・遊戯のみを課す る ことは
許 されない。体操の時間 におて も教練 を力日
味 し,又 競技の時間 にも国防競技 を指導すべ きであ る。
か くすることに依 って生ずる授業の複雑 さと変化性のために,生 徒 は少 しも俗 怠 を覚 える ことな
,

く,教 練 も緊張の度 を増 して,よ り効果的 に習得 し得 るのである。 (中 略)体 育 と教練 とは一 致融合
す べ きものである と思 う。体育家 は教練 を体育 に関係なきもの と考 え,軍 人 は教練 を第一 と考 え体
育運動 を余 り重視 しない。 スポーッの如 きはむ しろ遊 びであ り,享 楽 であ り,中 には有害 な もの と
さえ考 えている。 この考 えのある間は,日 本 の体育 も,日 本の軍隊教育 も,向 上発展 を期す ること
は困難 で あろう。
体育家 も体育運動 を自由主義的,英 雄主義的,見 世物 的見地 か ら脱 して,国 家的 ,集 団的な体育
運動 へ と向上発展せ しめねばならぬ。]0
第 二 は,大 東亜建設 の実現に即 した体力養成のための体育 の大衆化 で ある。 この点 について平沼
は,こ ういっている。
「我 が国の体育 も学生 のみに限 らず,又 スポーツ も一 部選手 のみに限 らず して,国 民 に普 く,断
えず,そ して正 しく,体 育する国民 を創 ると共 に,体 育 によ り鍛 えられた強 き気力 と,強 き体力 と
を資源 となし,動 力 とな して一億 ―心 とな り不撓不 屈 ,堅 忍持久の精神 を以て,未 曾有 の国難 ,支
那事変に亦大 東亜共 栄圏の確立 に邁進すべ きである。
又健康 を増進 し体力 を強大 にすることが 国民 としての義務 であ り,己 に対 してはそれが幸福 とな
り,親 に対 しては孝 とな り,陛 下 に対 し奉 りては忠 良なる臣民 となることを 自覚 せねばな らな い。
即 ちその人の体質・ 職業 に適 したる体育運動 を行 うことが, とりもなおさず臣道実践 なることを
忘れてはならない。」つ
そ して平沼 は,第 四に「現在我が国の体育行政 は,厚 生省 と二本建 である。 これ はともすれば文
部・ 厚生の官吏間の感情の組鯖等によって国家の体育の大方針 を決定す ることさて運 び難 い ことが
ある。新体制 にお ては,よ ろしく小我 を捨 てて大 我 に就 くべ きである。 この際国家体育 を一本建 に
すべ きである」°とし,国 家非常時体制の もとで体育 の行政機構 を一本化すべ きことを主 張 したので
ある。
日本主義体育の科学化
に
最後 平沼は,既 述の課題 を解決することによって総体 としての体育の 日本主義化 を説 くととも
にその科学化を主張 している。
すなわ ち「新体制 の叫 ばれる現時の 日本 にお て,体 育 も在来の欧米模倣か ら脱 して,日 本独特の
体育 を建設すべ きであるとの説 が,多 くの識者 によって論 ぜ られている。然 し是は云 うは易 いが
,

手段方法等 に考 え及んだ時,そ の実施 には色 々 な困難 を伴 う。勿論 ,従 来 ともすれば欧米体育 の追
随,過 信 の弊か ら離れ切れぬ傾向にあったが,今 日に船 ては,あ くまで皇国の道 に則 った,強 き完
全なる皇 国民育成のために,毅 然た る日本体育 を建設 しなければな らな い。進んでは東亜及 び世界
の諸民族 の体育 を指導 し,世 界文化に貢献 すべ きである。
是 は我 が 国 の文化 が,大 和魂 を本 とし,東 洋文化及 び西 洋文化 を完全 に摂取 し,更 に高 き日本文
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化を創造建設 して,進 んでは世界文化の進展 に寄興 しつつ あることと軌 を― にするものであ る」°と
述 べ ると同時 に,和 魂洋才の精神 と同様 に体育 もいわゆる「和 魂洋体」 の精神 に立脚 して「皇道の
道 に従 い,日 本精神 を主体 として」り,そ の手段 ,方 法 を世界 各国 の体育 に求 め,か つ その手段 ,方
法 は合理的,科 学的 で あるべ きである としている。
平沼 は,か つての「以心伝心」式 の教授方法 は非合理的,非 科学的であ り,武 道 に関 して も例 え
ばその審判方法 の合理化 を図 るべ きであると述 べ ているが,平 沼 はい うまで もな く日本主義体育 と
い う理念の枠内における科 学化 ,合 理化 を主張 したのである。

(2)前 川峯雄の 日本 スポーツ道思想
国家主義 ,民 族主義体育の提起
昭和 3年 の「大衆的 スポー ツの開拓」以後 ,社 会有機体説 に もとづいた国家社会主義的な体育論
を唱導 しつづ けて きた前川 は,昭 和 11年 に「民族体育の 日本 的建設」,昭 和 15年 に「国民体育 の基本
問題」 を,さ らに昭和 17年 には「新 日本体育 」 を著 し, これ ら一連 の著書 のなかで「血 と土 」 とい
う農本主義 の原理 に立 った民族主義体育 とともに,権 力 へ の意志の充足 とい う立場か らいわゆる日
本 スポー ツ道 を主張 してい るが,そ れは前川 の民族主義体育論の総決算 で もあった とい えよう。
国家主義 ,民 族 主義的体育 を提起するに際 して前川 は,「 国家 はなぜ急速 に国民全体 の体育問題 に
手 をつけねばな らな くなったのであろうか」。と自問 し,そ の背景 を三 つの観点 か らとらえ,説 明 を
加 えてい る。
その第 一 は,軍 事的,国 防的背景である。 この点 に関 して前川 は,「 殊 に国家が重大 なる時局 に直
面 して い る今 日では,国 民 は私的生活 を考 える前 に,ま ず国家 へ の奉仕生活の ことを考 えねばなら
な いので ある。 しか し,国 民の 自覚 によ り,国 家 が要求す るところの身体 を彼 らが 自ら形成 してゆ
くのを待 つには,余 りに も事情 が差 迫って い る。
そ して国家 はまず国防 の角度 か ら,凡 ゆる体育政 策 を立 てる必 要 にせ まられたのである。 これ体
が
育 国家的な管理 をうけねばな らな くなった第一の理 由である19と 述 べ てい る。
その第二 は,産 業的,経 済的理由である。 それ について前川 は国家総力戦 の観点 か ら次 のように
ぶれている。
「国家 は,強 兵 を以 て外敵 にあたる ということだけでは,確 かな存在 を示す ことはで きな い。国
家 は,経 済力 を伴わせてゆかなければな らな い。経済力 の伴わない戦争 は敗 北 であるといわれてい
る。
国の経済力 は強兵 にも比 すべ きものである。 その経済力 は,物 資 と労働力 に倹 たねばな らな いの
である。而 もその物 資 が結局労働力 に倹 たねばない ものであるとすれば,国 家存立の上 に国民 の労
働力 とい うものが如何 に大切な要素 となるかを知 りうると思 う。個人 の生 活のため と思 った労働 力
が,実 は国家存立 の為の労働力 で ある と考 えねばならな くなった とき,労 働力の源泉 とも考 え られ
るところの体力 を国家が管理 しようとす るのは当然である。Yω
その第二 として前川 は,民 族的観点 をあげ,社 会有機体説の うえか ら身体 を「社会 の身体 Jと し
て規定 し,こ う述 べている。
「我々の生れ ることがすでに日本民族の一員 として生れて くる以上 ,個 人 としては肉体的 に,離
れ離れの存在であるように考 えられなが ら,な お 日本民族 の肢体 で あるが故 に,民 族全体 と個人 とは
一 に して多の有機的関係 にあ る。我 々の身体 はか くして― に多なる『社会 の身体』 である。 この社
会の身体 の立 場 か ら見 るとき,人 国が著 しく増加 する とい う ことは,そ の民族的身体 の生 命力 が著
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し く旺盛であ り,且 つ若々 しい證嫁である と考 えられるのである。 (中 略 )数 年前 までは産 児制限が
叫 ばれていた。勿論 それ は個人的生活 の場 か らであった。 ところが今 で は東亜 の大 業 を完遂す る為
優秀なる日本人 の血 を益々必要 としている。
そこで当然『社会 の身体』に対 して国家が体育政策 を樹立 しなけれ ばな らな くなってきてい る脅
そして前川 は,「 社会 の身体」の民族 的,生 物的側面 が国家 の財政 ,経 済的側面 とともに重視 され
)

るようになったのは「国民 の大 陸発展 ,兵 力の充実,労 働力 の増強等 い わゆる人的資源の問題 !2ぃ
国家政策上の重要 な柱 であるか らにほかならないか らである としたので ある。
国家的体育の興隆 を この ようにみた前川は,民 族的,国 家的意義 を具現 した国民体育 の確立 を主
張 したのである。
「体育に対 して国家の政治的な組織 を完成する ことが,今 後 の問題 として残 されてい ると思 う。
即 ち,体 育 を国民の義務 として要請すればす るほど,一 層体育政策 として,国 民体育の組織 の完成
を図 らねばな らぬ ことを痛感 する。国家 は体育 の民族 的,国 家的な意味 を認 めることが強 ければ強
いだけ,そ れを現実の政治の上 に反映 してゆ くのでなければならな い し,反 対 に国民 は,そ の組織
に喜 んで入 ってゆかねばな らないの である。 そこに現代 の 日本体育 にお ける新 しい道徳性 を発見す
る。力 の国家,力 の文化 とい うものが重視 されればされ るほ ど, この道徳性 とい うものが重要なも
の となって くるのであ る。
国民体育 は,体 育 をなす ことにおいて道徳的義務 があるばか りでな く,そ の体育 が道徳 によって
つ らぬかれ るのでなけれ ばな らぬ。体育 も亦 『皇道 に帰― しなければな ら』 ぬので ある。ヒ0と 。
社会 の身体 と「真実人体」
国家主義的,民 族主義的体育 を主張 した前川 は,そ の根幹 に「社会の身体」とともに「真実人体」
なる身体観 をすえたのである。前川 は,「 社会 の身体」という概 念 を「人 間 の社会性 を作 る基体 とし
ての身体 YOで あると規定 したが,こ の「真実人体」 について「体育 とい うものが 『体』 ということ

のみとらわれて,真 実 『人体』 としての『体』を忘れるときには,そ れは抽象的なものとなるV9と
いい,「 体育の行為そのものは一つの全体であり,『 人体』のはたらきをまってなされるのであるY°
と述べる一方,そ の概念を日本の民族的課題 を体現 した道徳的身体 として規定 している。つまり前
川は,「『真実人体』 というのは人間の ことである。
否 ,わ が 日本 の歴 史的現実 をになって い るところの人間その ものである。それ故 にそれは国民 で
ある といわね ばな らぬ。従 って体育 が個人 の体育 ではな く,『 国民体育』 であるところに,体 育 の
営 みのうえに必然的にその行為 の秩序 を考 えるところの,道 徳性 とい うものがでて こな けれ ばな ら

ないのであるPと 述べ,か つまた「現代が要求 しているところの人間のタイプは,蒼 白な弱々 しい
『識見の人』 ではなくして,指 導的な力 に富み,生 命力 の躍動を内 に感 じ,退 しき旺盛な精神のか
°という。
よう身体人である学
前川は,「 社会の身体」が民族的 に象徴化された身体 として「真実人体」なる概念 を挿入 したので
ある。 この観点 に立って前川 は,「 真実人体」のうえに成立する体育 は当然の ことなが ら「日本民族
の生成発展 を希求す るところの体育写のであり,「 民族体育 としての性格 をはっきり自覚 しなければな
らfO)ず , したがって「民族的なつなが りをもたない身体的教育,即 ち『純粋 に身体能力』 のみを目
当にしている体育 とはおのずか ら異っている。従 って生理学 に基礎 をお く健康体操や,医 学的,整
形的な治療法の如 く,民 族的なつなが りから離れて,個 体的な身体 の擁護 につとめるとい うことだ
けでは,民 族体育 とはいいえないのである」うというのである。
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この論理の もとで前川が健康 とい う こともたんに個人的問題 ではな く,国 家的,民 族的問題 に属
する としたのは当然の帰結であった。前川は次のように書 いている。
「然 るに現代 では個人 の健康 といえども個人の関心事 ばか りでな く,民 族全体 の運 命 ,即 ち『国
家 の生 死』の問題 に関わるのである。従 って 自己の健康 に対 して注意 を払 い,そ れを益々増進 せめ
る よ うに す る しな い か は,単 なる個人の出来 ごとではな くなって い るので ある。生産的方面 の戦
いに して も,軍 事的方面の聞 いに して も,一 国 の総 力戦 においては,国 民 一人一人の
健康 が高 いか
低 いか とい うことは,国 家の浮沈 にかかわ りをもつ のである。 (中 略 )こ こにおいて健康 も亦個人の
ものではな く,国 家の運 命 ,民 族の生命 とかかわ りをもつ もの といわねばな らな くな り,新 しい言
葉で い えば,監 遣 惑実践チ乞遣か健康 入 あ遣 とな り来 っているので ある。か くて国民体育 において
は,比 較的個人的な もの と思われる健康 です ら,個 人 の自由意志め 下 においてで はな く,個 人 の国
家的・民族的意志 によって なされ るのである。 (中 略 )こ のよ うな国民体育 の立 場 にたてば,先 ずわ
れわれの身体 を『自己の もの』 としてみる身体的個人主義の考 え方 を転換 しなければならない。 こ
こで は自己の身体 をば,大 君 に捧 げ奉 るべ きと考 え,わ が身 を育 てることが 『胎肱 の臣」 としての
最初 の義務であるとみるところの深 い国民的信 念 が必 要なのである。9°
都会文明 と自由主義 スポーツ批制
このよ うに「社会 の身体」,「 真実人体 」 といった概念 を創出 し,身 体 と健康の国家的 ,民 族的意
義 を強調 した前川 は,そ うした民族 的身体 の能力 ,換 言すれば体カカXl)機 械文明の一般化 ,(2)都 市
化現象の拡大,(3)私 利私欲の追求等の風潮 によって低下 しつつ あることを指摘する一 方, このいわ
ゆる国民体力の低下問題 の解決 と民族的生 命 の発展 は,都 会的環境の再建 (都 市計画 ,国 土計画 に
よる人 間破壊的環境の除去),都 市生活の再建 (筋 肉労作の尊重 ,機 械文明 に依存 した生 活 か らの解

放 ,衣 食住 の素朴化,労働 の尊重 ),体 育的諸施設の完備 ,体 育実践 (国 民 としての義務 を果すため
の組織的 な訓練 )に よって実現 されるとし,こ の立 場 か ら都会文明や機械文明 ,あ るいは体育 ,ス
ポーツ にお ける自由主義,個 人主 義的傾 向を批判 し,同 時 に全体主義的,民 族主義的世界観の確立
を主張 していったのである。
まず前川 は,都 市が個人主義 ,自 由主義の温床 になってい ると指弾す る。
「民族的生命 の発展 を国策 として考 える ときには,出 生率減少の根本原因 としての 自由主義思想
や,個 人主義思想を完全 に払拭 しない限 り,所 期の 目的に達することはで きな いであろう。 か く考
えて くる と都会 とい うものに対 して思い切 った手術 を施す必要があると思 う。都会 は,所 謂 イ ンテ
リ階級 の住所 であ り,且 つ比 較的中流以上の階級の ものの集合地 で あ り,又 教育 の場所で もあ り
,

個人主義的世界観 の源泉で もあ る。 この都会 を此の儘 にしておいては,人 口の約半数 を占めるとこ
ろの都会 は,次 第 に民族的生命 の頼廃場所た らねばならな くなるであろ う。 (中 略 )日 本 の民族的生
命 の確保の為に,個 人主義 の清算 とい うことが絶対 に必要であるといわね ばな らない。換言すれば
個人主義的世界 観 を脱却 して,我 々の 日常の生活 を民族 的世界観 の地盤の上 に打立 てねばならない
のである。運動 すれ ば身体 が丈夫 にな り,丈 夫な親か らはよい子が生 れるであろ うなどと簡単 に考
えていたのでは,民 族的生 命 の発展 に対 して貢献す ることは容易でない。強靱なる身体 をつ くるこ
とは大 いによろ しい。それは現 に生 命 を持 っている もの も,又,将 来生れ るべ きものに対 して も必
要な ことで あるが,こ うい う人が個人主義的世界観 の枠 の中 に入れ られてい る間 は,民 族生 命 の生々
たる発展 を願 う ことは到底不可能 で ある。
ここにお て,今 後 はどうして も体 育的営み と共 に,必 ずその根底 に民族的世界観の確立 とそれに
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基付 く実践 とを並行せ しめねばならない と考 える。g働
そして国民体力の低下問題 を「 あ くまで国家的な問題 とし,国 家的なるが故 に深刻 な自己の問題
として吟味 してゆかな くてはな らな いす°と説 くのである。
さらに前川 は,ス ポーツを都会文明 の象徴 としてみるとともに,こ の 自由主義的,個 人主義的文
化 であるスポー ツか ら「個人の自由意志 を超越 Jし た国民体育 へ と変容す べ きであると主張 して い
る。
「都市 においては何故 スポーツが栄 えるのであろうか。 い うまで もな く,都 市 は自由主義的文化
の華 というべ きところである。 そこではいわ ゆる消費文 化 に陶酔 し,文 化至上 の精神 が充満 してい
る。 しか し,消 費文化 は必然的にその うち に人 間 を虚弱に導 く要素 を含んで い る。 み よ華 かなる文
化 をほ こる都市 に,気 力のな い,臆 病 そ うな人間が横行 し,そ の高 い文化の おかげで人 智 をもって
人間の支配力た らしめようとは して も,か か る文化人 は到底心身 を緊張せ しめ,我 々の生 命力 を危
険 にお くよ うな事態 に耐 えることはできな いので ある。況んや,都 会人の中に最 も生 命力 を必要 と
する兵士た り得 るものが少 くな りつつ あるのは,当 然の帰結 といわねばならぬ。都会文化 の寵児 と
もい うべ き学生生徒の身体的方向に,頼 廃現象 がみられ るの もこのためである。 そ して, これは自
由主義的文化が最 も華やかであった大東亜戦争以前 において,最 も明かにみる ことがで きたのであ
った雪°と。
そ して また前川 は,「 個人主義的 。自由主義的」な「スポーツは如何 に発展 して も国民 の総てに実施
を要求する ものではな い。何 となれば,そ れは個人の自由意志 によって成立 したのだか ら,そ れへ の
意志が存在 しな いところでは,ス ポー ツヘ の関心 は起 らないのである。 ところが 国民体育 は,明 に
のべた如 く個人 の 自由意志 を超越す るものであって,個 人の要求の如何 にかかわ らず,却 って,国
家全体の運 命 又は民族の歴史的使命 を完行する とい う立場 か ら,個 人 に対 して体育する ことを要求
するのである。 (中 略 )要 す るに国民体育 は,個 人 の 自由意志や,個 人の欲求・興味 に依存す るので
はな くして,国 民 としての務,即 ち臣道の実践 を自覚 してなされ るものであ り,そ れ は国民 として
生 まれ,国 民 として死ぬるまでに亙 って永続 され るべ きものであ り,而 もそれはスポーツ特権階級
の如 きもののための体育ではな く,す べ ての国民 を包含 しなければならぬ ものである。go
こうして彼 は,「 今次 の戦争 を転期 として ,国 民の資質に対する要求 は一 変 しgn,「 明 日の東亜 を
建設す る者 は, この転換期 を突進するための新 しいタイプの人間」°°,言 い換 えれば力 にあふれた
身体人が全体 としての民族教育 の理想である とす る。
「文明 と人 間 の生 命力 の関係 を比喩的に言 う ことが許 され るならば,次 の ごとく現わす ことがで
きるであろう。恰 も農作物が開花結実 しな い ときに,文 化 とい う人工 的な ものが,そ れ を生育す る
力 を もぎって,遂 に農夫 は一物 をも収穫 し得ない と同 じく,文 化 は文明人か ら,文 化財 を獲得 した
り,所 有 した り,或 はそれの創造 をなすべ き力 ,即 ち『生 命力』 をうばい とって,や がて文 化 の運
載者 としての能力 を失わ しめている。 これは結局 ,民 族の破滅 を意味する。か く観 じたる とき,健
康なる身体的基体 によって行動す る国民のみが ,伸 びんとす る国家の うえにの しかか る重圧 を排 し
その緊張関係 に うちかつことができるので あ る。
,

而 してわが国の最後の勝利 は,『 退 しい心身の力』を基体 とする国民 の働 きにあるので あって,そ
れ故 に基 体 としての心身の退 しい力 は,我 が国 の 政 治 教 育 の 一 理 想 で あ らね ば な らな いの であ
る
『〕
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生活意志 と労作主義体育
国家主義,民 族主義的体育 を提起 し,そ の過 程 で個人主義 ,自 由主義 的 スポーツ観 を批判 した前
川は,民 族主義体育の中心的な課題 とされた「真実人体」 の能 力 ,す なわち国民体力 の低下問題 の
解決を生活意志 の確立 と「労作体育」の実現 にその糸 口を求めようとした。
前川が国民体力問題 の根幹 に「生 活意志」 という概念 をすえたのは篠原 の意志的体育論の影響 を
無視 しえなかったか らにほかな らな い。前川は,国 民体力の低下 とい う問題 はいわゆる肉体的条件
に原因するより以前 に「生活意志の低下 に由来 して い る(T)と み,篠 原の い う
「身体 の意志的形成」に
II「 ,い
かかわる「′
べ
b構 え鼈
」の 問題 を全体的にとらえ直す きであるとい う。具体的には「国民体位
の低下 を救済するζかためには従来の反労働 ,反 勤労 とい う価値観 に もとづ い た「斯 の如 き生活意 志
の転換雪3ち ゞ
要求 され るとし次のようにいっている。
「体力の低下 した抑々の原 因が単 に体育 の不 十分 や衛生 的施設や擁護の不十分 にあ るよ りも,寧
ろ生 活意志その ものの弛緩 低下 にあるが故 に,斯 の如 き病 を得て初 めてその庇置 を講 ずるような対
症療法 にも等 しい庇 置 を講 する以前 に,先 ずその根源 に遡 り,国 民の生活意志の振作 を図 ることが
何 よ りも大切 なことであると思 う。即 ち堕落的な生活意志の刷新 ,享 楽的な生活意欲の払拭 こそは
国民体位の根本問題である。」°

,

では前川の い う「生活」 とはなにか。彼 はそれ を「生 を学ぶ!9こ とで あ り,(1)働 くこと,(2)休 息
と睡眠 ,(3)飲 食 によって構成 され,な かで も「働 くこと」三「労作」 において意志は心身的な「行」
として具現 されるが故 に働 くことが体位向上 の 如何 を決定することになるとい う。
「 よ く生 きるか,悪 しき活 きるか,そ れ は体位 の向上 か低下 か を決定する大切な鍵である。 ここ
でい うよ く生 きるとい うことは,決 して富 を集 め,財 を得て喜 ぶ ことでな く,又 享楽 を求 めて満足
することで もない。寧 ろ夫々の務 として課 せ られたる凡 ゆる労 作 に対 して悔 を残 さざるように精 一
杯 の働 きをすることで あるといい度 い。更 に精 一杯 の働 きをな し得た ことに対 し,心 か らの喜 びを
感得 し得 るようになることで ある。 自らの業務 となるもの に対 し,全 我 を打込んで当ることの 出来
る人 ,而 も其の中に喜 びを感受 し得 る人 は,最 もよ く其の生 を生 きた い といえるので あるが,所 謂
心身 を挙 して物事 に当 る体 の生 活態度が確立 した とい う ことは,確 かに体位向上の第 一着手 に成功
した ことである。!D
ここで前川が い う全我 をうち込み,そ の喜 びを感受 しうる生活意志の確立 とは,い うまで もな く
高度 国防国家体制下 における東亜建設 のための国家的「業務」 によって補完 されるのである。
彼 は,「 黙々 として野 に耕 し,孜 々 として工場 に働 く生活の 中 にさえ,無 上の喜びを感得 し,健 康
な肉体 の意識 と強靱な生活力の体認 をえ,而 もそれ らが結局 は,国 家建設の重大 なる根基 であ るこ
とを識 った時 ,胸 底 よ り沸々 として湧 き浴れ来 る感動 ,感 激 こそ,永 遠不滅の喜悦であ り,な お こ
れ等 は,自 己の生 活 を更 に護 り,発 展 せ しめん とする真実の願 いに満ちた ものである」9と いい, こ
うした「生 を真 によ く生 きるには,働 くことに己 を没 し,所 謂 『働 くものなき働 き』 の境地 に 自己
を置 くこと!9, これが「専心」,「 一朝一 事」,「 ―事 一 念」の境であ り,究 極 としての「三 昧 の境 」
である と述 べて い る。
「生 を徹底 的 に生 き抜 く為 には,無 我 の境 において働 くものでなけれ ばならぬ。併 し無我の境 で
働 くには,他 念 なき専心 によらねばな らぬ。専心 の行 はその究極 において『三 味 の境』である。我 々
が真 に 自己の充実 を覚 えるの は,自 己の仕事 に対 して全我 を没入 して,三 味 の境 にあ るときにおい
てである。写D
労作 を中心 とした「生活意志」の延長線上 に国民体位の向上の契機 をえが いた前川 は,そ こに体
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育の存在論的根拠 を求めようとした。彼 は「生 を学ぶ こと」 が,す なわち体育 であると次のように
述 べている。
「我 々が考 える体育 は,肉 体 の働 きが その まま身体の働 きとして現成 する ことへの努力 である。
従 ってか くの如 き体育 の究極 の 目標 は,身 をもって学道 し,身 体 の働 きが人 としての働 きを現す
ようになることにある。 それ故 に抽象 を破 って,人 としての道 を身 をもって体験 し,観 念 を越 えて
体認 し,体 得する とい う ことが,み な体育 の領域 にもな らなければな らぬ。
併 し身 をもって体験 し,体 認 し,体 得す ることは,実 は生 を学ぶ ことに他 ならなか った。何 とな
れば,こ れ はいずれ も知の立場 を越 えて,そ れを具体化 し,身 学道 することであるか らである。か
くの如 く考 えて くる と,生 を学び,生 活 を学ぶ ことの 中 に,体 育 の最 も原本的な形式が認 め られる
といわねばな らぬ。
fウ

「身学道」を発想の軸 に前川は,体 育 の過程を順応カーー作業能カーー専心一―行一一生命の絶
対性一一安心 という一連の過程 において とらえ,体 育の目標 を具体的には(1)b身 の発育を促 し,作
業能力を上昇 させる こと,(動 内的,外 的環境 に対する)贋 応力を高め,生 の 自然的律動 を体験せ しめ
ることであ り,終 局 的 には「生 きる為に生の充実を促 し,生 きる力 を発展せ しめることfり をあげて
いる。
体育 の目標 の第 一 に作業能力の上昇 においた前川 が体育 と労作 を結合 しようとした ことは言 をま
たな い。彼 は,労 働 は生産行為であ り,直 接的,間 接的 に何 かを生産す る とい う,い わば結果 を問
題 にする。一方体育 は,そ れ に対 して心身 を鍛錬する手段 であ り,そ こに根本的な相違 がある。 し
か しなが らある労働行為 が一定の身体 の鍛錬 を結果するか ぎりにお いて体育の方法手段 として矛盾
し,対 立する ものではな く,し たがって体育の内容 としての労働行為が考 えられ るべ きであるとい
う。
しか し前川の この論理 は,体 育 自 らの 自己規定の放棄 と労働過 程 への体育 の解体以外 の ものでは
な く,戦 時体制下 における体育の破淀 をすでに理論の段階で暗示す るものであった といえる。彼 は
こうい っている。
「か くて労働 ,労 作 が今後 の体育 に とって無 くてはな らぬ もの となって きた ことを,確 かめるこ
とがで き,更 に現代 においては,従 来 の ごとき『非生産的な スポーツ』 をもって青年 を体育す るこ
とがで きな くなってい るといわねばな らない。殊 に多 くの働 き手 を満州や支那の戦場 に送 っている
わが 日本 では,生 産物 の減少する虞 が多分 にあ り,更 には,農 村労働力 の不足 の為 に食料品 にこと
欠 く虞 が存在するのである。 この時代 に,青 年 に労働 ,労 作 を体験 せ しめ,働 くことによって働 く
力 と働 く心 とを養,う ことが,体 育 でない とどうしていえよ うか。殊 にで きるだけ楽 をして,自 分 の
身 を労 した くな い とい う現代人の心 を転換せ しめ,労 働的身体 を形成す るには,ス ポーツや体操 を
もってしては到底不十分である。青年 にとって補償的な体操 が必要であ り,厚 生的 スポーツが必要で
あるのは,働 くことを前提 とす るか らである。従 って,殆 ん ど成長の頂点 に達 しては,ス ポーツや
体操 を もって体育 となす と共 に,ス ポーツにおける如 く全力 を傾倒 して働 くとい うように,労 働す
ることによって体育 する必要が大 い に必要である。
要す るに,体 育手段 を非生産的な ものにのみ限 る ことは,凡 そ現代 を無視するものである。寧 ろ

働 くこと,労 働することの中 に真 に人生にとって必要な体育 があることを忘れてはならないと思う伊〕
「血 と土」 の体育
これらの前川の労作主義体育論 は,「 血 と土」の論理 に導かれた農本主義,民 族主義的体育思想 に
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到達せざるをえない。
彼 は,ま ず農村 ,農 地,土 地民族的生 命 の血 に連 るものがあると同時 に,全 体主義国家の存立の
原基であるとし,次 の ように述 べ ている。
「農民は土地の耕作 に労働 を惜 しみな く使 うことに よって,全 国民 に食糧 を供給 する とともに
民族的生 命 の保持 のために生 命 を提供 し,更 に民族生命 の数量 的躍進 に対 して もまた著 しい貢献 を
,

な し,最 後 に農村 は又民族の生活 に欠 くことので きない労働力 を豊かに提 供 したのである。即 ち
『土
地』と『血』との存続 と発展 に貢献 し,生 産 に対 しな くてはならぬ役割 を演 じて きたのである。 (中
略)農 村 は内にあって生産 の凡 ての部門 における労働力 ,即 ち産業の戦士 を送 ったので あるが,更
に又外 にあっては国家防衛のための忠勇なる戦 士 を送 っていることを忘れてはな らぬ。確 かに農村
は退 しい肉体 と,自 然的環境 に対 して粘 り強 く働 きかけた忍耐力 と愛 国的情熱 をもって,祖 国防衛
の為 に立 つ ところの多 くの強兵 (そ の数約全 体 の七割 といわれてい る)を 送 りだ して い るのである。
我 々 は,国 家全体の機能 にお ける農村 の位置 をか くの ごとくみることによって,農 村存在 の重大
な意 味 を知 ると共 に,農 民 自身 がか くも重要なる役割 を占めていることを喜 び,更 に農民の大 いな
る自重 を願 わねばな らぬ。写。
この農本主義 のイデオ ロギ ー的性格 についてはすでに触れておいたが,5)基 本的 には(1)昭 和 2年 の
金融恐慌 と昭和 4年 の世界恐慌以後 におけ る農村疲弊 と社会不安 を「非常時局」の感覚 にす りかえ
,

それ らの矛盾を都市対農村の対立関係 に矮小化 し,(2)郷 土主義 ,勤 労節約主義 による「農民 自救主
義 Jを 唱導す る ことによって「 日本主義 への 回帰 と純化」 を強調 し,か つ「天皇親政」の超国家主
義 もしくは フ ァシズム体制 の思想基盤 を補強する一方,(3)軍 部 Q要 求 である「強兵維持」 を積極的
に支持する, とい う機能 を果 した
川の上記の ことばに はそ うした農本主義のイデオ ロギー的′
性
格 が よ くあ らわれている。
'0前
この農本主義 を原理 に前川 は,「『国民体育』 は国民が行 う体育 で ある ことは勿論 であるが,こ れ
によって国民が真 に国民 にならねばな らぬ。 この場合先 きの国民 はこの国土 に生 を享 け, この民族
の血 をうけついだ ところの者 であれ ばすべ ての国民の範囲 に入 るのであるが,『 国民 になる』とい う
国民 は,第 一にこの 自然的血 と地の関係 にある国民 にして,而 も歴史的現実のさなか にあって,わ
が日本 の大使命達成の一翼 として生 きん とする自覚 に立 つ ところの人間である。 この ような意味 に
おいて,我 々がい うところの国民体育 は,国 民が この体育 を通 して真 の 国民 になる ところの体育 と
解 した し望 といい,そ うした国民の「,い 化 され,霊 化 された身体 の活動力写9は ,「 血 を同 じくし,心
を同 じくしている民族精神か ら逆 りでる写9も のであるとい う。
そして前川は,農 耕労働 によって鍛 えられ る耐久力や抵抗力 はたんに 自己 の名誉 や学校 ,同 郷 の
ためではな く,「 日本の東亜建設 に対 して障碍 となっている青少年10に 要求 される資質 であ り,世界
平和 とアジアの被圧迫民族の解放 のためであるとしたのである。
「かかる強 い魂 こそは,本 当 の意 味 で世界平和 に貢献す るのである。 か く考 えると,オ リンピッ
ク競技が世界の平和 に貢献 するな どとい うの は皮相的で ある。 それは平和 な時代 にお けるスポー ツ
外交 のよ うな ものであって,こ れ をもって本当の意味 にお ける世界平和 に貢献 しようとは考 えられ
ぬ。内 に十分 なる力 を備 え,そ の力 を正義心,換 言すれば皇道 に即 して行使 する とき平和 が建 設 さ
れるのである。我 々は,真 の平和 の為 に,東 洋 の被圧迫民族 の開放 の為 に,旺 盛 なる気塊 と剛健 な
る体 力 ,不 撓不屈の精神 を競技 によって錬成 しなければならない。」
1)

ここにはアジア主義 の思想原理が うかがえるが,こ の立場 か ら前川 は,「 民族体育 は,民 族同胞の
生活能力及 び国防能力保持の要求 をみたす ものであ り,八 紘 一宇の大精神 を実現するためにな くて
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はならぬ ものである。殊 に世界 の新秩序 を建設 するための盟主たるべ きわが 国 の現実 に とっては

,

その要 求 は特 に大 なるものである。
民族体育 は,民 族 の身体 の破壊的要素 をな くし,国 民 の意志 と精神の力 を発展せ しむべ き任務 を
もって いる。民族 のほこ りは,力 に富み,健 全 にして生 活能力 のある,訓 練 された身体 を基 にして
のみ仲展 する ことがで きるのである。 そ して このよ うな身体 か らのみ,わ が民族の優起 を信 ずる心
が生 じて くるのである」りと述 べ るとともに,血 と上 にもとづ く民族主義体育の基盤である農村 を枯
渇 させたの はほかな らぬ 自由主義社会 もしくは資本主義社会であると批判 し,全 体主義国家思想の
確立 を唱導 したのである。
「 これ までの 自由主義的社会,資 本主義的社会にあっては, この農村 における全体 1性 が殆ん ど忘
れ られ,閉 却 され,或 は否定 され,只 僅 かに農夫 としての名 目を保 つことので きる農地 にあって
,

他の社会から置 き去 りにされ ようとしていたので ある。 (中 略)然 るにか くの如 き過去 の農民無視の
社会状態 を一 変 したのは,い うまで もな く全体主義 国家思想 で あった。 この思想は,農 民 に対 して
全体的意味 を自覚せ しめた。即 ちこの思想 は,農 民が国民全体 に対 して如何 なる関係 にあったかを
知 らせ るに重要なものであった。
農民は,国 民全体 の食糧 を保證するところの重大使 命 をもつ。嘗 て 自由主義経済・ 資本主義経済
の時代 にあっては食糧の如 きは他 の原料生産 国 か らたやす く求めることがで きると考 えていた。 し
かるにい ざ戦争 になって,国 家群 と国家群 とが対立 し,交 戦状態 を呈するようになる と,食 糧生産
地か らの食糧品の輸入不可能 とい う大問題 が起 った。独逸 は この ことを痛切 に感 じ,自 国農業 の独
立 的存在の為に労働奉仕 を始め幾多の農業政策の確立 を企図せ ざるを得 なかったのである。而 して
国家 と農村 の関係 についての これ等の事実 は国民 に農業の位置 を知 らせるに極 めて有効 であった。
農夫 は,か くの如 く全体的立場 にあって実 に偉大 なる国家 的行為 を実現 しつつ ある」9と 。
権力 へ の意志 としての民族体育 と日本 スポーツ道論
農本主義的な労作主義体育論 を主張 して きた前川 は,血 と上 を理 念 とした民族体育 は 蜃
権力 へ の
意志」 を顕現する体育 で あると述 べ る一方,究極 的 には「死狂」の作業能力の養成 を目的 とする日
本 スポーツ道 を叫ぶのである。
すでに前川 は,昭 和 9年 の論文「競技 にお ける意志の訓練」 においてスポー ッを人間の権力意志
を充足する手段 として規定 しているが,こ こで は こう書 いている。
すなわち前川 は,「 今 や最高度 の 国防国家建設のための新政治組織 にあたっては,断 呼 として決 し
それを実行する ところの人 間の養成 を益々必要 としている。そして教育 も亦青年 に闘争能力 を興 え
この要求に適合する身体的並びに性格的素質 を錬磨 しなければならぬ」。と述 べ る一方 ,「 実 我 々は
に
この 『戦 い』 をして民族生成,発 展の父た らしめねばな らないので ある。 い うまで もな く我が国に
とつて,わ が民族正義の実現のための『闘争の力』が絶対 に必要であるよ°と闘争 を民族 的発展の一
大契機 としてみたのである。
,

,

,

ではこの「闘争の力」 とはなにか,そ れ は民族 的生命力 ,言 い換 えれば実践力であって「皇 国民
としての実践力 こそは現代体育 に最 も要求 されているもので ある。 しか もこの実践力 とい うの は
いわゆる身体的な原動力 を基体 とす るところの皇国民 としての行動であ り,こ の行動 は,実 は国民
的精神の時々刻々の発現 に他な らない」°のであ り,「 従 って体育 は,行 動力の源泉 としての身体的 エ
ネル ギー の昂揚 と,行 動 をして国民的行為た らしめるところの皇国民的精神の錬成 をもってその 目
的 としている7)と い う。
,
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(IV)

そ して前川 は,闘 争力 ,す なわち「皇国民 としての実践力」 は「行為 的身体」 の「意志的形成」
によって実現 され うる として い る。 ここで も篠原の「体育私言」が援用 されているが, この行為的
身体の意志的形成 とは,(1)作 業 に対 して真 剣 に当る こと,(2)あ らゆる障碍を克服す るとい う「敢闘
の精神」 を養 うことにほかな らず,こ れ らの意志が戦場 における「戦闘 の精神」や「国防力」 の基
礎 になる とともに「気晩」やた くましい「実践力」 に連 ると前川 はいい,そ の手段 に「競技」 をあ
げたのである。
「競技 は,僅 かに闘争本能 を理性化 し,純 化する ことによって生れ,そ の形式が専 ら身体 的,心
的,精 神的総体 の作業 に対 して,一 定の水準 の下 に優劣 ,高 下 ,勝 負 をつ ける とは云 え,競 技 にお
ては実 に全我的活動 を要求する。競技の もつかか る作業特質 は,直 ちに各人 に対 して高努力 を要求
し,人 格的慰情及び勝利の最高感情 を目覚 ます。
勝利 の最高感情 は人間の本性 で あ り,而 も人類一般 を支配 してい るところの根 本的傾向 であ る。
競技 は,こ れによって男性的 に戦 い,勝 をもとめ,或 は支配せん とする根本的傾 向 の表われであ
り,こ れが民族 との関係 において現わ され る とき,征 戦 にお ける戦闘力 にまで展開す るものである。
(中 略)本 来『権 力へ の意志』
,或 は勝利の最高感情 に 目覚 まされた競技意志 は,ひ たす ら勝利 の も
つ絶対境 へ と自我 を没入 して,最 高 の程度 まで個人的要求 を発展 させ,人 格的活動 の最高感情 を自
覚 し,自 己の技 を現わす。われわれ はここに到 って,始 めて競技 と意志の陶冶 に関す る問題 の入 口
にまで到達する ことが 出来 るのである。雪0
このよ うに述 べ て前川 は,ナ チス 。ドイツのイデオ ロー グであるジ ェンティー レの ことばをさま
ざまに引用 しなが ら「競技 の教育 的要求」は,「 自己の全 能力の最高表現 による勝利 の絶対性 へ の帰
依 であるよ9と 説 いて い る。
この前川の論理 は,究 極的 には日本 スポーツ道思想 の唱導 において完結す る。彼 は既述の ように
権力 を志向する意志 は競技 において純粋 な自己の最向表現 として現 象す るとしたが ,最 終 的 にはそ
の純粋表現 は,競 技 ,す なわちスポーツの 日本主義化 によってはじめて可能 とな り,か つ またそ こ
において大東亜建設圏建設 への民族 的生命力 と融合する とい うのであ る。
ところで前川 は,こ のスポーツ道 とはスポーツにおける
「日本古来 の無我 の境地P,「 神 に祈 るよ
つ
うな真 摯なす がた写 の源 になっている武 士道 に由来 し,「 日本人 の競 技や体操 は,自 己の優越感 の満
足のための ものであってはならない写りのであ り,「 少 くとも自己の優越感 とい うよりか ,国 家 の発展
に寄与する ことを念頭 か ら去 ってはならない。競技 や体操 によって国力 の もとを養 う こと, これ こ
そ競 技人 の最大関心事 でなければな らない。
従 ってそこで養われ るところの闘志 も忍耐力 も犠牲の こころもすべ ては皇 国民 としての錬成 の一
途 に帰 ―するものでなければならない了°という。
そして彼 は,「 スポーツの理想 は,ス ポー ツをなす ことその ことの 中 に見出 され ることよ りか ,却
って人生 をスポーツ として拡大 し,そ こにスポーツの美点 を実現 してゆ くところにあ る。 そ して こ
の究極 は,日 本人 である限 り『忠孝』であ らね ばな らないのである。 (中 略)わ れわれが生 きてお り
スポーツ を楽 しめるのは,畏 くも,陛 下 のお陰 であ り,国 家 のお陰 であ り,之 を小 に しては父母の
,

恵み によってで ある ことを強 く念頭 におかねばな らない。従 ってスポーツに よって身体 を錬 り,心
身 を育成 してゆ くの も,君 のために喜んで死 ぬることの 出来 ,親 のために惜 しみな く己 を棄 てんが
ためである。 (中 略)体 育 によって立 つ ところの所以 の ものは,実 は国家 のために惜 しげもな く命 を
捧げる ことがで き,真 に国家 のために『死狂』 の作業 をなす ことがで きるようにせんがために,真
にわが身 を愛 し,わ が生 命 を愛惜するのであるか ら,真 に体育心 を起 さしめるにはこの ことを惜 い
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て外 にな い といえ よ う了°と「忠 孝」 と「死 狂 」 のた めの体 育 論 に帰着 させ たの で あ る。

(3)羽 田隆雄 の 日本体育道思想の展開
大東亜体育 の理 念
一 方羽田隆雄 は,昭 和 16年 に「体育 の理念」,日 召和 18年 には「 日本体育道」 を著 し,「 八紘為宇」
を基本理念 とした大東亜新秩序建設 のための 日本体育道思想 を鼓吹 して いった。羽 田の 日本道思想
には農本主義 をはじめ人的資源論 ,身 心 一如 ,学 行 一 如,自 他一 如 ,時 空一如 ,郷 土主義 ,ア ジア
主義等の超国家主義 の思想原理が可能なかぎ り動員 されて い る。
羽 田は,吹 東亜新秩序の根本的理解 は,八 紘為宇 の本義 を治ね く大東亜 に顕現 せ しめつつ萬邦 を
して各々の庭 を得 しめよ,も って皇 国 の世界史的 自主体制 を確立することを根幹 となす もので あるg9
と述 べ,「 八紘為宇 」 の理 念 に次 の ような説明 を加 えたのであ る。
「八 紘為宇 というのは,単 に哲学上 の所謂普遍主義 ではない。 かかる理論 的な普遍主義 では抽象
的な普遍主義 に陥 らざるを得ないで あろ う。 しか しなが ら,反 対 に,そ れ は単 に一 国家の内に立て
籠 るとい うような個別的な全体主義 で もない。 かかる個別的な全体 主義 では現実的な生々発展性 を
欠 いているのであ る。即 ち,こ の大精神 は,抽 象的な普遍主義 に陥 らざる ところの現実的な個別的
な世界構造 をもって い る歴史的な全体主義 とい うべ きものである。一層具体的 にいえば,所 謂 まつ
ろわぬ国々につ いて はさて惜 き,先 ず もって,ま つろ う国については,そ の国々の性格 に従 って
その独立 をそれぞれ承認 す るのである。 そして必要 に応 じてその事情 に適す るような惜置 をな し

,

,

或はその独立 を援助 し,或 はその独立 を確認 し, しか もよ くこれ らを大東亜共栄圏 に加 え,更 に大
東亜広域経済圏の一 員 に参加 せ しめ,そ れによって十分 に,そ れぞれの国家的活動 をなさしめると
い う ことに なる。7°
この八紘為宇 の理念 には,明 らかに盟主たる日本が欧米帝国主義か らアジア諸国 を解放 し,大 東
亜共栄圏に翼賛 させ る というアジア主義がその根底 に流れている。
この八紘為宇 の理念 か ら羽田は,「 大東亜共栄圏 を建設 して,そ の悠久に して且 つ健全な る発展 に
邁進する ことは,我 が 国現代 の大使命 で あ り,こ れは我が国肇以来 の国是 が具体 的 に発現 しつつ あ
るものであるrの といい,そ の観点 か ら大東亜共栄圏の教育 は,日 本民族 の教育 と大東亜地域内諸民
族の教育の二つ に分 けられ ると述 べ るとともに,大 東亜新秩序建設の い う使 命達成のための「身体
的実力 の保有者」 の養成 を全体主義体育 の理念 にかかげ,次 の ようにい っている。
「大 東亜諸民族 の指導的立場 か ら,日 本民族 は真 に他民族 の指導者 とな り得 るがためには,何 よ
りも先ず身体的実力の保有者である ことが必要である。か くてお よそ いかに異 なった環境 に活動 し
,

いか なる異民族 に対 するとして も,又 いかなる物 の欠乏に直面 し,い かなる精神的苦悩 に出合 うと
して も,こ れに 堪 え,且 つ これを克服 し得 る精神 と身体 とを有 しなければならない。ここに身心一如
の正 しい体育的訓練 の重要性がひそんで い るのであるF° と。
そして 羽田 は,大 東亜体育 の理 念な らびに方法的基調 は次の諸点であるとして い る。

9

了
(1)「 大東亜教育即体育 の理 念 は,民 族的なる方法的基調 に結 びついた ものでなければならない。
その「民族 的 であるとい う ことは,単 に民族的利己的立場 に基づ くものであってはならな い。
それ は他民族 を単 に他民族なるが故 に排斥す るような ものであってはな らない。
9°
却って根源的に人倫性を維持しているものでなければならないのである。
「技
この人倫性 とは,「 知識と結合すると共に技術 と融合するところの活動9° を意味し,同 時に
gり
術的操作を通じて顕現せられ得るところの民族的体験に生きること でぁり,そ れが「大東亜
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教育即体育 における人 倫性 の獲 得 で ある。9°
(動

「大 東亜教育RF体 育 の理 念 は,勤 労的 なる方法 的基調 に結 びついた ものでなければならない伊?

偲)「 大東亜教育即体育 の理 念 は,奉 公的なる方法 的基調 に結 びつ いていなければな らない#)こ
の奉公的 ということは,献 身的であ り,「 自己の具有す る全生 命価値 を棒 げて,活 動的決意 に基
づ き行動する とい う ことg° である。
しか もその行動 は,「 決意性 子のと
「思想健 ]と を具備 して いなければな らず,そ の思想性 とは
い うまで もな く「大 東亜新秩序建設の大道 に生 きるとい う奉公的精神の顕現雪9で ある。
そして羽田は,大 東亜教育 と同様「大東亜教育 における体育 の問題 は,こ の大 東亜新秩序建設の
,

基 本理念 を中心 としなが ら,大 東亜地域の諸民族の指導上 と,大 東亜地域内在 日本人体育 と,内 地
日本人教育即体育の,そ れ ぞれの上 に顕現せ られなけれ ばならない」9と 述 べ るとともに,こ れ らの
理念か ら従 来の体育 を指弾 して い った。
すなわ ち「大体今 までの教育 では,皇 国の道の教育 としての体育 とい うところについて は,未 だ
十分 自覚 が出来て いなか った とい うこと,知 育 と体育 と徳育 ということの一体性 については,未 だ
十分 自覚 せ られていなか った とい うこと,自 由主義的傾向が非常 に強 くて,未 だ鍛錬中心的教育で
なかったとい う こと,体 位向上 が叫 ばれて も更に国家奉仕 目的の体育 とい うことが十分認識 されて
いなかったとい うことに気が ついて来た。 そ うして社会的体育施設 について も,色 色 これ らの方面
において研究 しなければな らない ということに,気 がついて来 た と言われ得 るのである。9°
よ り具体的には次の点 を指摘 したのである。

1.教 育理論の再検討 と体育 の問題。
従来の教育 は,国 民精神 の神随 に関 して十分考慮 が払われ てお らず,外 国の模倣 に終始 し
,

「我が国の歴史的伝統 に立 った現実的教育 というものが十分 自覚出来 ていなかった。
ザ
1)

2.三 育主義支配的で,

しか もその三育 を統一することがなか った。言 い換 えれば「教化 と感

情 と道義 とい うような ものの一体 化 を欠 くような議論 では,十 分 に教育 の意 義 を徹底せ しめ
ることが出来ない。雪D

3.従 来の教育 は,自 由主義的であ り,興 味本位の教育 とな り,個 別主義教育が集団的,団 体
的な訓練 を怠 ってきた。

4.国 民体位の向上 と国家奉仕 とい う関係 を確固 として把握す ること。
5,国 民体位の向上 と社会教育 の関係 を樹立 し,社 会教育 目標 の系統 ,関 連 ,組 織 ,実 施方法
を検討すること。
大東亜体育 の 目的
八紘為宇 を理念 とし,大 東亜新秩序建設 のために他民族 に対 する指導的な
「身体的実力の保有者」
の養成 を叫び,そ の方 法的理念 を民族 的,人 倫性 ,勤 労的,奉 公的なるもの等 に求 める一方,従 来
の教育 ならびに体育 を批判 した羽田は,大 東亜 の体育 の 目的 を具体 的 にど う設定 したのか。
その 目的の まえに羽田は,体 育 の概念 をこう規定 したのである。
「体育 とは,本 来行動的環境 にお ける身心一体の活動 を通 じて,各 個人 の肉体的諸機関 を鍛錬す
ることが即 ち其の意志 を錬磨 するものである ことに基 づ き,身 体的 に強健 で あって主体 的 に技術の
堪能なる人間的実力 を充実せ しめる為 に,個 別的乃至集団的,伝 統的乃至国際的 ,遊戯的乃至勤労
的なる各種 の運動作業 を組織的且 つ系統的に実施 し,以 って国民体位の向上 を図 り,献 身的に国家
に奉仕するの実践的信念 を啓培するところの表現理会的なる教 育の一 部面 であって,正 に師 と弟子
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との 自覚的結合 における生命的交渉 なる共 同的向上 その ものでなければな らない。99
羽 田はこの体育の概念か ら次の四つの体育 目的 を演繹 して い る。
その第一 は,「 人的資源の培養 ,強 化に努 め,こ れ に教育的重点 をお き,真 の体育 を根幹 とす る大
東亜精神の教育 を刷新振興 し,特 に学校 並に社会 における体育 の振興方策 を確立 しなけれ ばならな
い。特 に青少年学徒たる国民階層 を中核 において,こ れ をあ くまで尊重愛護す る ことによって,現
在及び将来の国民 一般 の増強 を図 らなければな らな いざ
Υそれによって「現在及 び将来 に互 って大 東
亜地域 における指導力 を確保 し得 る,不 撓不屈の精神 と剛強壮健 なる体躯―一鉄 の如 き意志 と巌の
如 き体躯―― とを有す る皇国民の錬成 に努 める甲 ことで ある。

第二 に,こ の理念なり目的 を実現する具体的目標 として(1)「 邦家当画の急に応ずると共 に国家永遠
0で あり,(2)「 体力及び資質において
の発展を期する方策を樹立すべ きザ
将来他民族を凌駕することを
必要とする。
9り は
)高 度国防国家 における国防力の増強 に即応 した資質を準備すること。
(4)大 東亜諸民
族に対する指導力の確保。別の ことばでいえば「極寒極熱の地における活動にも堪え得る実力9° を
リ
養成すること。(5)「 男子に対 して優秀なることを要求するザ
のみならず,「 特 に女子 においても精神
0°
的並に身体的に壮健ならしめる」 こと。
第二 に,そ の根本的な基調 は「あ くまで も徹底 したる民族 的,勤 労的,奉 公的 なる精神 !0° という
りを具備 して いなければなら
ことで あ り,「 いか なる時庭 にあって も,皇 国 の道の発現 としての本質」°
ない。そのためには「―.皇 国無窮 の発達 のためには,青 少年学徒の階層 が,量 において も質 にお
いて も我が国民の 中核 をなす階層 で あ ることを明認することを必 要 とす る。青少年学徒 は,誠 に一
国消長の根本で あると言われ得 るであろ う。 二.個 人 を基調 とする世界観 を排 し,家 と国 とを基礎
とし,民 族精神 に一貫 したる世界 観 の確立 ,徹 底 を期 しなければならない。三 .我 が 国民 が大 東亜
諸地域 の各民族 の指導者た るの確信 と責務 とを 自覚 し, これに伴 な う気持 と実力 とを養 う ことに務
めなけれ ばな らない。最後 に,四 。体育指導者 の量 的並 に質的向上 について飛躍 的発展 を期 するが
ため,こ れに全 努力 を加 えなけれ ばな らないのである。」0°
そして五 として「大東 亜体育運動 の刷新 に関す る主要なる内容]0° に(1)体 育運動の刷新 ,振 興 を図
ること。 目標 ,方 法,教 材 の刷新。磁)武 道 ,教 錬,体 育訓練 の拡充強化 。0)国 民 の衛生 ,養 護 の刷
新充実 をあげる とともに,次 の ような方法 的課題 を提示 したのである。
「知 徳体 一 致の原則 に立脚 して,教 学一 体 ,文 武 一如の根本 を確立 し,学 行 一如 の理想 の下 に
,

,学 校 は,教 師 と生徒 との,社 会 は先達 と後進 との同
胞同呂の精神 に依存 し,真 に徹底 した る職域奉公の臣道実践 に向 って,生 涯修業 の大道 に立 ち一―
もって皇運扶翼の実蹟 をあげなけれ ばな らないであろう。 二,か か る教育即体育 の基本的な原理 の
師 と弟子 とが倶行倶進するとい う本義 に貝Jり

実施 と共 に,体 育 の各 部面 に互 って各種 の調査 ,統 計等の研究資料 を整備 し,体 育 国策の方針及 び
それ に基 く企画立案の根本的依檬 を求 めることが必要である。而 してこれがためには,三 ,調 査

,

研究並 に指導 に当る機関 を必要 とし,学 校体育 と社会体育 ,学 校体育 と社会体育 と軍隊体育 と連関

,

その外,国 民体育全般 における制度的 ,組 織的方面の総合 ,統 一 化 をなす ことを必要 とす るのであ
る。」09
内外 一 如の身体
既述のような羽田の体育理念 は,ど のような身体観 の うえに成立 してい るのか。彼 は,「 身体」と
「 肉体 」とは明確 に 区別 してお くべ きこと,ま た身体 の把握の しかたによって体育 の理 論 的相違 が明
らかにされ る と述 べ る一方,そ の身体観 には二 つの立場が存在するとい う。すなわち第 一 は,身 体
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を自然界の一事物 もしくは一形態 としてみる「外面的考察」の立場であ り,そ の第二 は,身 体 を生
活体 あるいは「全機」 としてみようとする「内面的考察」の立場である。
この二 つの立場 に関 して羽田は,「 一 方 に私 の身体 は,私 の精神的活動 の支持者であ る と共 に,他
方に船て此の身体 は,単 に身体現象 として外面的 に考察せ られ るだけの もの以上 に,内 面的な深度
°
を有 ったものか ら現 に働 いてい るところの ものの顕現相 で あると考 えなければならないであろう」°
といい,ま た「我が国におて,身 体 を自己の体験 か ら,精 神的主体 としての身体 と,其 の顕現相 と
しての身体的現象 としての内的統一 として,体 育 の理論 的考察 を試み られた一一而 して其の影響 は
可成 り大 なる ものが あるが一一篠原博士の『体育私言』 は,言 う迄 もな く吾 々 にお て も亦十分 に其
の価値 を認め,其 の本質的意義 に就 いて其 の 内容 を徹底的に捕足 して置 かなけれ ばな らないのであ
る」0狗 と述 べて主観的な身体観の意義 を説 いてい るが,羽 田は,基 本的 には身体 を外面 的考察 と内面
的考察 との統 一 において とらえるべ きであるとす る。
すなわ ち「身体 を内外一如其の ものの立場か ら考 えることに到達 しなければな らない のであ る。
而 して我々 は,此 の内外 一如的なる統一 としての身体 の意義 を,単 に身体の外的側面 か らの考察か
ら内的側面 か らの考察 への転 換 としてのみ考 えないで,更 に之 を一歩進めて外面的考察 と内面的考
察 とが正 に一体 であるべ きもの其の ものか ら考察す る立場 に復 帰 しなければならないであろう。吾 々
が,此 鹿 に体育 の基礎的理論の再構成 を試みん とするのは,正 にかかる内外 一如 の立場 ,或 は立場
以上の内外一 如 という絶対的立場其 の ものに,其 の 中核 を置 くべ きことか ら出発 しなけれ ばな らな
いの である。内外 一 如 という絶対的立場 か ら身体 を考察す るとい う ことは,既 に身体 を単 に外面的
に考察する ことか ら,内 面的 に考察す ることに向って進 まなければならない とい う要求 の中に十分
°と
示 されてい る」°
。
そ して羽 田は,内 外一如 に立 った体育の理論化のためには(1)身 心一如 ,9)時 空一如 ,俗 )自 他一如
の座標軸 をもつべ きであると述 べ,そ の根拠 は,「 世界が創造す るところの形成面の 中核 ともい うべ
きものを主体 であ ると考 えてい く限 りは,そ の世界 が創造す るところの環境面 の第 一周辺 とい うべ
きものが,環 境 的な生体 としての身体」09で あ り,し か もこの身体 は,「 行動的環境」￨こ おいては じめ
てその意味 を見出 し,さ らにまたこの行動 的環境 は歴史的,社 会的であるが故 に身体 も「歴史的身
体」 として規定 され うるといい,身 体 を現実的 ,歴 史的,時 間的,空 間的,環 境的な存在 において
とらえたのである。

こうして羽田は,内 外一如,身 心一如を「社会的,歴 史的に同時に働 らくそのもの」IOlの 在 り様 と
してみ,そ の身体性の世界が「我が国の体育の理念を根本的に捉える上から,最 も大 きな根源的な
問題]・ )で あると認識 し,こ のことを羽田は,体 育的活動と芸術的活動を対比させこう書 いている。
すなわち,芸 術家 は,自 分 の作品で自己 を表現 し,そ の作品 か ら教 えられ るが,「 表現 ,発 動 それ
か ら復帰 ,理 会 とい う現出 と還 帰 して,流 動的 に動 いているものが,生 きた働 きその ものである。
(中 略 )主 体 と身体 との製作活動は,表 現的な発展的顕現運動 とその内容的なるものの理会的な復帰
運動 とい う二 重の運動 をしてい る。即 ち,こ の運動の裡 において,吾 々の精神的活動 の広 い部面 を
捉 えた ものが,回 ,こ うい う構造 をもって い る といい得 るのである。Jり これに対 して「体育 的運動
,

或は活動 とい うの は, この 肉体 を道具 にして,こ うい う顕現即復帰運動することなのである。肉体
を道具 として,そ の肉体 を通 して,主 体 が意志 をその内に含 んだ ところの身体的な製作品 をそ こへ
出す とい うのが ,体 育的運動 ,或 は活動 である。 そ してその体育的運動 は,主 体 の活動 として,そ
れ自体が客 観的な ものであ り,そ のか ぎりにお いて主体 か ら離れて終 う。 そ してか く離 れて しまう
と同時 に,そ こに次 ぎの運動の反省材料 として,吾 々 に又色々の もの を逆に教 えて くれ るとい う構
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造のものである。」動
この「顕現即復帰運動」の状態 が,別 の表現をすればすなわち身心一如,自 他一如,時 空一如 と
い うことであ り,そ うした場 が体育 で ある と同時 に身体なるものが社会的,歴 史的存在であるとい
1°
う理由から社会的,歴 史的な場が「体育的活動の場所」 であると羽田はい うのである。
この身心一如論 から羽田は,体 育を「身体 と精神 との一如的な結合活動で これを通 じて肉体的の
鍛錬 と意志の錬磨 とを行 うことによって,身 体 の強健化 を図 るのであって,主 体的 に人間の実力 を
19で
充実するための教育」 あると再規定す るとともに,「 主 ホして身心一体の活発な運動 を実施せしめ
ることによって,強 健 にして堪能なる人間を育成 し,も って献身奉公 の実践力 を形成せしむるが如
い身一如の色々の活動,時 空一如の
き,国 民教育の一部面」1° であるという。そして体育の目的は,「 ザ
色色な活動,自 他一如の色色の活動 ということを,真 剣 に体育 を通 して把捉するこど了)で あ り,「 こ
181と
のことを徹底的に 自覚す ることは,同 時 に又国家奉仕 目的 というもの と確実 に結び付 いて来 る」
述べている。
この羽田のことばか ら推察されるように,仕 育活動の場 である社会的,歴 史的場 とは,国 家奉仕
を目的 とする献身奉公の実践 を内実 としたものであった。羽 田にいわせれば国家奉仕目的 とは,国
防目的 と産業目的にほかならず,「 体育 は,今 日このような国家奉仕を自覚 したものとして,そ の二
つのものを確保 する ことによって,は じめて考 える ことが出来 るものである」19と い う。
死生 と体育
身心一如論 を根幹 とする羽田のファシズム体育論 は,死 生 と体育の問題へ と展開す る。
羽田は,教 育 とは「教師 と生徒 とが 自覚的な結合関係 を維持 し,お 互 いに生命的に交渉 して,同
加
20で
「教師 と生徒 との生命的交渉」 )と い う特殊な
時 に共同的 に向上する ところの道」 ぁるとし,こ の
関係 から「生命 とはなにか」,「 死 とはなにか」とい う人間の根源にかかわる問題が派生するとい う。
では死 とはなにか。彼 は,死 とは「吾々が生 きてい る世界において,言 い換えれば吾々が広 い意
味でお互いに話 し合っているとい う,こ の表現の世界 において,か かる表現を全 く除去 し,断 絶 し
た」2D世 界 であ り,「 話合 のない絶対無言の領域」邪)で あるととらえたのである。
そして「私 が絶対 に自分 の欲望 を喪って独 りにな り,完 全 に無言 になったときに私 の死の領域!20
になるのであ り,し たがって
「教育 とはこういう独の領域 にあるもの」2働 ではな く,「 話合 の生きた世
20領
界 にある」 域 であるが,「 その生 きている世界 は,実 はその深 いところに独 というものを内に含 ん
でいなければならないのであって,か く死をその内に含みなが ら生 きることによって,は じめて生
きたもの同志の交渉 になるのである」2つ とぃぅ。
また羽田は,「 真 に自己が物 にぶつか って,自 己に還った物が更 にぶつかって行 くことが身心脱落
20そ
脱落身心の生 き姿」 のものであって,「 か く考えて,吾 々が真 に物 にぶつかって還って来 る,そ の
ことが無に向って来る ことである,一 ― これが真 に生 きることであって,生 きた教育は,真 に師が
弟子 にぶつかって行 くと共に,か くぶつかって又師 に還 って来 るということで あ り,そ れが教育の
絶対的第二者 においてあることであり,か くある ということが同時 に,絶 対的第二者がか くおいて
,

あるものに来ることである」29と ぃ ぅ。
羽田は,こ のいわゆる身心脱落,脱 落身心の世 は言 い換 えれば「結局死 を始元 としてこれに直面
しなが ら却 って生 を深めて行 くとい う人間的生活態」詢)で ある武士道の世界 と一脈相通ずるものであ
つて,「 死 を内に含んだ生命 と生命 とのぶつか り合 い,か かることによって教師 と生徒 とが真に教育
的な姿 において触れ合 い得るのである。それを吾々は,絶 対的独absOlute Einsamkeitを 内に含 んだ
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3つ
死への存在Seill zur TOdeが 生への意志Wille zum Lebenで ある」
とぃってお り,教 育 とは「生 と
3り
い
の一
死と
如して るところの自己消滅即自己形成」 でぁるとしたのである。こうした死生観から羽
田は,体 育に引 き寄せ,「体育は,死 をその内に含んでいる生命 をもったところの指導者が,真 に身

体 を統御 し得 るような主体 として力強 く動 くこととかか る生 きた動 きによって被教育者 を指導す る
とい うこと,こ れが体 育 の根本的な考 え方」80で ぁるとい う。
い うまでもな く羽 田は,大 東亜新秩序に際 して「政治的人間 」 としての死 を是認 し,か つ要求 し
た とい うべ きであろ う。例 えば彼 は,「 我 が国民の世界史的 自覚」 として次 のように述 べ ている。
「元来 ,今 日の我が国民 は,現 代 にお ける我が国家 の世界史的 自覚時代 にお ける,世 界史的創造
的発展 の創造的要素であると言わなければな らない。而 してか くの如 き世界 史的発展の要素である
とい う意味で我が 国民 は,ま さしくポ リスPolis的 な人間である。即 ち我 が国民 は,各 々が政治的な
る人 間 である というべ きものであろう。 (中 略)国 民の一々 の行動が国家的,歴 史的現実の全体 に組
み入れ られてその意味 を有 し,そ れが およそ国民的なる行動 として意味のあ ることが認 め られるの
は,そ れが現下 の民族的なる歴史 的現実の瞬間々々 に生 きているか らである。元来 ,国 民の行動が
かか る民族 的なる歴史的現実の瞬間化 においてあ り,す べ てがそれにおいて又それ に向って,更 に
それか ら出て来 るとい うことに,吾 々がおよそポ リス的人 間 で あるとい うことの意味が存 して いな
ければな らない。 (中 略)政 治的人間 ということを,今 日か くの如 き意 味 においてポ リス的人 間 であ
る とすれば,吾 々 は,ま さに歴史的な現実に即 して全体的 なる活動体系に組み入れ られた ものでな
けれ ばならないので ある。」30
頭現即復帰運動 と堪能
既 に触れてお いたよ うに羽 田は,芸 術 との関連 において体育 を肉体 を手段 とした顕現即復帰運動
という概念にお いて とらえたが,彼 はその復帰運動の過程 に技術的,堪 能的意味が存在す るといい

,

次のように記述 している。
「かかる体育的,技 術 的表現の顕現様相 は,翻 って体育的,技 術的理会の還帰様相 として,更 に
新たなる顕現様相 へ の活動 的要請 を有たなければな らな いので あって,之 は恰 も芸術作品の一つの
完成が次 ぎの新たなる芸術作品への再要請 として再顕現的活動 に移行 せ しめなけれ ばな らない こと
と同然 であると言わ なければならないのである。
而 して体育的,技 術的製作品が,夫 自身一つの独立的なる製 作的意味 を有 ち,夫 が其 の限 りに船
て批判 せ られ,又 理会せ られ る意味 も亦 自か ら此庭か ら明 にせ られ得 るのでなければな らないので
ある。体育 的な技術的表現の堪能 におては,夫 が一々体育的なる技術的理会 其 の ものであ り,夫 が
夫々全生命的なる道得 としての意味 を有 って来なければな らない ことは勿論 ,又 夫々の技術的製作
が其 の都度主体 の全機 的客観化である限 りにおて,其 の表 現様相其の ものであるのみならず,更 に
其の表現態其の ものは主体 的性格 を育 ち,且 つ其 の活動其 の ものが人格 的独 自性 を有たなければな
らない所以でなければならないので ある。而 して言 う迄 もな く,体 育的技術が主体 と身体 との関連
30
におて環境的存在であることは,此 の場合 に在 って も,決 して忘 却すべ か らざることなので ある。
」
そして羽田は,堪 能 を「 目的 と方法 とが 内的関連 を有 し,而 してかか る内的関連 に依 り,身 体的
なる諸機関が最 も適当なる方法 を選択 して特定 の 目的の実現 を可能 な らしめるべ き過程 」30で ぁると

規定 し,体 育における「技術の堪能化にお ける活動的様相」3の は,ぃ ゎゆる工 業的技術 とは明 らかに
異 り,「 体育技術 は,一 つには其の 目的関係が身体の錬磨育成を主たる目的として居 り,二 つには其
の自然的因果関係の中におて主体的実力 を発揮することに教育的庭理があ り,而 して三つには此の
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両者の条件的結 合関係 も単なる外的結合の関係ではな く,主 体 と身体 と環境 との一体性 にお ける結
合的関係 を主眼 として行われ るもの」30で ぁるとい う。
この観点か ら羽 田は,技 術 =堪 能を「主体的実力」,ま た健康 =強 健 を「身体 的実力」なる概念 を
もって言い表わ し,(1)真 の健康獲得 によって強健 なる身体 性 を現成 せ しめる こ と,す なわち「身体
的実力の錬成 Jと (2)真 の技術 の獲得 によって堪能なる身体性 を実現 すること。別 の ことばでい えば
「主体的実力 を達成 する ことJ39が 体育 の目的 となって くると述 べると同時 に,こ れ らの 目的は,「 体

育の身学的目的 」40で ぁる ともい え,そ れ は「道元の所謂身 を以 って学 び,心 を以 って学ぶ とい う身
心学道の精神に通ず る」41)も のであるといっている。

羽田が描 きだした技術 =堪 能の主観性 の世界 は,そ れだけを抽出するか ぎりでは一慨 に否定する
ことはで きない。 しか し彼の論理が もつフ ァシズム的性格 は,そ れが い とも容易 に国家 目的 との結
合 に短絡する点 にある。羽田は,上 記の身学的目的 と国家 目的 とが癒着すべ きことをこう説 いてい
る。
「吾 々 は,既 に述 べた るが如 き体育 の身学的目的にお ける根源的様相 の実践的様相 に就 いて,更
に之が現実的 となる ところの実際的目的に結合する所以 の ものを明かに考 えて置かなければならな
いのである。而 して比の 目的 を吾々 は,此 庭 に国家奉仕 目的 として標示する ことが 出来 るのでなけ
ればならない。体育の理論的見解 に立 つ ところの身学的 目的 は,此 の国家奉仕 目的 にお て其 の環境
的様相 の現実態 を獲得するのでなければな らないので あって,国 家奉仕 目的の現実的様相が直ちに
体育 にお ける根源様相 としての身学的 目的に合 しているのでな ければならない のである。一 言 に し
て体育の身学的 目的は,国 家奉仕 目的の基底 であ り,国 家奉仕 目的 は,身 学的 目的の発現でなけれ
ばな らないので ある。」4か
この立場か ら羽田 は,従 来 の体育 を個人主義的 で あるとして次の ように批判 したのである。
「体育が国防的 目的 を有 するとい う意味で国家奉仕的 目的 を有 するとい う ことには,新 たなる目
的的要素が自覚せ られてい なけれ ばならないので ある。即 ち,従 来 ,体育 の 目的は心身の鍛錬 にあ
ると言 って も,若 し其 の意味が各個人の能 力 を最高度 に発揮 して他人 に優越 す る歓喜 の行為である
とい うことに存 してい るな らば,夫 は個人主義 なる考 え方であると言わなければな らないので ある。
(中 略 )か

くの如 き考 え方 は,言 う迄 もな く理想主義的であると言 えば誠 に正 当で あるが如 くに響

くのであるが ,か かる理想主義 は,抽 象的なる理想主義であって,言 わば高度 に発展 せ しめ られた
る個人主義であ り,根 源的 なる意味 においては寧 ろ利己主義であると言 うべ きものであって,之 は
此庇 に国家奉仕 目的 とい うことか ら排撃 せ られなければな らない ものである。940
この ことは羽 田は個 性 を全面 的 に拒否 した ことを意味す るのではない。ただ彼 には
「民族的個性」
のみが許 され るのである。羽 田は,「 国民的,民 族的文化の生 命 の中 に躍動 してい る ところの民族的
イ
固性 こそ教育 の民族的,歴 史的個性 を根 抵 をなす ものであ り,従 って体育の内容的考慮の下にお け
る民族的歴史性の根底 でなければならないであろ う。即 ち,大 和魂 と言われ,神 州の生気 と言われ
ている ものは,此 の民族 的,歴 史的個性 に基づ く国民精神の神髄 に外 な らないので ある」40と 述 べ る
とともに,そ れは民族や 国家 目的のなかに自己を発見する ことであるとしたので ある。
「元 来 ,体 育 の目的 は自己完成 か ら進 んで社会人 としての人 間性 の獲 得 に向 って働 いて行 くこと
に認 められなけれ ばな らない ものである。而 も,体 育 を通 してのか くの如 き人 間性 の獲得 は,民 族
の中 にお て 自己を見 ,更 に国家 目的の中に船 て 自己を見出す ことに向って いなけれ ばな らないので
ある。此庭に体育の国防 目的 が,現 実的な国民精神 の獲 得充実 と国防国家の発展昂揚 とにおて達成
せられなければな らない所以 である。」0
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労作 と体育
一 方羽田は,体 育 の 目的 の一 つで ある産業 目的の観点か ら技術 =堪 能 は「労作」 において最 もよ
く顕現される といい,労 作 ,勤 労の体育意義 を主張 して い る。
羽 田は,身 心結合の積極的形態 として「挙動 ,遊 戯 ,作 業 ,勤 労」 を,ま た その消極的形態 とし
て「静止 ,享 楽 ,休 息,保 養」4ω の順 をあげ,そ の最 も価値 ある形態 は勤労であるとい う ことを「極
力反省する ことによって,吾 々の東洋的な精神 というものが,或 は吾々 日本人の心 に初 めて満足出
4つ
来 るような身心結合に関す る理論が,成 り立って来 るであろう」 と労作主義教育 ならびに体育 を唱
導 したのである。羽 田は,労 作主義教育の理念 には従来の個別的な教育形態か ら集団的な教育形態
さらには勤労報国体制 への強化 という軌道修 正 へ の要求 が含 まれてい ると指摘 し,か つその理念 を
,

こう規定 したのである。
すなわち集団労作主義 の教 育理念は,「 勤労的な教育作業実存」40で ぁ り,そ れ は
「お よそ集団的な
作業 を実施 し,勤 労的 な主体 的実力 というものを人格的 に内在化 して,そ れ を実際的に具体化せ し
めて行 くとい う ことが ,教 育的実存の実践性のあ りの ままの姿でなければな らないので ある。即 ち
,

勤労愛好の精神によって,所 謂汗 を流す ことの尊 さを通 して,不 撓不屈の意志力 をもった精神 を養
うことに主眼 をおかなけれ ばな らな いのである」40と する。
そして羽田は,こ の労作 とは道元が「正 法眼蔵」のなかでいっている「行持道環」に相通 じ,「 修
∞
行 を真 に持続する」 )こ とが「行持」 であ り,「 道環」 とは「即 ち,吾 々が広義 の労作社会 において
,

して,相 互 に結 び付 く]51)こ とを意 味 し,「 吾 々の身心一如の人格 的表現 が集団性 を維持
即ち行持 を通′
しなが ら,こ れ によって,も の にぶつかって行 くところの第 一 ￨こ 認 め られ る もの]5り でぁると述 べ る
一方,こ の境地 は,上 を対象 とす ることによってはじめて象徴的 に表現 され るとし次 のようにい っ
ている。
「学校 における共同的作業の実施のみな らず,学 校外 における公共的作業の実施 ,更 に今 日食糧
飼料等の増進 とか,そ の他国策的作業 に従事 する場合 に,い かに土 とい うものに関係が深 いか とい
うことは見易 い事 で あ ろう。 か く集団的勤労作業が勤労を通 じて国土愛 を強調 し,更 に報国精神 に
生 き,由 ってもって素本卜な雄健 と生 命 と清明な,潤 達 な精神 を養 うとい うことは,殊 にその作業 に
入 り込んで行 くhilleilrhaltenし て行 く対象的性格が上 とい うものに結び付 いてい るとい うことによ
って充た され得るのである」50と 。
また しか もこの土 は,「 郷土」と結びついてお り, したがって「郷土 とい う ことが特 に現前するこ
とによって勤労集団作業 の具体 的性格」50が ぁらわにな り,「 吾 々 は,郷 土認 識 と郷土感情 との一体 と
なった郷土創造 において生 きて行 かなければな らない」50と 農本主義 ,郷 土主義 を強調 し,か つ集団
勤労作業 の意 義 を皇国民錬成 の観点か らこう説 いたのである。
「第 一の,師 弟同行 による具体的実践 ということは集団勤労作業 の現実 的な方法 であると言 い得
るのである。第二 の,勤 労 による団体的訓練 ということは集団勤労作業 の根源的な形態 であると言
い得 るのである。第二 に,こ れ らの ことを通 して身心の鍛練 によって皇 国民 を錬成するとい うこと
は集団的勤労作業の実質的な目的であるJ50
それではこの集団勤労作業 の体育的意味 はなになのか。 この点 について羽田は,そ れは身心一如
の態様 ,具 体 的 には運動祭典や演練祭典 な どにおいて発現する身体的実力 を「その根本的な全動的
発現の態度 において養 うことによって,そ して,そ の内 に含 まれる意志 を通 して真の健康 の強健化
ということを維持,遂 行 して行 くことに存する」5り のであ り,「 従 って これを集団勤労作業 について考
えれば,そ の根本的な趣 旨か らいって身心 を鍛練 し,こ れによって旺盛 な人間活動力 を養 うことに
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主眼 をおかなけれ ばな らないの である」59と ぃ ぅ。
こうして羽田は,最 終的 には集団勤労作業 の国家的,歴 史的,そ して民族 的意義 を叫ぶ。
つ ま り「集団勤労作 業 は,国 家奉仕 目的の 自覚 に基づ き,実 践的勤労愛好の精神 を尊重 して,集
団的統制の下 に,団 体的訓練 を達成 し,以 って身心一如の鍛練 を行わん とす るものである。 (中 略)
郷土即国家,換 言すれば郷上 の 自覚的体験 が即 ち国土及 び国史 における歴史的現実 に達 し得 るもの
であるとい う見地 に基づ き,郷 土 に奉仕する ことを通 して国家に奉仕する とい う意志 を達成するこ
とが,集 団勤労作業の教育的意義 であるとが ,集 団勤労作業 の教育的意義であると考 えることが認
め られ る。」59
絶対的無 と体育学
に
田は
最後 羽
,「 絶対的無」 に立脚 した体育 学 の建設 を叫ぶのである。
羽 田は, まず「体育 学 を夫が存在する全体的形態の根本的なる性格 に基づいて,之 を夫々の型 と
して捕 えて行 く立場 か ら明 らかにして,体 育 の根源現実的なる形態 を一 層建設的なる意味 において
明 らかに しておかなけれ ばな らない」⑩と述 べ,「 体育学の根本的 な型 」 として次の四 つ をあげた。
すなわち(1)技 術 の型 に属す る もの〜自然的態度 による研究 ,(2)文 化的内容 を重視す る型〜文化的
内容 の価値 づけ,俗 )社 会的,歴 史的なる型 〜 社会的,歴 史的研究,は )魂 の救済 を主 とす る型〜体育
の宗教的意味 づ け,で ある。
そしてさらに羽 田は,「 体育学 は其の根 本的な体型 か ら,無 の型 と有 の型 との二つに分 つ ことが 出
来 る。無 の型 の体育学 に船ては,東 洋的 なる無の体系が根本 に在 って,体 育 を哲学する ことが深化
せ られ,大 が発展整理 せ られて行かなければならない。絶対無 の場所 の思想 は,か か る哲学 と体育
学 との関係である と言 うよ りも,哲 学する ことと体育する こととの一致 を教 えて い るのでなければ
ならないザ1)と 述 べ るとともに,西 田幾太郎 の絶対無 の哲学 を原理 とした体育 は次の ような立場 に立
つべ きで あるとする。

(1)「 絶対 に死 して生 きる現実の世界」 に立つ ことによって「絶対無 の世界 の 自覚的限定 として
の体育」6Dが 明 らかにされ うる。

(2)社 会的,歴 史的な「民族乃至 国家的使命」 にもとづいた理念が確立 され るべ きで ある。換言
すれ ば,「 体育 の根源現実的なる国家奉仕的理念が捉 らまえ られなければな らな い のであ るざ
Y9
(働

「現在 を出発点 とし,絶 対無 にお て生 きる無 目的の体育 が明 かにせ られなければな らな い。
之 は明 かに体育 における身 の教育即身学道が本来 自目的的であ り,修 と證 とが一 本 であるべ

60
きことを意味しているものでなければならないのである。
」
は)「 体育の根源愛が,単 に人間中心的なる愛ではなく,寧 ろかかる愛が深 く宗教的なる神の愛

に基づ くものである ことを認 めて行 くが如 きものでなけれ ばならないのである。而 して根源愛
は純粋行 と合 ― して,体 育 の出発点 ,方 法 ,到 達点 は回よ り,根 本的なる基底 の ものでなけれ
ばな らないのである。」69
そ して羽田は,こ れ らの立場 を総合 して「絶対 に死 して絶対 に生 きる覚 士が,体 育 を身 を以 って
哲学 する ことに合 ― し,忠 孝一体 の国民的信念の情的なる深 さが体育 を身 を以 って哲学す る ことに
合― し,日 々の行持 を報謝の正道 とし,且 つ万人の実帰 として生 きることが体育 を身 を以 って哲学
することに合 ― し,更 に分度 に安住 し,職 業 に精神す ることが体育 を身 を以 って哲学 す ることに合
一 し,自 己 を真 に愛惜 し,他 己 を真 に愛惜 して行 くことが,体 育 を身 を以 って哲学す る ことに合一
60と
しなければな らないも
述 べているが,彼 のい う「体育 を身 を以 って哲学するJこ との 内実 は,ほ
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かな らぬ八紘 一宇 の精神 を自覚 し,東 亜新秩序の建設のために皇国民 として民族主義体育 を実践す
ることを意味 した。羽 田は,例 えば こ ういってい ると
「我 が国の如 きは,民 族全体が即 ち種族的共 同体 であ り,言 語共同体 であ り,更 に文化共 同体 で
あ り,而 も,民 族 の誰人 もが,強 い歴史的信念 に生 き,皇 室 を宗家 として仰 ぎ奉 り,大 和民族 の渾
然たる発展 を期 して来たのであって,而 して今 日八紘一宇の建 国 の大精神 に 自覚 して,外 に着 々 東
亜新秩序の建設 の大 業 に邁進 しつつあるので あ り,内 に益々皇室 を中心 とし,大 政翼賛 の 臣民道 の
実践 に努力 しつつあるのであ り,か か る発展 的な民族 の理想的なる国家に在 っては,教 育的 には最
も恵 まれたる幸福 なる運 命 にある と言わなければな らないであろ う。か くの如 く,凡 そ運 命共同社
会 として も,統 一国家 として も,更 に精神共同社会 として も,我 が 国 はすべ て一貫 した る現実的形
態を有 っているのであ って,民 族の理念が即 ち国家の理 念 であ り,之 が同時 に教育の理念 であ り
統一 原理 となっているので ある。現代 の我 が 日本民族の活動が世界史的事業 で あ り,我 が 国民 の何
,

れ もが此の歴史的現実 におて世界的地位 と使命 とに繋 がっていることを深 く自覚 しなければならな
い所以 が此庇 に存 して い るのである。我 が 国現時 の歴史的瞬間 に船 ける未曾有 の民族 的発展 と其の
一大建設的意気 とは,根 源的 に我 が大和民族 の八紘 一宇の一大理想の実現 を為 さん とする要求 か ら

,

必然的に湧出したる ところの真実の国民的,集 団的 自覚 に立脚 する もの として,根 本 的 に明 らかに
せ られなけれ ばな らないので ある。J6つ
この認識の うえにた って羽田は,究 極的には侵略戦争 を「世界史的意義」 をもつ「聖戦 」 として
正 当化 し,合理化 するのである。
「今次 の聖戦 は,実 に我 が国 の伝統 に生 きる ところの民族的,.歴 史的瞬間 にお ける一大活動であ
り,同 時 に世界的意義 を有する国民的発展である と言わなければならない。戦争 は,国 民 のあ らゆ
る部面 を根本的に動揺せ しめ,国 民各個 を幾多の電機的場面 に直進 せ しめているのであるが,之 と
同時 に国民のあらゆる層秩序にお て根源的に之 を結合 せ しめ,国 民 を して現実的なる危機 的現象 を
克服 せ ざるを得ざらしめてい る。此虎 に生 きた 国民の錬成 が見出 され,国 民教育の一大課題 がある
と言わなければな らない。而 して教育の現実態 は,正 にか くの如 き国民的錬成の課題 に船 て,其 の
民族 的,歴 史的発展 として充実 せ しめなけれ ばな らないのであって,教 育 の理 論 は,真 にか くの如
き歴史 的,瞬 間的なる構造 を根源的に把握する ものでなければならないのである。」60
に)大 谷 ,武 田,三 橋 の 日本主義 スポーツ論
平沼 ,前 川,羽 田等を中心 として 日本主義体育論 ,言 い換 えれば日本体育道思想 の主 張 の ほかに
大谷武―「スポー ッに日本的性格 を興 えよも69(昭 和17年),未 弘巌太郎「国防 と体育」 佃吾和 17年 ),
武田誠吾「思想戦 と体育文化 (米 英 ユ ダヤのスポー ツ謀略)」 (昭 和 18年 ),今 泉孝太郎「体育 の新理
夕
容」° (昭 和 18年 )な どが見受 けられるが,そ れ らは一 括 して排外主義的な日本主義 スポー ツ論か
もしくは体育論 で ある。
,

大谷武―の場合,彼 は先の論文のなかで スポーッが個人主義す 自由主義 の産物 であるがた めにそ
の 日本主義化が必然であると次のようにい っている。
「周知の如 く,在 来の運動部の中心体 をなす スポーツは,こ の大部分が米英 か ら輸 入 された もの
であ り,随 ってスポー ツその ものには自由主義 ,個 人主義 に依嫁 をお いた享楽思想が深 く滲透 して
いて,そ れ をスポーツか ら駆逐す ることは,中 々容易の ことでは無 い上 に,ス ポーツの指導的位置
に立つ人々 は,是 等 の思想の影響 を最 も多 く受 けて い る人々である以上 ,そ の殻か ら抜 け切 ること
に一層 の困難 が伴 う」のである。 つ まり「是 等球技 は,自 由主義 ,個 人主義の本場 に育 ち,専 ら娯
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楽的欲求 を充 さんがための見地 か ら工夫 され,加 工 されて来た ものであって,そ の後我 が 国 に輸入
されてか らも,更 にそれに輪 をかけて一 層騒 々 しい球技 となった事実は否めな い ところで ある とし
て,今 は是 等 が鍛錬部の錬成種 日 として学徒錬成 の 目的 に適用 され る以上 は,当 然 その態度 も改め
られ なけれ ばな らぬわ けで,従 来我 が国 で身心鍛錬 を目的 として行われていた もの,例 えば武道 を
行ずる態度 な どと同様 の態度 で行われなければな らぬ ことは云 うまで もな い。 これ を一 層端的 に表
現すれば,球 技 も黙 って行わねばならぬ ということで ある。即 ち球技の際 には無駄 口をたたかない
で,真 面 目に行ず ることが要求 されるのである。」
そして大谷 は,「 外来競技 に関す る術語,用 語 に就 いて も再吟味の必要 を痛感す る。熟語 ,用 語 な
どの 内容で適当な訳語が無 い とか ,既 に 日本語 にな り切 っているような種類 の もの は兎に角 として
日本語でよんだ方が,一 層わか り易 いよ うな ものを外 国語 まが いの談 を用 いて よぶ如 きは断然改 め
られなければな らぬ]7う とぃっている。 これがかっての オ ピニオ ン・ リー ダー としての大谷の日本主
,

義 スポー ッ論 であった。
一 方武田誠吾 は,上 記 の論 稿(17り のなかで高度国防国家体制 における「思 想戦 の戦略的見地」か ら
スポーツを「米英 ユ ダヤの戦略 スポーツ」として排撃 し,「 大東亜の体育文化確立 」をあたか も絶叫
のごとく叫 んだのである。
彼 は,大 東亜戦争 は「米英 撃滅 と同時 に,ア ジアをアジアに,日 本 を日本 に,復 帰 せ しめるため
の戦 い」 である とアジア主義の観点か ら規定 し,そ の戦 争 は国家総力戦 で あるがために武力戦 とと
もに いわゆる思想戦 が重大 であ り,「 高度 国防国家体制 は,軍 事的 と思想的の両面 よ り確立 されねば
なら」ず,「 思想的の高度国防国家体制 とは国民のす べ ての思想力 を一 元的に一結集す ることである。
日本 の思想的高度国防国家体制 とは忠孝 を基幹 とす る純正 日本精神 をもって全国民が 日常生活 を営
む ことを言 うのである。我々 日本人のす べてが 日本的の生活 に徹 した ときにはじめて,日 本 の思戦
的高度国防国家が確立 された と言 い得 るのである」 とい う。
そして武田は,「 決戦下 に船 ける我々の思想戦」 とは,「 国民 の政治,思 想,経 済 ,文 化,宗 教

,

教育 ,体 育,学 術等 のあ らゆる日常生活 にお て日本 的ならざるもの との 目に見 えない姿なき戦 い」
であ り,「 我 々の物的 ,心 的国民生活 か ら米英の敵性要素 (),日 本的な もの)を 徹底的に駆逐 して純
正な日本的生活 をすることである。換言すれ ば,日 本人 の公 私両面 の 日常生活 か ら敵米英の第五列
的生活要素を追放す ることである」 という。
武田は,「 外来要素 と言 うもの は,明 治 の開国以来 ,今 日まで約七十余年の長 い間 に外来文化 とし
て我 々 日本人の生活 に無意識 の 中 に入 ってきた。 ことに大正八 ,九 年 の前世界大戦以来 ,外 来思想
や外来文化の日本侵入 は全 く洪水 の如 く殺到 した」が ,そ れ らの外来思想や文化 に対 して日本人 は
あたか も「狂的」に摂取 しようとし,「 そ うした日本人 の無批判 な文化摂取の態度が後になって 日本
人の思想生活 にお ける無政 府状態 を出現 し,帝 都の繁華街銀座 をしてアメ リカ文化 の出店 の如 き感
を抱か しめるに至 った」 とい う。
さらに彼 は,そ れ らの外 来文化 は,「 世界制覇の野望」をもつ米英 ユ ダヤの対 日謀略の一環であ り
3S文 化政策 がそれ に あた り,ス ポーツもその一 つであるとして次 のように批判 した。
「米英ユ ダヤの対 日謀略 には各種各様 のものがあったが,特 に此庇 に取 りあげた いの は,ス ポー
,

ツによる謀略である。 当時 の 日本では此のスポーツ と言 う言葉 を体育 と訳 して いた様 で あるが,ス
ポーツは日本語 の体育 の如 き内容 のある上品な ものではないので あ る。米英 ユ ダヤの言 うスポーツ
とは 日本語で言 えば遊 びにす ぎない ものである。
従 がって,日 本 の体育 に見 る如 き精神的錬成 とも言 うべ き教育的要素 を含んで い ないので ある。

入江克弘 :日 本 フ ァシズム体育思想の研究

(IV)

スポー ツを体育 であ るかの如 く思 い込んだ鹿 に日本人 の大 きな誤ちが既 に存在 していたのである。
同時 にスポーツを体育 と思わ しめた庭 に米英 ユ ダヤの略の巧妙性 があった。 (中 略 )米 英 ユ ダヤは
謀略的な スポーツを日本 に流行 させ ることによ りて,日 本 の将来 を背負 うべ き若 き男女の精神生活
を破壊 せん としたのである。米 英 ユ ダヤの謀略的 スポーツは,ス ポーッを興 味本位 な ものにしよう
とする庇 に特性 があるので ある。即 ち如何 なるスポー ツ も,ス ポーツを行 う者 は勿論 ,ス ポーツを
見 る観衆 も興味本位 に走 らせ ようとす るのである。興味 さえあれば,精 神的訓練 な どは全 く問題 と
しないのが米英 ユ ダヤの謀略スポーツなのである。 したがってスポーツその ものに厳粛性 もなけれ
ば崇高性 も全 く見 られ ない。 ただやって面 白い,見 て面白い と言 うのが スポーツの生 命 となってい
るから,ユ ダヤの謀略 的 スポーツをい くらか行 って も,日 本特有 の柔道や剣道 によりて得 られ るよ
うな精神的修養や人間の徳 を磨 く様 な形而上的な収穫 は全 くあ り得な いので ある。庭が面白 い と言
うことに心を奪われて,日 本 の青年男女 は,ユ ダヤスポーッに走 った結果 ,日 本 の体 育 と言 うもの
は,心 の鍛錬 を忘れて,た だ記録 の高 い ことを競 い,技 術 の優秀や勝敗のみ に重 点 を置 くようにな
った。
これ は日本体育 の恐 るべ き墜落であったのだ。」
このよ うにスポーツ を指弾 した武田 は,「 日本的体育文化」を叫ぶのである。彼 は,日 本的体育文
化 とは,第 一 に「 ′
いの錬成 と身体 の鍛練 を最高の目的」とす る。 その理由は,「 我 々 日本人 の各 自が
自分 一個人 の肉体 であ り,心 であると思 ってい るか も知れな い鹿 の肉体や精神 は,天 皇の ものであ
り,国 家 のものであ り,民 族の ものであって,個 人 の所有物 ではない」 か らであ り,「 天皇・国家・
民族 に十分奉仕 し得 るように,日 本人 のすべ ての心 と肉体 を鍛練す ることを使命 とす る」のである。
第二 に,「 日本民族 の体位向上 を実現せ しめる」ために「全 日本人 を対象」 とした普遍性 をもつ。
第二 に,そ れ は興味本位 を否定 し,ま た第四 に,そ れ は武士道 その ものである。」武道 とは人 間 を作
る道であ り,臣 として生 きる道である。更 に比の武道 に徹 すれば,人 を指導 し,国 民の先頭 に立 っ
て,天 皇 を輔佐 申 し上 げる翼賛政治 をする立派な日本人 も育成 され るのである。 日本 の体育 は,か
かる武道 の境地 にまで進 まなけれ ばならない。
最後 に武田は,次 のよ うに結 んでいる。
「 日本 の体育文化 は,す べ ての日本人 に身心両面の錬成 を施 して,日 本人 のすべ てを健民強兵 に
育成 し,天 皇 と国家 と民族のためにのみ奉仕 させることを使命 とす べ きである。此の ような日本体
育文化が確立すれ ば,大 東亜 の体育文化 を指導する資格 と力 が 日本人 に養成 された ことになるので
ある。否大東亜のみな らず,全 世界 の体育文化 をも指導す ることが出来 るのである。」
こうして皇国主義 ,民 族主義 を柱 にあらゆるファシズム体育・ イデオ ロギーが 叫 ばれ るなかで学
校教授要目を一貫 して批判 し続 け,教 授要 目体制 に抵抗 して きた三橋喜久雄 の思想展開 はどうであ
ったのか。三橋 も最終的 には皇 国史観 にもとづ く民族主義体育 を鼓吹す るに至 った。三 橋 は,「 正 し
き体押 j70(昭 和 18年 )に おいて「少 くとも我が 日本 は,今 日ほ ど国民の体力 を痛切 に考 えた ことは
未 だ嘗 って肇国以来無 かった ことである。 一億国民の健康度 の増進 ,民 族体力の増強 による民族 力
の躍進 ,民 族生命力の培増 とその発展 ,従 って人 口の増 殖等 々,日 本国民 に要請せ らるる最 も重 い
意義 を持 った もの として現実的に も,国 運 の永久性的 に も国民体力の増強 ,民 族生命力 の強靱 と云
うことが最 も明確 に認識 せ らるる時代 となった」と述 べ,こ の認識 の もとに体育の 目的 は,「 天皇 ヘ
奉ず るこの身」 の陶冶 で あ り,そ のためには日本 の体育 に「生 物学的合理性 ,肉 体的科学性 を有た
しめ る」と同時 に,健 康度 の増進 ,体 力の増強 を第一 次的発展 とし,第 二 次的発展 としては,「 日常活
動性」,「 柔軟巧 raJ性 」
,「 筋力強力性」,「 持続耐久性」等の総 合力 を養成 し,さ らにそれ らを「戦技・
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武技・ 職技」 とい う第二次的発展 へ と養成 する ことで あると主張 したのである。
以上昭和 16年 か ら20年 に至 るフ ァシズム体育思想 の軌跡 を辿 って きたが,こ の段階 におけるファ
シズム体育思想 の主要 な特徴 としてファシズムの進行 とともによ リー 層八紘一 宇 ,臣 道実践 ,血 と
土,死 生 ,身 心一 如 ,知 行合一 とい った非論理的な概念があたか も合言葉のように絶叫 され,神 秘
主義 ,非 合理主義的な体育思想 の傾 向を強 めて いったことが指摘 される。
しか もそれ らの体育思想 には少 くとも自らが理論的明晰性 をもって フ ァシズム体育思想 を構築す
る という主体的意志 は欠如 してお り,た だひたす らに フ ァシズムに追随 し,八 紘 一宇 ,血 と土,臣
道実践等 とい った超国家主義理 念 を既成の体育論 に冠 したにす ぎず,そ の結果 ,日 本 主義体育道 を絶
叫すれ ばするほ ど自 らが依 ってたつ べ き存在論的な根拠 を喪 い,崩 壊 させ る とい う皮肉な役割 を演
ずる ことになったのである。
め

昭和初期 よ り昭和 20年 にかけての フ ァシズム体育思想 を 4段 階 に区分 して分析 して きた。
これまでの論究 によってわが 国 におけるファシズム体育 の思想的本質,ま た そのイデオ ロギー的
性格 を十分解 き明 しえたかについてははなはだ心 もとな い ものを感ずるが, ここで改 めて総括 して
お きた い。
わが国 のファシズム体育思想のイデオ ロギー的性格が農本主義 ,郷 土主義 ,家 族主義 ,人 的資源
論 ,大 アジア主義等 の全般的な超国家主義の原理 を動員 し,刻 々 と進行す るフ ァ シズム体育政策 の
過程 に従属 し,か つ またそれを支持 し,合 理化す るものであった とい うことについてはすでに論述
してお いたので省略す るとして も,な おそのほか に次 の諸点 が指摘 されるであろ う。
(1)わ が国 のファシズ ム体育思想 は何 よ りも天皇制下 における絶対 主義 的 な体育 思想の強化 ,徹
底 として表現 された という点 にその特質 がある。 その中心的なイデオ ロギー はほかならぬ「八
紘 一 宇」,「 臣道実践」 で あ り,そ れ を基本理 念 とした「日本体育道」思想 であった。
(2)日 本 フ ァシズム体育思想 が絶対主義的 な体育思想の強化 として表明 された ことは,そ の絶対
的体質を もって全面的に自己 を貫徹 しえたことを必 らず しも意味するものではな い。 その過程
で合科主義 ,生 活主義 といった児童中心主義的な方法原則 (興 味,発 達 ),学 習形態 固人 ,班
(系 統化 ,精 選 ),新 教材 (自 然体操,遊 戯 )の 導入等 ある一定程度 の近代的 な
(イ

別 ),教 材改造

体育方法 の採用 と体育 の科学化 (人 的資源化 )は 不可避 であったのである。
は)そ の ことは同時 に,フ ァシズム体育 の目的 (皇 国臣民 ,少 国民 の育成)と い う非合理主義的
な体育思想 との間 に矛盾 を引 き起 さざるを得ず,そ うした危機 を救済す るために身心 一如 ,知
行合 一,血 と土,錬 成 とい った神秘主義的 な理 念 によって絶 えず補完 され ざるをえなか ったの
である。
以上の 3点 にまとめ られ ると考 えるが ,こ うした フ ァシズム体育思想 の矛盾 が集 中的 に表現 され
たのは,身 心 一如論 と人的資源論 とい う身体論の図式の うえにお いてで あった とい う ことか らこの
点 に もう少 しこだわってみたい。
何故 にファシズム期 においてか くも知育偏重が批難 され,身 体 が問題 にされ るに いたったのか。
それ は客観的 には高度国防国 家 体 制 が 軍 事 的 に も,産 業的 にも限界 つきの ある一定 の人 的資源
論 という科学的身体観 を要求す ると同時 に,一 方で フ ァシズム体育論 において一 貫 して農本主義 (血
と土 )一―社会有機体説―一身心 一 如 による身体 の原始化主義 が叫 ばれたのは主観的 には「理想的
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(IV)

人間 としての『原始人』にお いて,始 めて天皇 との心情的結合が完成 し我 国古来の 自然制度 が復 活

する」70と 考 えられたか らにほかな らない。
一般 に近代 において身体 は,例 えば,A.ロ ー ゥ ェンが 自我 ,身 体 ,自 然 との統 一 的融合の解体
のなかに共同体の喪失をみ,近 代 の因果律の論理が身体 を自我の対象 として従属 さるべ き道具 とし

て位置づけ られ ることになった といっているよ うに,労働力の対象 として生産 や流通過 程 に投入 さ
れ るばか りでな く,「 国家規範 として,人 間の意識 を貫 く内的な制度 970等 として近代 の政治的,社 会
的,そ して経済的価値 へ と変換 され る運 命 に ある。つ まりそ こで は身体 は,「 その政治 にとって有効
な効力の量 として,即 ち数値 に換算 された可能的な身体 の交換価値 として整 序 され る」お)と ともに
,

「能力の交換価値 は体系化 されてお り,あ たか も絶対的無時間 的な価値関係で もあるよ うに,習 俗
化 されるのである。」7の
したがって近代 において身体的能力 といわれ るものは,た んに抽象的な生理学的,解 剖学的な意
味 におけるそれだけではな く,本 質的 には「近代資本制国民国家に とっての身体 的価値規範 によっ
て編成 された身体 !70で ぁ り,あ る一定の社会,経 済的,そ して歴 史的資質 にほかならないので ある。
健康 である とか,体 力 とか呼 ばれる身体 の 自然的な資質や技能 ,さ らには民族性 で あ るとか,身
分性 といった身体の属性 は,絶 えずある政 治的 ,経 済的,社 会的,軍 事的価値 に変換 可能な対象 と
化 し,定 常化す る。 H・ D。 ラスウェル は「価値象J奪 」 と「価値付与」 を基本概念 として権力関係
を説 き明 し,国 家権力が一見非政治 的 に現象 する, また逆 に非政治的領域が政治化す る条件 を価値
付与 としての「政策」である ととらえたが,こ こに価値付与 としての体育政策の内的契機 を認 める
ことがで きる。その意 味 から も近代 の体育 は,決 して抽象的 ,自 然的な身体 を対象 としたので はな
く,あ くまで も政治的,経 済的 ,軍 事的価値規範か ら決定 された「身体的規準 によって選択的に育
成 され,あ るい は育成 を阻 まれて成 った身体関係のひとつの相 J力 )と して存在する制度 としての社会
的身体 を対 象 とすることによって成 り立 つので ある。すなわ ち近 代 の体育 は,あ るが ままの身体的
自然 を一度解体 し,政 治 ,労 働 ,軍 事的能力 とそれ らを包括 したナシ ョナ リズム・ イデオ ロギーの
抽象化 された身 体像 (=体 力 )の 範疇に組 み込 む ことを本質 としている。
こうして近代 における身体 は,フ ァシズム段階 には極限の様相 をもって進行するので ある。天皇
制 フ ァシズム体制の もとで身体 は,ま さにあ らゆる国家の倒錯 し,矛 盾 した制度 としての価値規範
に還元 しつ くされ,「 身体性 を滅却する ことによって,人 間は神 =天 皇 に近 づ くもの」拗)と される一方
,

体育思想 に も特徴的な社会有機体説 は,「 社会 を先験 的 に主体 とみなす」8,こ とによって「身体 をたず
さえた個!aり を主体 とみなす ことはな く,た だひたす らに社会 の有機的部分 として究極 的 には全体 へ
の従属 を説 くのである。その結 果「現世 の天皇制国家における社会関係 は,家 になぞら出 られ ,『 八
80さ
紘一宇』イデォ ロギーによって統合」
れ,「 祖霊信仰は,皇 祖神信仰に結合 される」80の である。
そのため「家やふるさとを奪われた無産の大衆が こぞって国家 に,家 や村 の共同体関係の幻想 を仮
託 じザ5上 「共同体 をうばわれた人々の共同幻想 こそが観念 としての国家の,共 同体の『身体』となっ
た」調)と いえよう。
天皇制ファシズム体育思想の核心をなす人的質源 三体力論 と身心一如論は,既 述の意味 か らそれ

らが身体性 を標傍するのとは裏腹 に,そ の実「身体の抑圧 を以 って『発達』とみなす システムも8Dを
論理化 しようとするとともに,フ ァシズムの価値規範にもとづいて「からだを見喪わせ,見 喪わせ
た成果を根拠 に,さ らにその規範をうちかためる円環運動」80の 思想にほかならなかった。
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