日本近 代体育 の 思想 と実践 (1)

保健体育教育教室

入

江

克

己

は しが き
従来の体育科教育学研究 において近代 の学校体育行政 ,な らびに制度 に関 しては,一定の歴史的研
究 の成果 を認 めることがで きる。 しか し,わ が 国近代体育 の思想 とその実践 についての総体的な研
究 はなお未開拓 の分野 であ り,十 分 な研究成果 を得て いない とい うのが現状 で ある。
この ことは戦後の体育科教育実践 が,過 去 の実践 の歴 史的遺産 を確認す ることな く,し たがって

,

ある意味で歴史的意識が欠落 した ままに展開 されて きた ことを示唆 して い る。例 えば,戦 後 の体育
実践の過程 を一瞥すれば明 らかなように,戦 後 ,新 体育 の出発点 となった生活体育論 とその実践 も
過去の思想 と実践 に対す る批判的継承 の うえに成立 した ものではな く,む しろ,そ れ との断絶 におい
,

て,1920年 〜30年 代 のアメ リカの経験主義的体育論 を受容す ることによって成 り立 ったのである。
以後 の「体力 づ くり」論―― 「楽 しい体育」論 といった実践理念の変容 の過程 で,実 践主体 による
思想的,実 践的確認 もなされ ることもな く,ひ たす ら学習指導要領 に引 きづ り廻 され,実 践の主体
的基盤 を失 ってきた歴史であった とい える。
近年,体 育科教育学研究 において も授 業分析 や授業評価等 のいわゆる授業研究,あ るいは授業 の
シス テム化論 が注 目を集める ようになってきた。 しか しなが ら,そ うした研究や さまざまの授業論
も,基 本的 には体育実践 の歴史 的な文脈 との隔絶 において成立 しうるものではな く,そ の脈絡のな
かに位置づけられることによってはじめて現実的,か つ実践的な力 を もつ ことがで きるのである。
それは今 日,日 常的 に行われ ている体育科教育 の実践 が抽象的,仮 構的 に展 開 されてい るわけで
はな く,歴 史的,社 会的,か つ また文化的,科 学的価値 の教育 的価値 (目 的観 。内容観・ 方法観・
児童観等 )へ の屈折 として過程 する とい う理由にもとづいている。
以上 のよ うな批判 と反省 の もとに,当 面 ,わ が 国近代 の体育思想 とその実践 に関す る系統的な分析
が欠かす ことので きない作業 と考 え,拙 稿「大正期 における自由主義体育思想 の研究 (1),(II)Υ
ならびに「日本 フ ァシズム体育思想 の研究 (I)〜 (Ⅳ )争 において大正 自由体育 の思想 と実践 ,さ ら
に大正 自由体育 の崩壊 か ら日本 フ ァシズム期 に至 る体育思想 と実践 に関す るささやかな分 析 を試み
た。 それ らはなお,稚 拙 さを免 れないが,そ の分析 の過程 で ,大 正 自由体育 の思想 と実践 を注視すれ
ばす るほど,大 正 自由体育 を準備 した明治体育 の思想 と実践 ,そ して満州事変 (昭 和 6年 )以 後 の
フ ァシズム体育 を醸成 した大正 自由体育 を教育史,体 育史的研究の成果 をふ まえ,改 めて検討 し直
し,掘 り下げる必要 を痛感す る。
それが本論考 の主題 であ り,対 象 と深 くかかわって いるが,こ の研究 は明治以 降 か ら大正 末期 ま
でに至 る体育改造論 とその実践 を中心 としなが ら、わが国近代体育 の思想 と実践 をよ り系譜的,か
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つ構 造 的 に明 らか にす る こ とを 目的 とす る もので あ る。

序

論

近代体 育政 策論 と実践論

1.近 代体育政策 の基本的性格
1.資 本主義国家 の成立 と近代体育政策の契機
一般 に,近 代公教育 の成立契機 として指摘 され る(1)資 本主義国家体制 の維持 と強化のためのイデ
オ ロギーの同質化 ,(2)資 本 の要求す る科学 ,技 術的能力 と低廉 にして能率的な労働力の形成 ,0)軍
事能力の形成 は資本主義国家の成立 と同時 に,現 実的意味 をもちえたわ けではな い。
初期の資本主義経済 は,そ の存続の基盤である「資本Jの 畜積 と商品生産 の主要 な要素 である「労
働力」の創出が極限に進行する段 階 で ある。
貨幣経済 へ の転換 は,農 村 にお ける土地 を媒介 とす る封建 的経済関係 を解体 させ る一方,都 市 に
おいては潜在的な過剰労働者群 を形成する。 しか しなが ら,こ の農村 か ら流 出 した労働者群 はあ く
まで も「群」 にしかすぎず,ま だ,な お近代的な意味 において も,か つ また主観的に も「労働力」た
りえず,た んなる肉塊で しかな い。 その限界が意識 される段階 において,は じめて国家的国民共同
体 へ の意 識 に支 えられた近代的 な「労働力」 へ と陶冶する歴史的要求が芽生 える。
この初期資本主義の段階 における労働政策 に特徴的 な ことは,「 一面 では旧秩序 か ら脱落 し,追 放
された窮迫者の浮浪化 へ の弾圧 と,他面 では,『 労役場』制度 を中心 とす る彼 等 の産 業労働者 へ の育
成Pと い う二つの側面 をもって いた点 にある。
例 えば ,イ ギ リスでは,身 体強健 な浮浪者 に対 するブル ジョアジーの憎悪 が集 中 し,彼 等 は一方で
は,治 安 の維持 にとって障害 になるとい う理由か ら,ま た他方 では,彼 等 が容易 に生産労働 に就 く
ことを肯 じなかった とい う理 由の もとに,厳 しい取締 りと弾圧 の対象 となったので ある。イギ リス支
配階級の社会的良心 を象徴する救貧法の裏 では,身 体強健 な貧民 に対する これ らの弾圧 が行われた
のである。 これ らの事実 は次 の ことを意味す る。
すなわち,資 本主義初期 の社会政策 が,(1)下層民 の浮浪化に対する弾圧 と取締 ,(2)彼 等 を賃銀労働
者化するための積極的な陶冶計画 とい う二つの系列 か ら成立 していた ことで ある。その結果 ,「 一 方
における浮浪者取締 のための諸法令 ,他 方 にお ける『労役場』 を中心 とす る,浮 浪者 の賃銀労働 へ
の陶冶 と訓練のための努力 ,そ して,更 に労働時間 の延長 と賃銀抑制 のための数世紀 にわた る国家
の努力, これ らは相合 して,心 理的に も,技 能的 にも未成熟 な労働 者 を,は じめて労働意欲 あ り
,

労働能力 ある近代的賃銀労働者 ,そ してまた集団的作業 に耐 え得 る労働 者 を創出するための,近 世
初期 の数世紀 を通ず る国家 の労働政策の一大体系 を形成する甲 ことになったのである。
ところで,こ の資本主義 の各発展段階における国家 の労働政策の特質 について,例 えば,大 河内
一男 は次のように指摘 して い る。
(1)ヨ ーロ ッパ においては近世中頭か ら18世 紀 の中棄 ,わ が国 では,明 治初年か ら20年 代 にいたる
一定量の労働力の原始 的畜積 と個別資本 による労働力の濫用 と喰潰の段階。
鬱)各 種 の労働者保護の規定 にみ られ る個別資本 による労働力の濫用 と喰潰 を防止 し,労 働力 の再
生産 を確保 しようとする段階。
(3)労 働者の社会的地位 に対す る自覚 による労働者組織 を実績 として容認 し

,市 民的秩序の中に と

り込 もうとす る段 階伊
一般 に総体 としての教育政策が,実 質 ともに成立す るのは(2)の 労働力の再生産 を確保 しようとす
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る段階である。言 い換 えれば,労 働条件 の改善 や労働 者 による自主的組織の編成 され る余地のない
いわゆる原生 的な労働関係 のなかで労働力の再生産が歴史的に意識 されず,個 別資本 による労働力
,

の磨滅と喰潰の進行が,「 社会的総資本または総体としての資本の意志の執行ズgた る国家の存続と発
展 に とって不利益である,と い う認識が成立す る段階である。
個別資本 は資本主義的利潤 の追求のために,基 本的 には労働力の極限なまでの喰潰 を本質 とする。
しか し,社 会的総資本 は全体 としての資本主義国家 の維持 とい う立場か ら,資 本主義社会総体 と
しての労働力の合理的な把握 と計画的 で,恒 久的な労働力の再生産 を保障す ることを本質 としてい
る。 したがって,労 働力の再生産行為 としての教育政策 は,つ ねに社会的総資本 としての 国家 の立
場 を代表する とともに,国 家的意志の もとにおかれる ことになる。何故な らば,「 総体 としての資本
の意志 は,近 代国家 の権力機構 を通 して最 もよ く代表 せ られてい る?か らにほかならない。
この ことか ら,教 育政策 の歴史的な性格 は,そ の意志である国家の体質によって条件 づ け られ るこ
とにな る。言葉 を換れば,「 総体 としての資本 の意志の執行人 としての国家は,あ くまで,資 本制的 な
近代国家であることを原則 とするもので あって,若 しも国家 が封建的な諸権力 によって支配 されて
いた り,絶 対王制的国家機構やボナパ ル ティズム的性格 の国家機構が支配 的 であるとす るな ら
,そ
のかぎ りにおいて,総 体 としての資本 の意志 ,す なわち近世の資本主義的合理精神 と計量精神 とは
国家活動の中に滲透することが少ないのであろ うし,従 ってその場合 には,ま た『原生的労働関係 』
や半奴隷 的な,権 力的 =身 分的労働関係が長 く支配 し,近 代的な社会政策 の登場 は阻止 され る と
,
い う一般的な結果Pに 対応 して,近 代的な教育政 策 な らびに体育政策の登 も阻 まれ ることになる
場
。
また逆 に,総 資本の合理的精神 が強 ければ強 い ほど,そ れに比例 して個別資本 との間 に対立 と矛盾
が深刻化 し,近 代的な社会政策や教育政策 に対 する個別資本 の抵抗の度 合 は激 しくなる。「工 場法」
の制定 ,あ るい は児童労働の禁止 と義務就学制 に対 する個別資本 の反発がそれを証明 して い る。
教育政策一般 にかか わ るこれ らの基本的な性格 は,体 育政策 について も指 摘 され うる。すなわち
,

原生的な労働関係が支配す るなかで,個 別資本 による労働力の喰潰が極限に進行することによって
全体 としての労働力 が崩壊する ことは,同 時 に,近 代資本主義国家 の本質的な要求 である帝国主義 へ
の成長 に不可欠な軍事力 =兵 力 の解体 を意味 し,し たがって,「 労働力 =体 力」の再生産策 (体 育政策 )
が現実的,か つ歴史的要求 として意識 され,社 会的総資本 (国 家)の 意志 として遂行 され るのであ る。

2.体 育政策 と労働力の再生産
ここで,近 代体育政策の主要な契機 の一つで ある「労働力の再生産」の概念 を検討 してお きたい。
「労働力の再生産 」 の概念 は一般 に,(1)労働 力所有者 の生 在 の維持 ,修 )労 働力所有者の死亡 に伴
う新 たな労働力所有者の継続的な補充 (子 どもの生 殖 ),131労 働力所有者の労働能力 の 向上 ,を 意味
す るが,社 会政策的な概念規定 による労働力 の再生産 は,(3)の 労働力所 有者 (労 働者 )の 労働能力の
向上 を示 してお り,具 体的 には,「 生産過程 における陶冶 と労働条件 お よび労資関係 にお ける陶冶甲を
意 味す る。これ に対 して,教 育政策 としての労働力の再生産概念 は社会政策的な概念 としてのそれで
は な く,生 産過程 や労資関係 における陶冶以前の概念 として把握 される必要がある。 つま り,教 育
政策 は一 定の近代的な労働 者 の生産過程 を対象 とし,な かで も,末 成労働者 を対象 とす るのである。
労働力 もしくは労働能力の概念 については,し ば しば,「 われわれが労働力 または労働能力 とい う
のは,人 間 の身体すなわち生 きた人格 (PersOnlichkeit)の うちに実存 してかれがなん らかの種類 の
使用価値 を生産す るたびに運用す る,肉 体 お よび精神的諸能力の総計の ことで ある」°との マル クス
の規定 が引用 され るが,こ の「肉体および精神的諸能力の総計」である労働能力 は,現 実の具体的な
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生産関係 において陶冶 されるのではな く,生 産関係 をき り結 ぶ以前の段階 において基礎的 に陶冶 さ
れな くてはな らず,人 間的 自然 を,あ る一定 の労働形態 に対応 させて具体的な労働カ ヘ と変換 させ
る過程 として教育 が要求 され る。
そして体育政 策 は,人 間的生産 の根源 である人 間 自身 による再生産 (生 殖 )に 対す る保護 を前提 に
「肉体的諸能力」が よ り拡大再生産 されたかたちで労働力 へ と転化 させ る保 護政策 にほかな らな い。
,

しか も,近 代 の体育政策 における労働力 の再 生産概念 は,生 産力 =技 術 の発展 に対応 して質的に変化
する。
道具 か ら機械 へ の転換 における技術 の質的な変化 は,必然 的 に労働力 の質 に影響 をあたえ,し たが
って,身 体 的能力 の陶冶策 である体育政策 の質 を条件 づ けることになる。換言すれ ば,道 具 か ら機
械へ の発達 は,筋 肉系 エ ネル ギーの再生産 か ら大脳領域 に拡大 された神経系 エ ネル ギーの開発 のた
めの体育政策 を予想 させ る。 このことは同時 に,生 産力の発展 と深 く結 びついてい る軍事技 術 の発
達 と体育政策 の関係 について も指摘する ことがで きる。
かつて,大 河内一男 は,高 度 の熟練 工 と近代的兵力の関係 について次のようにいっている。

,軍 需工 業 おける高度熟練工 はます ます近代的兵力 に とって理

(1)戦 聞方法の機械化 に ともなって

想 的な型 となる。
修)戦 闘機械 の高度化 ,精 密化 によって これの現地 における操縦な らびに修繕 のためには,特殊 な熟
練 を持 った兵力 を必要 とす るが,こ の点 において も,軍 需産業における高度熟練工 と近代兵力 との著
しい接近 がみ られ る。
それ故 ,「 高度 な肉体力 と併 せて精密 な科学的頭脳 を必要 とするところのかかる軍事工場 にお ける
高度熟練 工 を創設 し保有するためには,ま た従来 よ りも通 に高度 な労働力保全 の策 が要求 せ られ る
であろ う」°と。
近代 の体育政策 が国家的,軍 事的危機 と労働力の崩壊意識 という相乗的 な関係のなかで「体力」
問題 として姐上 に上 る理 由が ここに存在する といえるが,両 者 の関係 が極限的な状況 として顕 在化
して くるのは, い うまで もな く戦時体制下 である。
軍事過程 にお ける兵力の消滅 による労働力 の欠損 とい う否定 的な関係 は労働力の合理 的,か つ計
「人 的資源」論 とい うイデオ ロギー を創出する一方
画的な再生産 と配置 という問題 を提起 し,こ こに
ある一定の体育 の近代化政策 をもた らさざるをえな くなるのである。
以上の ように,「 労働力 の再生産」概念 の うち,「 身体 の能力」 とは,一 般的な意味 での抽象的 な生
,

理学的,解 剖学的な能力だけを示す ものではな く,政 策主体 たる社会的総資本 としての近代 国家 が
要求する政治的,社 会的,経 済的,軍 事的価値 へ と変換 された資質 をい うのであ り,「 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」りの能力 にほかならない。
「健康」 であるとか,「 体力」 とかいわれ る身体 の 自然的な資質や能力 ,ま た民族性 で ある とか
,

身分性 といった身体 の属性 は一 見抽象化 された もの として現象するが, しか し,現 実 には絶 えず政
治的,経 済的,社 会的,そ して軍事的価値 に変換可能 な対象 として存在 し,定 常化す る。
「価値付与」 と「価値剣奪」 を基本概念 として権力関係 をとらえ,国 家権力 が あた か も非政治的
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 ラスウ
エル (H.D.Lasswell)は 規 定 したが,こ こに体育政策 の基本的性格 をうかが うことがで きるよ9
近代の体育政策 は決 して抽象的,自 然的な身体 を政策的対象 としたのではな く,あ くまで も,あ る
一定 の政治的,経 済的,軍 事的な価値規範 か ら演繹 された
「身体的規準 によって選択的 に育成 され
°
い
ある は育成 を阻 まれて成 った身体関係 のひ とつの相」 として存在す る社会的身体 を対象 とするこ
,
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とに よって成 り立 ったの で あ る。
近代 の体育 政策 はあ るが ままの身 体 的 自然 を一度解体 させ ,政 治 的 , 経済的,軍 事的諸価値 とそ
れ らを包 括 したナ シ ョナ リズ ム・ イデオ ロギー を抽 象化 したか た ちで ある身体 的能力 (身 体像 )
,

に組 み込 む こ とを本 質 として い る。この意 味 か ら も「労働 力 の再 生産 」 とは,身 体的 自然 の疎外形態
なので あ るよ9

3.体 育実践 の性格 と構造
「体育実践」 とい う ことばは戦前 ,特 に日本 フ ァシズム期 にお けるイデオ ロギーである「臣道実
践」や「体育道実践」 を連想 させ る概念 として戦後 しば らく忌避 されていた。
体育科教育 において「実践」なる語 が一般化するようになるのは,授 業研究 が興隆 しはじめる昭
和 30年 代 の後半の ことであるが,こ の「体育実践」の概念 についてはなお検討の余地 が残 されてい
るとい うのが現 実 である。
ところで,一 般 に広義 の意味 における教育実践 は,あ る具体 的な生活実践過程 として学校教育実践
のみな らず,親 の子 どもに対 する教育や社会的諸施設 による教育等 も意味 し,家 庭教育実践 ,社 会
教育実践 ,保 育実践 をも含 む ものである。 しか しなが ら,「 一定の政治,経 済 ,文 化 ,社 会の状況の
なかで,さ まざまな矛盾 を背負 って生 きて い る人 び とに,直 接的,間 接的 に働 きか けてその人び と
の能力 と人格 を発達 させてい く目的意 識的な営 み」°であるところの教育実践がより制度的,組 織的
計画的 に展開され るのは ,な によ りも職業 としての教師 による学校 においてで ある。
この教育実践 について,海 老原治善 はそれが成立す る要素 として (図 1)の ように次の六 つ をあげ
,

ている。
(1)教 育主体

教育施設
(学 校〉

としての教育者

の登場。鬱)働 きか ける客体
つま り対象 としての被 教育者
の登場。(3)教 育すべ き価値 の
,

表現 としての教育 内容 ,言 い
換えれ ば,一 定 の選択 された
経験,技 能 をふ くむ文化遺産 。
つま り教材 ,そ の収敏 された
もの としての教科 ,そ の体系
としての教育課程 と教授・ 学

/＼

く
教育労働者 〉

/

職場 ＼

教育内容 × 教育方法
く
〈
教授法
教 材〉

教育 内容 × 教育方
〈
教科 +自 法的諸活動
i

＼ /教 具

学習法・教具の寿

越翻

I

教育 土台
(図 1)

習の資料 としての教科書。(41そ れを効果的 に教授する教育方法 と教具 に代表 される教育手段。(5に
つ
れらを教授活動を持続的に続けるための場 としての学校。16)子 どもの生活 の場である地域社会よ
そして,な かで も「教師 は,な によりも学校 という場 において,子 どもや青年の発展 に意図的・
計画的に働 きかける教育実践の専門家 (集 団)で あり,そ れをとおして日々の生計 を支えている労
働者――教育労働者J° にほかならない。
その意味からも,教 師の教育実践は自らも教育労働者 としてある具体的な歴史的,社 会的,経 済
的矛盾のなかで生 きてい る人間による子 どもへの教育作用であるが,そ れはまた,「 教師の教育労働
者 としての 自覚 にもとづいて,子 どもの能力 と人格の人間的発達 に直接 。間接 に働 きかける,自 主
的・自律的行為J9で あると同時に,「 教師自身が労働者 として,一 人の人間 として,ま た集団 として
人間的に発達 し,解 放 されてい くことV° を示唆 している。さらに,教 師 による子 どもに対す る教育作
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用 とい う教育実践の性格 をとりだせば,そ れは,(1)子 どもに人類 と民族 の文化遺産 を系統的 に獲得 さ
せることを通 して,人 間的諸能力の総和 をつ くりだ してい く側面 と,修 )子 どもに 目的意識的な集団
活動 を組織す ることを通 して,民 主的行動能力 =自 活能力 を身につ けさせ,子 どもの 内面 によ り人
間的に生 きて い く目的― ―動機 と価値体系,換 言すれば,全 体 としての人格 の核心 となる部分 をつ
くりだ してい く側面 とが錯綜 してい る?ゆ
この二つの側面 は,一 般 に陶冶 と訓育 と呼ばれている教育機能であるが,教 育実践 はこのように
「子 どもの社会的形成 を土台 にしなが ら,陶 治か ら訓育 へ の浸透の側面 と,訓 育 か ら陶冶 へ の浸透

の側面とを,働 きかけの作用 としてあわせもつ複雑な過程Pで あり,か つまた「子 どもの教養の形
成から人格の形成にせまってい く側面 と,人 格 (の 核心)の 形成から教養の形成 にせまってい くと
いう側面 とが,複 雑 にからみあった運動V° であると
坂元忠芳 は,以 上の ような性格 をもつ「教育実践」の中味 を次 の諸点 において とらえている。
本 の公教育 を,時 の権力 による政治的支配―一国民 の人 間的解放 に敵対する関係 で行なわれ

(1)日

ている一― のための道具 としてではな く,国 民 の解放 と真 に人間的な成長・ 発達 のための場 に変革
しようとす る意志 に支 えられていた。 (人 間解放 の 目的意識性 )
修)公 教育の場 におかれている子 どもたちが,そ の背後 に,生 活者 としての重 い矛盾 を背負 って生
きていること, したが って,そ うした諸矛盾 に教育実践が働 きかけることな しには,子 どもの真 に
人間 的解放・発達 をうながす ことはで きない とい う自覚 に貫 かれていた。 (子 どもの人 間形成 におけ
る生活規定性 )
(9子 どもの諸矛盾 に全体 として働 きかけて い く教育実践 は必然 的 にそれにぶ さわ しい教育内容 と
方法の全体的構造 をもつ必要 が あ り,教 育実践 はそうした内容 と方法 の創造 を中心 に展開 されなけ
ればな らない, という思想 に支 えられて いた。 (教 育 内容 と方法 における全体 的構造性 )
は)そ うした教 育実践 の現実的過程 は,教 育労働者 としての教師の生活保護 と教育 の 自由のための
集 団的な闘 い と不可分 に結 び つ き,教 育労働 その ものをよ り人間的な ものにする運動 と結 びつ いて
自覚 されていった。 (教 育労働 の解放 と自立性 )・ °
これ らの教育実践 の性格 な り,構 造 は体育実践 の根底 を支 えてい るものであ り,そ れ以外の もの
ではない。

4.教 育政策 の発展段階 と体育実践
既述のような「教育実践」の概念 は突如 として形成 された ものではな く,明 治期 にお ける近代公教
育 の成立以後 ,徐 々 に形成 され,明 治後期 か ら大正 ,昭和 の初期 にかけて開花 したのである。そ して
,

体育実践 はそれが独 自の実践 として展開 されて きたのではな く,自 由教育運動 と深 く結 びつ き,そ
の一環 として登場 して きた概念 である。
資本 の要求する科学・ 技術的能力 と低廉 で, しか も,能 率的な労働力 の再生産 を軸 に し,国 家的
イデオ ロギー の形成 と軍人 の養成 を本質 とする近代 の公教育政策 に対 して,教 育係働者 としての 自
己の存在 を自覚 し,人 間 の全 面発達のための公教育の無償化 ,教 育内容 の科学化 ,就 学年延長等 の
全般的な教育の機会均等 を要求する「教育運動」が興隆する。
この教育運動 を背景 に,科 学的な社会的,自 然的,文 化的認識や豊かな感性 と全面的な身体的能力
,

さらには自治的な能力 をめざした「教育実践」が展 開 され ることになる。体育 において も同様 に

,

軍人の養成やたんなる労働 力 の再生産 を目標 に した軍事化政策や体力政策 ,あ るい は国家主義的イ
デオ ロギーの注入 のための 内容 の非科学化,方 法の画―主義化 ,形 式主義化 を克服 し,人 間 の身体や
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運動文化に対 する科 学的 な認識 や感 性 をも含 め,身 体的能力の全面的な発達 と人格 へ の昇華 をめざ
す体育実践が生れ る。
この事実 か らも,「 教育実践」の概念 を「教育政策」 と「教育運動」の接点 として位置 づ けること
がで きるとともに,教 育政策 を教育本質の疎外形態 として,か つ また教育運動 を教育本質の実現の
運動 として規定す ることがで き,さ らに教育実践 を「人 間解放 の全面発達 へ の教育労働 の 日常的過
程Y° とみることがで きる。
ところで,こ の教育政策 と教育運動 との対応関係 は,資 本主義 の各発展段階 に即 して次のように
とらえることがで きよう。
(1)重 商主義の段階〜 政治権力 としては絶対主義 の段階 である。

資本 は産 業資本 ,植 民地支配 にお ける略奪 搾取 の段階 で あ り,教 育政策 は絶対主義権力 の維持
強化 と資本主義生産 の促進 のための 官僚 と国家体制の強化 のための軍人 の養成 と同時 に,高 級技術
,

者 の育成 に全政策 の重 点 がおかれ る。体育政策 において は近代 の体育論,方 法 (体 操 ,ス ポーツ等 )
の移入や教師養成 がめざされ,制 度 的 には学校 カ リキュラムに教科 として創出 され るが,そ の実質
は形骸化する。 それは この段階 での資本 の原始的畜積が強力 に推 し進め られることによって個別資
本 による労働力 (特 に幼 年,婦 人労働力)の 喰潰 しが徹底 され,労 働力の再生産が相対的に も意識
されない ことによる。明治 10年 代前後 が これ に相当する。
(2)自 由主義 の段階〜産業資本 の確立す る産 業革命以後 ,社 会的総資本 としての国家 による一
定の
労働者 に対す る保護政策 が労働力の再生産 と兵力の保持 と強化 を目的 に実施 され る。
この段階 は,ほ ぼ明治20年 代 にあた るが,教 育政策の一環 としての体育政策 においては,労 働力

と兵力 を抱合 した「国民体力」の確保 とい う要求か ら体育 の合理化,近 代化 が現実的,か つ歴史的
意味 をもって意 識 され,体 操 ,兵 式体操 の振興 ,遊 戯 を中心 とした活動主義体育の実施が課題 とな
る。
(3)帝 国主義 の段階〜国内の矛盾である階級対立が次第 に激化 し,教 育政策 としては,そ

の矛盾 の融

和 と反社会主義思想の形成 を意図 した全体的な国民教育 が指向 される。
よ り具体的には,① 国内矛盾 の陰蔽 と独 占資本 による海外植民地支配 を正 当化 し,合 理化するため
の排外主義的なイデオ ロギーの注入 な らびに帝国主義戦争 の合理化 がなされる。② それ と同時 に

,

帝国主義戦争 と国際的 な経済競争 に打ち克 つた めの教育 の合理化 が一定程度 なされ,個 性 の尊重

,

自主性 ,創 造性の重視 とそのための方法の改善策が とられる一 方,教 育現場 においては教育改造 =
新教育運動 が展開 され,教 育実践がめざされ る。
体育 において も国民体力 の向上や思想対策 として合理化政策 が とられ,個 性 ,興 味 ,自 律性等 の
重視 ,体 育 内容 の遊戯・スポーツ化あ るいは女子体育振興 が政策理念 として うちだ され るとともに

,

学校 における教育改造 =新 体育運動 が新教育運動 を背景 に成立す る。 これ らは明治30年代 〜 昭和 10
年頃 までにみ られ る政策 と運動 である。
また国家独 占資本主義 の段階以降 では,軍 事的,経 済的再編 を目的 とした労働力の計画的な陶冶 と
配置 が課題 とされ,「 人的資源」論 とその政策 が展開 される。体育政策 においては思想統制 と超 国家
主義イデオ ロギーの注入 ,な らびに軍事化 を中心 とす る体育 の一般化 と同時 に,体 育 内容 ,方 法の
軍事化が進行する。一方,こ うしたファシズ ム政策 に抗 して労働者階級 に成長 に ともなって反体制
を指向する体育・ スポーツの民主化運動 が組識 され る。 これ らの特徴 は昭和 10年 以降 にみることが
で きるP
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5.体 育実践 と「身体の能力」
すでに論述 した ように,国 家 の要求す る政治的,経 済的,軍 事的価値規範に もとづいた身体 的能
カーー広義の意 味 における労働カーー の再生産 を本質 とする教育政策 は,そ の発展段階 に即 して人
間的諸力の一 部分 を肥大 化 させ る。
すなわち,近 代 の資本主義的機械制生産 は,か っ ての古典的 な頭 と手の労働の合一 とい う労働形
態 を解体 させ る一方 ,精 神労働 と肉体労働の分 裂 とい う分断の システムを固定化 し,永 久化 させ る
と ともに,労 働能力の格差 を定常化する。 そ して精神労働 と肉体労働 のいわ ゆる聖
――俗 とい う価
値 的 ヒエ ラルキーに対応 して,教 育政策 において は知 的能力の陶治が相対的に先行す ることになる
。
こ うした教育政策 にお ける能力観 な り,学 力観 に対 して身体的能力の
全面的な発達 をめざす体育実
践 がそれ を上揚 し,克 服す るために も身体の能 力 を全体 の能力 , もしくは学力 のなかにいかに位置
づ けるべ きか検討す る必 要 がある。 ここで従来の学力論 において身体 の能力が どの ような
位置 にお
か れ ているのかについて概観 してみたい。
一般 に, これ までの学力論 には,(1)学 力 を客観 的 に測定可能 な もの としてとらえる立場 と,(動 学
力 に「態度 」 といった客観的に測定不可能な要 素 をも含 める立場 とがある。前者 には勝 田守― のそ
れがあ り,後 者 には広 岡亮蔵の学力論 があ る。
(図

2)能 力 につ い ての
勝 田モデル

(図 2)は 勝 田力決 間的能力の全体制 をモ ♪ レ化 した ものであ り,一 般 に勝 田
の学カ モデル と呼ばれて い るもので あるが,彼 は知 的側面のみを形成す るの
が学校教育 ではない としなが らも,知 的な能力 を育成する ことによって性格
,

態度 ,価 値観 も形成 され る と述 べ,基 本的 には,科 学的能力や知的能力等の
「認
識能力」 を中心 とす る学力 をえが くとともに,勝 日はそうした学力 を「学校
的能力」 ともいってい る。 そ して,勝 田の学カ モ デル で特徴的な ことは,言
語能力 と運動能力 とが学力 の全体制 を支 えるものとして位置づ けられている▼D
この学カ モ デルか らすれば,い うまで もな く「運動能力」 が体育 の形成 す
べ き学力 になる。
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, 0)「 感情能力」としてとらえ (図

4)ヤ 9こ

31:与

::整

の「二つの能力は

立 したものではな く,人 格 とい う統一体 の三つの突端である。一つの突端がな
りたつためには,そ の背後 に二つの突端が含 まれているのが原則であるgの と述
べ,さ らに「学力の層構造」を次のように示 している (図 5)『 °すなわち

f」 ̲堅

、

,(1)外 ￨
層……要素的な知識,技 能,鬱 )中 層……関係的な理解,総 合的な技術,0)内 層 !

………思考態度 ,操 作態度 ,表 現態度であ り,広 岡
は思考態度 ,操 作態度 ,表 現態度 を学力の中枢 に
おき,問 題解決力 , もしくは主体的学力,態 度的
学力 の形成 を中心課題 としてい る。
技術
能力

(図

4)

例 えば,彼 はこの学力の三 層 を平易 なことばで,「 基本的な知 識」(外
層),「 学 び とり方も (中 層 ),「 考 え方,感 じ方,行 い方な ど」 (内 層 )
としてあ らわ し (図 6),「 人間的な学力であるためには,考 え方 ,感
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じ方 ,行 い方 の深 層能 力 まで深 く掘 り下 げて,そ

学力 の層構造

5)

学 び と り方

=憂
(図

外 層
基本的な知識

の
のよりよき啓培 と仲長をはかることが必要である」
と述べている。 そして, これらの能力,学 力 は全

教科において形成されるべきであるとしている。
この勝 田,広 岡の学カ モデルの成果 を吸収 しな
が ら,木 下繁弥 は学校教育 が「学校的能 力」として

形成すべ き
「人間的能力」の総体 と狭義 の
「学力」=
「認識能力」の構造 を仮 説的 に次 のよ うにえが き

6)

■学 力
﹂

摘 し,明 治社会 にお ける「舶来知識 の優越 ,TEl識 階級 と

認識能力

に,必 らず しも確固たる位置 を発見 しえてお らず,き わ
めて 不安定 な存 在 で ある。
この点 について ,広 岡はわが国近代学校の特殊性 を指

表現能力

下 のそれにして も,原 則 として知的認識能力 =学 力 を中
心 に身体 の能力 をいわば 下位概念 としてみているととも

人 間 的 能 力

(図

・知識習得 の結果的表 現とし ての
学力 ︵﹁
達成 とし ての学力し
︐新 し い知識 や課題を習得 ・解決
し て いく学習可能性 としての学
力 ３学習能力 とし ての学力し
︐知識習得 の過程 で形成 される認
識 の基 礎 とし ての心 理 的 特 性
３心 的能力 とし ての学力 し
思考 力 ・観察力 ・集中力 ・想像
力 ・直観力 など
・感応 ・表 現 の能力
・身体 の能力
・労働 の能力
・世界観 ・価値観
・集国意識 ・規律
・意志 ・信念 ・意欲 ・情動
・行動カ

また「人 間的能力」 と「学力」 を区別す る根拠 が 曖昧で
ある。
このように,広 岡以外の学力論 では勝 田,海 老原 ,木

社会的能力

,

﹁
人格 ﹂

だ している (図 7)伊 働 この木下 の「構図」 において,「 身
体 の能力」は厳 密 な意 味 における学力 に含 まれてお らず

考 え方・ 感 じ方・ 行 い 方 な ど

労働階級の階層差 別 ,精 神労働 と肉体労働 との価値差別
(図 7)
が きわ立 った ことが,教 育 における知識優位 と技能劣位
の成立 にたい して,強 大 な磁 石 をす えることになったす。といっているが,従 来 の学力論 において こ
うした論理が完全 に克服 されてい るとは理 解 しがたい。
つ まり身体 の能力や運動の能力 を知 的認識 の基 礎 ,基 底等 として位 置づ けようとも,人 間的能力
を精神 と身体 の二 層 において とらえよ うとする本質 にかわ りはない。精神 と身体 の関係 は市川浩 が
い うように,「 精神 といい,身 体 といって も,そ れ は生 を理解す るための一つの手 がか りであ り,一
種 の極限概念 にすぎない。われわれの具体的な生の大部分 は,い わゆる精神 とも身体 ともつかない
独特の構造の 中で送 られている!9の であ り,「 この独特 な構造 こそ基本的な もの と考 え,い わゆる精
神 と身体は,こ の独特の構造の抽象化 された一局面goと して考えるべ きであるといっている。この

意味からも認識能力 と身体 の能力 とは同位概念 としてとらえるべ きである。
運動能力の人間の発達史的意義 について改 めて指摘するまでもな く,ピ アジェ (J.Piaget)も 明
らかにしているように,運 動能力の発達は認識能力 (感 覚運動的能力)の 発達その ものなのであ り
したがつて,学 カ モデルの構図 は運動能力 を中心 にえがかれる必要がある。
そして体育が形成すべ き
,

運動能力の概念 は,従 来の機械論的な体力 としてではな く,運 動文化 との対象化→非対象化の論理 に
つ
おいて把握されるべ きである
『
体育実践 は心身二元的な学力観を排 して,身 体 の能力を人間の全体な能力に明確に位置づ け,さ
まざま能力 とのかかわ りのなかで全面的に発達 させてい く過程であり,近 代 の体育実践はそうした
学力な り,能 力 に関する理念を構築する歴史的な過程 である といえよう。
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6.体 育実践 とその思想

｀

すでに論究 した ように,教 育実践 は具体的 な社会的過程 として,そ れが展 開 される,あ る歴 史的段
階の社会 の主要 な機能 や価値・信念 。願望等 に関す る認識 が集約 され,一 定 の価値体系 を構成する。
この価値体系 としての教 育実践 は現実 の歴史的,社 会的過程 において成長 し,か つ発達 す る子 ど
もを対象 に人類 の文化 ,科 学 ,芸 術 ,技 術 ,言 語 の教授・ 学習 を通 して再創造す る過 程 で人 間的諸
力 を発達 させ る行動体系 である。それは社会 のなかにすでに可能性 として生れはじめた,新 たな価値
や理想 によって子 どもを社会化す ることであるとい えよう。 したがって,教 育実践 はなに も教師―
―教材――子 どもとい う抽象化 された関係 に限定 され うるものではな く,教 育 がおかれている,あ る
歴史的社会の具体的 で特殊 な価値体系や思想状況 と切 り離 された もの として存在 しえず,体 育 につ
いてい えば,人 間 の身体 や運動 ,ま たその対象 である運動文化 の把 握 の しかた,さ らには,運 動文化 の
陶冶機能 に関す る価値 づ けとして表現 され,そ れ らの価値論 は全体 としての思想状況 な らびに教育
思想の影響下 におかれ る。
しか し,こ の ことは教育実践 が一方的 に,絶 えず社会 か ら制約 され,そ の価値体系 に浸触 されつづ
けることを意味す るものではな く,一 定 の社会 の価値体系を内 に含 み つつ も,同 時 に相対的 にある
人間形成 へ の理想 をもち,そ の独 自性 を保持 してお り,こ こに社会的機能 としての教育 の特異性 が
ある。 言葉 を換 れば,教 育実践 はその社会の客 観的 な諸々の矛 盾 を反映す るとともに,そ の矛盾 を
解決 し,克 服 しようとする歴 史性 をもち,そ の矛盾 との緊張関係 において一定 の思想 が要求 され

,

思想が生 みだされてい く。
そして,思 想 が思想 として成 り立 つためには現実 のか くれた本質 な り,構 造 を把握する ことを不
可欠な条件 とし,現 実 を変革 す る基盤 を提供す る創造性 や実践 へ の可能性 を含む ものでな くてはな
らない。 このよ うに思想 とは,生 活事実 にもとづいて形成 され るが,そ れはたんに事実の寄 せ集 め
や羅列 によって形成 され るものではな く,事 実 に関す る洞察 と内省 によって形成 され,し か も内部
構造 をもつ ものである。
この思想の内部構造 について,竹 内好 は次の ようにいっている。つ まり思想 を三角形 に例 えるな ら
ば,「 底辺 にあるものは,生 活 と未分離 の,ま だ思想化 されないムー ドの ような もの,い わば下意識
の領域 で ある。そ こか ら昇華 したバ ラバ ラの,相 互 に矛盾 しあ う観念の累積 がその上 にのっかって
い る。 さらにその上 には,い くらか整序 された思 考 のカテ ゴ リー,た とえば時代精神 とか世界像 と
か階級意識 とかよばれ るものが位置 を占めて い る。そ こか らもっ と上昇 して 頂占の部分 に くると
ここには じめて本来 の思想 ,思 想 の純粋結晶 で ある学説や理論や教義があ らわれ る。全体 として
,

,

この構造 の下 へ ゆ くほど衝動 に近 づ き,上 へ ゆ くほど自律的な精神 に近づ く。 機能 として は,エ ネ
ル ギーをにな うのは下の部分 ,方 向づけを決定するのは上 の部分 である。写°
したがって,思 想 は本来 ,抽 象的,観 念的 な人間の生活過程のなかで生成 されるので はな く,現
実 の諸 々の社会的関係 のなかで 自己の生活手段 を生産 し,な おかつ物質的 のみな らず,精 神的 に も
生 活 を再生産 し,生 きる人間の意識が思想 を形成する土台になるのである。

2.研 究 の主題 と方法
1.大 正 自由教育 と「 自由」 の問題
近代 日本の体育実践史の頂点 ともいえる大正 自由体育 の思想 と実践 は,そ の成立 と展開 の過程 に
おいて 自動主義,個別主義 といった近代教育 の理 念 に もとづ き,子 どもの教育 。発達 を生理学,解 剖
学等 の 自然科学的研究 によって明 らかにすべ き ことを提起 した。その立場か ら合理的 な体育 の内容

,
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方法 を確立す べ く改造運動 が展開 され,そ れ までの非科学的,形 式主義的,さ らには画―主義的な
教授方法 と体操教材中心の内容が支配す る伝 統的な体育 か ら子 どもを解放す るうえで大 きな役割 を
果す ことになったが,そ の思想的,実 践的課題 は次 の点 にあった。
(1)明 治 10年 代 の消極的な開発主義体育論 に対 して,明 治 10年 代後期 か ら20年 代 にか けて興隆 しつ
つ あった活動主義体育論や個別主義体育論の継承。
(2)明 治20年 〜 30年 代 に流布 ,定 着 し,体 育 を教育 領域 か ら排除 したヘルバ ル ト派教育論 と五段教
授法 に象徴 される形式主義的な教授法 を活動主義 ,個 別主義 ,あ るい は自動主義体育 の立 場 か ら批

判 し,改 造す ること。
(3)子 どもの発育 。発達 の論理 を生理 学 ,解 剖学 ,心 理学等の諸科学 によって合理的 に把 握 し,か
つ体育内容 ,教 材 ,方 法 の科学的根拠 を明 らかにす る。
(4)普 通体操 ,ス エ ーデ ン体操 ,兵 式体操中心の体育 内容 を子 どもの発達 や興味 ,さ らには活動主
義 ,自 動主義 ,自 然主義,個 別主義等の原則 によって遊戯 ,ス ポーツ教材中心の内容 に改造す るこ
と。
(0自 由教育 の成果である個別学習,分 団学習 ,自 治学習,独 自学習,郊 外学習 ,統 合教授 ,生 活

学習等 の教授・ 学習論 を吸収 し,画 一 主義 ,形 式主義教授 を克月
及し,近代的な教 授・ 学習方法 を確
立す ること。
(6)体 育 とい うたんなる一教 科 の枠内 における改造 に とどまることな く,生 活学校 へ の転換 ととも
に,運 動会 ,夏 の学校 (臨 海 ,林 間等 )等 の行事 を学校教育全体 のなかに位置 づ け,さ らに運動場
の教育的機能 を見直 し,改 造す ること。
これ らの課題 をもって登場 した 自由体育論 とその実践 の性格 はどのように規定 され うるのか。か

つて藤原喜代蔵 は,大 正期 の教育 を教授方法の「 コペルニ クス的転回」 と評 して次 の ように記述 し
ている。
「大正時代 は,教 授方法の一大革新期 であった。 コペルニ クス的転 回 とい う当時の教育界 の流行
が示すよ
語
うに,教 授法あって以来 の一大転換 である。従 って昭和時代の教育方法 は, この大正 か
ら昭和 にかけての教授方法の革新期 を基礎 とした ものであって,教 育や理念の上 で は,昭 和 の教育
維新 な どと云われ るけれ ども,方 法的 には大正時代 こそ教授維新の時であった。大正の教育思想の
強味 は思想 が直ち に実践 ,即 ち教授法 にあらわれた点であ り,大 正 時代 の教授方法の革新 を知 らず
しては,明 治時代や昭和時代 の教育 を知 ることはで きない。写9
ここで藤原 は大正教育 を明治教育 と昭和教育 の接点 として とらえているが ,戦後 の大正 自由教育
研究 における争点 は,こ の大正 自由教育が 日本近代教育史 に占める位置 と,そ の「 自由」 の概念 をめ
ぐる問題 であった とい える。すなわち,大 正 自由教育 が明治教育 との断絶 ,も し くは不連続 におい
て成立 したのか,そ れ とも,明 治教育 との連続 において興隆 したのか という点 であ り,こ の問題 は 自
由の概念 をどう規定するのか とい うことに もかかわって くる。
この問題 について,例 えば本山幸彦 は次のような見解 を提示 して いる。
「明治教育 と大正教育の共通項 と簡単 にいって も,明 治教育だけでな く日本 の近代教育 は複雑 な
相貌 を身 につけてお り,何 が共通項 であるか をにわかに決定 で きるものではない筆。が 近代国家 へ
,「

の出発点 に立 った日本 が,欧 米先進諸国か ら,そ の社会経済体制 =資 本主義体制 を取 り入れて以来
国家権力 をその先導者 とし,一 貫 して資本主義経済の急速な発展 に努力 し,や がて欧米諸国 に迫 い
つ くために早 熟的 に独 占資本主義体制 に傾斜 しなが ら,欧 米列強 の帝国主義競争 に割込 んでいった
とい う明治 日本 の歴史 を読 めるか ぎり,明 治教育 の基本的性格 は,資 本主義 の発展 との関連 のなか
,
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で とらえなけれ ばな らず,明 治教育 の基 本的性格 が 日本 の資本主義 の発展 を支 え,や がてそれに従
属 してい く過程 において形 づ くられてきた とみるのが,当 然の ことだろう。 そうだ とすれば,明 治
教育 の『学制』に象徴 される側面 も,教 育勅語 に代弁 され る側面 も,何 れ も資本主義 の成立 ,発 展
独 占化 へ の傾斜 とい う路線 に位置 づ けて,そ れぞれの役割 を考 えてみなければな らないrつ と。
,

そして,大 正教育 を明治教育 との連続 において とらえ,そ の接点 は「大正 自由教育 と臨時教育会
議 (大 正六年 ,寺 内内閣 によって組織設定 され る)の 答 申のなかに想定 される」動とみてい る。
つ まり本山 は,大 正 自由教育が明治教育 との断絶 において成立 した とする説 には,な お検 討の余
地 があると指摘す ると同時 に,こ の問題 は大正 自由教育 の「 自由」の概念 をどう解釈す るか によっ
て異 って くるとい う。 そ して,こ れ までの「 自由」概念 の規定 は二つの大別 され るとして い る。す
なわち,そ の第一 は,自 由教育 は帝国主義段階 に突入 した 日本資本主義の要求ではあって も,決 し
て民主主義的 な意味 にお ける自由ではなかった とす る解釈 (玉 城肇,梅 根悟 の場合 )で あ り,そ の
第二 は ,そ の 自由を政治的な意味での民主主義的 自由 であった とする解釈

(中 野光

,海 老原治善 の

場合 )で ある。
この二 つの解釈 に対 して本山 は,自 由教育 の 自由の概念 を民主主義的なそれ としてみ ることはで
きな い とし,そ の 自由 とは,あ くまで も帝国主義 を維持 し,か つ補強す るための選 別的 。エ リー ト
教育 のための 自由 にほかな らなかった ととらえてい る。
つ まり「大正 自由教育 の 自由 は,教 育方法 における画― 主義 ,形 式主義,注 入主義 を廃 し,児 童
の 自発性 と才能 を尊重 してその創造力 の開発 をはか ろうとす るもの,い わば才能主義 を中心 にした
教育方法の 自由 であった といってよい。
このよ うな自由教育 は,帝 国主義体制 を形成 し,国 際競争 に積極的 に進出 しはじめた独 占資本 が

,

その国際的競争力 をたかめる ことをめざすエ リー ト主義教育の自由であって,裏 か らい えば,差 別・
選別教育 の 自由を,初 等教育 にもちこもうとす るものであった といってよい。 (中 略 )大 正 自由教育
の 自由が このよ うな ものであった とすれば,一 般 に大正 自由教育の先駆者 とされている明治後期 の
教育家樋 口勘次郎 ,教 育学者谷本富,大 正 自由教育 の中心人物 で,元 文部官僚沢柳政太郎 な どを引
き合 いに出す まで もな く,こ うした教育観 は教 育 のイデオ ロギー としては,明 治教育 の 内部 に深 く
存在 して いた ものであった!°
何故な らば,「 明治時代の国家権力の教育思想 は,明 治末年 に国体主義教育 があ らわれ る頃 まで
ほぼ一貫 して実業教育 ,実 用主義教育 を基軸 として,全 教育体系の再編強化 を意図 しつづ け,こ の
,

実用主義教育体制の うえに,資 本主義発展 の各段階 に応 じた職業教育 を構築 しようとす るものにほ

かならなかったζOの であ り,「 もし大正自由教育の自由が選択的教育の自由,エ リー ト教育 の 自由で
あ り,そ の源流を樋口勘次郎や谷本富,あ るい は野口援太郎や沢柳政太郎 までさかのぼることがで
きるとした ら,彼 らの教育思想 は,日 露戦争前後 までの明治政府の教育思想 とほとんど同 じ地平 に
立つ ものだった といえる。彼 らの教育実践は彼 らの意図をこえて,教 育現場 に当時 の国家権力 の教
育思想を検討させる役割を果たしていた とみられる。
ζ0
また天野正輝 も本山の見解の延長線上 に,大 正 自由教育の位置関係 と限界をみてい る。
論
天野は「わが国の教育史上,知 育が十分 にお こなわれた事実は一度 もなかったし,『 知育偏重』
つ
を前提 にした徳育 の強化策 は,文 化的価値の内容が も 固有 の論理 や系統性を歪め,科 学的認識能
力を育成す る教授を正 しく位値 づ けることを不可能 にした」°と明治教育 の反近代的性格 を指摘する
一方,大 正 自由教育 の方法が 日露戦争,第 一次世界大戦以後 の日本資本主義の矛盾 を解決する方策
として提起 され,明 治教育の形骸化 した開発主義教授やヘルバル ト派教育理論による形式主義,画
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―主義的な五 段教授等 によっては,新 たな段階 を迎 えつつ あった日本資本主義の要求する創造的で
活動的な人物 の養成 は不可能であるとの認識 によるもので あった,と 次 の ように論及 して い る。
「 日清 。日露両戦争 を経 て,明 治末期 か ら大正初 年 にか けてわが 国 の産 業界 は,資 本主義 を確立
発展 させ,ア ジアに植民地 を確保 するまでに成長 した。 そ こにおいて,外 界の技術の模倣 一辺倒 か
ら脱 して,自 主的な技術革新 とそのための研究機関 の整備拡充 と技術者 の育成 にむけて,教 育政策
が展開 される動 きをみせていた。 その傾 向 に拍車 をか け,教 育改革 なかんず く指導法 の改革 に力 が
注がれ,創 造教育 が教育関係者の口にのぼるに至 った最大 の要因が第 一次大戦 の勃発 で あった。(中
略)更 に大正九年 (1920)3月 の財界恐慌 によって 日本 の産 業界 は,戦 時景気 を一気 に過去 に葬 り
去 り,深 刻な不況時代 をむか え,一 段 と模倣文明 の頼 りな さを示 した。 ここに,創 造教育 が強調 さ
れる客観的な基盤 が あった。すなわち,従 来 の形骸化 した開発主義 の教授法やヘ ルバ ル ト五段教 授
法 では画―主義的注入教授 とな り,偏 知主義 となって教育 の硬化 をきたすのであ り,独 創的精神 も
育てる ことが 出来 ない ことを認識 して,創 造性 ,創 作能力開発 のテ コ としての教授法 を改革 (目 的
,

内容 を所与前提 とした)す るとい う課題が教育界 に課 せ られた とみることがで きる。
『八大教育 主張』
も,こ の ような課題 に対す る教 育界 の一つの回答であった。甲
その意 味 か らも,大 正 自由教育 は日本資本主義 の即 自的要求 と深 く癒着 していたがために,絶 対
的な拘束力 をもつ諸学校令 ,教 則 ,国 定教科書等 を所与 として是認 し,り F合 理的な目的,内 容 の も
とにおける教化の方策の改良 とい うレヴェルζOに とどま り,そ の結果 ,「 教育方法 における
『 自由化』
9
も,所 与の目的,内 容をつきくずすこと,す なわちそれらを生みだしている現実の体制への批判ζ

にまで至 ることはなかった と。
以上のように,教 育史研究 における大正 自由教育 の位置ぅな らびにその性格 は巨視的 には,そ れが
日露戦争 ,第 一 次世界大戦前後 において 日本資本主義が陥 った矛盾 の解決 を自らの課題 とした こと

,

したがって,自 由教育 がぶ りか ざした活動主義 ,自 学主義 ,創 造主義 ,個 別主義 ,自 由主義 といっ
た理念 も必然 的 に限界 をもつ ものであ り,明 治教育 の分脈 の うえに成立 した教育運動 とみるのが妥
当な評価である と考 えられる。
この点 を久保義 三 もこう要約 している。
「 日本資本主義 の教育史の過程で,正 統 な いみでの 自由教育 ,ま たその運動 が,成 立 し,か つ展
開 したか どうかは,疑 間 といわなければならない。
まず谷本富 らに主張 され,影 響 されて い った一連の新教育 は,即 自由教育 で ある とはいえない と
い うことで ある。
それは 自由主義的 であって もリベ ラ リズムの教育 とい う正 当な位置 を占めることは,そ の思想 の
形態か らい って も,運 動の方向にお いて も妥当ではない。 また明治末期 か ら大正期 にかけての 自由
主義教育 の思想 お よび運動 は,ま さに日本資本主義 へ の特殊構造 に強 く規制 され歪 んだ もの として
それに反映 されていることで ある。 この ことは近代社会 と くに資本主義の成立期 において,封 建的
,

な身分的秩序か ら解放 をめざす市民階級 の人 間形成の理念 をささえた 自由主義思想 が,大 正期 にお
いて日本 における第二 の民主主義運動 として展開 された ことか らもい えるのである。 この ときすで
に日本資本主義 は帝国主義 へ の転化 を遂 げていた段階 であ り,そ こにお ける自由主義思想 は複雑 で
あ り,そ の思想の歴史的構造か らい えば,前 近代 へ の対決 ,近 代 の撤底 と克服 ,さ らに社会主義草
命へ の転化 (フ ァシズムヘの抵抗 )と い う二重の課題 をもち こむ ことが 当然要請 されるのである。
日本 における近代教育思想 においては,認 識 の主体 は,思 想 の形成 にあっては諸 々の新 しい思想
を内面か ら摂取 した り,自 己 と全 く異質的な思想 にたい し,そ れに強固 に対決 す ることがな く,そ
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こで は自己 と異質的な もの との連続性が い とも容易 に行われて きたのである。谷本富 らにみ られ る
『新教育』の概念 にせ も,そ れにつづ く新教育運動 にみ られ る『 自由』の概念 にして も,そ の多 く
が異質的な思想 をその文脈 においてでな く,そ の部分的,局 部的摂取 であ り,そ こに断固たる対決
もな く,自 己 と連続 的な もの として うけとられたので ある。(中 略)そ れ らの 自由教育論 においては
デモ クラシーの影響 の もとに児童の自立 と自由が問題 とされた。 これ らは個人 の尊重 ,人 間性の解
,

放 に もとづ くものであったが,『 教育上 における自由は,目 的 が 自由 にあるのではな くて,手 段が 自
由で あるのである』 というように,教 育 における自由主義 はすでに歪 んだ方向をとらざるをえなか
った。子の
既述の大正 自由教育 の問題性 ,ひ いて は日本近代教育 の思想的特質 は ,そ の まま大正 自由体育の
思想 と実践 に も浸透 して いた ものであった。
学校体育の全般的な形式主義 ,画 一主義化 ,な らびにその軍事化傾向に対 して,す でに指摘 した
ような歴史的意義 を もつ大正 自由体育 も樋 日,谷 本 のほか高島平二 郎 ,永 井道明 ,可 児徳等 の体育
改造論 ,成 瞑実務学校 な らびに小 学校 ,成 城小学校 ,千 葉県師範学校附小等の一連の新学校 ,附 小
における実践 もそのニ ュア ンス は異 るものの,究 極的 には,さ まざまに唱導 された活動主義 ,自 動主
義,個 別主義 ,立 憲主義 ,分 団主義 とい った 自由主義的 と目 され る理念 も,日 露戦争以後の世界帝
国主義諸国間 による領上分割競争 に新 たに帝国主義国 として登場 したわが国 に とって要求 される活
動的,能 動的人物の養成 とい う課題 の もとに成立 したのであ り,天 皇制ナ ショナ リズム と軍事的,経
済 =産 業的体力の合理的再生産の実現 とい う前近代主義 と近代主義 ナシ ョナ リズムを癒着 させ る こ
とによって「 自由」を方法主義の枠内 に限定 したので ある け
『
例 えば,高 島平三郎 ,尼 子止 ,吉 原藤助 ,真 行寺吉太郎等 は,自 らの児童中心主義 を次のように
規定 して い る。
「体操科 の教授 は大 体 か ら見 て規律的な ものである。従 って動 もすれば主体 を忘れて教授本位 に
なった り,或 は学校本位 になった りする場 合 が少 な くない。尤 も体操科の教授要 旨中 には,『 規律 を
守 り,協 同 を尚ぶ』 とい うような社会 の要求 に基 いた もの もあるが故 に,体 操科 の教授 が規律的 で
あるとい うことは少 しも差 支 えない ばか りでな く,大 に努 めなければな らない所 であるが,往 々数
師一個の私情か ら割 り出 した要求 をした り,或 は学校 の都 合 か ら打算 した規律の】
艮従 を強 いた りす
ることの あるのは,大 に警戒 せねば な らない事 である。其の他教材 の選押,配 当等 も生徒の為 めを
思ってなすべ きことは勿論 ,器 具器械 の設備等 に至 るまで,総 ての徒の事情 を基礎 として之に応ず
るようにしな ければな らぬ。斯様 に体操科教授の主体 は生徒其の物 で あるが故に,一 般 に比の事 を
目 して児童本位主義 で あると言われているが,言 うまで もな く蒐 に謂 う所 の児童本位主義 の主 張 は
彼 の極端なる個人主義教育説 として喧伝 せ られてい るエ レンケイー 派 の主義 ,主 張 と全 く立脚地 を
異 に しているもので あ ることを序なが ら述 べ て置 く。写り
,

以上のように,大 正 自由体育運動 も,基 本的 には国家原理 としての家族主義 が もつ私的空間へ の停
滞 とい うィデオ ロギー的な限界 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 かに子 どもを「臣民」=「 公民 (立 憲国民 )」 へ と養成 してい くか,そ の理 念 と方法 の合理化
運動であった。
しか し,運 動全体 としてこうした限界 をもちなが らも,国 家主義体育,軍 国主義体育 といった否 定
的な概念 をもって総称 されるわが国近代 の体育像 に対 して,少 な くとも近代的な方法理念 か ら伝統
的な形式主義,画―主義 的な体育理念 とその方法・ 内容 が批判 され るとともに,体 育実践 の先駆 を形
成 し,わ が国の体育思想 と実践史 において特異な時代 を刻印す ることになった事実 にかわ りはない。
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大正 自由体育 を明治体育 の接点 , もし くは連続 において把握 し,大 正 自由体育 の成立過 程 を分析
する ことが本研究 の主題 である。

2.研 究 の対象 と方法
一般 に,大 正 自由教育 とその一環 としての 自由体育 は,い わゆる熊谷 ,樋 日,谷 本等 の社会的教育
学 とその体育論 が興隆す る明治30年 代 を起点 とす るのが通説 になっているが,活 動主義 ,個 別主義
自動主義体育論等 はすでに明法 10年 代後期 に萌芽 してお り,し たが って,本 研究 は以下の問題 を対
,

象 とする。
におけるリーラン ド,ジ ョホノッ ト,伊 沢修二等 の開発主義体育論 とその限界 ,普 通
の
体操法 日本的屈折 とその形式主義化 の過程 , さらに開発主義体育論 に対す る批判 と活動主義
体育論 の勃興 にいたる過程。

(1)明 治 10代

②明治20年 代 における井上毅 の活動主義体育論 を中心 に全般的な体育振興論 ,体 育改造論 を開発
教授法批判 ,新 人物論 ,個 性教育論 との関連 で考察す る。
(働 明治30年 代 における帝国主義 的体育論 とヘルバ ル ト派体育論批判 ならびに形式的教授法批判 を
ぶ くむ社会的教育学 とその体育論 の特質。
に)明 治40年 代 の身体 の修養論 を軸 とす る訓育主義的体育論 と姫路師範学校 ,成 瞑実務学校 ,帝 国
小学校 ,日 本済美学校 における訓育主義的,活 動主義的体育実践。
(5)第 一次世界大戦前 における永井道明 と可児徳 の思想的葛藤 ,成 瞑小学校 の活動主義体育 の実践
,

明石女子師範学校 における及川平治 の分団式遠足 の実践 ,成 城小学校 の 自然主義体育 の実践。
(0第 一次大戦前後 の戦後国家理念 と戦後体育経営論 ,西 川二五郎 ,向 井虎吉 ,山 松鶴吉 ,森 岡常
蔵,長 田新等の立憲的人物 の養成論 ,軍 隊主義・ 官僚主義的体育批判 や統合 主義 ,自 動主義体
育論 ,地 方 にお ける戦後体育経営論 と公立小学校や師範学校 における自由体育実践。
(Dイ

,大 正後期 における手塚岸衛 ,木 下竹治 の 自由体育論 と生活教育

(学 習 )論 ,桜 井恒次郎

,

三橋喜久雄等 による合理的体操論 と生命体育論 ,さ らには小野源三 ,斎 藤薫雄 の機械的,国 権
主義的体育論批判 と自動主義体育論。
口,千 葉師範学校附小 の 自由自治体育実践 ,山 崎博 の構案法 による体育実践 ,川 口英明の生活
体育論 と自治体育実践 ,杉 崎硲 の「研究学級 Jと 統合主義体育 の実践 ,岡 崎師範学校 の個別体
学校 の 自由主義・自然主義
育実践 ,奈 良女子高師 の「人のか らだ」授業 の実践 ,「 児童 の村」河ヽ
体育 の実践 ,明 星学園 における土 と遊戯 の教育 と自然主義体育実践。
基本的には,こ れ らの思想 な り,実 践 を対象 とし,そ の分析の視点 を,第 一 に,そ れ らが 日本資本
主義の各発展段階 における体育政策 な らびにその国家 目的 といかに癒着 し,ま たは措抗 しようとし
たのか,第 二 に ,身 体 の運動実践 に関す る教育価値論である体育思想や理念が体育実践 の 内容 ,方
法 とどうかかわって きたのか,そ して第二 に,体 育思想 をたんにそれ として抽 出す るので はな く
全体 としての教育改造論 と実践 のなかに どう位置 づ けて いたのか, という点 にお きた い。
,

最後 に,本 稿 では,研 究対象 の(1)を とりあげ,近 代体育論 ,す なわち開発主義体育論 の特質 ,そ の
受容 と伝播 の過程 ,開 発主義体育 の実情 とその形式主義化の過程 とともに,開 発主義体育批判 と活
動主義体育論 の興隆 の過程 を リーラン ド (J.A.Leland)の 体育論 ,ジ ョホノッ ト (J.JOhOnnot)
の『教育新論』,伊 沢修二 の『教育 学』や森 有礼 の「身体 の能力」論 のほか『文部省年報』,『 大 日本
教育会雑誌』,『 東京著漢会雑誌』,『 教育時論』,『 信濃教育会雑誌』,地 方教育史等 の分析 を とお して
、
あきらかに した い。
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本

論

1.近 代合理 主義 的体 育論 の 受容
1.開 発主義体育論 とその限界
リーラン ドの保健的体育論
明治教育 の全 般的な手直 し,す なわち教育改造運 動 に先鞭 をつけた樋 口勘次郎 は,明 治30年 に明治

(D

教育 を厳 しく指弾 した。
「然 るに現今 一般 の教育 は,下 小学 よ り,中 学 ,高 等学校 を経て,上 大学 に至 るまで,管 理 も

,

教授 も,訓 練 も,消 極的教育 に偏 するのみな らず,却 て善良なる活動性 を殺 す と見 るは,余 の深 く
慨嘆す る所 な り。大人 にす ら堪 へがたるべ き姿勢 を幼童 に強 ひて,其 の身体 的活動 を抑 へ,児 童の
心理 に合 せ ずにただ教 師 の論理 によ り組識 したる,教 案 の範囲を脱 し秩序 に反す る疑間は,一 切拒
絶 して,其 の研究心 を殺 し,妄 りに静粛 を命 して天 真爛漫たる喜怒哀楽の発作 を塞 き,従 順 に教師
の意志 を行為 し,謹 みて教 師 の講義 を聴 き,一 筆す笑 も教 師 の鼻息を窺 はしめ従順温良なる人間 を
作 り以て教育の能事終 へ た りとなすは,諸 学校 の通弊 な り。若 し高等師範学校卒業生 にして活動的
人物 なしとせ ば,其 は高等師範学校 のみの罪 にあ らず して,小 学以来 の圧制教育 の結果 な り。若 し
大学卒業生 にして,研 究心 に乏 しき者あ りとせば,其 は大 学 のみの罪 にあらず して,小 学以来 の消
極的教育の結果 な り。若 し高等 の教育 を受 けるものに して,田 夫野人 よ りも卑劣 なる者 あ りとせ ば

,

是亦教育の罪 にあらず して人為的圧制教育 の結果 な り。
ザ
樋 日の この批判 は,明 治 5年 の学制以後 にお ける日本近代教育 の根源 にせ まるものであった。
樋 口によって「圧制的教育」,「 消極的教育」 として指弾 された明治教育 ,そ のなかで もとりわ け
体育 はいかなるもので あったのか。
その明治体育 は欧米 の近代体育 の受容 に奔走す る一方で,皮 肉に も,そ の受容 した体育思想 な らび
に方法か らいかに脱却するかに終始す ることになった。近代体育の創出の過程で移入 された リーラ
ンド,ジ ョホノ ッ ト等 のいわゆる開発主義教育論 とその体育論 (以 下「開発主義体育論」 と呼 ぶ),
さらにはその教授理論の克服 に悩 みつづけることになったので ある。
わが国近代体育 の思想 と方法 の創始 に,決 定的 ともいえる影響 を与 えた リーラン ドの思想 に関 し
て は豊 富 な先行研究 があるが,彼 の思想 は,基 本的 にはジ ョホノ ッ トの開発主義教育論 の うえに成
り立 つ ものであった。
リーラン ドが明治 11年 に体操伝習所 に招聘 され ることになった きっかけは,明 治 9年 に文部大臣
田中不二麿 がアメ リカ・ ボス トン州のアマース ト大学の体育 を視 察 した ことにある。
体操伝習所 において リーラン ドは男子体操術,女 子体操術 ,幼 児体操術 ,美 容術 ,お よび調整法
を含 めた体操術 と体育論 を議義 したが,リ ーラン ドの体育思想 は体操伝習所 にお ける講義録 によっ
て知 ることがで きる。

リーランドは,ま ず「人類はその初めに当りて三つの異れ る性を奥へ られている?。 すなわち
「第
一,道 徳性,第 二,知 性,第二,体 性?で あるといい,教 育 とは,こ れら二つの性を有機的に修め
ることであると述べるとともに,こ れら三つの性の関係 について「体性は総のものの根源をなし
道徳性,知 性 は此の性にありて始めて発展 (育 )す るものなり,而 も二性 はいずれも相互 に関係す
るものなれば,い づれも肝要 とし,い づれを軽んずると云ぶが如きことは決してあり得ないψ として
体性が人間にとって根本的な性であることをあきらかにしている。
,
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リー ラン ドは,そ れにもかかわ らず,「 世 の識者 は体性 (育 )を 卑下 し,道 徳及 び知性 を高等 となす?
いを充分発
現実 を批判 し,教 育活動のなかで体育 は身的諸法則 を究める ことであり,そ の目的は「′
たがって
か
「体 を
らず。
せんが
めには
を養わざる可
?し
ことに
の
為
体力
せ
しめる
あ
り
目的を達
,此
展
発展せ しめんとするは終局 の真 の 目的 に非ず して,終 局の真 の 目的 は心の発展にあり。 (中 略)心 の
住居する体 を以て,心 の憂なさしむること勿れ?と 述 べている。
,「 風習 の身体 に及ぼす影響」 とともに,体 操 の効果
そのほか リーラン ドは「身体 と風土の関係」
に及ばす影響
,0)呼 吸器系 に及ぼす影響,化 )栄 養 と体
として(1)筋 肉に及 ぼす影響,(2)血 液循環器系
育の関係,0体 操 の皮膚 に及 ぼす影響,16)神 経系 に対す る効果 について言及 している。
この リーラ ン ドの体育論 は彼 がアマース ト大学 で生理学,医 学 を専攻 していたこと,か つまた「体
操 は身体 をして最 も健全 なる状態を保持せしめ身体 をして病の攻撃に感ずることを少 なからしむる9
ものであ り,「 この ときに到れば一般体操は予防術 として公認 されるに到るであろう?と い っている
ように,明 らかに体育を予防医学的に,言 い換 えれば保健的手段 としてとらえていた。
この立場か ら,彼 は体育 の方法 として軽器具 (徒 手,HI鈴 ,球 竿,木 環,豆 嚢,視 棒)を 利用 した
軽体操 を体操伝習所 において教授 したのであるが,こ の リーランドの体操法 はアメリカのダイオ・ルイ
ス(D.Lewis)の 「新体操」,ま た ドイツの シュレーバー (D.G.M.Schreber)の 「医療室内体操」
「汎体操法j等 の系統 をひ くリング体操 の医学的体操法の系譜 のうえに立 つものであると同時 に
°
明治 5年 の町 中体操法図』の覧外説明 に述べ られてい る保健的な体育観 に相通ず るものであつたよ
その結果,体 操伝習所 の体操法 は この軽体操 と身長,胸 囲,体 重,肺 活量,握 力等 を測定す る「活
力統計」が基本的な内容 となったのである。 この活力統計 は リーランドがアマース ト大学で導入 し
,

,

たものであったが,彼 は明治12年 3月 に東京師範学校 で同年 5月 , 7月 には体操伝習所 でそれぞれ
学生の活力調査を実施 してい る。
この リーランドの軽体操 は,体 操伝習所 の坪井玄道 によって「普通体操」 と訳 されるとともに,体
操伝習所版『新撰体操術』 (明 治15年 ),同『新制体操術』 (明 治15年 ),坪 井,田 中盛業編『新体操法』
!ゆ
(明 治17年 )な どによって伝播 され,わ が国近代体育 の基礎を特徴づけることになったのである。

(2)ジ ゴホノ ットの開発主義体育論
ところで,こ の リーラン ドの体育論 は,実 は,わ が国近代教育 の初期 の教授理論であるジ ョホノ
ットの開発主義教育論 における体育論 と酷以するものであった。 もともと開発主義教育論 はペス タ
ロ ッチの直観教授 に由来 しているが,こ の教授理論 はイギ リス,ア メリカを経 て,わ が国 には明治 11
年 に移入,紹 介 された。 それ以前 には,明 治 5年 から同 7年 8月 までの 3年 間,東 京師範学校 の外国
人教師 として教壇 に立 ったス コ ッ ト (M.M.SCOtt)に よって掛図による教授法 などペス タ ロ ッチの
実物教授 法 がなされていたが,本 格的 に紹介 されたの は伊沢修 二 と高嶺秀夫 によってであった。
伊沢 は明治 8年 に教育研究留学生 としてアメ リカ・ ブ リッジウォー ター師範学校 に,ま た高嶺 も
オスウィゴー 師範学校 にそれぞれ留学 したが,当 時 オスウィゴー師範学校 はオスウィゴー運動 とし
り
て知 られ るペ スタ ロ ッチ主義教育運動 の 中心校 であつたよ
二人 は ともに,明 治 11年 に帰国 し,伊 沢 は東京師範学校校長補 ,高 嶺 は同校長補心得 とな り,そ の
ため開発主義教育論 は同師範学校 の卒業生によって全国に普及 され る一方,粥 治 15年 と16年 に開催
された開発主義教授 の講習 を受 けた小学校師範学科取調員 によって文部省 の支持の もとに各地 に伝
えられて い った。 また明治 16年 には高嶺 の指導 によって東京師範学校助教諭若林虎二 郎 ,同 附属小
学校訓導 白井毅編 による『改正教授術』が 出版 され,さ らに明治 18年 にはジョホノッ トの 『教授の

入江克己 :日 本近代体育の思想 と実践 (1)

原理 と実際 (Principle and Practice Of Teaching,1884)』 が有賀長雄訳 『如氏教育学』,高 嶺秀夫
訳 『教育新論 』 として刊行 され,開 発教授論 は明治 10年 代 の 中心的な教授理論 となっていった。
伊 沢は明治 15年 にわが 国最初の教育 学書 であ り,師 範学校 の教科書 として広 く使われた『教育学』
を著 し,他 方 ,高 嶺 は訳書『教育新論 』のほか ,東 京師範学校 の講義 ,師 範学校取調委員 へ の講義 ,落
漢 会での演説 ,さ らに『東京落澳会雑誌』を通 してジ ョホノ ッ トの体育論 のほか フレーベル (F.W.

A.Frobel)の 教育論や遊戯論 などを積極的に紹介 してお り,近代体育の創出の過程で リーラン ドの
み ならず,ジ ョホノ ッ トの開発主義体育論が及 ぼ した影響 はきわめて大 きいよ9
ところで,ジ ョホノ ッ トの体育論 は,す でに指摘 したように,高 嶺訳 の『教育新論 y(全 四冊 )の うち
『巻三』の「第十 一章 体育」,高 嶺 の聴講筆記であ り,『 東京著漢会雑誌』 (明 治 16年 第 5号 )に 掲
載された「 ジ ョホノ ッ ト氏教育論 」 な どによって紹介 されたが,ジ ョホノ ッ トはその 冒頭 で体育 が
教育の基本 をなす ものであると次 のよ うにい っている。
「『第一人類 ハ動物 ナ リ故 二成業 ノ為 二先 ヅ必 要ナル コ トハ健全ナル動物 トナルニ ア リ』 卜云 フ語
ハ記 得 テ甚ダ妙ナ リ。此 ノ語 タル ヤ,人 類 ハ生活 ノ法 二 シテハ
ィ
関
下等 ノ動物 卜同一 ノ諸動物 卜円
一ノ理法 二制 セ ラ レ,完 全 ノ人 トナル コ トハ身体 ノ健康 卜強壮 トニ依従 スル コ トノ事実 ヲ認識 シタ
ルモ ノナ リ。夫身体修練 ノ準備 ヲナサズ,或 ハ 身体健康 ノ情状 ヲ観察 スル コ トヲ怠 ル トキハ
,教 育
事業 ノ全体 二其 ノ毒 ヲ流 シ,智 徳 フシテ共 二最高 ノ発達 ヲ得 シメン ト欲 シテ企 図 シタル コ トモ皆其
ノ効 ヲ奏 セザルベ シ。」0
ここには,あ きらかにスペ ンサ ーの体育論の影響がみ られる。一 方,ジ ョホノ ッ トは矢日
徳体の全
体 的な発達 とい う観点か ら,身 心二 元論 を こう批判 したので ある。
「往古身体 ノ修練 二関 シテニ説 ア リ。一説ハ ,身 体 卜精神 トノ間 ニハ天然 ニ シテ如何 トモスベ カ
ラザル反対 ノ状 アルモノニ シテ精神 ノ福祉ハ 身体 ノ福祉 卜逆比例 ナ リト云 フコ トノ念 二基 キタルモ
ノナ リ。此説 ヲ主張 スルモノハ精神上 ノ事項 ノ ミヲ以 テ叡智者 ノ考察 ヲ為 スニ足 レルモ ノ トシ
精神
上最高 ノ善 ヲ増進 スル コ トハ,天 然 ノ願望 二背違 シ肉体 ノ欲 ヲ屋殺 スルニ ア リトシ。発達充分 ナラ
ズ或ハ疾病 アル身体 ヲバ之 ヲ嫌忌 セズ シテ寧 口之 ヲ願望 シタ リ。
第ニ ノ説 ハ ,体 育 ヲ以 テ教育 ノ重ナル ロ的 トナセ リ。此説 二船 テハ筋肉上最高 ノ発達 ヲ尊重 スル
コ ト其 ノ当 ヲ失 シ悉皆 ノ活カ ヲ転 ジテ筋肉消費 ノー 方向二 向ハ シメタ リ
。
此等 ノ反対説 ノ調和 ハ此 ノニ説 ヨ リモー層高等ナル叡智 ヲ以 テ身体 ハ心意 作用 二必要ナル機関 ナ
ルコ トヲ認識 シ,心 意作用 ノ完全 ハ必ズ其 ノ作用 ヲ表 スル機関 ノ完全 二依従 スルコ トヲ
看破 スル ニ
在 り。此 ノ観念 ハ 直チエ身心反対 ノ古風ナル念 ヲ除 キ去 り,且 ツ体育 ノ重要ナル コ トト其 ノ範囲 ト
ヲ判決 スベ キ標準 ヲ輿 へ,健 康 ヲ有 シ且 ツ之 ヲ保持 スル コ トハ教育 ノ根源ナ リトシ,兼 テ又体育 ハ
智育及徳育 ノ需要 二対 シテ 自ラ其 ノ制限アルベ キ コ トヲ示セ リ。
身体及心意 二親密 ノ関係 アルコ トヲ認識 シテ体 育上 二お テ求ムル所 ノ体育 ハ心体 ノ充分 ナル成長
及其完全ナル栄養 ,健 康 ノ保持,智 カ トヲ増進 スルニ最良 ク適 シタル事情 ノ保持 ,及 通常 ノ事故 ニ
当ルニ足 ルベ キ強壮 二達 スルコ ト等 ヲ以テ其 ノ ロ的 トナスベ シ。此 ノ定義 ハ教育 ノ事業 二船 テ専 ラ
勢カ ヲ筋肉上 ノ発達 二転 ジ,或 ハ競争力者 ヲ養成 スル コ トヲ以 テ学校 ノ正 当ナル ロ的 トスルガ如キ
観念 ヲ退 クモノナ リ。!9
この立場か らジ ョホノ ッ トは,「 身体 ノ健全 二達 スルニハ教育上考察 スベ キ四ケノ要素 ア リJ° とし
て「一生存 ノ理法 二関 セル叡智,二 比理法 ヲ尊奉 スル感応 ,三 教育用具 ノ排置 ヲシテ此理法 ニー致
セシムコ ト,四 智 ラズ此理法 ヲ尊奉 セシムル所 ノ常習 ヲ養成 スル コ ト」りをあげ
,そ れ らの要素 を実
現するためには体操 が効果的であるとい う。 つ まり,体 操 は「第一長座 ノ病怠 ヲ療 シ,第 二 往往 学
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校 ノ秩序 ヲ錯乱 スル所 ノ神経 ノ不安 ヲ鎮 メ,第 二 頭病其他神経 ノ疼痛 ヲ減 ジ,第 四同一 ノ位置 二座
スルガ為 二生 ズ可 キ不具 ノ傾 向 ヲ正 シ,第 五 智力 の運用 ヲ極点 二進 メテ運動 ヲ廃棄 スル学校 ノ特質
トモ称 ス可キ虚気肺珊若 シクハ神経性 ノ衝動 工替 ルニ,強 健 自由ニ シテ且 ツ活発 ナル挙動 ヲ以テシ
第六智力運用 ノ分量 ヲ増加 シ,且 ツ容姿動作 ノ美容 ヲ養成 スル」働す ることがで き,な かで も軽体操
を高 く評価 したのである。
「公立 学校 二最 モ適 当 スル運動 ノ種類 ハ何 レノ体操書 ニモ記 セル如 ク,所 謂軽体操 ナルモノナ リ。
,

軽体操 ハ殆 ドー切 ノ筋肉 ノ運動 ヲ整斉 シテ,秩 序正 シク緩急宜 シキヲ得 タル課程 トシ,以 テー級生
ノ操練 二適 セシメタルモノヲ包括 ス。」9
軽 い器具,用 具 を用 いた軽体操 こそが ,学 校体育 の教材 として適当であるとい う。
「上文 二記 セル ロ的 ヲ達 スルニハ機械 ヲ要 スル コ ト甚少 シ,而 シテ公立学校 二船 テハ教場 ノ排列
概 シテ機械 ヲ使用 スルニ適 セザル トノナ リ。又仮 ヒ広大ナル教場 ヲ有 スルモ,学 校 二船 テハ反 テ簡
単ナル機械 ヲ善 シ トス。木製 ノ唖鈴 ,梶 棒 ,球 竿 ,木 環 ,重 量四 『ポン ド』 ヲ越 ヘ ザル豆嚢 ヲ備 フ
ル トキハ ,以 テ学校 二船 テ運 スル総 テノ運動 二供 ス可 ク,且 ツ興味 ヲ維持 スル ニ必要 ナル変化 ヲ生
ズル コ トヲ得ベ シ。是等 ノ機械 ヲ使用 スル トキハ敢 テ大 二筋肉 ヲ要スル重体操 二頼 ラズ,反 テ寧 ロ
軽捷 ナル運動 二依 リテ以テ体育 ヲ為 ス コ トヲ得ベ シ。r°
軽体操 の体育的価値 を このよ うに認 めて いた ジョホノッ トも,一 方 で ,そ れが とか く,興 味 や変化
に欠けやす い ものであることを認識 して いたのであるが,彼 もリーラン ドと同様 に,基 本的 には体
育 は「生徒 ノ最大体カ ヲ養成 スルニ非 ズシテ,寧 口其健康 卜活動 ヲ得 ベ シモノナ リYり と述 べ ,保 健
的,予 防医学的 な体育観の うえに立 っていた。 ただ し,こ の ことはジ ョホノッ トが積極的,鍛 練的
な体育 を全面的に否定 しさって いた ことを必ず しも意味 してい るわ けではな く,ジ ョホノッ トは「直
接 二筋肉 ヲ練習 スル コ ト」 について,次 のように書 き記 してい る。
「而 シテ尚 ホ論 ズベ キ問題 ハ,直 接 二筋肉 ヲ練習 スル コ ト如何 卜云 フエ在 り。 日日智カ ノ活動 ニ
交 フルニ多少 ノ筋肉の活勢 ヲ以 テス可 キ コ トハ,身 体 ノ健康及活発 卜正 シキ思想 トノ間 二存 スル関
係 二照 シテ明晰ナ リ。勉強ハ血液 ヲシテ脳髄 二上 ラシメ,運 動 ハ之 ヲ引 テ四肢 二下 サ シムモノナ リ。
智カ ノ運用 二船 テハ神経力其中心 二集合 シ,身 体 ノ運用 ニハ テハ全体 二散布 スルモノナ リY分 と。
は)伊 沢修二の体育論
リーラン ド,ジ ョホノ ッ ト等 の開発主義体育論 は,明 治 H年 9月 に体操取調掛 に任命 され,体 操伝
習所 の設立 に深 くかかわった伊沢修 二 の体育論 に大 きな影響 を与 えた ことは指摘する まで もな い。
伊沢 は体操伝習所 の設立 にあたって,体 操取調掛 に任命 された明治 11年 9月 6日 か ら同年の 10月 1
日にかけて,近 代体育 の受容 とその方法 に関 する見込書 で ある『新体操 ノ方法』をま とめてい るが
そのなかで,伊 沢 は明治維新以後の知育偏重の教育現実を批判 し,あ わせて体操術の移入 とわが 国の
,

実情 に応 じた体操術 の改造 を,そ の一節 で こ う指摘 して い る。
「我国 ノ如 キハ,維 新以来昔時 ノ武芸 ハ全 ク地 二落チ壮年 ノ輩 ノ従事 スル所全 ク智育 ノー 方 二偏
シ,其 大脳力能 ク国論 ヲ動 スニ足 ルモ,其 体力百斥 ヲ挙 グルニ足 ラズ。
今我省斯 ル偏奇 ノ教育 ハ其菅利益 ノ ミナラズ却 テ巨害 ノ因タル ヲ察 シ,遠 ク体操教師 ヲ米国二聘
シ大 二体育 ノ欠 ヲ補ハ ン トス。其挙 タル善 ヲ称 スベ シ美 卜讃 スベ キナ リ。 (中 略)一 般学者 ノ向志唯
知カ ヲ是 レ長 ズルノー 点 二趣 クニ 当 り今 之 ヲ転 ジテ体カ ヲ養 フニ岐行 セ ン ト欲 セバ ,先 体育 ノ良能
アル所以 テ信 セシメザル可 カラズ。
凡才識 アル人皆体育 ノ貴 ブベ キ ヨ トヲ知 ラザ ルニ非 ズ ト雖 モ惑ハ書 ヲ読 ミ或 ハ理 ヲ聞 キテ然 ル者
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ナラン ト想像 スルニ過ギザル ヲ以 テ,其 信 ズル所亦 随 ヒテ深カラズ。 (中 略 )故 二体カ ノ効験 ヲ眼前
二掲載 シ以 テ其証 ノ確乎疑 フ可 カラザル ヲ知 ラシメ,初 メテ其挙 ノ妄戯 二属 セザルノ信 ヲ世人 二得
ルニ庶幾 ン乎。サ レバ其着手 ノ方向如何 シテ可 カルヤ。現今欧米諸国二行 ハ ルル所 ノ体操術 ヲ伝習
シ直 二之 ヲ採 テ我生徒 二適用 スベ キ者 卜認 メ其既 二彼国二船 テ奏 シタル効験 ヲ例示 シ以 テ人 ノ信用
ヲ得 ン トスル乎,部 見 二依 レバ ,未 ダ可 卜認得 ベ カラザル者 ノ如 シ。何 トナ レバ ,彼 生徒 卜我生徒
トハ大 二習慣 ヲ異 ニ シ,衣食住 モー モ相 同キ所 ナシ。然 シテ食 ノー事 ノ如 きハ体育 工最緊切 ナル関
係 ヲ有 スルモノナレバ ,食 料 卜体操 トハ常 二相待 テ其平均 ヲ失ハ ザル ヲ要 ス。 (中 略 )食 物 ノ品量体
操 ノ種類 二適 セザ レバ ,菅 現行 ノ良益ナキ ノ ミナラズ却 テ将来 ノ患害 ヲ示 スノ源 トナルベ シ。其他
用 フル所 ノ機械等 モ其大小軽重相適 セザル者累 々例挙 二 違ラズ。故 エ コノ欧米諸国 ノ体操 ヲ至 適 ノ
者 卜認 メ直 二之 ヲ諸学校 二行 ハ ン トスルハ策 ノ得 タル者 二非 ラザルナ リ。
了9
この ように欧米の近代体操の直 移入 を戒 しめた伊沢 ではあるが,『 教育学』で展開 された体育論 は
ジョホノ ッ トの体育論 その ものであった。
この『教育学』は,伊 沢が留学先のブ リッジウ ォー ター師範学校 の校長 A.G.ボ ェ デンの教育学
と心理学の講述 のほか諸書 をか 考 にまとめた とされてお り,上 巻 (総 論及智育之部 )と 下巻 (徳 育
,

及体育之部 )に 分れ ている。
伊沢 はまず ,「 身体上 ノ教育即チ体育」の目的について,「 身体上 の教育即チ体カ ヲ育成 スルハ体育
学 ノ専科 二属 スル所 ニ シテ其 ノ ロ的ナルヤ支体 ノ発育 シ機器 ヲ完成 シ以 テ精神 ノ舎 ル所 ノ家屋即チ
身体 ヲ強健 ニ シテ心力発育 ノ基 ヲ為 スニ在 ル ナ リ。r° また
「体育の目的 トスル所 ハ身体 ノ健康 ヲ保全
シ其発育 ヲ助成 シテ各部偏長 ノ弊ナカラ シメ以 テ智徳養成 ノ基本 ヲ作 り且支体 ノ強カ ヲ増加 スルニ
在 りY9と 規定する とともに,「 身体発育 ノ理」 を次のようにとらえている。
「身体 ノ発育 卜其費耗 トハ互 二相反 スルカ如 シ ト雖 モ其実両者相須 テ離 ル 可 ラサルモノナ リ例 ヘ
ハ余手中ニー物 ヲ取 り之若干尺 ノ高 サニ揚 クルキハ其物 ノ重サ ト高 サ トニ比例 シテ余力手中ノ筋
維
ヲ組織 セル若干数 ノ細肪 ハ 惣チ死滅 シ去 り新生 ノ細肪更 二来 リテ其欠 ヲ補 シ却 テ其筋 維 ノ発育 ヲ来
スカ如 シ凡 ソ身体中何 レノ部分 ヲ問 ハ ス之 ヲ使用 スル恵多 ケ レハ其部分 ノ細肪 ノ新陳代謝愈盛 ニ シ
テ其発育随テ愈大ナルモノナ リ。Υ。
そ して身 この発育 を促すための「体育 ノ方法」として食物 ,住 居 ,衣 服 ,運 動 ,静 息 をあげ ,次 の
よ うに述 べ て い る。
「身体発育 ノ理 ハ 前 二既 二説 ク所 ノ如 ク体 中 ノ 旧細肪 ヲ費耗 シテ新細胞 ヲ補充 スル ニ在 ル ヲ以 テ
二
蒐 新細胞 ヲ作 ルノ資 トナルベ キモノ無 ル可 ラス。是 レ吾人力食物 ヲ要 スル所以 ナ リ。又其食物 ヲ
シテ栄養 ノ効 ヲ奏 セシメンニハ常 二身体 ヲ保衛 シテ快愉 ノ他 二置 カサル可 ラス。お是乎衣服住居 ノ
要ア リ。衣食住既 二備 ハルモ支体 ヲ使用 スルニ非 レバ細胞 ノ新陳代謝 ヲ促 ス能 ハ ズ。お是乎運動 ノ
要ア リ。然 レ ドモ支体 ノ運動 ヲシテ曾 テ止 ムコ トナカラシメハ,新 細胞 ノ体 中二留止 スルノ時無 キ
ニ ヨ、
り其生長 ヲ退 クスル コ ト能 ハ サルベ シ。船是乎静息の要アル ナ リ。此 ノ如 ク食物 ,住 居 ,衣 服
,

運動 ,静 息ハ体育 ノ方法 二お テ最 モ欠 ク可 ラサルモノナレハ今其章 ヲ逐 ヒ項 ヲ分 チテ詳 二之 ヲ論 ス
ベ シ。V分
この体育の方法である食物 ,住 居 ,衣 服 ,運 動 ,静 息の うち食物 と衣服 については「生理学 ノ論
スル所 Y° であ り,ま た住居 に関 しては建築学に属するがために,体 育 に直接的に関係す る食物,衣服
,

空気 ,温 熱 の「要理 ヲ論 スルV9に とどまるとしてい る。
身体 の発育 を新 陳代謝 としてみ,そ の新陳代謝 を活発 にするための食物 ,衣服 ,空 気 ,温 熱 とい
う「成育保全 goの 環境整備 を説 く伊沢 の保健的体育論 は,あ きらかにジ ョホノ ッ トの開発主義的体
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育論 の系譜 をひ くものでたった。
これ らリー ラン ド,ジ ョホノ ッ ト,さ らには伊沢修 二 等 の開発主義体育論 は東京師範学校 ,東 京
女子師範学校 ,体 操伝習所 の卒業生 によって伝播 されてい ったが,わ が国近代体育 の創草期 におけ
るこの体育思想 は,主 にペ スタロ ッチ,ス ペ ンサーに源流 をもつ開発主義的な教育論 による知・情・
意の調和的発達 ,す なわち,主 知主義教育 を補完する位置 に体育 をす えるとともに,ス ペ ンサー流
の三育主義 に もとづ く健康観 と生理学 や医学等 の近 代 自然科学 を基礎 とした合理的な身体観 の うえ
に展開 され ることになった。 しか しなが ら,こ の開発主義体育論 は,「 合 自然 の教育 の必 要 を説 いた
ペ スタロ ッチの思想 に傾倒 しなが ら,子 供 の 自然 な欲求 としての遊戯や,自 然運動 に着 目せ ず,そ
れ らとは全 く対陳的な性格 の形式的な体操 としての普通体操 をとりあげた ことや,心 身能力 の調和
的発展 をうた いなが ら,知 識 の教育 に重 点 をお き,体 育 を手段 視 して いた ことな どは近代体育 の性
格 に対 する十分 な認 識 を欠 いた証左 甲 であった。
開発主義体育論 とその方法 に指摘 され るこの限界 は,あ たか も資本 の原始的蓄積期 の段階 に あっ
た日本資本主義 に とって,必 らず しも有効 な体育 の思想的基盤 を形成 しえず,次 第 に形式主義化 し
,

明治10年 代後半 には,は や くも批判 されるべ き対象 となったので ある。
次 に,開 発主義教育の形式主義化 との関連で普通体操法の形骸化,も しくは画一 化 の過 程 をあ きら
かに したい。

2.普 通体操法 の伝播 とその形式主義化
(1)開 発主義教育 の規則化

｀

開発主義教授論 は明治 10年 代 に全国 に流布 されたが,な かで も長野県 では,能 勢栄 が明治 15年 7月
に長野師範学校長 に赴任 してか ら急速 に普及 していった。
『教育時論 』はその様子 を次 のように伝 えて いる。
「今我 ガ心性開発主義 ノ我 ガ大 日本 帝国中何等 ノ地方 二船 テ最大 二最盛 二普及流行 スルヤ ト精細
詳密 二探究 セシエ長野県二船 テ コソ最大 二最盛 ナル コ トヲ発見 セ リ現今長野県二船 テハ心性開発 ノ
主義開発教授法ハ全県下 ノ教育 ヲ風靡 シ長野松本上 田等 ノ都会ハ勿論木曾 ノ蔭谷戸隠 ノ山懐 二至 ル
迄如何 ナル寒村僻邑 卜雖隅 カラ隅 マ デ心性開発 ノ主義 ヲ唱 へ教育改良 ノ新法 ヲ講究 セザル者 ナキニ
至 レ リ (中 略)能 勢栄君新 工長野師範学校長 二任 ゼラレタ リ元来氏ハ大 二我 ガ心性開発主義 ヲ主 張
スル教育家ナル ヲ以テ赴任後直チニ師範学校 ノ改良 二着手 シ自心理学教育学学校管理法及唱歌 ヲ教
授 シ又教員生徒 ヲ集 メテ開発主義 ノ演説 ヲ為 シ其 ノ外県庁 ニ テモ郡衛 ニ テモ町村小学校 二船 テモ至
ル所開発主義 ヲ説キ勤 メ (中 略)従 来 ノ器械的教授法 ノ弊害 ヲ痛諭 シ開発教授法 ノ利益 アル コ ト教
授法 ノ速 二改良 セザルベ カラザル コ ト及唱歌 ノ児童 ノ徳性 ヲ涵養 スルタメニ稗益 アル コ ト等 ヲ県下
一般 ノ人 二知 ラシメタ リ (中 略)十 六 年一 月各郡 ノ教員凡百五十名 ヲ師範学校 へ招集 セ シメ十 一 日
ヨ リ講習 ヲ始 メ能勢君 ハ教育学学校管理法唱歌 ヲ受持チ監谷君ハ教授術清水君 ハ体操 ヲ受持チ毎 日
五時間凡― ケ月余講習 ヲセ リ此 ノ教員ハ講習 ヲ受 ケタル後各其 ノ郡 へ帰 り組合学校 ノ教員及授業生
ヲ集 メ更 二教育学授業法 ヲ伝習 セ リ子り
こ うして伝播 された開発教育 の実情 はどうであったのか。開発教授 の中心 をな した 間答法 は,も と
もと子 どもの心性 を誘 発す る教育方法 であったが,現 実 には,発 問者 としての教師だ けが活動 し,逆
に学習 の主体 であるべ き子 どもの活動性 を抑圧 す るとい う形式主義 を招 いていった。 また学制 の制
定 とともに受容 された一斉教授 は,号 令 によって子 どもの教室 への 出入 り,教 科表 の 出 し入れ をさせ
るとい う画一的な ものであった。
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例 えば,明 治 9年 頃の大分県下の小学校の授業の様子 は次のような ものであつた。
「大 分県下の小学校 では授業開始 の10分 か15分 前 に第一 回の 『タク』 を打 って授業 の開始 を知 ら
せ,生 徒 は机 の上の道具を片づけた り,便 所 に行 った りす る。第二 回の 『タク』 が,10分 ない し15
分おいて鳴 ると,生 徒 は自席 の傍 に立 って,教 師 の号令 で席 に座 り,授 業 が始 った。教師 は教案 に
よって指導 し授 業 が終 ると教 師 の号令 で遊歩場 (運 動場 )に 出 た。写9
加 えて,明 治 10年 代 においては自由民権運動 の高揚 を背景 に,教 師,生 徒に対 する管理体制が次第 に
強化 されていった。 それを各県 が制定 した「教場指令規則」,「 生徒心得」,さ らには文部省の「教員
心得」な どにみ ることがで きる。例 えば東京府 の F/Jヽ 学 生徒心 得教科書』 (明 治 11年 5月 )中 の「小学
生徒心得」 は,第 1条 か ら第 22条 にわたって生 徒の心得 を規定 して い るが,そ の一部 をあげれば,次
のよ うな ものであった。
「教師 は我 に学術 を授 くる恩 ,人 な り常 に敬礼の意 を失ふべ か らず」 (第 二 条 )
「学校 に至れば先 づ控所 に入 り行厨 を我坐席 に置 き教師 の差 図を待ちて教場 に入 るべ し決 して高
声遊戯な ど為すべ か らず」 (第 七条 )
「教 を受 くる ときは勿論総 て我意我慢 を出すべ か らず教場 にて己の意 を述 べ と欲 せば手 を揚 げて
我意 を知 らしめ教師の許可 を受 けて後おだやかに言 うすべ し」 (第 十 一条 )
「学文 をなす とも身体健康 ならざれば其詮 なかるべ し常 に左 の条件 を守 りて自ら病 を招 ぐべ か ら
ず
第一課業 ををはる毎 に体操場 に出 て運動 をなすべ し
第二運動 をなす とも奔走す ること度 に過 ぐべ か らず
第三 熱 き湯茶 を強て飲むべ か らず
第四字 を写 し算 を学 ぶに体 を曲 げ胸 を屈むべか らず
第五爾天 に傘な くして歩行すべか らず

° (第
第六 冠 物 な くして炎天 を冒 しlTh足 にして雪中を行 くべ か らず
十七条)
『
この心得 に も開発主義的体育論 の影響 がみ られ るが,一 方,文 部省通達「小学校教員心得 」(明 治 14

年 6月 )は 皇道主義教育の精神 を貫徹することを目的 に,江 木千之 が ウィツカーシャムの 『学校通
論』 を直接参考 して起 草 した ものであるが,そ の主 な心得 として次 のように記 されている。
「一人 ヲ導キテ善良ナラ シムルハ多識 ナラシンル ニ比 ス レバ更 二 緊要 ナ リ トス故 二教員 タル者 ハ
二
殊 道徳 ノ教育 ニカ ヲ用 ヒ生徒 ヲシテ皇室 二忠 ニ シテ国家 ヲ愛 シ父母 二孝 ニ シテ長上 ヲ敬 シ朋友 ニ
信 ニ シテ卑幼 ヲ勉 シ及 自己 ヲ重スル等凡 テ人 倫 ノ大道 二通暁 セシメ且常 二己力身 ヲ以テ之力模範 ト
ナ リ生徒 ヲシテ徳性 二薫染 ヒ善行 二感化 セシメンヲ務 ムヘ シ」
「一身体教育 ハ独 り体操 ノ ミニ テ依著スヘ カラス宜 ク常 二校舎 ヲ清潔 ニ シ光線温度 ノ適宜及大気
ノ流通 二留意 シ又生徒 ノ健康 ヲ害 スヘ キ癖 習 二汚染 スル等 ヲ予防 シ以テ之 二従事 スヘ シ」
「―教員 タル者 ハ常 二整然 夕秩序 二由 り学識 ヲ広 メ以 テ其心志 ヲ練磨 セン事 ヲ務 ムヘ シ否 ラサ レ
ハ決 シテ教授 ノ実効 ヲ奏 スル根抵 ヲ立 ツル能ハ ス蓋 シ我 力練磨 セサルノ心志 ヲ以 テ能 ク他人 ノ心志
ヲ練磨 シ得 ルモノハ 未夕曾テ之アラサルナ リ」
「一教員 タル者 ノ品行 ヲ尚ク シ学識 ヲ広メ経験 ヲ積 ムセキハ亦其職業 二対 シテ蒸 スヘ キ務 卜謂 フ
ヘ シ蓋 シ品行 ヲ尚クスルハ其職業 ノ品位 ヲ貴 クスル所以 ニ シテ学識 ヲ広 メ経験 ヲ積 ムハ其職業 ノ光
沢 ヲ増 ス所以ナ リす。
これ らの半封建的,伝 統的な道徳観 をひきついだ さまざまな諸 「′
い得」,「 規則」を通 して,子 ども
の活動のみな らず,教 師 の 自由をも圧迫 して い くことになったが,そ の背後 には,明 治 10年 代 の教 員
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養成政策 における国家主義的傾 向の胚胎 をみのがす ことはで きない。
明治 10年 代 の教育養成政策 は,自 由民権運動 の反動 として「家族や企業,国 家 に尽 くそうとする国
°
民 を形成するための原理 ,民 衆 の国家 や諸 集団へ の統合原理 の模索 が行 なわれた時期」 を反映 して
,

先 の「 学校教員心得」の 冒頭で も,「 工 愛国 ノ志気 ヲ振起 シ風格 ヲシテ淳美ナ ラシメ民生 ヲシテ富
厚 ナラシメ以 テ国家 ノ安寧福祉 ヲ増進 スル ヲ得 ンヤ小学教員タル者宜 ク深 ク此意 ヲ体 スヘ キナ リ!り
/Jヽ

と述 べ,か つ またその条項で ,「 皇室 二忠 ニ シテ」と述べ ているように,国 家 や諸集団へ と教 員 を統
合す る政策的意図が読み取れ る。
こ うした権威主義的な教員養成政策 は ,必 然的 に教授法 における形式主義 ,画 ―主義 を生みださ
ざるをえず,師 範教育 にお いて は教授規則のみがその中心 とな り,教 授方法 の創造的 で ,有 機的 な応
用 は無視 され る ことになったδその結果 ,「 子 どもの心性 を発達 させ ることを旨 とす る開発教授 も
問答 という『規則 に拘泥 』 して,か えって子 どもを受動の地位 にお き,子 どもを圧迫す る反対物 に
,

転化伊 して しまったのである。
い得」化
(2)普 通体操法 の「′
この開発教授 の変容 と同様 に,既 述 した東京 府 の「生徒心得Jか らも推測 され るように, リーラ
ン ド,ジ ョホノッ ト等 の伝 えた普通体操法中心の体育 が,次 第 にその形式主義化 を招 いた として も不
思義 はない。
明治政府 は明治 5年 8月 の「学判 J発 布 をもって 4年 制 の小学校制度 を発足 させ,学 制第 27条 に
よって教科 としての「体術 Jを 規定 したが,翌 年 6年 5月 に「改正小 学教則」を定 め,「 体術」を「体
操」 に改正 し,そ の方法 を『桝 中体操法図東京師範学校版体操 図』 によることとした。 この『桝中
体操法図』はいうまでもな く,シ ュレーバー (DGM.Schreber)著 の『Aerztliche Zimmer― Gymnastik』
(1855)の 巻末附録 によるものであ り,東 京師範学校版 の『桝 中体操図』 (明 治 6年 刊 )は ,米 人 ス
コ ッ ト (N.Mo Scott)著 による師範教育教材 のなかの体操図解であった。
この図解 は米人 メース ン (S.M.MasOn)著 『Mannal of Gymnastic exercises』 (1871)の 挿絵
であ り,『 桝 中体操法図』と同様 に,保 健 ,体 育 の手引書 であつた。 しか しなが ら,田 中不二 麿 も明治
8年 に「方今奎運方二兆 シ民智漸 ク開 クルノ時 二際 スル ヲ以テ省務 ノ旺盛 ナラ ンコ トヲ庶幾ス ト雖
モ歳月未 夕経久二至 ラス規模猶創始 二属 スルヲ以テ衛生 ノ術 ノ如 キ未 夕遊 二其功 ヲ奏 スルヲ得 スg9と
述べ ているように,挿 絵や手引書 をもって,現 実 に体操 が実践 された とみることで きない。
その後 ,明 治政府 は明治 10年 2月 に小学教則 を改正 し体育 を嬉戯 もしくは体操 に改 め,さ らに明
治 12年 には教育令 を制定 して,土 地の情況によっては図画,唱 歌 ,体 操 を力日えることがで きることを
定 めた。
また明治 13年 には改正教育令 を公布 し,小 学校初等 では教科 を修身 ,読 書 ,算 術 の初歩及 び唱歌
体操 とすることを規定 した。 これ らの諸教育 令 ,規 則 によって明治 10年 前後 に体育 は制度化 された
,

といえるが,そ の実態 は形骸的な ものであった。
例 えば,明 治 10年 に山形県下 の教育 の実情 を視察 した文部権大書記官 は,「 本県小学校 の教授法 は宮
城師範学校 か らの伝来 であるが,(中 略 )専 ら知識教育 に傾 いて,徳 義 と身体 の教育 を怠 り,修 身 日
の
授科及び体操場 の設 くはあつて も実施す るものはす くない」 と復 命 してお り,ま た文 部大書記官西
村茂樹 も学事巡視報告 のなかで次 のように記 してい る。
「諸県共 二其教育 スル所 ハ知 ヲ第一 トシ徳之 二次キ身体 ノ教育 ニハ敢 テ意 ヲ用 ヒサル者 ノ如 シ教
員 ノ脳 ク教授 二勉強 スル者 ハ頻 リニ生徒 二暗記暗算等 ヲ教 へ込 ミ生徒 ノ能カ ノ疲労 ハ之 ヲ顧 ミス又
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体操場 ノ如キハ諸見 ノ学校多 ク樹木 ノ遮蔽ナク生徒等皆炎 日ノ下二立 テ体操 ヲ行 フ其深 ク健康 二注
意 セサル事以テ見 ルヘ シ!D
当時 の体育 は,生 理では博物 と同 じように,実 際 の観察,模 型によってその理 を教 え,体 操 は特定 の
時間 をおかず,課 業時間外 に15分 程度行われるにす ぎなかった。
普通体操法が体操伝 習所 (明 治11年 設置 )の 卒業生 によって伝播 されてい ったのは,明 治 10年 代
の後半 か ら20年 代 にかけてで あった。
福岡県の場合,明 治 19年 頃 には,ほ ぼ全県下 に普及 されている。
「軽体操ハ県立 学校 ヲ初 メ各小学校 二至 ルマ デ県内一般 二普及 セルモノノ如 シ是 ハ先年各郡 区 ヨ
リニ三名宛 ノ体操伝習員 ヲ福岡師範学校 二募集 シ三 週 日間師範教 師 ヨ リ該科 ノ伝習 ヲナシ伝習員蹄
郡 ノ後其郡内ノ各小 学教員 二伝習 セン ト師範学校卒業生 ノ漸次各郡 二赴任 スル トニ ヨレ リ甲
また大 分県では,明 治 14年 に大分師範学校教諭村瀬七二郎が同校学生 に対 して男女別 に梶棒 ,唖

鈴,球 竿 ,豆 嚢 による普通体操 を教授 し,半 年後 に活力調査 を実施 し,そ の効果 を小冊子 に発表 し
てい る。一 方,長 野師範学校附小の教授細 目は尋常科男子の三 年級 に「矯 正 術及第一徒手」,四 年級
に「第 二徒手及 ヒ第一 徒手 ヲ亜鈴 ヲ以 テ行 フ」9こ とを定 めている。
しか しなが ら,こ うして伝 えられた普通体操 も,そ の実態 は形 式主義 ,画 ― 主義的 な ものであった。
「体操課 ノ要 ナルハ 荀 モ教育 二従事 スルモノ,必 ス異口同音 二賛成 スル ￢ニ シテ而 テ之 ヲ各地学
校 ノ実地 二就キテ云 フ トキハ却 テ之 ヲ度外視 セサル ￢鮮 シ或ハ往々之 ヲ実施 スルモノナキニ アラサ
レFt其 方法善良ナラス其器械整備 セス徒 二生徒 ヲ束縛 シ却テ生徒 ヲシテ俗厭 ノ気 ヲ生セシメ体操課
ヲ嫌悪セシムルニ至 ル是故 二幼年生徒ハ 専 ラ粗暴 二流 レ長年生徒 ハ漸 ク柔 弱 二陥 り随 テ学業進歩 の
遅鈍 ヲ見ハ スノ ミナラス往 々疾病 ヲ醸 成 シテ廃学 ス リニ至 ルモノア リζ°
大分県で も,同 様 な状況 で あった。
「明治22年 11月 の県教育会総集会の席上で,岡 崎徳育 とい う人の演説 した記事 によって見 ると
,

当時の各小学校の体操教授 ははなはだ不振だった らしく思われる。不振の主要な原因 は父兄 の無理
解 と教師の不熱心 とにあるよ うで,父 兄 の中 には子供 に体操 を課す ることを非常 にきらう者があ り
,

しいて課するな らば子供 を登校 させない とい う考 さえあった ということで ある。教師の方で もその
頑迷な苦情 をかえって幸 として,体 操 をやめる口実 にする者 もあったように思われる。
すべ てがそうではあるまいが,一 般 の空気 は学校 も父兄 もこれを悦 ばない風 であったように思わ
れる。 これ とよい対照 は大 分郡講習会で体操試験法が協議 されているとい う ことで ある。 これによ
ると体操 の成績 は,姿 勢・ 動作・ 発声・ 順序 の記憶 の四頂 について考査 され るべ きもの と定 め, し
か も厳 密な採点 をす ることになっている。子9
また徳島県では,明 治 11年 頃 には「体操 ノ教授 ノ如 キハ之 ヲ教授 スベ キ教 員 乏 シク シテ,該 教授 は
自ラ諸科 ノ後 二 出テ民間之 ヲ嫌 忌 スル者多 ク且村落 ノ如キニ至 リテハ児童 ハ放課後耕転 ノ事 二従 ヒ
,

又山村 ノ如キニ至 リテハ児童通学 ノ途上山谷 ヲ跛渉 シ自ラ体 ノ運動 ヲナス ヲ以テ之 ヲ等閑 二付 ス者
ナキエ アラズ。此等 ノ如キハ 山車h僻 地 二船 テ或 ハ不得上 ノ状況 ナル ヲ以 テ多少之 力斜酌 ヲ加 フルナ
キ能ハ スΥOと い う状況であった。

さらに長野県の場 合 をみると,明 治 13年 3月 に制定 された「長野県公立小学校模範教則」 は,「 第
二十三 条 一 児童 ノ体育 ハ最忽 ニヘ スヘ カラザル ヲ以テ各校適宜 二体操時間 ヲ設 ケ之 ヲ行 ヒ毎時
間教場外 二船テ随意 二身体 ヲ運動 セ シメ務 メテ其精神 ヲシテ快活ナラ シム ヲ要 スrつ と規定 はした も
のの,実 際 は,「 今 日各 学校 ニ テ施行する体操 卜称 フルモノハ之 ヲ実地 二施行 スルモノハ蓼 々 暁星 ノ
如ク所謂名 ア ッテ実ナキモノナ リ」°とい う状態であった。
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こ うした状況 は他県 において も指摘 され てぃるが

,鳥 取県の場合 も,明 治 17年 の『山陰隔 日新 報』
に「今 日の学制 においては身体 の鍛錬 が不足 してい る」ことや,「 ′
い智 の教育 と体躯 の教 育 が相併進
して いない!9こ とが記 されている。
これ らの実態 が普通体操法の形式主義 化 にあった ことを,真 行寺朗生 は次 のように分析 している。
「然 るに普通体操 なるものは,(中 略 )尋 常二三 年頃 か ら中等学校 の卒業期 まで も殆 ん ど同一の運
動法 を繰 り返すのである。 そこに上級 の生徒 な どは,今 日も唖鈴 か,ま た して も徒手体操 か と,体
操 を甚だ しく嫌厭 する傾向のあった ことは争 はれない事実 である。殊 に当時 は,体 操の価値 とか効
果 とかいぶが如 きも教 へ ないで,頭 か ら 『何体操の第何節 はか うやってあ ゝやるのだ,用 意 ,始
め』 と言 ったや うなや り方だったか ら,極 端 に言 へ ば何 の為 に体操するのか も知 らずに,嫌 だけれ
ども先生 に叱 られ るか らやると言 ったや うな有様 な ものであった。 か くの如 く体操 を嫌厭 する傾 向
は生 徒のみではなかった。教師 も一二 年継続 して教授す るときは最初 の如 き熱心 さが何時 しか消 え
失せて,寧 ろ体操教師 となった運命 を暗々裡 に嘆 つ者 さへ砂 くなかったのである。f°
リーラン ドが伝 えた軽体操 はジョホノ ッ トもいっているよ うに,興 味 や変化 に欠 ける傾 向 が あっ
た。リーラン ドの母校 であるアマース ト大学で は,そ うした形式主義化 を防 ぐために音楽 を導入 して
運動 を リズム化 させ,可 能なか ぎ り運動 に対 する動機 づ け,興 味 づ けを図って教授 されて いた。 し
か し,体 操伝習所 においては音楽 のかわ りに「号令」 をもって伝習 されたのである。 そのため「号
令」 と運動の「順序」が「規則」化 され,そ の規則 のみが重視 され,内 容 その ものの本 来的な教材
価値 は不間 に付 され ることになった。
坪井玄道編『改正普通体操法』 (明 治20年 )の 「凡例」の うち ,そ の二三 をあげてみる と,次 のよう
に記 されている。
号令 に二種 あ り,― を予令 と云ひ,― を動令 と云ふ,予 令 とは将 に為 さん とす る所 の運動
に注意 せ しめ,或 は用意 を為 さしむるものに して,動 令 とは,直 ちに運動 を始 め しむる所 の号令 な ・
「一

り」
「一

予令 と動令 とは,相 連続 して,之 を唱ふ ることな く,常 に適応の時間あ らん とを要す,是
れ予令 にて充分の注意 を為 さしめて混乱の憂 なか らしめんが為 な り」
「徐々の運動 には動令 を長 く唱ぶべ し」
「一 『始 め』 の令 (動 令 )に て各生徒は,直 ちに演習を始むるを法 とすfり
これ らの ことは開発教授 が「規則」化 され,「 ,い 得」化 されたの と同 じように,軽体操 の 日本的屈
折 を意 味 してい るが,他 方 において,リ ーラン ドやジ ョホノ ッ ト等 の開発主義体育論 が体育 の意義や
価値な りを啓蒙す ることに力的がおかれ,軽 体操 の具体的な教授理論の確立 まで到達 しえてい なか
つた ことも形式主義 ,画 ―主義 をまね く一 因 となったより

3.森 有礼の開発教授法批判 と強迫体操論
(1)森 の「身体 ノ能力」論
明治 10年 代 における活動主義体育論の勃興 に関 しては,森 有礼 について論及 しておかな くてはな
らない。
ジ ョホノ ッ トの開発教授 に象徴される,開 明主義的な教育 か ら国権主義的な教育 へ の転換 に主導的
な役割 を果 した森 は,明 治18年 12月 ,第 一次伊藤内閣の文部大臣に就任 した 。文部大 臣 としての森
の基 本的な政策課題 は伊藤 が明治憲法の制定 の際 に,ス タイ ンに よるプ ロイセ ン流の国家主義教育
に共鳴 したの と同様 に,近代天皇制国家の補強のために忠君愛国 と富強 の精神 を,い か に国民教育制
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度 として創出す るかにあった。
森 による師範教育 をふ くめ,兵 式体操 を根 幹 とした全般的な国家主義的教育制度 は,基 本 的 には
形式主義化 した開発教授 や普通体操 に対す る,早 い段階 か らの批判 を通 して徐々 に構想 されていっ
た とみることがで きる。
森の体育論 な らびに兵式体操論 に関す るもの としては「教 育論 身体 ノ能力」 (明 治 12年 ),「 学政
変言」 (明 治15年 ),「 閣議案J(明 治 18年 ),「 埼 玉 県師範学校 二船 ケル演説」 (明 治18年 ),「 教育上奏
文案 暢」
名兵式体操 二関す る上奏文 )」 (明 治19年 )の ほか,「 学科教授法」 (明 治 21年 )な どが ある。
「教育論 身体 ノ能力」 は森 が明治 12年 10月 ,11月 に東京学 士会 院 の例会 において演説 した もの
であ り,こ の ことか らも,森 が早 い段階 か ら体育 に着 目していた ことが理解 される。
森 は,翌 年 の明治 13年 3月 に,留 学先 の ロンドンか ら同学士会院宛 に次の ような書簡 を送付 している。
「貴院第十 五会 にお て余 は英国 に在 るの間尚余 を貴院定員 と御議定の報告 を送興せ られ,数 に恭
しく余 か感謝の情 を諸君一 同 に呈す,余 は為 に力 の及ふ丈慶 さに注意 して教育上 の事件 を四方 に捜
索 し,或 は間々意 見 を書 して送呈することを怠 らさるへ し,却 説余 か曾 て呈 したる身体 の能力論 の
主旨に付院議如何 に決 した るや,其 後反復考究す るも前説 の不可なるを発見 せず,却 て益々其実行
の緊要 なるを覚 ぶ耳 ,又 若未た轟 ささる所 あらは速 に高諭 を辱ぶ し,尚 之 を詳明 にす るの幸 を得 ん
ことを望 む 敬具写°
森の体育 に対 する並々な らぬ意欲 が うかがわれ るが,森 はその「教育論 身体 ノ能力」 のなかで
次の ような論 を展 開 して い る。森 は,ま ず教育 とは智識 ,徳 義,身 体 の三能力 の調和的発達 を目的 と
するものであ り,そ の能力 を実現する ことに よって最大 の快楽 を得 るにあるという。
「教育 ノ要ハ ,凡 ソ人 ノ稟 ケタル諸 ノ能カ ヲ耕養発達 シ,是 二 由テ得 ル所 ノ快楽 ヲ増 スニ ア リ
,

,

而 シテ,能 カ ヲ分別 シテ智識 ,徳 義 ,身 体 ノ三 卜為 ス,此 三者 ハ恰 モ三 元一体各作用 ヲ異 ニ シテ
其功徳 ノ願 ハ ル所亦 自 ラ同 シカラス,所 謂智仁勇三 徳ナル者ハ ,即 此三能カナ リ,此 三 徳和合 シテ
其平均 ヲ有 ツ時 ハ,人 ノ快楽最大 ナ リ,但 ヒ古今 ノ人之 ヲ耕養 スル ヲ観 ルニ,颯 モス レハ ,其 一方
,

二偏奇 シテ三徳 ノ調和 ヲ失 ヒ,反 テ其性 ヲ害 シ,徒 二憂苦 ノ犠性 タル者多 シ,思 ハ サル ノ甚 シ ト謂
可 シ,f°
そ して森 は
「一 国教育 ノ法ハ,要 スルニ能 ク時 卜庇 トヲ慮 り,應 二先 ツ意 ヲ其欠乏 スル所 二注 キ
必勉 メテ之 ヲ補 フヘ シ,余 ノ所見 ヲ以テス レハ,現 今我国人 ノ最炊ク所 ノ者 ハ,彼 ノ至 重根 タル三
,

能カ ノー ,即 身体 ノ能カナ リトス,諸 君宜 シク看取 ス可 シ,彼 ノ能カ ノ ミヲ事 トシテ,其 生 命 ヲ支
持 スル所 ノ農民力エ ヲ除 クノ外,其 健康保存 スル者果 シテ幾許 カアル,而 シテ其中 ヨ リ奮時 ノ武 士
ヲ除 ク トキハ,余 者 ノ体状又如何 ン,其軟弱ナル真 二歎息 ニヘサ ル者ア リ,j° と体育 が教育 の根本 で
ある ことを説 くとともに,日 本人 の身体 の虚弱である ことを指摘 した。
その身体 の能力が欠 けて い る要因を森 は,日 本人 の生 活様式 にあるといい,(1)沃 土 ,(2)暖 気 ,(3)食
料,は )住 居 ,(働 衣製,俯 )文 学,(D宗 教 について,そ れぞれ身体 に対す る悪影響 を指摘 して い る。森 はこ
の軟弱な 日本人の身体 の能力 を勇気 をかねそなえ,か つ強健 にするためには「遊嬉 ノ業」では限界
が あ り,強 迫体操 をもってすべ きであるとしている。
「蓋 シ身体 ノ能カハ (中 略),人 生至重 タル三 徳 ノー ニ シテ,其 職 トスル所 ハ,貝 J人 ノ善行 ヲ行 フ
エ ア リテ,其 力能 ク之 ヲ助 ケ成 スニ在 り,而 シテ此カハ独身体 ノ健康上来 ルノ ミノ者 二非 ス,敢 為
ノ勇気 モ亦之 二加 ハ ラサ レハ完全ナル ヲ得 ス,斯 勇気 ヲ含 メル健康 ノカ ヲ,遊 嬉 ノ業 二頼 り進 メン
｀
ト欲 スル,敢 テ期 シ得可キニ非 ス,殊 二彼 ノ食料 ,住 居 ,衣 製 ノ三 因尚存 スルニお テハ,其 カ ヲ我
所要 ノ漁
占度 二伸達 セン事必得可 ラス,然 ラハ則 ,到 底別 二良法 ヲ求 メサル ヲ得 ス,其 法蓋 一 ニ シテ

鳥取大学教育学部研究報 告

教育科 学

第

26巻

145

足 レ リ トセラレ トモ,余 ノ所見 二檬 レハ ,強 迫体操 ヲ兵式 二取 り,成 り丈普 ク之 ヲ行 フヲ最良 トナ
ス,(中 略)夫 レ兵式体操 ヲ取 ルノ主眼 ハ,専 ラ其教育 セラルル所 ヲ身体上 二行 フエ在 リテ,決 シテ
軍務 ノ為 二設 ケ,意 想 ヲ其間 二寓 セシ者 二非サル事 ヲ明ラ ン可 シ,倍 テ此 ノ学制 ヲ行 ハ ン ト欲 スル
ニ方 リテハ ,之 二従 ヒテ得 ル所 ノ利 卜不利 トヲ明暁スル ヲ要 トス,其 利果 シテ顕然用 ヲ為 シ,其 不
利果 シテ患 フルニ足 ラサル時ハ ,営 二断乎之 ヲ行 フ可 シ,但 シ余 ハ素 ヨ リ其有害 ニ シテ,亦 且是 ニ
由テ前文所掲 ノ五 囚 ノ害 ヲモ除去 シ得 ル ト確信 スル者 ア リ,故 二若 シ,或 ハ之 ヲ不利 ,或 ハ不充分
ナ リト見 ルノ異説出ル アラハ ,営 二欣 ヒテ教 ヲ玲キ,更 二考 フル所 アラン耳fω
森 が兵式体操 に注 目 したのは,こ こで も述 べ ているように,軍 事的能力の養成 のためではな く
二つの気質 (従 順・ 友情・ 威義 )を 養成 する目的か らであったが,そ の深層 には,旧 来 の形式主義
,

化 した開発教授 に対 す る強 い不満 がぶ くまれて いた。
例 えば森 は,明 治 19年 の埼 玉 師範学校 における演説のなかで,機 械的な教授 が教育 の全てではない
と次のよ うに批判 している。
「却説普通教育 ヲ負担 スル教員即チ師範生徒 ヲ陶治養成 スル ニハ 如何 ナル人 物 ヲ作 り出サ ン トス
ルカ必 ス其 目的ナカルヘ カラス而 シテ其 目的ハ諸学科 ヲ教授 シテ其教授 ヲ受 ケタル学科 ヲ以 テ直チ
ニ小学校 工臨 ミ之 ヲ児童 二伝授 スレハ其 レニ テ其職務 ヲ尽 クシタ リト思 フモノアルヘ シ然 リト雖 モ
此ノ ミノ事 ニ テ豊 二教員 タルモノノ責任 ヲ尽 シタ リト云 フヘ ケ ンヤ宜 ク少 シテ反省 スル所 アルヘ シ
如何 ニモ学科 ノ教授 ハ大切 ナ リト雖 モ其誦 ヲ能 クス レハ教育 ノ事了 セ リ トスルカ従来行 ハ レタル空
誦暗記 ノ弊害 ノ ミヲ顧 フテモ寒心 二堪 ヘ サル ナ リζ0
また森 は明治 20年 の秋 ,長 野県の学事巡視 中 に,「 芸能 ノ教方 二付 テハ専 ラ実用 ヲロ的 トシ且之 ニ
資 シテ人物 ノ地 ヲモ為 ス可キナ リ実用 ヲロ的 トスヘ シ ト特 二言 フ所以 ノモノハ従来 ノ教育法多 クハ
虚用 二陥 リタ レハ ナ リζOと 批判 し,そ の例 として,作 文 は
「無用有害 ノ文旬 ヲ井 ヘ シメ写9,算 術 は
「児童 ノ解 シ得サ ル難字 フ用テ問題 ヲ黒板 二記載 スル ヲ例 トシ」°,修 身 も「年齢学カ ヲモ掛酌 セス
児童 二不適当ナル コ トヲ説 クモノ多 シ是又戒 ムヘ キ コ,卜 」りをあげ,さ らに「体操唱歌ハ最 モ活発 ナ
ル ヲ要 ス適情 ノ習慣 ヲ存 スル地方 二お テハ殊 二然 り又体操 ハ時 々三 四里以内 ノ諸学校 ヨ リ生徒 ヲ集
合 シテ学校 卜学校 トヲ競争 セシメ兵式体操旗取競走 等活発 ノ挙動 ヲ為サ シムルヲ可 トスPと 述べ て
いる。
一 方 ,明 治 21年 5月 11日 か ら14日 にわたって,長 野県で開偏 された大 日本教育会の第 5回 総会 にお
いて「学科教授法」 と題 し,統 合主義教授の原則 に立 つべ きことを次 の ように演説 して いる。
「学科教授法 ノ理論 ハ先覚説キ蓋 クシテ今新 二論 ズル ヲ要 セザ ル如 シ ト雖 モ,本 邦現行 ノ教授法
ヲロ撃 スル ニ不完全 ノ点未ダ甚ダ多 ク,殊 二学科総体 ノ教授法如何 ノ問題 二至 リテハ論端 ヲモ未 ダ
開キタルモノ無 キガ如 シ。実ハ是 レ教育上重大 ノー 問題 ニ シテ,本 会 ノ如 キハ須 ラク進 テ考究 スベ
キ事 タルベ シ。余先 ヅ之 ヲニ校 一教師 トノエ編 三分 チ,比 問題 二対 スル所 ノ意見 ヲ述 ブベ シ。一校
一教師 ノ教授法 ハ,生 徒 ノ数三十以内 ナ ンバ ,一 個 ノ心脳善 ク諸 学科 ヲ聯想 シ,交 モ進 メ以テ生徒
ヲシテ不要 ノ苦 卜時 トヲ免 カレシムル ヲ得 ル容易ナルベ シ ト雖 モ,生 徒 ノ数増 スニ従 ヒテ其難 キヲ
加 ル ヤ耕 セズシテ明ナ リ。一校数教師 ノ教授法ハ之 二異ナ リ,数 個 ノ心脳 ヲシテ共同一 致 セシムル
ニ非ザ レバ充分 ノ効 ヲ見 ル ヲ得 ズ,唯 生徒 ヲシテ数種 ノ不利 ヲ受 ケシムルノ ミ。又学科 ヲ数個 三分
チ,一 教師一 学科 ヲ捨当 シテ他 ノ教師 ノ教授法如何 ヲ顧 ミズ,或 ハ 捨当 ノ学科時間 ノ ミ勤 ム レバ事
足 レ リ ト心得 ル如 キ者 ハ,要 スルニ其主 トスベ キ教育 二眼 ヲ著 ケズ,単 二其婚当学科 ヲ事 トスルモ
ノニ シテ,斯 ノ如キ教師 ハ其教方 ノ精粗 ヲ問ハ ズ,概 シテ教育 ノ道 ヲ排ヘ ザル者 卜見 テ可ナルベ シ。
一校 一教師の教授法 トー校数教師 ノ教授法 トノ異同凡 ソ上 述 ノ如 シ ト雖 モ,其 目的タル教育 ノ要 ヲ
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得ルニハ其道一 二 由ラザル ヲ得 ズ。 一個 ノ心脳 卜数個 ノ心脳 トヲ以テスルノ別 二拘 ハ ラズ,其 教授
法 ヲシテ諸学 ノ聯進 ヲ期 スルニ足 ルベ キ諸能カ ノ共同一 致 ヲ得 セシムル ノ道 二 由ルノ ミ。諸学科 ノ
聯進 トハ,例 ヘバ地理科 ヲ教 フルニ初 メ之 ヲー科 トシテ教 ヘ ザルモ,歴 史科 ,読 書科 ,算 術科共 ニ
教科書中の地名等 ヲ地 図二示 シ,歴 史中二お テ記憶 スベ キ地理 ,地 名 ,読 本 中二船 テ有名 ナル人物
等 ノ出所 ,地 名 ,算 術 中二船 テ殖産 ,製 造 ,商 路 ,津 港等有要 ノ地名 ,地 誌 ヲー個 ノ心脳 ニ テモ数
個 ノ心脳 ニ テモ三科聯進 ヲ期 シ,一 科 ノ教 ハ以 テ同時 二他 ノニ 科 ノ教 ヲ助 ケ進 ムル方法 タルベ キ者
卜為 スガ如 シ。是 レ則 チ教育 ノ ロ的 ヲ達す るノ方法 ヲ数條帰一 ノ則 二則 り,一 ハ以 テ生徒 ヲシテ不
要 ノ苦 卜時 トヲ免 カレシメ,一 ハ以テ学校経済 ノ整理 ヲシテ其要 ヲ得 セ シムルニ有 り。」9
森 は自発的なナ リョナ リズムに裏打 ちされた 臣民形成 に向 けて,教 科 の統合教授 が不可欠 で ある
と考 えていた とみるべ きであるが,森 の この演説 をきっかけに「聯進教育」論争 が まき起 ってお り
,

体育方法 の改造 とい う気運 は,こ れ ら教授法の全面的な見直 しとい う動向のなかで生れて い った。
修)三 気質 と兵式体操論
ところで,森 は開発教育 の こうした形式主義化 を排除す るために,(1)従 順 ,修 )友 情 ,(3)威 義 という
二つの気質 をかねそなえた人物 の養成 を師範教育 の主な 目的 においたので ある。
この ことについて,森 は次のように述 べ ている。
「世 ノ中 ノ事柄 ハ総 テ人 物 二因テ結果 ノ如何 ヲ現ハ スモノナレハ 到底善良 ノ人物 ニ アラズ ンハ資
格 ヲ備ヘ タル教員 卜云 フヲ得 ス左 レハ如何 ナル趣 向二人物 ヲ養成 スレハ果 シテ其善良ナルモノヲ得
ルカ トノ疑 問 二至 リテハ 随分難題 卜云ハ サル ヲ得 ス (中 略)百 般 ノ注意皆其方向二集 り数 二百般 ノ
注意 卜云 フモノニ就 キ更 二重要ナルモノ ヲ挙 ク レハ三個條ア リ又之 ヲ三 個 ノ順序 卜云 フモ可 ナ リ第
一ハ従順 ナス気質 ヲ開発 スヘ キ教育 ヲナル コ トナ リ唯命命是 レ従 フ ト云 フ義 ニ シテ此従順 の教育 ヲ
施 シテ之 ヲ習慣 トナササルヘカラス第ニ ニ相助 クルノ情 ヲ其心意 二涵養 セサルヘ カラス之 ヲ簡単 ニ
云ヘハ友情即チ友誼 ノ情 ヲ養成 ス トナ リ第ニ ハ威義 アル様 二養成 セサルカラスザ°
そ して,森 は欧米列強 に対抗 し,か つ国家的利益 を担 って立 つべ き人 物 の資質 として三気質 をと
らえ,そ の観点 か ら師範教育 の再編成 を構想 す るとともに,兵 式体操 を高 く評価 したのであるが
,

彼 は決 して直接的 に軍人 な り,軍 事能力 の養成 を目的 としたのではなかった。
「以上演 フル所 ノ三 個條 ノ ロ的 ヲ達セ ン トスルニ就 キテ其帯助 トナルモノ多 クアルヘ シ ト雖 トモ
勉二其一 ヲ挙 ケンニ道具責 ノ方法 ア リ道具責 ノー法固 ヨ リ之 ヲ尽 セ リ ト云 フエハ非 ラサ レ トモ先 ツ
其事 ノ大略 ヲ伝 ハ ン近時東京師範学校 ニ テハ兵式体操 卜云 フモノヲ施行 セ リ其兵式体操 ハ全 ク前三
個 ノロ的 ヲ達セン トスルニ利用 スヘ キー法即 チ道具責ノ方法ナ リ故 二此兵式体操ハ 決 シテ軍人 ヲ養
成 シテ万一 国家事 アル ノ 日二 当 り武官 トナ シ兵隊 トナシテ国 ヲ護 ラシメン トスルナ如 キロ的 ヲ以 テ
ヘ タルモノエ アラス兵式体操 ヲ以テ養成 セン トスル者 ハ第 一 二軍人 ノ至 要 トシテ
之 ヲ学科 ノ中二カロ
講 スル所 ノ従順 ノ習慣 ヲ養 ヒ第ニ ニ軍人 ノ各々伍 ヲ組 ミ其伍 ニハ伍長 ヲ置 キ伍長 ハー伍 ノ為 メヲ思
テ心 ヲ労 シ情 ヲ厚 クシ第二 隊 ヲ結 ヒテハ其一 隊 ノ中二司令官ア リテ之 ヲ統督 シ其威義 ヲ保 ツカ如 ク
生徒 ニ モ交互兵卒 トナ リ伍長 トナ リ或ハ 司令官 トナ リテ各各此 ノ三 気質 ヲ備具 セシムルノ地 ヲ倣 サ
シメン トスルモノエ テ斯 クス レハ必 ラス利益 アルヘ シ ト信 シ之 ヲ施行 スル コ トヲ始 メタルナ リ (中
略)又 序ニー言 スヘ シ夫 ノ兵式体操ハ兵卒 ヲ養成 シ万 一 国家事 アル時 二備 フルカ為 二設 ケタル ニア
ラス ト云 ヒシ所以 ハ元来戦争 ノ事 ハ前途必 スシモ之ア リト期 スベ キニモ非 ラス又 国家 ノ之 二備 フル
ニハ別 二其専官 ノ職務 ヲ設 ケアレハ此等 ノ事 ハ 師範学校 二船テ為 スヘ キ事業 エ アラサルナ リ
併 シ又談緒 ヲ転 シテ戦争 ノ義 ヲ熟思 スル トキハ是 レ強チ人 ヲ殺 ス トカ殺サヌ トカニ限 ル辞 エ アラ
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ス願 フエ人間 日々 ノ事柄 ハ皆戦争ナラサ ルハ ナ シ即 チ外 国 二関 シタルエ商業上 ノ戦争又 ハ 智識上 ノ
戦争又今 日我々 力身 ヲ立テ志 ヲ定 メ我 日本国 ヲシテ善良 ノ国タラシメン トスル トカ如 キ是 レ皆戦争
エ アラサルハ ナシ若 シ 日本 ハ心配 スルニ及 ハ ス世界列国 ノ中二加ハ リ其未班 エ ア レハ 可 ナ リト断念
スレハ 固 ヨ リ此 等 ノ戦争 ノ準備 モ無用 ナ レ トモ此 ノ如 クニ テハ 日本帝国 卜云 フ名 アルモ其実際 ハ 国
卜云 ハ レヌ迄 二衰弱 スルニ至 ラン是豊 日本男児 ノ志ナラ ン荀 クモ日本男子 タランモ ノハ 我 日本国力
是迄二 等 ノ地 ニ ア レハニ 等 二進 メニ等 ニ ア レハ ー等 ノ地位 二進 メ遂 ニハ万国 ノ冠タ ラン事 ヲ勉 メサ
レヘ カラス」9
軍人 ではな く,人 物 を養成するとす る森 の強迫体操論 は明治 19年 4月 の
「師範学校令」,な らびに
「小学校 令」 に具体化 され,現 実 には師範教育 における寄宿舎 の兵制化,行軍旅行 ,現 役将校 の学
校配属など全般的な学校 の兵営化 として実現 されてい った。
小学校令第 10条 では,「 体操ハ幼年 ノ児 童 ニハ遊戯 ,檎 長 シタル生徒 ニハ軽体操 ,男 児 ニハ 隊列運
動 ヲ交 フ」°と規定 され,兵 式体操 は「隊列運動Jと して内容化 されるとともに,明 治 21年 1月 には
隊列運動 を兵式体操 と改 めるとされ,体 育 内容 の中心 を占めるようになったす°
開発主義体育の方法 としての普通体操 は,明 らかに軍事教育 を目的 とした ものではな く,軍 事教
育的なもの として は普通体操が移入 ,伝 播 され る以 前 に,体 育内容の代替 として「歩兵操練」 が採用
されていた。明治 17年 頃 の段階 までは兵式体操の名 は一般化 されてお らず,兵 式操練 であったが
,

それ とて も必 らず しも軍事的な目的の もとで実施 されていたわけではなかった。
学校教育 において 兵式操練 が明確 なかたちで,軍 事 目的の観点か ら問題 にされたのは,明 治 18年 12
月の軍備拡張に ともなう常備兵 の増加 ,徴 兵忌避者 の防止 を目的に徴兵令 が改正 された とき以後 の
ことで ある。 それ以 前 に,文 部省 は明治 17年 2月 に体操伝習所 に対 して実施すべ き歩兵操練 科 の程
度 ,お よび小 学校 での実施 の適否 を調査 させてい るが ,明 治 18年 11月 に文部省 は,「 兵式体操及 ヒ軽
体操教員養成 ノ要項 ヲ体操伝習所 二達 ス是兵式体操ハ 菅 二体カ ヲ発達 スルノ ミナラス又能 ク秩序 ヲ
守 り沈毅事 二耐 フル ノ慣習 ヲ養 フ等体育 中最 モ必要ナモノナル ヲ以 テ今 日 ヨ リ教員 タルヘ キモノヲ
養成 スルノ急務 ナルニ因ルナ リζ°との通達 を出 して兵 式体操の目的 を明 らかにして い る。この通達
には兵式体操の軍 事 目的で も,教 育的 目的 で もない,そ の以上の 目的 がすでに示 されてお り,森 の
兵式体操論が反映 されてい る。
このよ うに,「 明治 19年 段階で学校教育 に とり入れ られ る『兵式体操』 は,森 の積極 的 な構想 によ
るものであ り,前 段階 までの軍事的 目的 に立 つ体操法―― 『歩兵操練』 と身体教育的 目的に立 つ体
操法一― 『軽体操』の一定の学校教育 内での普及 の上 に立 って,内 容的 にはそれをひ き継 ぎなが ら
新 たに気質鍛練的目的 として登場 して来 た子りのである。

,

は)師 範学校 の兵営化 と行事 の軍事化
森 は ,こ の兵式体操の普及のために視学官 を使 って全 国 の師範学校 を巡視 させ,師 範教育 の兵制
化,軍 隊化 を推進 していった。師範教育 の兵制化 は単 に尋常師範学校 のみな らず,高 等師範学校 に
も波 及 していった。
当時 の尋常師範学校 が軍隊化 してい く様子 を,愛 媛師範学校の一卒業生 は次 のように回想 して い る。
「其 の在学中 に起 った一大 変動 ,(師 範学校令―一筆者註)(中 略)を 機会 に更 に在学生徒 を精選 し
且 つ当局大臣の主張によって兵式体操が俄 に重用せ られ るようにな り,従 って学校 の制服 が 出来 て
,

僕等 は生れて始めて洋服なるもの を着用 ,剣 つ き銃 を担ひ,行 往坐臥 に兵式 を以 て規範 をな し,教
室内は勿論寄宿生活 に至 る迄 ,厳 粛 なる規 律節制 の下 に訓練 せ られたのである。
rω
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また,あ る卒業生 もこ う書 き記 してい る。
全 ての生 徒が寄宿舎 で集団生活 を送 り,「 起床 も凡 て軍隊式 で,嗽 吹で寝起」した。学校生活 で も
「厳格 なる規律 の下 に万事軍隊的に訓練 され,毎 週幾回か武装 して東営門 よ り営内練兵場 に到 り当
時少尉 にて在勤中の現陸軍大将町田敬宇の監督 の下 に数名 の下士 よ り兵士同様 の教練 を受 け腕節の
綿 の如 く萎 へた る事 も少 なか らず。校内に船 ける時々の検 閲 も却 々厳 めしく挙行 せ られ ,ゲ ー トル
(当 時 のゲ ー トル はズ ックに裏 を付 けたるを下腿 の外側 に七八の鉦止めさせ るものにて

,雨 にて も
濡れたるあ とには,大 汗 を汗 し二三十分 を費 して も尚完全 に附 け得 られず,随 分泣 か され候 )の が
一 つ とれて居 るとか,机 の上の書籍や硯箱の位置 が正 しか らぬ とか,被 服 の畳み方 が不整 な りとか
の点 にて譴 責 はおろか禁足 に処 せ らるる者 も少 なか らず,随 分寒心 せ しめられた ものrl)で あった。

こうした風景は,そ の他の師範学校 でも同様 で あったが,そ の結果,師 範教育を受けた教師 とは画
一的で権威主義的な,い わゆる師範タイプの教師が造成されていったのである。
一方,小 学校 の実情 はどうだったのか。例えば,『 宮城県涌谷小学校沿草史』は次のように伝 えてい
る。
「涌谷小学校の兵式体操の教 師 として村 岡岬先生 が着任 した。 その服装 は,黒 い洋報 に助骨の飾
筋がつき,ズ ボンの内側 には赤 い太線 がついていた。 これが校内の児童たちの評判 を呼んだばか り
でな く,近 隣 の学校 か らも羨望 の的 となった。 (中 略 )校 内 に涌谷月将少年隊が組織 された。東軍 は
八方谷 を,西 軍 は花勝 山を,そ れぞれ本陣 とさだめ,紅 白幾流 の分隊旗 を風 にひるが えして対峙 し
た。東軍 の指揮 は,千 石 二郎 ,一 条巨五郎 ,内 海想吉 の訓導,こ れに対する西軍の指 揮 は蔵本雄吉
,

渋谷兵衛 ,千 葉留吉 の訓導。児童たちは,そ れぞれ に紅 自の鉢巻 をしめ,日 本刀 を背中に斜 めに打
ち込み袴 の股立 ちをとって木銃 をか まえた。その いで たちは,ま ことに勇壮な ものであった。(中 略)
やがて校旗 ,校 長 ,村 ,教 官,そ の他 の幕僚 らの統監部 か ら『敵 ハ石巻港 二上 陸 シ,当 方 二 向 ッテ
進撃中』の もとに戦略命令 が伝達 され,状 況開始の ラッパ の吹奏 を合図に両軍 は江 合川 をはさんで
散開する。撃 ち合 うことしばら くで,い よいよ渡河戦 にうつ り,最 終 の激突 は八 幡山 での大奮戦 と
なる。戦闘 が最高頂 に達 して,統 監部の終戦 ラ ッパ が鳴 ると,両 軍 は兵士をお さめて大橋元 にそれ
ぞれ集結 ,村 岡教官な らびに校長か らの講評 があって終了す るのであった。了り
森 による兵式体操 を根 幹 とした教育全般の兵制化 は当然,遠 足や運動会な どの学校行事 に も及 ん
でいった。森 は国家主義教育の推進 ,す なわち臣民養成の手段 として「兵式体操・ 行軍旅行・ 運動
会 といった身体的訓練 と,制 服制帽・ 軍隊的生活規則 。生徒品行査定法などの学校 にお ける集団的

規律訓練 を重視了9す るとともに,そ れ らを国家 の祝祭 日と積極的 に結合 させていった。
この ことは,森 が 自ら述 べ てい るように,帝 国臣民 二人物の養成 は単な る教科 の教授 のみ を もって
して も不可能で あ り,体 育 。訓育・ 管理等学校教育 の全領域 を結合す ることによって,は じめて実現
され うるとの認 識 に もとづいてお り,国 民 を臣民 へ と統合す る媒体 として知育 よ りも体育・ 訓育・
管理 に力点 をおぃてぃた ことを示 して いる。
ところで,遠 足 は一般 に明治 10年 代後半 には じまり,行 軍 と運動会 をかねる,い わば遠足運動会 と
しての性格 をもっていたが,行 軍旅行 は明治 19年 2月 ,高 等師範学校 で兵式体操 とともに実施 され
て,次 第 に県師範学校 か ら小学校 へ と下降 して いつた。
その形 態 は近 くの神社境内,川 原 ,海 岸 ,原 野,公 園,田 ばな どに隊列 を組 んで行軍 を行 い,簡 単
な遊戯や体操 を行 って帰校 するとい うのがご く一 般的 で あった。
例 えば,愛 媛師範学校 の卒業生 は遠足行軍 の模様 をこう伝 えて いる。
「一 年生 の時 には全校生徒が明治22年 11月 1日 に出発 し,陸 路 中山 。大州・ 印 ノ野 を経 て宇和島
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に行軍 し,宇 和島 では三 泊 して,海 路 を取 って七 日に帰校 した。 まだ入 学後半年 もたたない中,大
きな銃 を肩にし,背 嚢をかついで,当 時 はまだ修繕 も出来て いな い山路 を十 里 も徒歩 したのだか ら
初 日中山に泊 った時 は,足 も立たなかった。途中申山は自由行進 であったが,寺 尾 が弱 ったので
,

,

余が銃 を持 ってや って,励 ましなが ら後ればせ に歩 んでいたが,遂 にもう足 が動 かぬ と言 ひ出 した
のには閉口した。併 し相扶 け相励 ましてた どりつ いたが凡ての町の手前 に行 くと,郡 町村吏員 や
小学生生徒 が路傍 に整列 して出迎 へ るので,(而 か も大低薄暮 になっていて も)町 の入 口で列 を整 へ
,

,

疎!吠 の声 も勇 ましく行進す るのであった。宇和島では演習 をや ったが,近 郷数里 の所 か ら老若男女
が弁当を携 へ て見物 に来 た。(中 略 )当 時 このへんでは,軍 隊 の演 習 を見 た ことがなかったか ら,吾 々
が世人 か ら重んぜ られて いたの と相待 って,か くも歓待せ られたのであった。了0
また長 野師範学校 では,明 治 20年 に第 1回 の行軍遠足 を実施 したが,そ れは次のような ものであっ
た。
「四月五 日本県尋常師範学校 におて進級証書授興 の典 を行 ひ企六 日第一脩学旅行 の為下高井郡平
穏村渋温泉へ長途行軍 をなせ り生徒百名 を四小隊 に分 ち― 中隊 を編成 し小隊長以下 は組長什長 を以
て之れに充 て舎監 中隊長 とな り校長以下 の職員十数名 之 を率 ひ小使等 を合せて百 二 十名年前八時出
発中野町 を経 て渋温泉 へ午後三時三十分着翌七 日企所地獄谷及下河原等 にお て写景発火演習部外運
動外 (中 略)等 の遊戯 をなし二 泊 の上八 日午前八時四十分発箱山峠 にて発火演習 をなし小布施 を経
て帰校す (中 略)又 廿四 日には同校生六十余名職員数名 に伴 はれて遠足 をな し川 中島 よ り進 んて埴
科郡豊栄村明徳寺 の蝦暮 を観夫 よ り松代 を経て妻女山 に登 りて四方 を眺望 し赤坂 の渡に乗 して千 曲
川を下 り犀川 の合流す る所 に到 りて上陸 した大豆 島村 を経 て帰校す此 日の 日程 は十余里 にして有名
9
なる古戦場 を経巡 りた ることなれは歴史上の益 を得たる こと少 か らさるへ しといぶ了
‑方 ,運 動会 が小学校 で全 国的 に実施 され るようになるのは明治 19年 頃 か らであったが,そ れ も
,

近 くの野原で綱引 き,旗 取 り,唖 鈴体操等 を行 うとい うのが ご く普通 で,体 育奨励 ,教 育誇示 のた
めの色彩が濃 く,そ の教育的意味 はあまり認識 されて いなか った。
宮城県 のある小 学校 の運動会 は,次 の ような ものであった。
「滑津 の学校 は,昔 明神様 の所 にあ りまして,普 通 の家 の様 な建物で した。 (中 略)机 も椅子 もな
ければ,黒 板 もなかった ものです。生徒達は文庫箱 とい う木箱 を前 にして正座 して教 えを受 けた も
のです。その頃は小 学校 も四年生 までで,先 生 もお一人 で した。今 の様 に遠 足 も修学旅行 もない昔
の事 で,学 校 の一 番 のたの しみは運動会で した。運動会 と言 って も校庭 のない学校 ですので,会 場
はいつ も滑塚 の原 っぱで した。 その頃の滑塚 は田 も畑 もあま りな く,広 々 とした原 っぱで したので
°
運動会 の会 場 は もって こいで した。今 の遠足 と運動会 を一緒 にした見 たいな ものです。了
また,明 治 20年 4月 に実施 された長野 県の小 学校 の運動会の様子 は次 の ような ものであった。
「下伊那郡陽皐学校 にて本月十 五 日生徒三 百汁余人 の運動会 を催せ り当日学校職員 は生徒 を引卒
し紅 白の旗章数千本 を春風 に吹流 し列 を作 りて運動場親 田原 へ到着 し旗戻競争綱引唖鈴等 を演 せ り
つ
判者領審査委員 を挙 け優劣勝敗 を判定せ しめ勝 を得 し生徒 に賞興 し且一 同 に茶菓等 を興 へ り了
「同校 (西 筑摩郡福島学校―一筆 者註)に ては去 る十月九 日秋期運動会 を大原 に 開 く生徒 は尋
常 二年生以上百八十名矯 正術徒手鬼遊水車投毬旗奪唖鈴球筆綱引捕難等 を演習 し優勝 の ものには夫
々 賞品 を附興 し併せて動植物採集 をもな した り此 日傍観人無慮三百名計 あ りて殊 に阪本郡長 よりは
生 徒 に菓子 を贈 らる ゝ等頗 る盛会 な りし了°
これ らは明治 20年 前後 の行軍旅行 ,遠 足,運 動会 の一端 にす ぎないが,森 の政策的意図が見事 に
具現 されて い る。 この学校行事 は,明 治24年 6月 に「小 学校祝 日大祭 日儀式規定」が制定 されるに及
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んで一層強化 されてい った。同年 4月 には文部省訓令 によって,御 影並勅語の奏 置方 が制定 されてお
り,天 皇制礼拝儀式が学校行事 に浸透 して いった。 こうした天皇制思想の教化行事 と体育 の痣着 は
,

国民 の理性 を超 えた国家 へ の即 自的な承認の媒体 とな り,そ の行事 においては,必 然的 に児童・生徒
の 自主的,な らびに自治的活動の場 という観念 は入 り込 む余地のな い ものであった。
この ように,「 明 治期学校行事 は,天 皇 =国 家,忠 君 =愛 国 の 臣民育成の教育 を志向 しつつ,児 童・
生徒の自主 的活動 を重視 せず,教 授・ 訓育・ 管理 の有機的関連 を保持す ることを忘れず, しか も啓
蒙 と教 育成果 の 誇示 を行 な う とい う,基 本的特色 を示 して い る。学校行事の二つの側面 における特
色は,臣 民育成 の教育 へ統合 されている了9の である。
森 の兵式体操論 とその政策 が,兵 式体操論 を振興 させた ことは事実 で ある。 しか し,こ の ことは
直ちに森の思想 な り,政 策 が全面的に容認 された ことを意 味す るものではな く,兵 式体操批判 を胚
胎 させてお り,森 の熱心 な努力 に もかかわ らず,兵 式体操 は彼 の没後 には,陸軍現役将校が配属 され
たことも力日わつて次第 に形式に堕 するか,も しくは画一 主義 ,抑 圧主義的 となって児童 。生徒 も殆
んど興味 を示 さな くな り,森 の三 気質 とい う精神 もその形骸 をとどめるというのが現実であった。
そうした実態 を『教 育時論』 は,こ う伝 えてい る。
「此程無名の投書 あ りて,唯 府下 に遠か らぬ某地 の県立 学校 の こととの み記 したれば,何 れの こ
とかは分 らね ど,先 づ比学校の体操教師殿 は,素 と陸軍兵役 に月
反したる方なれば,体 力 もう充分 な
れ。 国頭の議論 にては,往 々生 徒 にや り込 めらるることあるをい と心外 の ことに思 はれて,大 喝一
声 に ドナ リ付 くる事度々な りしが,近 き頃はうれ い もやみて,さ まで口にて叱 り付 くる ことは無 け
れ ど,其 代 り体操場 に出 づるに及 びては,無 法 にも過度の兵式体 操 を課 して,一 進―退無暗 に迫廻
し,生 徒の昏倒 するものあれば,得 た り顔 して引上 くるを例 とせ りとかや,成 程生意気の生徒 を懲
らすには,之 も一策 には相違 なけれ ども,か くては体育 の主趣 に惇 りて,其 弊害多か るべ しザの

こうした現実を生み出す理由の一 つに,森 の兵式体操論の意図が 曲解 されたことがあげられる。
すでに,明 治19年 に『教育時論』は,「 兵式体操は国家有事の日に備ふるにあらず」として次のように
戒 しめている。
「近頃其筋にて兵式体操を奨励せ らるるの様子あるが故に地方の理に暗 き人々い例 の古 き考を呼
び還へ して文武は偏すべからず今 の書生 の如 く文 にのみ耽 るときは一朝国家 に事あるの日に当 り如
何せん杯 と大惣に言立 つれども文部省にて兵式体操 を重んぜ らるるは決 して有事 の日に備ふるにあ
らず全 く生徒の身体 を健康 にし兼て生徒の気風 に従順の性質を養はんとするにあるよし是れ森大臣
が先般埼玉にての演説 にても知るべ し其真意を誤 るべか らずすり

4.開 発主義教授法批判 と活動主義体育の提唱
(1)形 式的教授法批判
森有礼の新人 物養成論 と普通体操 をぶ くめ,形 式化 し,画 一化 した開発教授の現実 に対 して一つ
には,上 か らの開発教授の修正 として,他 の一つは,下 か らの機械的,画 一 的教授法 に対す る批判 とそ
の改造論 となって あ らわれていった。
開発教授 に対 する上か らの軌道修正 は間接的には,明 治 14年 に制定 された「小学校教則綱領」 に
すでにみることがで きる。 この綱領 は道徳 と実用 とい う二軸的構造 をもち,道 徳 を軸 とす る修身
歴史教科 が忠良なる臣民形成 とい う目的志向において位置 づけ られ る一方,さ らに実用 とい う軸 に
おいて は「実用的臣民の形成の志向の もとに『三Rs』 と『実科的教科 』
」が位置 づ けられ,そ の結果
「直観 。
の
開発 価値欠落 ,教 授内容観 ,科 学観 におけ る価値欠落 ,そ してその帰結 としての『開発』
,

,
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とい う形式 と,近 代科学の成果 を含 む所与 の 内容 との内的関連性 の欠落 の結果 としての形式化甲 と
して表現 され ,開 発主義教育の国権主義化が意図 された。
他方,下 か らの開発教授批判 ,な らびに改造論 は開発教授 が全 国的 に流布 しつつ あ る段階 に,す で
に
『東京著漢会雑誌』,『 大 日本教育会雑誌』,『 教育時論』な どにみ られ,後 にとりあげる普通体操法
批判や活動主義体育論 の唱導 は ,こ れ らの開発教授法批判 とセ ッ トになって展開 されてい った。
その最初 の批判者 は高嶺秀夫 であった。 ジ ョホノ ッ トの開発主義教育 の受容 に主要な役割 を果 し
た高嶺 で はあったが,彼 は明治 15年 12月 ,文 部省学事諮問委員 が東京師範学校 を参観 した際 に,形
式主義的,機 械的教授 を批判 し,あ わせて教授法の改造 が急務 である旨の演 説 を行 って い る。
「余輩職 二師範学校 二従事 ス。宜 シ ク良教 師 ヲ養成 シテ学校 ノ内部 ヲ改良 スル コ トヲ図 り,教 導
ノ手段 ヲ蓋 クシテ善良 ナル児童 ヲ陶成 スル コ トヲ務 メ,以 テ法令規則 二対 スル実効 ヲ奏 セサル ヘ カ
ラス。近年児童 ノ就学 スルモノ 日々 二益々多 シ。然 ルニ此 ガ教員 タルモノ多 クハ教導 ノ道 二暗 ク
単二機械的 ノ教授 ヲナシ,児 童 二俗怠 ノ念 ヲ生ゼ シム。其天賦 ノ心カ ヲ発見 セサル ノ ミナラス,却
,

テ之 ヲ退縮 セシムルノ弊害 アラン トス。若 シ之 ヲ放任 シテ顧 ミサルナキハ教育上百般 ノ計画悉 ク画
餅 トナルニ至 ラン。洵二師範学校 ノ改良ハ現今 ノ急務ナ リト云ハ サ ル可 ラス。」9
また明 治 17年 7月 5日 ,東 京師範学校小学師範科の卒業式で,校長 高嶺秀夫 の代行 を務 めた同校教
諭桜井房 も教授方法改造の必要 を説 いている。
「諸君 ハ久 シク学校 二お テ常 二諸先生 ノ教授薫陶 ヲ受 ケラレ凡 ソ教員 タ リ,教 育家 タルモノノ心
得ベ キ ヨ トハ能 ク服膚 セラルルナラン。又諸君 ガ学校 ヲ出ズルノ後 モ急 々益々徳 ヲ修 メ,学 ヲ勤 メ
テ怠ラ ズ忍耐 ノ心 ヲ固持 シテ教 育 ノ事業 二 当 ラン トセ ラルルハ余 ノ言 ヲ要 セザ ルベ シ。余 ハ 唯一 言
ヲ以 テ諸君 ノ注意 ヲ乞 ハ ン トスルモノアルノ ミ。 自今普通教育 ノ改良上進 ヲ計 ル益 々 急ナルノ トキ
ニ際 シ,諸 君 ノ方 二為 スベ キモノ業務 ハー ニ シテ足 ラズ ト雖 モ諸君ハ教員 トナ リ,授 業 ノ方法 ヲ教
授 スル コ トア ルベ シ。又或ハ督業者 トナ リテ教授 ノ利益得失 ヲ実施 二監察 スル コ トアルベ シ。此時
二当 リテ諸君 ノ殊 二務 ムベ キ コ トハ ,諸 君 ノ学識 卜経験 トヲ以テ 自カラ教授 ノ方法 ヲ講究 シ,之 レ
ガ改良 ヲ計 ル エ アルナ リ。 (中 略 )我 邦固有 ノ学科 ノ如 キハ教授 ノ方法累々備 リテ其利害得失 ヲ考察
シ,折 衷取捨 シテ宜キヲ得 ルニ至 ルハ甚 夕難 カラサル コ トノ如 シ ト雖 モ或 ハ 奮 ヲ慕 フノ心情 ア リ。
或ハ 去 り易 カラザルノ習慣ア リ。又或ハ 土地 ノ情況 ア リテ改良 ヲ行 フ決 シテ容易 ノ コ トエ アラザ ル
ナ リ。又理学諸学科 ノ如 ク近 来 ノ学 ニ シテ,之 ヲ小 学児童二教 フル其 日尚甚 夕浅 キ モノニ至 テハ未
ダ適 当 ノ教授法 アルヲ見 ズ ト云 フモ不可ナルベ シ。彼 ノ書籍 ノ文旬 ヲ誦読暗記 セ シムルユ至 ル如キ
ハ,堂 理学 ヲ教授 シタルモノ ト謂 フベ ケンヤ。其方法ハ 宜 シク理論 二取 り,経 験 二徴 シテ更 二児 童
二適切 ナルモノヲ講究 セザルベ カラザ レハ是 レ亦至難 ナ リト云 フベ シ。世人我邦 二理学理想 ノ乏 シ
キヲ歎 カズ,其 之 ヲ警スル速成 ノ手段 ハ種 々ア リ トス。其適当 ノ方法 ヲ講究 スル ハ 諸君 ノ任 ナ リ。す。
また山口県 の信原謙造 も,「 開発主義 ノ存 スル所 ハ形 エ アラズ」 (明 治 18年 )と 題 して暗記 と詰込
中心 の教育 の現実 を批判 して い る。
「日改正 教授術国心性開発主義是今 日本邦教育 社会 ノ常言ニ シテ其 ノ所謂改正 トハ遠 ク数百年来
我 力邦 二流行 セシ漢儒者流 ノ教授法 ヲ改正スルノ義 二止 ラズシテ近 ク明 治年来 ノ輸入物 タル小学教
授法 ノ如キモ亦全 ク憤法 トシ注入法 トシ器械的教授法 トシテ之 ヲ憤斥 スルモノナ リ其 ノ所謂心性開
発 トハ人類智識 ノ進歩 ハ器中二物質 ヲ衆積 スル如 クナラズシテ生来固有 ノ心カ ヲ開発 スル ニ ア リ ト
スルモノ即是 ナ リ改正教授法 ハ則此 ノ主義 ヲ以 テ教授 ノ実用 二供 セン トスルモ ノナ レバ 我 ガ輩 ノ常
二賛成 シテ措 カザル所 ナ リ然 レ ドモ此 ノ法 ヲ施 サ ン ト欲 スルモノハ先此 ノ主義 二通 ゼザルベ カラズ
此 ノ主義 二通 ゼンモ欲 セバ須 ラク先身心両部 二関 スル定法 ヲ知 ラザ ルベ カラズ之 ヲ是知 ラズシテ心

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践 (1)

性開発 ヲ唱 へ改正教授術 ヲ説 クモ ノハ土偶 ノ蒙金 エ アラザ レバ則優孟 ノ衣冠ナ リ。す9
「回顧 スンバ 明治五年西洋教育法 ノ始 メテ我 ガ邦 二輸入 セシヤ其 ノ法― トシテ邦人 ノ耳 自二新 ナ
ラザルモノナク数年 ヲ出デズシテ寒村僻地 二至 ルマテ靡然 トシテ其 ノ風 二従 ハ ザ ルモノナカ リキ是
従来 ノ弊習 ヲ洗除 スルニ船テ功ア リシ ヨ ト回 ヨ リ疑 ヒ ヲ容 レザル ナ リ然 レ ドモ 当時教育 ノ理 二通 ズ
ルモノナク随 テ新米教授法 ノ如キモ徒 二其 ノ形似 ヲ備 ヘ テ其 ノ精神 ヲ存 セズ遂 二器械的或 ハ 注入的
ノ悪評 ヲ受ケ為 二教育社会 ヨ リ放逐 セラル ニ至 レ リ而 シテ之 ヲ放逐 セシモノハ則今 日余ガ世 ノ教育
家 卜共 二推戴 スル所 ノ心性開発的教育法 エ アラズヤ然 ル ニ余 ガ ロ見 スル所 卜各地学友 ヨ リ報道 スル
所 トニ ヨレバ所謂 ソクラデスヲ祖述 シペ スタロ ッヂ ニ依傲 スル ト称 スルモノモ生徒 二迂回解 シ難 キ
ノ疑問 ヲ発 スル ヲ以 テ其 ノ法 ヲ得 タ リト誤認 スルモノ北比是ナ リ故二他 ヨ リ之 ヲ見 ル トキハ徒 二時
間 ヲ費 スヲ以テロ的 トスルガ如 キモノ多キニ居 ル其 ノ教育 ノ事 ヲ論談 スルニ及 ビテハ 日観念 ヲ入ル
日心性 ヲ開 ク ト而 シテ其 ノ観念 卜云 ヒ心性 卜云 フモノノ果 シテ何 ナ リヤノ疑問 ニハ 茫乎 トシテ対 フ
ル ヲ知 ラズ鳴呼此 ノ如 キハ人 ニ シテ此 ノ如 キノ任 二 当ル余 ハ徒 二其 ノ法 ノ進歩 セザル ヲ憚 ルルノ ミ
ナラズ新教授法 ノ故 二迂回繁冗二失 スルハ却 リテ奮法 ノ 自然 二出 ヅルニ若 カザル ヲ見 ル 鳴呼富法 ノ
器械的タルハ心性 開発 ノ精神 ヲ閲クニ 因ル ナ リ新法 ニ シテ之 ヲ備 ヘズ ンバ何 ヲ以 テ奮法 二勝 ル ヲ得
ンヤ同 シク是器械的ニ シテ其 ノ閲ク且 自然ナルモノ ヲ棄テテ新 ニ シテ迂遠ナルモノエ就 クノ利 アル
ヲ知 ラザルナ リ是素 ヨ リ其 ノ罪 ニ シテ其 ノ主義其 ノ法 ノ罪 ニ アラズ ト雖 モ決 シテ悦 ブベ ク賀 スベ キ
ノ事 ニ アラズ余 ノ新法 二取 ル所 ノモノハ精神 エ ア リテ形似 ヲ間ハ ザルナ リ故 二余 ハ世 ノ教育家 ヲシ
テ主 トシテ其 ノ精神 二通 ゼシメンコ ト切望 二堪 ヘ ザルナ リ」0
「教育 トハ可及的多 ク記憶 セシムル ニ ア リ ト思 フモノア リ体操 ノ ロ的 ヲ忘 ンテ矢信 二多種 ノ操法
ヲ教 へ智育境裡 二浸入 スルモノア リ修身 ノ ロ的 ヲ誤 リテ経書 ノ意義 ヲ講 ゼシムル ニ ア リ トスル コ ト
ア リ記性 ヲ練修 スル トテ無暗二数多 ノ物体 ヲ記憶 セシムル ア リ五 官 ノ何 タル ヲ知 ラズ シテ之ガ訓練
ヲ主張 スル コ トア リ此等 ノ弊ハ今 日ニ テハ餘 り珍 シクモ ナキ所 ナ リ故 二些細 ノ コ トノ如 シ ト雖 モ之
ヲ矯 正スルハ 最緊要的 ノヨ トニ シテ既 二此等 ノ道理 ノ大略 ヲ窺知 セバ則心性開発 ノ精神 二通 ズルモ
ノ ト見徴 シテ可 ナ リ
教育者 ヲ教育 スル場所 ハ則師範学校 ナ リ全国数 十 ノ師範学校 中前述 ノ希望 二協 フモノナシ ト断言
るルハ素 ヨ リ能 ハ ザル所 ナ リト雖 モ之 ヲ其 ノ現行教則或ハ教課用書籍 二参照 スルニ能 ク各学科 ノ連
絡 ヲ完成 シ其 ノ教 フル所 ヲシテ前後一貫容易 二教育 ノ精神 二通 ゼシムルガ如 キハ殆見ザ ル所 ニ ンテ
甚 シキハ 同一教則中 二説混清両論矛盾 スルガ如 キモノ少 シ トセスJ0

‑方 ,茨 城県の郡司鳶則 も「児童 ヲシテ学校 ヲ信愛 セ シムベ キ法」(明 治 19年 )に おいて,学 校 が児
童に とって俗怠の場 になっていると学校 の現実 を厳 しく批判 した。
郡司は ,ま ず「児童 ヲシテ学校信愛 スルノ心 ヲ起 サシムルハ教育上最大切 ナル事 ナ リ学資 ハ饒多
ナル ニモセ ヨ教師人民ハ熱心轟カ スルニ モセヨ児童 ニ シテ学校 ヲ信愛 スルノ心ナクバ 決 シテ教育 ノ
上進 ヲ図ル能 ハ ズ」0と いい,さ らに,次 の ように述 べ ている。
「今ヤロヲ翻 シテ教育上 ノ有様 ヲ通察 スル ニ教師ハ徒 二盲套 ヲ墨守 シ教授サヘ ナセバ 自己 ノ職任
ヲ完 セシモノ ト誤信 シ真成 工生徒 ノ能カ ヲ開発 スルノ方ヤ或 ハ児童 ヲシテ学校 ヲ信愛 セ シムルノ秘
訣 ヲ知 ラズ無頓着 二教育海 二航 スルモノノ如 シ斯 クノ如 キ未熟教師 ヲシテ貴重 ナル教育 ノ職任 ヲ帯
バ シムルハ 不安心 ノ極 トヤ云ハ ン痛心 スベ キノ極 トヤ云 ハ ン今 ニ シテ コレ等 ヲ改良 スル ニ アラズ ン
バ教育 モ半途 ニ シテ遺巡躊躇 スルニ至 ルハ必然 ノ勢 ナルT9
そして郡司 は,「 余ハ先 ヅ児童 ヲシテ学校 ヲ信愛 セシムルノ方法 ヲ述 ン トス (中 略 )余 ハ コレ ヲ三
件 二帰 セザル ヲ得 ズ日ク学校内外 ノ修整 日ク教 師 ノ鹿置 日ク教授上ノ注意是ナ リ9° として,具 体的に
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次 の三点 を指摘 したので ある。
「第一 (学 校 内外 ノ修整 )児 童 ノ学校 ヲ愛 セザルハ俗厭 ノ心 ア レバ ナ リ故 二児童 ノ学校 ヲ信愛 ス
ルノ心 ヲシテ俗厭 ノ心 二打チ克 タシムルノ方法 ヲ計画 スルニ アラザ レバ 決 シテ能ハ ザ ル ナ リ而 シテ
其方法中最 モ有効 トナルベ キハ独 り学校 ヲ快楽場 トシ其快楽 ヲシテ其 ノ課業中 ノ俗厭 卜相償 ハ シム
ル ヨ リ大ナルハ ナ シヨレ児童 ヲシテ学校 ヲ愛 セシムルノ良方便 卜云 フベ シ (中 略)
第二 (教 師 ノ庭置 )教 師 ガ庇置 ノ良否ハ大 二児童 ガ学校 ヲ愛 スル心情 ノ厚薄 二影響 スルノ大 ナル
モノ也教師 ノ庇 置― タ ビ其営 ヲ誤 ル トキハ俄然児童・
ヲシテ学校 ヲ俗厭 セシメ庭置其営 ヲ得 ル トキハ
児童 ヲシテ学校 ヲ愛 スル ニ至 ルハ 必然ナ リ其故如何 ン トナ レバ 元来児童 ノ性 タルヤ遊戯運動 ヲ好 ム
モノナ リ然 ル ニ教師タルモノ矢鱈 二児童 ノ静粛 ナランヲ欲 シ遊戯 ノ時間中 卜雖 ドモ強 テ教場 二留 メ
置キ剰 へ朝 ヨ リ放課 二至 ル迄児童 ノ嗜好慣習及 ビ其天性 二反対 ナル事 二従 ハ シメ軟弱 ノ脳随 ヲシテ
過度 ノ労 ヲ執 ラ シムルハ只 二教育 ノ本 旨二戻 ルノ ミナラズ児童 ヲシテ学校 ヲ俗厭 スルノ念 ヲ萌生 シ
随 テ教育上 二大 障凝 ヲ来 ス ヲ免 レザルベ シ然 ラバ教師 へ宜 シク此等 ノ点 二注意 シテ遊戯 ノ時間ハ務
メテ児童 ヲシテ随意 二遊戯運動 ヲナサシメ時間中 卜雖 ドモ過度 ノ労 ヲ執 ラシム可 カラズ第ニ ニ明 ニ
生徒 ヲ厳責 シテ恐怖心 ヲ起 サシムルモ最不可 ナ リ蓋 シ教師 ガ徒 二厳格 ヲ粧 ヒ断ヘ ズ児童 ヲ叱責 シ些
細 ノ過失 ヲモ情 状 ヲ酌量 セズシテ厳罰 ヲ加 へ電 モ恰然愛 スベ キノ面貌ナク其厳粛 ハ名誉声聞 ヲ得 ル
ノー 手段 ナ リ ト思惟 シ又児童 ノ少 シク純朴 ナル天性 ヲ表 スモ強テ之 ヲ抑圧 シ甚 シキニ至 リテハ 愛憎
偏頗 ノ庭置 ヲナ シテ瀬然願慮 セザ ルモノア リ浅間敷極 トコ ソ云 フベ ケレ荀 シクモ此 ノ如 ニ シテ如何
ゾ児童児童 ヲシ テ学校 ヲ愛 スフノ心 ヲ起 サシムル ヲ得 ンヤ (中 略)第 二教師 二児童 ヲ信愛 スルノ心
アルハ即チ児童 ノ学校 ヲ信愛 スル ノ源泉ナ リ (中 略 )教 師 タルモノ常 二児童 ヲ親 愛 シテ以 テ其 ノ真
友 タルノ実 ヲ示 シ凡 ソ其尽カ スル庭 ハ生徒 ノ利益 ヲ謀 ル ニ外 ナラザ ル コ トヲ確 信 セシムル トキハ児
童 ノ喜テ之 二帰月
艮信従 スルヤ恰 モ響 ノ声 二応 シ影 ノ形 二従 フガ如 ク汲汲其威カ ヲ用 ヘザ ルモ児童ハ
甘 ジテ教師 ノ命 令 ヲ遵奉 シ学校 ヲ愛 スルニ至 ルハ必勢ナ リ
第二 (授 業上 ノ注意 )児 童 ノ学校 ヲ以テ快楽場 トナシテ之 ヲ愛スルハ必党児童二面 白 シ ト云 フ感
情 ア レバ ナ リ故 二教師ガ児童二通 ゼザル言語句調 ヲ用 ヒ或ハ彼等 ノ未ダ耕知 セズシテ電 モ愉快 ヲ感
ゼザル コ ト等 ヲ説明 スル トキハ徒 二児童 ノ俗怠 ヲ増 シテ 課業 ヲ了得 スル能 ハ ズ之 二反 シテ児童 ガ平
常耳 ロニ見聞 スル鹿 ノモノ且 ツ児童社会 二行 ハ ルル庇 ノ 言語旬調 ヲ恨用 シテ面 白ク談話的ノ教授 ヲ
ナセバ 児童ハ 自ラ快楽 ヲ識 ラズノ間 二課業 ヲ了得 スル ヲ得 ルヤ必然ナ リ (中 略 )
以上三法 ニ シテ実際行 ハ レタランニハ児童 ノ学校 ヲ愛 スル ニ至 ルハ決 シテ疑 フ可 カラザルナ リ写ゆ
この郡司 の批判 には,す でに活動主義教育論 と子 どもの生 活 と結合 した教育方法論 が提起 されて
いる。
また福地復 ― は「学校教育 ヲシテ信切ナ ラシメザルベ カラズ」(明 治 19年 )の なかで,形 式主義教育
の現実 を こう描 き出 している。
「試 二方今 ノ学校教育 ヲ観察 セヨ教員 タルモノ皆教育 ノ道理 二通 ジ能 ク新主義 ノ教育 ヲ施 スベ キ
ヲ知 リナガラカ ヲ惜 ミ労 ヲ厭 フテ依然為 シ易キ注入的 ノ教授 ヲ執 り僅 カニ儀式 ノ如 キ形容 ヲ以 テ外
面 ヲ装 フエ過 ギズ又 高尚ナル学理 二随 ヒ至切 ナル実用 二応 ジ完全ナル教科 ヲ設 ケ善良ナル用図書 ヲ
撰メルモ唯 目的 トスル所 ハ 試験 二及第 セシムルノー 点 工在 リテ平素ノ授業 ハ 試験問題 ヲ求 ムル ニ汲
汲 トシテ試験場 一 日ノ栄誉 ヲ博 シ試験表一時 ノ体裁 ヲ得 ル ノー意 アルノ ミ又宏壮美麗 ナル校舎 ヲ建
築 シ精良完美ナル 図書器械 ヲ備 フルモ徒 二委 シテ児童奔駆 ノ戯場 トナシ棄 テテ棚上塵 埃 ノ埋積所 ト
ナシ唯僅 カニ行人 ノ観 ヲ答 カシ来観者 ノロ ヲ驚 カスニ過 ギズ又数十名 ノ助手 ヲ分課 シ秩序アル編制
ヲナシ法則 アル管理 ヲ設 クルモ多クハ怠慢 二流 レテ十崩 二属 シ唯無用 ノル規則書 ノ壁面 二儲餓タル
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二過ギズ其巨額 ノ俸給 ヲ拠 カテ免状 ヲ持 シ履歴 ヲ有 スル教員 ヲ用 ウルモ何 ノ益 アラムヤ」うと。
明治 16年 に若林虎 三 郎 と共 に『改正教授術』 を著わ し,開 発主義教授法の実践化 に大 きな影響 を
あたえた白井毅 も,そ の開発主義教授 の形 式主義的な実情 を批判せざるをえなかった。
白井 は「現時教授 ノ非点」 と題す る論稿 のなかで,次 のようにいってい る。
冒頭 ,彼 は「今 ヤ我国 ノ教育 ハ喉々子 トシテ急進疾歩 シ片時 卜止ムナク彼 ノ教育 ノ原理 二背馳 セ
ル寺子屋流 ノ教育法 ハ殆 卜将 二地 ヲ排 フテ夢ニ テモ見 ル コ トナキ好 時運 二達 セ ン トスルヨ トハ諸君
ノ業既 二熟知 セルコ トコロナ リ此 ノ如 キ空前絶後 ノ好時機 ナル今 日二お テ余輩 ノ宜 ク焦思力行スヘ
キ ヨ トハ今 日ノ教育事業中其 ノ非点 ヲ発見 シ之 ヲ改 ムルニ在 ル ナ贅弁 ヲ要 セサルナ リ (中 略)今 日
ノ教授法 ハ外部 ヨ リ之 ヲ見 ル トキハ概子美観 ヲ呈 シ賞 スヘ キモノ枚挙 二暇アラズ然 レ ドモ細 二其 ノ
内部 ヲ窺 ス トキサ韓 夕余輩 ヲシテ厭忌 ノ念 ヲ起 サシムルモノア リ」°と述 べ るとともに,白 井 は「余
力認 メテ現時 ノ教授法 ノ非点 トスル トコロニ シテ其 ノ原因タル種 々アルヘ シ ト雖 トモ之 ヲ要 スルニ
理論 卜実地 卜結合 セサル ノ致 ス トコロエ アラサスヲ得 ンヤ」。といい,そ の最 も根本的な弊害 として
「一教授 二関 シ教師 ノ仕事多 キニ失 スル コ ト」9と「二生 徒 自己 ノ言語 ヲ使用 スル習慣 二乏キ コ トザ0
をあげ,第 一の弊害 について次のように述 べ ている。
「夫 レ教場 ハ生徒 ノ仕事場 ニ シテ教師 ノ仕事場 ニ アラス教 師ハ 唯生徒 ノ仕事 ヲ監督 スルモノナル
,

コ ト今更弁論 ヲ要 セサ ル コ トナ レ ドモ未 夕之 ヲ実行 セサルモノ多 ク動作 ニ セ ヨ言語 ニ セ ヨ教師 ノナ
スコ ト常多 ク生徒 ノナスコ ト常 二鮮キハ 掩 ス⌒ カラサルノ事実 ナ リ而 シテ此 ノ如 キハ弊習 フ来 スコ
ヘ ンハ教師タルモノ彼我 ノ仕事 ノ境界 二注意 セザルニ職 由 スルヤ明 カナ リ若 シ余 ガ言 ヲ疑 フモノア
ラハ試 二其 ノ小学校 二到 リテ教授 ノ有様 ヲ見 ヨ其 ノ仕事 ハ果 シテ画然 タ リヤ否 9分
これが 開発教授法 の実態 で もあった といえる。
また小早川潔 も,「 父兄 工教育 卜実用 トハ親密 ノ関係 アル事 ヲ感 セシメルルヘ カラス夫教育 ノ ロ的
ハ人生固有 ノ諸能カ ヲ完全 二発達 シ之 ヲ実地 二使用 シテ人生 ノ幸福 ヲ増進 スル エ ア リ故 二荀 モ此 目
的二背行 スル教育法ハ 徒 二労 シテ功 ナキノミナラス其弊害 ノ及 フ所将 二測 ラレサラ ン トス」°と述 べ
,

現実の教授法の弊害の第一 に,「 器械的教育法 ノ弊害」 を指摘 し,次 のような批判 を力日えて い る。
「然 ル ニ従来一般行 ハ レ今 日モ 尚往々行 ハ ルル所 ノ教育法 ハー切経験 ヲ拒絶 シ生徒 ヲシテ書籍 ノ
文字 ヲ記憶 セシムルニ ア リ此習慣 タル第 一 ノ注意 ヲ言語 二用 ヒテ之 ヲ以 テ表 出 スヘ キ肝心 ノ思想 ハ
捨テ之 ヲ顧 ミサル ニ至 ル此言語的食物 ハ決 シテ心意 ノ成長 ヲ補助 スベ キモノエ アラス即虚空 ノ智識
ヲ以テ真正 ノ智識 二代用 シタルガ為 メニ心意 ハ益飢餓萎縮 シテ将来成長 スヘ キ能カ モ終 二其発達 ノ
カ ヲ失 フモノナ リ
斯 ル機械的教授 ノ行 ハ ルルハ究党無識教師 ガ方便 ノ智誠 ヲ以 テ真正 ノ智識 トスルノ誤謬 二 出ルカ
将又怠惰 二基源 セサルヘ カラズ故 二生徒 ハ学校 二在 リテ大 ナル時間 ヲ費 シテ僅 二 言語文字 ヲ知ル事
アルモ真正 ノ智識即実智識 トテハ殆 ン トーモ得 ルコ トナカルヘ シ」9
そして,小 早川 は,「 夫学校 ノ事業ハ総 テ実際 ノ経験 ヲ以 テ其基礎 トナシ恒 二実用 卜関係 アラ シメ
ルヘカ
ザ
ラス」0° として「実験的教育法 ノ緊要」を主張す る一方,学 校 と家庭 との結 びつきを深める
べ きことを説 いてい る。
(か

活動主義体育 の唱導

開発教授 の形式主義化 に対 する批判のなかに も記憶 ,詰 込主義教育が子 どもの身体活動 を抑圧 し
かつ俗厭の気 を起 させていることへ の批判が含 まれているよ うに,一 般 に開発主義教育 が,子 ども
の身体 の虚弱の原因 となっていることが次第 に指摘 され ると同時 に,普 通体操法批判 と活動主義的
,
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な体育 へ の改造 が唱導 されて い った。
例 えば,内 閣御雇顧間 であるテ ヒヨ ゥ (H Techow)1ま ,明 治 18年 に大 日本教育会 の総会 で「少年
子弟 ノ遊戯 ヲ論 シ併 セテ其健康及 ヒ品行上 ノ関係 二及 フ」と題 して,活 動主義体育 の必要 を論ずる演
説 を行 っている。
テ ヒヨ ゥは,そ の 冒頭 で,明 治 10年 代 の教育の現実 を厳 しく批判 して い る。
「回顧 スレハ余 ガ大 日本政府 ノ聘工応 シ渡来 スルノ光栄 ヲ辱 スセシハ,今 日ヲ距 ル コ ト殆 ン トー
箇年前 二在 り,此 際余 日本 ノ学校 二参観 セシ トキニ教師 ノ孜 々 トシテ,教 授 キ嘔勉 シ,生 徒 ノ汲々
トシテ,学 習 二1買 励 シ,彼 ハ教 テ俗ムノ状 ナク,此 ハ学 ンテ厭 ハ サルノ態 アル ヲ見 テ実 二感歎 ヲ久
フセ リ
眼球 一転学徒 ノ体勢 ヲ注視 スル ニ前者 ノ如余 ヲシテ満足 ヲ懐 カシムル者 アラサ リキ他 ナシ学徒 ノ
体勢完整ナ ラス,外 貌多 クハ虚弱 ニ シテ,過 度 ノ勉強二疲 レ,過 度 ノ学習 二耐 ヘザ ラン トスルノ観
ヲ呈 セル是 ナ リ,抑 モ此現象タルヤ,小 学校 ノ児童 二就 テハ,未 夕著 シカラザ レ ドモ彼 ノ年齢拾 々
長 シタル高等学校 ノ生徒 二至テハ更 二其太 シキモノア リ,是 蓋 シ他 二原因 ノ存 スルナモ未 夕知 ル可
ラス ト雖 モ,専 ラ精神 ヲ費労 スル ノ過度 二基 クヤ明了 ナ リ ト信 ス
,

夫 レ世界 ハ広 ク,万 国ハ 多 シ,然 匠 日本現今 ノ学校 ノ如 ク,多 端 ノ学銀 ヲ科 スル者 ハ ,蓋 シ之ア
ラサルヘ シ」ω
そして,テ ヒヨ ゥは,「 夫 レ子弟 ノ学校 ニ アル ヤ,学 業 ヲ嘔シ数多 ノ事物 ヲ確知セサル可 ラサ レハ
)

,

素 ヨ リ滋 二喋々スル ヲ要 セサルヘ シ,然 レ圧 ,少 年子弟教育 ノ重点 ヲ以 テ精神 ノ発育即 チ知育 ノー
辺 二帰 シ其効カ ニ譲 ラサル体育 ヲ等閑二付 シ敢 テ顧慮スル所 ナキハ ,独 り偏頗不良 ノ教背ナルノ ミ
かと警告 して い る。
ナラス,大 二其方向 ヲ誤 ル者 卜云 ハ サル ヲ得 ス」°

この立場から,彼 は
「一 学校 ハ少年子弟 力智育 二偏 シタル気カ ノ消耗 ヲ補充 センニハ如何ナル方
法 ヲ施 スヘキ乎 二 少年子弟 ヲシテ独 り適宣 ノ運動二因テ健全 ヲ保 タシムルニ止 ラス其知識 ヲ研
°
0と い
キ且精神上ノ事物 ヲ脩ムルニ方 ヨリ快活 ノ精神 ヲ有セシメンニハ如何 ノ方法 ヲ用井ヘキ乎」
問
,

普通体操中心の消極的,か つ保健的な学校体育 を「共同」
,「 自由Jと い う観点か ら批判 したのであ
る。
「 日本 ノ学校 二船テモ亦既 二体操 ヲ科 シ之ガ実行 ヲ始 ムルニ至 レ リ其益 タル 固 ヨ リ論 ヲ倹 タス若
シ又適宜 ノ場合 ヲ謀 り之 二加 フルニ舞踊 ヲ以 テセハ少年子弟 ノ身体 ヲ強壮 ニ シ今 日数々見聞 スルカ
如キ不治 ノ膏盲 ヲ患 フル者 卜雖 匠之 ヲ除去 シ復再 タ ヒ健全 ノ容貌 フ有 セシンル ニ至 ルモ蓋 シ難 キニ
非 ルベ シ夫 レ既 二如斯 ナ レバ近時漸ヤク衰頼セル 日本古来 ノ体育法 モ亦之 ヲ今 日二保続 スル ヲ得 ヘ
シ然 ル ニ余熟 々 日本諸学校 ノ課程表 ヲ案 スルニ体操科 ノ時間甚夕少 ナクー週 僅 二二 時間 二過 キス加
之一人 ツツ器械 ヲ以 テナル所 ノ体操 ニハ則 チ教 育上 緊切 ナル共同 卜云 ヘ ル事項 ヲ欠キ衆多一斉 ニ ナ
ス所 ノ体操 ハ亦教育上肝要 ナル 自由独行 ノ作用 二乏 シク両者各 々偏 スル所 ア リテ遂 二完全 ヲ期 シ難
シ是則チ体操 ノ外更 工遊戯 (殊 二運動遊戯 )ヲ 加 ヘ サル可 ラサル所 由ナ リ」0°

そして,テ ヒヨゥは,「 凡 ソ如何 ナル人民タルニ論 ナク何 レノ時代 ヲ問ハ ス立法並二教育 ノ大家 ト
称 セラレタル者ハ遊戯 ノ今 日ヨ リ漸ク生長 セン トスル少年輩 ノ発達 二向ッテ粋益 アルコ トハ皆既ニ
09と
覚知スル所 ナ リ」 述べ るとともに,体 操 に代 る運動遊戯の教育的価値 をさまざまに説 いている。
「 自今 日本 ノ年少子弟 (中 略)ヲ シテ身心 ノ発育 二偏長ナカサシメ長 ク其健全 ヲ保 タシメン ト欲 セ
ハ宜 シク遊戯 ノ勉 メシメサル可 ラス凡 ソ人類 ノ精神及 ヒ身体上 ノ活動ハニ点 二帰 ス曰ク厳粛是 ナ リ
是 ヲ以テ遊戯 卜厳粛 トハ両 ナカラ相調和 セサル可 カラス何 トナ レハ遊戯厳粛若 シ其調和 ヲ失 ヒ或 ハ
遊戯 ノー辺二偏 スルアラン乎精神カ ノ発達 自ラ萎縮 スルノ恐アレハ ナ リ古語 二日ク人類若 シ事業 ニ
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厳粛 ナラサ レハ終身児童 タル ヲ免 レス若 シ適宜 ノ遊戯 ヲ勉 メサ レハ老 ノ至 ル速 ナ リト信 フル哉言 ヤ
遊戯 ハ猶 ホ性 ノ鏡 ノ如 シ児童 ノ遊戯 ヲ見 テ以テ其性質 ヲ察知 スル ヲ得 ヘ シ故 二人 ノ教育 ヲ司 ル若
者 シ少 シク視察 二必 ス用井ハ教授 ノ際極 メテ不注意愚鈍 ニ ンテ殆 ン ト痴者 ノ観 ヲ呈 スル児童 ノ遊戯
二臨 ンテ活発巧慧全 ク平素 卜異状 アル ヲ発見 スル亦難キニ非 サルヘ シ
夫 レ遊戯果 シテ能 ク児童 ノ特性 ヲ照スニ足 ルモノナ リトセハ又其特性 ヲ強壮 二培養 スル ニ稗益 ア
ルヤ敢 テ疑ナカスヘ シ但 シ強壮 ナル特性 ヲ有 スル者 ハ必 ス幸福 ノ生活 二終 ル ト然 ラハ則 チ遊戯 ハ亦
人生 二幸福 ヲ奥 フルモノ ト云 ヘ シ」Oω
ところで ,テ ヒヨ ゥは,遊 戯 は「児童 ノ特性 ヲ涵養 シ少年独立心 ヲ換発 スルモ適 スル」0の ものであ
るが, しか し,そ の教授過程 においては遊戯 の 目的,学 習過程 の順次性 を明 らか にす る一方,自 主
的 に学 習 を展 開 するように動機づけるべ きであると述 べ ている。
「不幸 ニ モ ロ下 日本 二船テ見 ルカ如 クー タ ヒ少年輩 ノ遊戯 ヲ放郵 スル トキハ復之 ヲ勧誘 セサル可
ラス抑 モ之 ヲ勧誘 スルヤ決 シテ強迫 ヲ用 ユ可 ラス只 管少年輩 ヲシテ 自ラ進 ンテ之 ヲ勉 ムルニ至 ラシ
ムヘ シ若 シ少年輩 ノ遊戯 ヲ嫌悪 スル ヲモ省 ミス強テ之 二従事 セシムルカ如 キ ヨ トアラ ン乎菅 二益ナ
キ而己ナラス却テ害 ヲ醸成 スル ニ至 ルヘ シ然 レ厖少年輩 自ラ遊戯 ノ利益 ヲ覚 リー タ ビ其楽 ヲ営 ムル
ニ至 ラバ貝Jチ 正 当 ノ順序 ヲ以テ遊戯 二従事 セシムル コ ト亦肝要 ナ リトス凡 テ世 間 ノ事物 ハ何 タルニ
論 ナク其 目的 ヲ達 シ其果実 ヲ収 メン ト欲 セバ必 スー定 ノ秩序 卜程度 トヲ要 ス遊戯 二お ルモ亦然 り決
シテ少年輩 ノ随意 二任 ジ好嗜 二委 スヘ キモノナランヤ是故 二少年輩 ヲシテ独 り遊戯 ヲ勉 メシムル ニ
止ラス又善良 ノ遊戯 ヲ撰択 セシメサル可 ラス遊戯 ノ撰択愈々適良ナ レハ従 ッテ児童 ノ所業益 々活発
二其勢力益 々暢発 シ其元気益々 強壮 二其義務心 ヲ喚起 スル怠々盛 ンニ又其命令 ヲ遵奉 スル急々迅速
0
ナルニ至 ル レキナ リ」°
このよ うにテ ヒヨ ゥが主知主義教育 と普通体操中心 の学校教育 の現実 を批判 し,遊 戯 の教育的
かつまた体育的意義 を指摘 したのは、将来富強国 として発展すべ く日本 に とって,活 動的 で強健 な
,

身体 の養成 が基 本的条件 になるとみたか らにほかな らない。
この ことを,彼 は次のようにいっている。
「試 二思 へ今 日成長 スル所 ノ少年子弟 ガ将来天下国家 ノ為 メニ負措 スベ キ コ トハ 千緒万端 ナルヘ
シ彼年少子弟 ヲシテ此千緒万端 ノ負措 二耐 ヘ サラシムル ト否 トハ主 ラ子弟 ノ父兄親戚及 ヒ町村郡 区
政府 エ ア リ左 レバ 父兄親戚町村郡 区及政府 ハ此少年子弟 ヲ健康活発 二養成 シ以 テ彼 ノ負拾 二耐 ヘ シ
メサル可 ラス鳴呼諸君 二代 ッテ諸君 ノ本国 ヲナス者 ハ今 日ノ児童 エ ア リ諸君 ノ希望 モ亦今 日ノ少年
二存 スヘ シ左 レハ今 日ノ児童ハ亦常 二之 ヲ体認 シ 日本 ヲシテ天晴世界 一 ノー 開明国字内 ノー 富強国
タラシメ以テ汝 力皇帝陛下 ノ聖意 二答 ヘ ラ レンコ トヲ希望 ス」09

(3)兵 式体操振興論
こうした危機意識 はたんにテ ヒヨ ゥー人だけの ものではな く,明 治 10年 代後半 には全般的な認識
として芽生 えつつ あった。
例 えば,野 村綱 は「学校 生徒 ノ体整 ヲ論 ス」 (明 治 18年 )の なかで児童生徒
の身体的な危機 を憂 い,次 のように述 べ ている。
彼 は,ま ず「予力学校 卜云 フモノエ 出入 セシハ十数年 ノ以前 ヨ リノ コ トニ シテ只 夕近時 ノ コ トニ
アラス然ル ニ学校 二到 レハ必 ス種 々 ノ感 ア リテ其感 常 ニーナラス トイエ トモー ツ常 二 同 シ感 シノア
ルモノア リテ何 ソ ト云 フエ生徒 ノ体勢 コレナ リ体勢 二船 テ何 ノ感 ソ ト云 ヘハ背 カカ ミ前 ニ ウツブシ
肩チチ ミ胸 開 ケス頭髪額 二垂 レ面 ハ蒼 白 ク発声微弱等 コレナ リコレニ テテ言 フコ トヲ得 ル機会 ハ 之
ヲ語 ル トイヘ トモ如何 セン只 ニー 両人 二語 ルニ過 キス而 シテ近年,殊 二其体整 ノ益々弊 ヲ加 フルヲ覚
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のと
フ之 レニ依 テ体操等 ヲ奨 メテ身体 ノ保護 二注意 セラルル トイヘ トモ未夕以 テ体勢 ノ整 フヲ見 ス」ユ
指摘するとともに, この現実 は,「 体勢完整ナ ラス外貌虚弱ナルハ過度 ノ勤学 二疲 レ過度 ノ学習 二耐
レサル故」1ゆ であるが,し か し,た んにそれだけではな く,む しろ「体勢 工注意 ノ足 ラサル!121こ と
に起因 しているとしている。 そして,野 村 は,こ の体勢 を完整するためには
「活発ナル運動 ヲナス」131
必要があ り,そ の教授 にあたっては,「 成 ル可 ク其教法 ノ正 シクシテ所謂兼テ徳性 ヲ涵養 シ勇気 ヲ養
ヒ独立 ノ気友愛 ノ道衛国撥乱 ノ心気 ヲ養 フノ道 ヲ求 ムヘ キ]141で ぁると述 べ ている。
野村 が児童生徒の身体的状況 に危機感 をもち,活 動的な体育の実施 と剛毅 な気質の養成 を唱導 し
た背景 には,明 らかに軍事的な危機意識 が あった。
「鳴呼我国固有 ノ武魂何 レエ アル鳴呼我国固有 ノ武体何 レエ アル現在試 ミニ比 スヘ シ戦場 ヲ縦横
シテ廟堂 二立 ツ諸公 ノ体勢 ヲ今 日ノ子弟 ノ体勢 卜心眼アランハ則チー見 シテ之 レ ヲ知ル ヲ得 ヘ キナ
リ何 ノ多言 ヲ待 タ ン噴既 二此 ク戦時及 ヒ廟堂諸公 ノ体勢 二迄説及 ンテ学校生徒 ノ体勢 ヲ論 スル所 ノ
モノハ諸君 卜共 二今 日此場 エ ア リ此場 ヲ退 ク ヨ リ各 自二体勢 ノ事 二注意 シ以 テ子弟 工及 ホサ ン ト欲
スル ニ アル ナ リ」1°
こうした体育 の不振 と普通体操の形式主義化 を背景 に して台頭 して きたのは兵 式体操振興論 で あ
つた。 そこには当然,森 の政策 による影響 もあったが ,普 通体操 に対す る批判的土壌の もとに,す
でに明治 12年 頃 か ら興隆 して い る。
二 重県の場 合 ,「 身体虚弱,神 経過敏 ノ者多 クシテ剛毅忍耐 ノ気象 二 乏 シク挙動軽騒不規 ニ シテ沈
黙厳正 ノ客止 ヲ欠 ク等体育 二欠乏 セル者許多 ナル ヲ以 テ,更 二其体操 二用 ヒ之 ヲ教授セ シモ未 夕其
方 ヲ得 ザル為 力兎角之 ヲ児戯視 シテ軽侮事 二滋二従 フ念無 ク為 二益運動 ヲ惰 ルカ如キ状アル ヲ以 テ
其体カ ヲ発育 シ其精神 ヲ活発 ニ シ且ツ尚武 ノ気 ヲ振作 スル ニハ,歩 兵操練科 ヲ採用 スルニ如 クナシ
,

ト本年 ヨ リ実施セ リ
然 ル ニ従来百万辞柄 ヲ設 ケテ体操 ヲ忌避 シタル生徒 モ招 カズシテ 自ラ来 り学 ブカ如キ景況 ニ シテ

,

其熟達 ノ速ナル教師 ノ言 ヲ聞二彼新兵募兵 ヲ教 練 スル ニ比 スレバ其熟練 ノ速 ナル其幾培 ナル ヲ知 ラ
ズ ト,伝 習 日浅キ己其体育 二其心尚二効アル実 二鮮少ナ ラザル ヲ知ル」161と 報告 されているが,こ う
した実情が一般的 で あった といえる。
長野県では,明 治 12年 に早 くも,盆 踊 りのような普通体 操 よ りも兵式体操 を振興すべ きである との
主張がみ られ る。
「余輩是 ヲ或学士 二聞 ク方今小学校 二行 フ体操式 アルモノハ欧州上等社会 ノ子弟 二学校 ノ往返 ヲ
モ汽車或ハ馬車 二乗 シ玄土踏 スノ人種 二適 スル堅 キ物 ハ箸 卜石筆 ノ外 二身 二触ザ ル如キ者 二施 ス可
キモノナ リ ト然 り而吾信中小学校 ノ如キハ人馬 ノ車 ハ 勿論大概出席 スル生徒 ハ書籍石盤弁当等 ヲ荷
ヒ数丁 ノ道路 ヲ甲斐 々々敷来 ル者 ナ リ然 ル ヲ玄土踏 ズ ノ人 編 二用 フル盆踊然 タル支体 ノ屈仲 クラ丼
ニ テハ 筋骨平常 ノ運動 ヨ リ易キヲ以テ更二健康 ヲ助 クル余力勿 ル可 シ又吾国 ノ学齢児 力消化力達者
ナルハ 実 二驚 クモノア リ吾輩嘗テ僻限 ノ村校 二遊 ヒ是 ヲロ撃 スルモ旦高盛 ノ飯 ヲニ三椀喫 シテ年餐
ニハ天窓 卜措抗ス可キ焼餅握飯等 ヲーニ個食 シ就業畢 リテ帰 ル頃サ慈母 ノ顔 ヲ見 ル ヤ否空腹 ヲ訴 フ
ル者酒 々タル生徒一般是ナ リヤ然 ル ヲ姫様 ニ モ チ ト柔弱過 ル欧式 ノ体操 ヲ施 シ身 ノ健康 ヲ助 ン トハ
警ヘハ朝夕牛 肉ヲ食 シ居 ル若旦那 二鰹節 ノ味 IIg汁 ヲ与 ヘ テ養生 セン トスルガ如 シ (中 略 )檻 棲布団
ハ農民 ノ作大将 ニハ柔 ラカナルモ柳新 ノ芸妓 ニハ 堅 キヲ思ハバ堅柔 ハ其事物 二非 ズノ其人 二有 ルモ
ノナ リ今夫 レ朝起晩臥 ノ間瞬時 ノ隙ニモ ロ眩 シキ程身体 ヲ運動 スル吾国 ノ小児ナ レバ 欧式 ノ体操 ハ
適 スルニ有 ラザ レバ 手足 ノ運動能 ク揃 ヒ体心 一和 ノ業 ヲナスノ事 ヲ習 ワシム可 シ柳衆人 ノ体心 一和
スルヤ其精神平常 二異 ル勢 ヲ生 ジ恐樫 ク怯意是 ガ為 メニ去 り苦労 ノ情心是 ガ為 二忘 ス讐 ヘハ滋 ニー

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践 (1)

人憶病 工 〆足 ノ労 レタル者 ア リテ是非其夜 中塩尻峠 ヲ越 ス用 ノ有 レ共豹狼 ノ出 ン事 卜足 ノ苦労 ヲ厭
テ登 ル能 ハ ズ然 ル処 へ又同 ジ憶病者 二 〆モ同 ク労 レタル者来 り二人選遁 〆共 二其峠 ヲ越 サ ン ト欲 ス
ルニ意 ヲ語 レバ 忽チニ 人 ノ精神 二変 ヲ生 ジ恐擢 卜苦労 ノ厭心 ガ何 レヘ カ去 り網 進 〆越 スノ慣発 ノ出
来ルガ如 シ然 り而 〆吾国久 ク武 ヲ貴 ブノ風 ヲ為 セシヲ以 テ小 児 卜雖 モ子路 ノ質 ヲ帯 ビ勇武 ヲ悦 ブノ
気性 ア リ紙鳶 ノ絵 モ義経弁慶 ヲ撰 ビ草雙紙 ノ絵本 モ楠正成 ノ赤坂戦争 ヲ喜 ブモノ豊偶然 ノモノナラ
ン哉滋 ヲ以テ小児 ノ好 ム処 二従 ヒ練兵 ノ式 ヲ習 ハ シメ稀 レニハ 日曜 日フ トシテ兵 ヲ山野 二 出 シ風雨
雪霜 ヲ冒 シテ是 レニ馴 シムルが吾国小児 二適当 シタル体操ナ リ吾輩此説 ヲ述ルモ吾輩 ノ説 工非 ズ先
キニ是 ヲ福沢先生 二聞 キ珈 力姦 二抄録 スル而己」り

兵式体操に対するこうした認識 を背景に,長 野県の芳田学校長田中救時 は明治19年 に大日本教育
会 に次の ような報告 を寄せて い る。
「

隊列運 動 ノ効 用

兵式体操 ノ初歩 (即 隊列運動 )ヲ 小学生徒 二施 スノ適否 二就 テハ種種 ノ説 ア リト雖 モ小生 ハ五 年
間 ノ経験 ヲ以テ其効果著 シク其害ナキ ヲ信 ス依 テ其大 略 ヲ左 二陳述 ス
小生ハ 明治十五年 ノ春長野県小県郡 旧脩道学校 二船 テ陸軍歩兵曹長田中新五郎氏 (中 略)卜 共 ニ
兵式操練 ノ初歩 ヲ小学生徒 二実施 シ其後陸軍歩兵大尉 田中二郎氏 ヲシテ授業生 二号令 ヲ教 ヘ シメ爾
来歩兵操典 ニ ヨ リ実施 シ兵式操練 二模 シタル運動 ヲナシ凡十才以上 ノ生徒 ハ 隊伍 二編製 スルノ例 ト
セリ
而 シテ数 年 ヲ経 ルモ比較スル者 ナキヲ以テ其効果著 シカラサ リシカ左 ノニ件付其効果 ノ著 シキヲ
知レリ
ー 当四月本県学区改正 ニ ヨ リ旧四学区 ヲ合併 シー 学区 トナシ芳田学校 ヲ新設 シ旧脩道学校 ヲ本校
トシ他 ノ三校 ヲ支校 トナセ リ 然 ルニ本校生徒 ノ山野 ヲ跛渉 シ及 ヒ進退 ノ挙動命令 ヲ奉 シ規律 ヲ守
ル等 ノ良習慣支校 ノ生徒 ノ及 ハ サル処 ヲ発見 セ リ
ニ本月十六 日八校聯合運動会 ノ挙 ア リシエ本校 ハ該場 (中 略 )迄 三里 (中 略 )ア リ
聯合中最遠 キ校 ニ テ生徒 ハ (中 略 )午 前四時 二起 キ六 時四十分本校 ヲ発 シ十時該場 二達 シ競走

,

旗奪 へ,綱 引徹兵運動等 ヲナシ午後 五時四十三 分該場 ヲ発 シ九時三十分帰校 セシカー人 モ疲労 ヲ告
ケ車馬等 ノカ ヲ勺 り帰宅 シタルモノナキノミナラズ運動場 エ ア リテモ他校生徒 ヨ リー 層強壮活発 ニ
シテ且規律 ヲ守 り進退最軽捷 ニ シテ各種 ノ運動 二勝 ヲ得 タルモ亦多 シ
又翌 日ハ 日曜 日タ リシヲ以 テニ里程アル長瀬学校 へ生徒 学術品評会従覧二趣 ク生徒 モ ア リ或 ハ 山
二行 キ小 禽 ヲ捕 フルモア リ 以 テ格別疲労 セサルノー班 ヲ見 ル ニ足 レ リ
右 ハ全 ク隊列運動 ノ結果 ナ リト信 ス 依 テ冷 ルニ似 タ リ ト雖 モ経験 ノ実際 ヲ記 シ貴会 二報 ス(lP
ところで,こ れ らの兵式体操論 は決 して何 の抵抗 もな く受 け入れ られていったわけではな く,森
文政時代 の明治 19年 には,学 校体育 の内容論 に関す る論争 の焦点 とな り,後 に触れ るように,明 治 20年
代 に至 って兵式体操批判が繰 り拡 げられ るようになるのである。
明治 19年 ■月 の『教育時論』 (第 58号 )は 兵式体操 の是非 をめ ぐる論 争 を掲載 してい る。
「 自由運動 ヲ可 トスルノ論」 は,「 凡 ソ運動 ナルモノハ運動中快楽 ヲ覚 ユル ヲ大切ナ リトス然 ルニ
紀律運動 ハ三 モ趣味ナク快楽 ナク児童 ヲ不活発 二導 クノ具 トナ ルベ シ殊 二村落小学校 ニ ア リテハ其
方法 ノ不完全 ナル ヨ リ規律運動却テ児童 自然 ノ体カ ヲシテ不斉ナ ラシムル コ トア リトス故 二 自由運
動 ヲ以テ児童 ノ撰 ム所 二就 キ遊戯 ヲセシムルハ実 二 自然 二適 スル ノ教育法 卜謂 フ可 シ又児童拾 々長
ズル ニ及 ン デハ相撲 撃剣 ノ如 キ運動 ヲ行 ハムベ シ是 等ハ体育 ノ傍 ラ最 モ快楽 ヲ兼子且甚有用 ノモノ
ナ リ!り と主 張 し, また「規律運動 ヲ可 トスルノ論」 は,「 自由運動 ハ児童 ヲシテ危険 ノ悪戯 二 陥 ラ
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シメ或ハ疎暴過激 ノ行 二流 レ易 ク児童 ノ品行 ヲ害 スル ヨ ト鮮 カラザルベ シ須 ラク児童身体 ノ
各部 ヲ
シテー斉発達 セシメン ト欲 セバ規律運動 工勝 ルモノナシ沈毅勇剛ノ気象 ヲ養成 セ ン ト欲 セバ規律運
動 二若 クモナ シ]20と 擁護 してい る。
一方,「 自由規律両種運動併用 セザル可 カラス トノ論 」 は,「 夫 レ運動 ハ 自由ニ スルモ規律 二嫁ルモ
体育 ノロ的 ヲ達 シ得 ザル マ トナシ而 シテ各々之 二伴 フノー 失ナク ンバ アラズ仮 令 バ行 フエ興味多 ク
自カラ快潤 ノ気象 ヲ養 フハ 自由運動 ノ得 トスル所 ナ リ然 レ ドモ身体 ノ発達均斉 ナラズ動 モスレバ適
度 二失 スルノ患ア リ又規律運動 ノ得 トスル所 ハ順序好 ク身体 ノ発達 ヲ均斉 ナラ シムルエ ア リ然 レ ド
モ其失ヤ児童 ノ身体 ヲ束縛 シ無興無味 二 陥ル コ トア リ故 二彼 ノ得ハ是 ノ失是 ノ得ハ彼失 ナ レバ互 ニ
相併用 シテ以テ始 メテ完全 ノ運動 卜謂 ベ シ」2つ と述 べ て い る。

以上 ,明 治 10年 代 にお ける開発主義体育論 の特質 と普通体操法の形式主義化 の過程 ,な らびに普通
体操 をふ くめ全般的な開発主義体育論批判 と活動主義体育論の興隆 に至 る過 程 を分 析 して きたが
明治 19年 には,兵 式体操振興論のようにたんなるナショナ リズムの視点 か らだけではな く,産 業革命
,

期 を迎 えつつ あるなかで,実 教育思想の勃興 を背景 に実用主義的, もしくは経済合理主義的な観点
か らの教育改造論 が唱導 されはじめている。
例 えば,『 教育時論』(第 48号 ,第 51号 ,第 52号 )の 社説「将 に新教育の世代 に入 らん とす」 は,実
業教育 の振興 の観点 か ら活動的な身体 の養成 と自発主義教 育 の確立 を主張 し,開 発主義教育の形式
主義,機 械的教授 を批判 して い るが,「 新教育」の概念 が,す でに開発主義教育の対立概念 として使わ
れて い る。
同社説 は冒頭 で,自 動主義教育 の立場 か ら開発主義教育 を批判 して,次 の ようにいっている。
「所謂新教育 なるものは何 ぞや開発的の教育 は既 に数年以前 よ り我邦 に行 はれた り僻陳の村落 に
至ては尚未だ開発的知育の何 たるを知 らざるものなきにあ らず と雖少 しく思慮 あるの教育家にして
開発的教育 の利 を知 り之 を行 はん ことを望 まざるものなきに至れ り今 の時 は方に是れ開発教育の世
代 な りと云ぶべ し然 らば則吾等が所謂新教育 なるものは開発教育 にあ らざることは明 かな り吾等 か
所謂新教育 なるものは畢党実業主義の教育 を云ふに外 な らず (中 略 )抑 世教育 の教育家 は既 に幾多
の幸労 を重て喜来 の器械的教育 を廃棄 し之 に代 ぶ るに開発的 の教育 を以 てせ り語 を換 て之 を言へ ば
教育上の革命 を行 ひた り然れ ども実業主義の教育の開発教育 にお ける関係 は決 して開発教育 と注入
教育 との関係 の如 きものにあ らず (中 略 )彼 は両者 の関係互 に相依着 して其― を以 て其 ― を補ひ其
―全 ければ其 ―全 か らざるを得 ざる者 な り故 に之 を称 して新教育 といふ と雖其実 は遠 く富来の開発
教育 中 に胚胎 したる ものな り
人の心意 は身体 と共 に存 し共 に亡す身体成長すれは心意 も亦従 て生 良 し身体老衰すれば心意 も亦
従 て老衰す世未だ其身体 は二五歳 の稚児 にして独 り心意のみ強壮 に至 りた るものあ らず世未だ其身
の老 悠立 つ能 はざるものにして其心意 のみ少壮活発の手音 に異な らざる ものあ らずかるが故 に其心
意 を開発す る必 要なる要状 は亦其身体 を開発す るに必要なる要状 な らざるを得ず試 に知力の作用 に
就 て一考 せ よ想像 ,憶 記 ,推 理の心力 は果 して何等 の要状 によ りて開発するを得 るや此 等 の源泉は
決 して心意固有の力のみによ りて之 を開発 し得 べ きものにあ らず之 に供す るに外物 を以て し模す る
に手 を以て し聴 くに耳 を以て し視 るに眼 を以て し曝 ぐに鼻 を以て して其感覚 を労す るにあ らざれば
心 をして外物 の印象 を受 けしむること能 はず (中 略)故 に知 力 を開発せん と欲 せば先 づ其心 を動作
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せ しめざるべか らず其心 を動作せ しめん と欲 せば先 づ其覚感 を用 ゐて外物 の印象 を得 しめざるべ か
らず外物 の阪象 を得 ん と欲 せば身体 の諸部 をして務 めて外物 と触れ しめざるべか らず身体 の各部 を
して外物 に触れ しめん と欲 せば先 づ我 が身体 をして動作 せ しめざるべか らず吾 が身体 をして動作 せ
しめん と欲 せば 自 ら諸種 の事業 を執 らざるべ か らず是れ即 ち実業教育 の精神 に して実業教育 は身体
の動作 を して心意の動作 と一致せ しめん とす るものな り
是故 に我等 の見解 によれば実業教育 の範囲 は極 めて広潤にして荀 も身体 を動 作 して心意 の動作 に
応ぜ しむぶ者 は皆実業教育の範囲内に在 らず と云ぶ ことな し (中 略)然 るに従来教育 の風 を見れ ば
心意のみを動作するものは高尚な りとして之 を貴 び身体 を動作す る者 は賤業 な りとして之 を軽ず る
の弊あ りしが為 に心 と体 とは漸 く之 を別離 して動作するものは絶て体 の動作 を為 さず体 を動作す る
ものは心の動作 を怠 るに至れ り今 こよ風 を換回 し両者 の動作 を一致結 合 せ しめん とす るは是れ新教
2つ

育 の主 眼な りも

また開発主義教育 と実業教育 とは,互 いに補完的な関係にあるとし,こ う述べてい る。
「世 の教育家が力を極めて排撃する所の注入主義の教育法 は実業主義の教育 も亦之を排撃 し其大
に賞揚 して之が実行を勤奨する所の開発主義 の教育法は実業主義の教育 も亦勤奨せ り唯 に之を勤奨
するのみならず開発主義の教育法 にあらざれば之を実業 に応用するの活動を得ること能はず而 して
実業主義の教育法にあらざれば亦大に児童心身の能力 を開発すること能はず故に開発的の教育なる
者 は実業主義の教育行はれて始 て其目的を達 したる者 と云ふべ し (中 略)抑 社会 の大勢 より論ず る
も教育の一部局 より論ずるも新教育の興 さざるべか らざること此の如 し荀 も教育 の改良進歩 に意あ
るもの豊に此に注意する所 なかるべ けんや」29
そして,「 ′
い意の動作 と身体 の動作 とを併せて巧 に之を教養 したる」24人 物 でなければ,「 製造貿易農

耕の道 に従事すること能 はず」29と ぃぃ,「 故 に文明社会に立ちて業務を執 らん とするには其学術 に
基 くの業たると其専 ら体力を使用するの業たるとに拘 はらす心意 と身体 とを併せて教養する所 の実
業教育を受けざるべからず」20と してぃる。
最後に, この立場から教育改造 を主張 したのである。
「広 く社会の大勢より看来るも又教育の一部局 に就 て考ぶるも之一個人生業 の上に照 して案ず る
も皆従来の教育法を改め新教育 の起 さざるを暗告甘ゞでご
でそゞるはなし即 ち開発的の教授法を利
用 し主 として理学的の思想を輿へ (心 意 の働作)之 を実業 に応用せ しめて (身 体 の働作)以 て文明
社会 に人間の体面を全ふすべ き業務 を執 り世 の進歩 に従 ひて益其業 を改良するに足 るの国民 を教育
せ ざるべからざるの運に際会せ るを知 るべ し」2つ
明 らかに,こ れは開発主義教育論 における抽象的な目的論 とは質を異 にするものであ る。
ここには
より具体的,か つ積極的な教育 目的 としての人物 が提起 されているが,こ の人物論 は,や がて明治20
年代 にお ける体育改造論 ならびに活動主義体育論 の中心をなすに至る。
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(山 形県)は 儀式行事が増 え,教 育上 に弊 害 を及 ぼ して い る と批判

して

「小学校祝 日大祭 日儀式 を挙行せ しよ り,日 猶浅 じといへ ども,知 らず識 らず生徒の精神教養上 に好影響
を及 した ること疑 な く,国 家教育上大 に賀すべ き一美挙 な り。而 してそよ儀式 を挙行 するや,新 令発布以
前 は,三 大祝 日のみな りしが,新 令 にては大 に度数 を増 して,大 祭 国には必挙行 する ことに定 め られた り。
生徒 に大 祭 日の重 きを知 らしめ,精 神教養上 の好 果 を得ん とす る目的は,大 に賛成す るところな り。 され
ばこの儀式 を挙行す るに,恭 敬郵重 を加 へ ざるべ か らざること,亦 授業の比 にあ らず。然 るに人情 として
鯛接す るの度数多 きに過 ぐれば,押 配す るに至 らざるを保せず。 さればにや,三 大祝 日は国 よ り否 らざる
も,大 祭 日の頻繁な る時 には,生 徒の儀式 に欠席す るもの多 じと聞 く。果 して然 らば,鄭 重 を加 へ ん とし
て,却 りて恭敬 を欠 くものな り,豊 恕すべ けんや。是教員 その人 の罰 なるか,将 自然 に陥 るべ き弊害 なる
か。或 は度数 を減ずれば,却 りて鄭重 を保 う所以の良策 な らん といぶ ものあ り。儀式挙行 の頻 繁な るに当
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