体育 にお ける身体論 につい て
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近代か ら現代 にいたる体育 ― む しろ「公教育 」 と置 きかえた方が適 当か も知れないが 一 の全
歴史過程 を通 して身体性の領域 は,政 治,経 済あるいは軍事過程 に組 み込 まれ,そ れ らの過程 の対
象 として疎外 され続 けて きた とい うのが内実 で あった。
体育―― まさしく身体 の教育 で ある一― における身体性 の領域 は,確 かに昭和 30年 以降 において
「体力問題 Jと して教育問題 化 され,い わゆる「体力論」 と呼 ばれ る身体論 の一 般的な浸透 をみる
ことになった。 しか し,体 力論 に枯 かれた身体像 においては身体 の「意味」 は捨 象 され,逆 に子 ど
もの身体性 をます ます機械論的に二 元化 し,現 代 の文明的状況下 で疎外 されている身体 を正当化す
るイデオ ロギー的機能 さえ果 して きた現実に直面 しなければな らな くなって いる。
この ことは,体 育 における身体 の危機的な深 まりを意 味 して い るものであ り,身 体 の問題 をどう
把握 し,そ こか らいか なる方法論 を引 き出すべ きか改 めて模索すべ き段階 に至 っていることを示唆
している。
この体育 における身体論 の確立 という問題 は,か って敗戦直後の昭和 20年 か ら 23年 にかけて論
争 の対象 となった とい う歴史的な事実 がある。
この小論 ではその問題 に接近 す るための一つの基礎 的な作業 として昭和 20〜 23年 当時 に展開 さ
れた身体論 を体育の民主改革論 との関連 で考察する と ゝもに,今 なお体育 における身体論 に決定的
とも云 える思想的影響 を与 えている篠原助市 の身体論 の検討 を課題 とした(1ち

戦後体 育 の民主改革論 と身体 の 問題
(―

)

昭和 20年 か ら 23年 という敗戦直後の時代 は,明 治以後 一貫 して規定 して きた旧国家主義 ,フ ァ
シズム体育 に対す る批判 と戦後の新体育 の構想 が「身体」の問題 を通 り抜 ける ことな くしては実現
されえない という方法論 が強 く意識 された ことを特徴 としてお り,体 育 の思想史 に とって多彩 な時
代 であった とみることもで きる。
その敗 戦直後 に身体論 に関す る問題 を提起 したのは浅井浅―で あった。浅井 は,昭 和 20年 に
「体
育思想 の発達。ち を発表 し,そ のなかで「技術的身体Jと い う身体の概念 を中心 に論理 を展 開 して い
る。
彼 は,「 機体 一 如 こそ新 しき体 育 の理 念 で ,身 体 の技術性能 こそ将 来 の体 育 に最 もよ く生 か され る

入江克己 :体 育 における身体論 について

べ きである」 と体育 の理念的柱 に技術的身体 を据 えるべ きであるとしたの

であるが,浅 井 の云 う技
術的身体の概 念 は,「『 自然 は使然也 』 とは,自 然 と文化の一体 を教 えた もので あって
,山 森 に逃避
することで はな く,都 会 に 自然 を生か し,農 村 を科学化する ことで ある。身
体 も亦 機械 を否定す る
ことではな くして,寧 ろ進 んで身体 を機械 に熟練堪能 な らしめることで
あるJと 述 べ ているよ うに
機械の身体 内化 を意味するものであった。
そして,こ の観点か ら浅井 は,従 来の自然主義体育 については否定的な評価 を下 し
,「 従来 は,文
明を否定する ことにお て 自然 を見 ,こ の『 自然 に帰 る』 ことにお て体育 の
常道 を唱 えて来た。なる
ほど文明 に遠 ざか ることは野蛮性 に近 づ くことであって確 かに心身の
健康 を回帰 せ しめるで あろう
が,斯 る体育 は文化 へ の思慕 を失 い,文 明開花 へ の意欲 を失 った体育 で ある」 と
自然 へ の埋 没 を戒
しめている。
当時,浅 井が技術的身体 とい う身体観 を提起 した ことの背景 には,戦 後わが国の近代化 あるい は
経済復興 への願 いが込 め られていた ことが ゎかる。
彼 は,こ の願 いのなかで新体育の目標 として「 自然的身体 の発達」 を「健康」 に,ま た「人
間的
身体の育成 Jを 「労働 Jに お きかえ,こ の意味 か ら体育 を「身体 を中心 にして,外 的 に も内的に
も
拡大発展 しつ ゝ然 も常 に身体 を遊離 し得ない教育作用」 であると規定 したので ある。
浅井 は,こ の身体 の問題 をさらに翌年 に発表 した「 日本体育の新構想 。も (昭 和 21年 )の なかで
追
求 していったのである。
この論文のなかで浅井 は,教 育が本 来文化領域 に属す ることか ら
体育 もまた文化 で あ り,「 体育文
化」 として捉 えることがで きると述 べ,文 化概念の範 疇 において体育 を把握す るとい う新 しい
観点
を投げか け,そ の「体育文化 Jの 発展 は,「 文化的修練 J,RFち 「体育 その ものの
中か ら新 しい人間
的存在 を把握 しようとす る態度」と
こよって可能であ り,そ れは,「 真実新 しい人 間 を倉」
造 してい こ う
とする文化的な活動なので ある」 と言 う。
彼 は,体 育 をその教育性 と文化性 において捉 え,そ の両者 は身体 によって媒介 され,統 一 され る
ものであ り,し たが って体育 における人間存在の把握 は,あ る一定の身体観 によって
条件 づけ られ
るとしたので ある。
この身体 について浅井 は,「 技術的身体」のほかに「 自然的身体」 と「
精神的身体」 という二つの
身体の概 念 を導入 し,生 物的原理 に支 えられた 自然的身体 の発達刺激 と同時 に,他 方生物的原理 を
越 えた精神的身体 の形成 としての体育 を構想 しよ うとしたので ある。
そして,「 自然的身体 の完成が健 康 で あ り,精 神的身体 の完成が働 きであるとす るな らば

,健 康 に
して同時 に人間 的働 きの秀れた有能 な身体 を教育 する ことが体育 なので ある」 と述 べ ている
。
ところで,先 きに浅井が明 らかに した「技術的身体」 について彼 は,自 然的身 と
体 精神的身体 を
統 一す る第 二の身体 として位置 づ けようとしたので ある。
彼 は,こ の 自然的身体 と精神的身体 の調和的存在が主体性 の ある人間の身体 の存在形式であ り
この主体的身体 ともい うべ きものは内には精神 と外 には機械 との関連 において
現象す る。 この立場
か らすれば,身 体 を健康的な存在 として把握す るとい うよ りは,む しろ「『技術的存在 として把
』
握
する方が妥当であるし,こ の意味か ら『労働』 によって人間 を把握 したマル クスの人間観 も一応理
解 しうる。 また,技 術的存在 としての身体 の科学――身体 の技術学―― は,身 体 を機械 と道具 との
関係 において捉 えられ るのでなければ発 展性 はない」と述 べ ると ゝもに,「 この科学 と結 びついた
体
育即 ち機械 に親 しみ機械 と共に発展 してい くマシンスポーッの領域 こそ最 も新 しい人間の存 在形式
を示す時代の体育の一つではないか と思 う。身体 が機械 と結びつ く体育 が これ までの 自然運動 と
結
,
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びついた体育 よ りは達 かに秀れた人間 を要請す るものである」 として い る。
浅井 が体育 における主体的な身体の存在様式 を「技術的存在」 とし捉 え,解 き明そうとした こと
は評価 しうるが,そ の場合技術 における身体的世界 が 当然明 らかにされなければならず,ま た戦後
の文引的状況 のなかで浅井の云 う技術的存在 としての身体が機械技術 に対 する適応 もしくは従属的
関係 において規定 され るとき,自 然的身体 と精神的身体 を統 一する主体 的な身体論 を構想す る契機
を自ら放棄 して い る と言わ ざるをえない。
(二 )

この浅井 の身体論 に続 いて竹之下休蔵が昭和 21年 に発表 した「身体論 OJの なかでテー マが示す
ように身体 の問題 に触れ,主 に生命論的 な身体観の立場 か ら論 じようとした。
竹之下 は,近 代 における自然科学 の発達 によって 自然 を因果的系列 の総体 として捉 え,物 質的な
ものの抽象によって法則的な世界像 を得 る ことがで きた。 その結果 ,我 々 は自然科学の対象 として
の身体 の実在 を疑 う ことはで きず,生 命体 としての有機体 の本質 を明 らかにす る生物学 ,生 理学等
の 自然諸科学 によって体育 の目的論 ,方 法論 の確立 も可能 にな りえた と客観 としての身体 (対 象的
身体 )を 肯定 しなが らも,そ れ ら自然科学的方法 によ り身体 か ら精神的領域 は捨 象 され,「 生命 主体
に即 して」身体 の意 味 を確認すべ きであると提起 したのである。
竹 之下 の「生 命主体 に即 して」身体 の意味 を明 らかにすべ きであるとい う問題提起 は,教 育 を「生
命 主体の意味的発展」,「 人格的発展」 を意図する もの と捉 え,体 育 の対象 もまた「被動 の立場 を宿
す」肉体 ではな く,「 主体 の能動性 に船 ける『身体』」 で ある とす る彼の教育観 によるものであった
と言 ってよい。
この前提 に立 って竹之下 は,身 体 を「主体 の顕現様相」 と規定 し,次 のように言 う。
「身体 の人格的意味 に関心すれ ば,身 体 は主体 ,精 神 との関連 に船 て考 えるべ きで,か ゝる主体
に即 しての身体 の意味如何 と言 うことになる。 か ゝる立場 に立 てば,そ こに考 えられ る身体或 は身
体性 は主体 と他 の主体又 は認識主観 と対象 との関係 に船 ては じめて考 え得 られ る もの とな るだ ろ
う。
自我 は身体 に船 て形態的 とな り,対 象化 せ られ,言 はば主体 たる自我の能動性 は身体的 とな る こ
とによってはじめて現実的 となる。
主体 と主体 との関係 にお ける必須 な媒介概念 として,更 に主体 の客観化 にお ける絶対的条件 とし
ての形式 と考 えれば身体 は主体 の顕現様相 とな り,か ゝる観点 を体育 と結 びつけるな らば,体 育 の
対象 はか ゝる形式の実体たる主体精神 その ものでなければな らない。」
この竹之下 の身体概念 は,後 にみるように身体 を意志の顕現様相 とみた篠原助市 のそれに通 ず る
ものがあるが,竹 之下 は,こ の主体の頭現様相 とい う概念 を単 なる身体 の現象形式 や主体 と対 象 と
を結ぶ媒介概念 をあ らわす もの としてのみ捉 えず,「 その感覚運動的意味 を考 え,主 体 が対象 を受容
し,且 身体 が発動的 に対象 に働 きかける際 の不可欠な ものJと してみ ようとしたのである。
そ して彼 は,「 か ゝる観点か ら私 は身体 と精神 の問題 は感性 と理性 の問題 に移 し考 えられ るべ き と
思考す る。理性 に対 して身体 は感覚的な意味 に解 せ られ,理 性的存在 としての人間の発展 は感性 と
の関係 に船て考 えなければな らない。 一 中略 ― か くて意志 と身体 の弁証法的関係 は理性 と感性
の弁証法的関係 に転置 せ られ る。 か くて現世的立場 か ら人間に船 ける理性的 と感性的面 を両 つなが
ら肯定 し,体 育 を人間発展の不可欠な基礎Jで あると述 べ,体 育 の身体論的基礎 を理性 と感性 の統
一 に求 める一方,顕 現様相 としての身体 に着 目 し,「 低次 の もの よ り高次 の ものへ と顕現形式 の発展
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を意 図する」 ことが,体 育 の本質 で あると規定 したので ある。
(三 )

ところで,こ うしたなかで注 目され るのは田中耕太郎 と江橋慎四郎 の間で交 された論争 で ある。
田中耕太郎 は,昭 和 21年 に「体育 の 目標
・ も と題 す る一 文 を ものに し,フ ァシズム体育 を批判 する
と ゝもに,身 体 の問題 を論 じたので ある。
田中は,ま ずわが 国教育の国家主義 的性格 について次のように批判 した。
「今 や 日本の教育 は其の隅々 に至 るまで真理 と民主々義 と平和主義の原理 に依 って照 され
,何 を

払拭 し,何 を保存 し,何 を是正すべ きか を厳密 に決定せ られなければな らぬ事態 に逢着 した。

明治以 降 に既往 15年 間 におて我が教育 は,総 ての部門 にお て特 に誤れ る国家主義 に依 って甚 だ毒
されて来 た。而 して体育 も其の例 に漏れぬので ある。」
そして,身 体 に対 する国家主義的,フ ァシズム的支配 について「軍国主義教育 は教育の自主性 を
承認せず,被 教育者の精 神 と肉体 とを含 めて,人 格 の全部 を国家 目的の手段化 した。而 して此の意
味 か らして国家 が特 に要求するの は撃固な肉体 で あった。特 に我 が国 の軍国主義 は,自 然科学的技
術的後退性の結 果 として,人 民 か らして肉弾的の任務 を要求 した故 に,教 育 にお て肉体的鍛練が重
視 せ られた ことは甚だ当然である。既 に甚だ幼稚 な形 にお てではあったが高等専門学校以下 にお て
行われて いた兵式 訓練 や発火演 習 は,大 正 14年 以後配属 将校令 が制定 されるに及 んで大学 にまで軍
事教練が侵入するに至 った」 と指摘する一方,さ らに「非常時局中に流行 した『錬成』なる言葉 は
国家主義的精神鍛練 の方面 も有 して いたが,そ れに増 して肉体的鍛練が重要視せ られた ことも亦 当
然である。 これ正 に精神 に対す る肉体 の優越 の思想 で ある」 と述 べ,身 体 の フ ァシズム的な支配が
肉体 に対する精神の従属 とい う身心二 元論 によって支 えられて いた としたので ある。
フ ァシズム体制下 において は例 えば「人 的能力」論 に象徴 され る科学主義的,合 理主義的身
体観
,

と身心一如論 にみ られ る唯心論的,反 合理主義的身体観 とい う二 つの異質な原理の措抗 と癒着 のな
かに身体 はおかれ,そ の二 元的な分裂状況 においてフ ァシズム的支配が浸透 していった とみること
ができ,一 面的には田中の批半Jは ,的 を得ていた とも言 える。
しか しなが ら,そ う批判 した田 中 も自ら二元論的,機 械論的な身体観 を克服 しえてはいなかった。
彼 は,「 如何 なる場 合 にお て も肉体 は精神 に依 って支配 されなければな らぬに拘 らず,逆 に肉体 が
精神 を奴隷化 した。 それが今次 の敗戦の重大原因の一つを為 したので ある。 一 中略 ― 精神 と肉
体 は共 に人 間の天賦の能力であるが,そ れは平等の価値 を有す るものではない。肉体 は精神 によっ
て支配せ られ るものであ り,逆 に肉体が精神 を支配するか,両 者 が対等 の地位 に船て併立 す るもの
ではない。肉体 は存在の意義 を有す るが然 し,そ れは飽 くまで精神 に対す る手段的意義 しか有 しな
い」 と言 い切 っている。 この田中 の身体思想 は,明 らかに肉体 は精神 の機械 であるとするデカル ト
流の二元的立場 に立つ ものであった。
この矛盾 をついたのが江橋慎 四郎 であった。江橋 は,「 体育 の 目標 〜田中文相の論文 を読んで〜 0」

21年 )の なかでほ ゞ次のような批半」を行 った。
田中は,「 肉体 は存在の意義 を有 するのみであって,精 神 に対する手段的意義 しか有 しない」と述
べているが,「 戦時中 こそ精 神 のみを強調 し,肉 体 を単 なる一 つの砲弾 に等 しく見倣 して いたのであ
(昭 和

る。肉体 は単 なる存 在物 で あって,精 神 と肉体 が一体 で ある生 命体 として,人 を人 として扱 はなか っ
た庇 にこそ戦 中の日本の大 いなる欠陥を見出す事が出来 る」 ので あると。
そして,江 橋 は,体 育 は単 なる手段 ではな く,体 育 それ 自体 に価値 が あ り,体 育 の価値 について
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の徹底 的 な究 明 が 行 わ れ な いか ぎ り,過 去 の誤 ち を再 び繰 り返 す こ とにな る。
「体 育 を身体 面 か ら考
えた点 に過去 の 日本 の誤 りが あ ったJと 指 摘 したので あ るが ,江 橋 は 自 らの統 合 的 な身体 像 を明 ら
か にす る こ とな く終 った。
(四 )

田中,江 橋 とも身体 を機械的 に肉体 と精神 といった具合 に二 元化 し,そ の両者 いずれかの優位性
を強調す ることによって身体 を把握 しようとしたが,こ うした一般的な機械論的傾 向を批判 したの
が坂元彦太郎 であった。
坂元 は,「 体育 を論ずる態度 OJ O召 和 21年 )と い う論文のなかで「人間 を客観的に分析 して,先
づ生物的な肉体 をつか み出 し,そ れを超 えて い る精神的な もの (心 理的な ものを含 めて)を ,こ れ
と異質的な もの として対立 させ ることは容易である」 が, しか し,「 これは一面的な分析 であって
人間の具体的な象画 の い くつか をいびつにしているか, とり逃 して い るものであることを見落 して
,

はな らない」と客観主義 な身体観 の問題性 を指摘 し,こ の分析的な身体観 は,「 人間性の体育的展開
にお けるさなが らの身体 の動 きや姿 をその ま ゝあ らわにしているものではない」 と体育 における身
体現象の総合的な把握 とその意 味 の発見 とい う課題が解決 され るべ きである と示 唆 に富 む提起 を
行 った。
そ して,坂 元 は,「 人間の身体 を全 く物質的な機械的な もの と見 る場 合 ,人 間 の身体活動 を物質的
生産のための労働 とのみ見 る場 合 ,或 は,物 質的欲望の充足や生理的エ ネル ギーの増大 のみを問題
にす ると云 う立場か らは,体 育理念 は生れに くいJと 労働理論 を原理 とした機械論的な身体把握あ
るい は生理 =化 学的過程 へ の還元主義的な身体観 を鋭 く批判 し,「 身体 が単 なる生理的な内体 である
以上の ものになった とき,は じめて体育 の観念 が成立 つ」 と力 説 して い る。
そ して,こ の観点 か ら彼 は,体 育 における新 な身体の意義 を再確認す ることか ら戦前 の国家主義
的な体育理念 ,方 法論 に対す る反 省 と批半」
がなされ るべ きであるとしたのである。
(五 )

昭和 22年 に入 り,「 全機」 の立場か ら身体 を捉 え,そ の立場か ら国家主義的な体育 を批判 したの
が石津誠 で あった。
石津 は,論 文 「民主的体育 の針路 と其 の根本理念 0」 において生命論的な体育論 を展 開 した。
彼 は,こ のなかで「体育 が知 育 や徳育 と対等 の価値 を有 するものではな く,完 全 な人間 を造 り上
げる為の手段 として認 むることに依 って,初 めて体育 は 自己 の使命 を果 し得 るのである」 とす る体
育 を手段 もしくは方法化する論理 によって明治以後の近代体育が皇道の道 に則 った 国家政策 へ の1買
応 を強 い られ,官 僚 の御用体育 ,国 家奉仕 の体育 ,戦 争 へ の犠牲 としての体育 ,教 育 へ の手段 とし
ての体育 といった体質 をもつに至 った と指摘 し,さ らに次の ように批判 した。
すなわち,明 治以降の体育 は,「 官尊民卑 の永 い間の我が国の伝統 に,所 詮 は反抗す ることが出来
なかった。一 中略 ― 官僚 によって定め られた天降 り方針 に其 の存在 の意義 を見 出 して いた体育 J
であった。 また「『知 らしむべ か らず檬 らしむべ し』の封建 思想 は,実 に体育 に船 て典型的 に根強 く
巣食 って居 たのである。」
その結果 ,「 個 々の具体的教材 に至 るまで,そ の有 つ本質 を一方的に歪 めて無條件 に励行 させ る こ
とに終始 され,甚 だ しきは,よ り進歩的な研究 をし様 とす る教 師な ど職業的感情でその使 い分 けを
すると言 う奇怪 な現象 まで,何 の不思議 もな く現出するようになったので ある」 と。

入江克己 :体 育 における身体論 について

こう批判 した石 津 は,純 粋 の体育 に立 ってみるな らば,「 体育 の理 念 は,健 康生命の昂進」であ り
「 この健康生命 の昂進 とは全機 が 当為 として要求 され る本然性発揚の状態 を示すので あって,全 機
たる心身一如の姿 に船て,全 機 それ 自身 が其 の客観的任務の完成 を期 し,全 機 の 当然あるべ き望 ま
,

しき姿その ものを言 うのである」 と全機 の立場 か ら捉 えたのである。
(六 )

浅井 ,竹 之下 ,坂 元 さらには石津等の身体論 は,統 合的,全 体的な身体把握が新体育 の構想 に とっ
て不可欠な ものであるとい う問題 提起的な形で終始 して い る傾 向 にあるが, この体育 における身体
の問題 を体 系的にほ り下げようとしたのが前川峯雄 である。前川 は,昭 和 23年 に「体育学の課題」
を著 し,そ のなかで身体 の問題 に多 くを費 し,積 極的に論 究 しようとした。
彼 は,ま ず「体育 に従事 するところのわれわれに とっては,身 体 の意 味 を了解す ることは,極 め
て重 要な問題の一 つで あ り,且 つ非常 に切迫 した問題 である。 それ故 にわれわれ は,此 の問題 を廻
避することは絶対 に不可能である。而 も我々 は身体 であるが故 に,身 体 について考 えるときには当
然人間その ものを問 うことの結果 ともなる0」 という問題意識か ら出発 し,「 人間学 における身体性 J
を強調 したので ある。
彼 は,身 体 についての基本的な了解 として「私の指や身体 といえど も,実 は 自分 の意志通 りには
動かず,却 って私 の 自由な意志の実現 をはばむ一つの実在的な非我物 (10Jで あ り,「 私 の意志 を もっ
て如何 ともす ることの出来 ない客観的実在即 ち肉体 (11七 であることを拒否す るわ けにはいかず,人
間の身体 は,「 身体的事実 (行 為 )」 において主観的身体 と客観的身体 とい う両義性 の谷間 におかれ
ていると捉 えてい る。
しか しなが ら,身 体 は絶 えず こうした両義性 をもつ ものであるが,そ の行為的事実 においては内
面即 ち心 を顕 現する「主体的表現 としての身体 (D」 の世界であ り,そ れ は,い わゆる「体験」的な
世界 に象徴 され るとして次のように述 べ ている。
「′
いの内容 をなす ものは普通体験 で あると云われている。心 は体験 の全体 とも考 えられて い る。
従 って心の現われは即 ち体験 である。而 して既 に述 べ た如 く,こ の心の表れ は必 ず身体 への現わ
れである。 だか ら体験 の表現 は必 ず身体的であると言 える。 この ことは身体 を理 解す るために極 め
て大切 なことで ある(13七 J
前川 は, この「′
心的体験即身体」とい う世界 は身心 一 如の境地 において体験 され るものであるが
,

この身心 一 如 とい う体験 は,概 念 として認識 され うるものではな く,「 寧 ろ思惟 の対象 として,心 身
が反省 によって分析 せ られ る前 に実際上両者が端 的 に一つで ある ことを意 味す るのである。心身関
係 は知 識以前 である。知識の主体 それ 自身 が′
心身的統一者(1つ Jと して体験 され る ものであることか
ら,そ れは,「 行J的 ,「 宗教」的体験 として意識 され るとしている。
こ ゝで前川 が宗教的体験 を力 説 した ことには西田幾多郎の「行為的直観」の概念 の影響が うかが
えるとみてほ ゞ間違 い はあるまい。西田の いわゆる「行為的直観Jの 概念 は,身 体 の もつ感性的直
観 と理性的直観 を統 一 した ものであ り,そ れは内的な生命力の表出 を現 し,そ れ は同時 に「行為」
として現象 し,世 界 を形成 するもの とみることがで きる。
こうして前川は,東 洋的な身心観 を背景 に して体育 を身体 ,心 情 ,意 志の人格 的陶冶 と統一 をめ
ざす「行 Jと し規定すると ゝもに,体 育 の過 程 を「型 」 の身体性化の過程 として捉 えようとしたの
である。彼 は, この点 について次の ように述 べ ている。
「身体 による教育 は,身 体 を媒介 に しつ ゝ,そ の主体性 をあ らわに してゆ くところのプ ロセ スに
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おいて,い わゆる教育的な い となみが されるのである。例 えば一定の態度や習慣 の形成の場合 ,そ
れはつねに身体的心身的行動 を通 して,主 体 の表現 としての身体的な行動 の様式 を,一 定の慣習 に
(1°
向 って型づけることである。 」
この行的,宗 教的体験 の原理 にもとづ く体育思想 の立場 か ら前川 は,戦 前 および敗戦直後 の混乱
が「修身」 ではな く,「 修心」 のみに堕 した結果 によるものであ り,「 嘗 てあれほど道義の昂揚 が さ

けばれたにもかか ゝわ らず,そ れが一向に行せ られて い ない し,終 戦後 の道義 の著 しいたいはいを
まざまざとみるとき,一 面 において人 間性の欠除 ,他 面 において行的態度 の稀薄 なのを,な げかざ
い」 の統 一 に進 むべ きで
るをえない(I° 」 と批判 し,将 来 の体育 は実践 を媒介 とした修「身」 と修「 ′
あると強調 したのである。
以上が前川の身体論 の概要 であるが,看 過 で きな い点 は,彼 の力説 した東洋的な身心一如的な身
体論 が究極的 には国家 と身体 の合一 とい う限界 を超剋 しえてはい なかった ことで ある。
例 えば,前 川 は身体 の生 命 ,健 康 そして体力 とい う「顕現様相」 の国家的,生 産的意義 について
次 のように説 くのである。
つ まり,生 命 その ものは自然科学主義的 には解明 しえず,「 宗教的な立場 によるところの全機 (り 」
として とらえることによってはじめてその全貌が理解 され,生 命 とその健康 は,「 日本人 とい う共同
(181」
の問題 として考 える必要があ り,「 健康 の国家的,社 会的意義 をか くの如 く把握する ことによっ
体
て,始 めてわれわれ は 自己 の健康 の位置 を理解す ることがで きる(19」 とする。
そ して,こ の健康 の国家的,社 会的意義 とは,健 康 の問題 を「能産的」立場か ら捉 えるべ き こと

(響
意味 してお り,「 国家社会 の生産発展 のための不 可欠 な要素 い 健康 であ り,「 近時国民 の体力 を以
て国家社会 における人 的資源 と云われるもの も,上 に述 べ た能産的健康の国家的,社 会的意味 を示

す ことに他 な らぬ9う 」 と主張 したのである。
前川 のみな らず一般 に昭和 20年 〜 23年 に展開 された身体論の背景 には身体 を主体 ,意 志 の顕現
様相 として規定 し,そ の身体 が民族的,国 家的境地 において純粋 に表現 されるとき,身 体 は,は じ
めて「人格 Jた りうるとする篠原の思想的な影 を見落 しえない。

II。

篠原助市 の 人格 主義的身体論

篠原 の身体論 は,周 知の ように昭和 7年 に発表 された「体育私言」 に明 らかにされてお り,こ の
論文 は,そ の後 「教 育断想」 (昭 和 13年 宝文館刊 )に 収録 されて い る。
篠原 は,主 に ドイツ観念論 ,な かで も新 カン ト派 の批判哲学 を継承 し,フ イ ヒテ,ナ トルプの国
家主義 ,民 族主義的教育学 な らびにデイルタイの生の哲学 を思想的基盤 にしなが ら教育 を「理論的
教育学」 と「実際的教育学」 の二 層 において とらえ,自 己の独 自の教育 哲学体系 を確立 しようとし
た。D。
この「教育断想」 には「体育私言」の ほかに「教 育学研究」 の創刊号 (昭 和 7年 4月

)に 掲載 さ

」等 が
れた「民族 と教育」,昭 和 8年 5月 号 に発表 された「 自由 と愛一再 び民族 と教育 について
一
所載 されてお り,こ れ らの論文 との関連 で彼 の身体論 の特徴 を明 らか にす ることが適当であろう と
考 える。
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(―

)

篠原 が身体の問題 を軸 に しなが ら自 ら体育思想 を明 らかにしよ うとした ことの
背景 には,旧 来の
教育学 において体育 を教育 学体系の構造 に明確 に位置 づ けることを怠 り,消 極的な「
養護」論 の枠
内に 解消するとい う限界 を超 えて いな いこ とに対 す る
批判的な意識 が あった。
彼 は,そ うした教育 学生の問題性 を次のように指摘 した。
「身体 の教育 が精神 の教育 と相並んで必要であるは 自明の事 に属す る。けれ ども
体育の教育 的意義
はまだ はっきりと捉 えられていない ようである。
況んや教育学の体系 にお ける体育の位置については,寡 聞の為か,私 は
,ま だ私 を満足せ しめる
だけの ものを何虎 にも発見 し得 ない。あの体系的で ある ことを誇 り るラインの
得
大著 『教育学 』 に
おてす ら,教 育学の部門 の分類 にお ては,之 を教導 学 の一分科 とな し
,管 理及 び訓練 と鼎立 せ しめ
なが ら,数 買 を当 て ゝい るに過 ぎない状態 にある。のみな らず体育 について
何等言及 しない教育学
す ら数多 く存する。更 に又 ,謂 う所 ,体 育の内容如何 を問 うとき
,所 説極 めて区々で あって,其 の
範囲す らも明 らかに限定せ られていない。
か ゝる事情の下 に,そ して従来の養護論 (暫 く之 を体 育 と同義 に して
解
)に 対する不満足か らし
て,私 自身嘗て,今 迄考 えられているよ うな養護論 ,即 ち衛生学の一
部 を教 育学 に附加 したに過 ぎ
ない観のある養護論 をば,私 の教育学の体系 か ら除外 す ると語 った そして
。
,是 が為 に,私 は体育
其 の者 を無視するものであるかの如 き非難 を再 な らず浴 びせか けられた。 。9」
篠原 は,養 護や衛生 学 の領域 として ゞはな く,体 育 それ 自体の教育 学 における座 を明 らかにす
る
ためには,「 全体 としての人 にお て身体 は如何 なる職分 と如何 なる意義 を
有す るか,全 き人 にお ける
身体 の位置如何 とい う こと90」 が 問題 にされなければ な らず,「 人格 にお ける
身体 の位置如何身体 の
人格的意義如何 とい うことは,荀 も体育 について云云 する場合の先決
問題 であ らねばな らぬ125七 と
体育 にお ける身体論的な根拠 ,つ まり,人 格主義的な身体論 が確立 され るべ きことを
提起 したので
ある。
この観点 について篠原 は,従 来の体育論 におい ては生 理 を中心 に
学
自然科学の対象 としての客観
的な身体論が支配的であ り, この 自然科学的な身体把握の方法 は,生 命体 としての
身体 を物理 =化
学的過程 に変換 して しまい,「 身体の人格的意義」とい う主体 としての身体 の意味が捨 されてい
る
象
と批判 したので ある。
「即 ち科学 としての生物 学 は,物 理的化学的作用の方面 か ら,生 を
活 研究 し,生 活体 を生 命主体 か
ら切 り離 し,生 命 が物理的化学的作用か ら生産せ られないに も らず
拘
,偏 えに物理的化学的に各機
関の機能 を研究する。例 えば科学 としての生物 学 は一 つの植物の研究 にお て
,植 物 の各機能の全体
に船て植物 を見 ,性 格主体 としての植物の生命活動其の者
,即 ち『植物 の精神』 とい う ことについ
ては語 りもしなければ触れ もしない如 く,人 体 の生 理的研究 に船 て も
,専 ら,各 機関の物理的化 学
的作用の統 一 的全体 として人体 を見,身 体活動の主体 としての精神的な生 をば
命
考慮 に入れない。
此の如 きは回 よ り,生 物学の弱点で も又難点で もな く,か ゝる態度 に立 てばこそ
,始 めて人格 の
物理的構造 は明 らかにせ られ,自 然科学 としての生理 学 は始 めて成立 し得 るのである
。 けれ ども
我々が是が為 に,か ゝる生物学的考察によって人体 の もつ意味が完 全 に測 り蓋
くされると考 えるな
らば思わぬ錯誤 に陥 ることを予め覚悟 せねばな らぬ。 ●0」
彼 は, この身体の自然科学主義的な解釈が結局 は体育 が「教育 学 の有機的な一
部分 となる事 な く
た ゞ衛生学の一部 を教育学 に附加 したかの外観 を呈 している°つ」根本的な理
由であ り,ロ ック,ス
ペ ンサー,ヘ ルバル ト派 の教育理論 において衛生の範
囲 を出ていない理論的な限界 になってい る と
,

,
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指摘 したのである。
特 に,ヘ ルバル ト派教育理論 について篠原 は,「 ヘルバ ル トやヴァイツは体育 を教育学の体系中 に
も入れなかったにも拘 らず,ヘ ルバ ル ト派の殿将 ラインは,之 を自己の教育学の中に取 り入れ,身
体 を『精神生活の支持者』 Trager des geistigen Lebens"と 見 る立場 か ら議論 を進 めて い るが,其
の 内容 は学校衛生の上 に多 く出て いな い し,身 体養護 は主 として家庭 の任務 である とさえしている。
のみな らず,己 に指摘 して置 いた如 く,彼 の教 育学 の体系 に船 ける養護の位置 ははっきりと定 まっ
ていない。我国 の教育 学 に散見する養護 に船 いて も是れ か ら,養 護 の 目的 に対す る短 い教育論 (是
れす ら多 くは生理的見地 か ら立 て られた ものである)と 衛生論 を取 り去 った ら,果 して何者 が残 る
であろうか。要 す るに,教 育学的見地 に立ち,其 の有機的 な一 部門 と見 られ るべ き体育論 は,ま だ
°9」
存在 しない と言 つて も過言ではあるまい。
篠原 が体育 における身体 の問題 か ら出発 しなが らヘ ルバ ル ト派教育理論 の影響下 におかれていた
わが国の機械論的な教育学 に批判 の矢 を向けた ことは全 く正 当であった。 そ して,今 日の教育理論
が この篠原 の批判の枠外 におかれているか どうか教育 学上 の問題 を意識せ ざるをえな い。
(二 )

この機械論的,客 観主義的な身体論 に対 して篠原 は,「 主体 と其 の顕現様相 としての身体現象 を
内面的な体験 に照 らして統 一 的 に把 握する99」 内観 としての身体 ,即 ち主体 としての身体 を対置 さ
せ,こ の「 自己の身体」 は,心 身 の統一 的体験 として現象す る と説 き,次 のように述 べ ている。
,

「 自己 の身体 をば,我 々 は之 を自己の身体 として直接 に体験 し,此 の体験 にお て主体 を其の顕現
様相 とは,内 的に統 一せ られ る。然 るにこ ゝに言 う主体即 ち『自己』 は,其 の本質上 唯 ,純 粋 に精
神的な るもの として,即 ち非形態的なるもの としてのみ体験せ られ得 るのであるか ら,『 自己 の身体』
と言 う其の顕現様相 としての身体現象 との統 一 的な体験 で ある と言 う ことが 出来 る。精神的 な主体
の顕現様相 が身体 とい う一形態であると言 うことは,或 いは疑 われ るか も知れ ぬが,一 切 の主体 は必
°°
ず精神的な ものであ り,其 の顕現様相 は,い つで も形態的であるとい うのが私の立場 である。 」
そ して篠原 は,「『内か ら』の立場 に徹 しようとす るものは,先 づ客観的な,外 よ りの観相 を一切
排除 しなければな らぬ。 もっ と具体的 に言えば,私 が私 の身体 を,私 の手 と足 を,又 は鏡 に照 らし
て私 の顔 を見 るように言わば他人の眼で (R「 ち他人 が見 ると同 じように)私 の身体 を,外 か ら見て
これぞ 自分 の身体 である とする態度 を始 めか ら一掃 してか ゝらねばな らぬ。地 と主観的身体 を強調
,

し,自 然科学的な対象的身体 においては「身体 の生理 的条件 は明 らかにせ られ るに もせ よ,夫 か ら
して身体 の もつ人格的意味 は決定 せ られ るべ きもない°り」 と対象的,客 観的身体把握 の限界 を指摘
したのである。
ところで篠原 は,身 体 と精神 を合―す る原初的な契機 を「衝動体」(Trieb‐ komplex)に 求 め,こ
の「衝動 に船て,身 体 は精神 であ り,精 神 は身体である。寧 ろ衝動 にお て,自 我身体一一 この場合
°9」 が
身体 を生理的にのみ解せ られな い ことを望む―― で ある
,こ の衝動 は単 に孤絶的 に存在する
のではな く,常 に対象 とか ゝわ りあ い,そ の過程 において衝動 は,「 感覚」 とな り,「 身体化」 され
ると同時 に「精神化」 され るもの として捉 えたのである。
篠原 は,衝 動 を こうとらえ,さ らに,こ の衝動 は「意志」=「 自我」によって制御 され るものであ
り,こ の意 味 か ら「精神 Jは ,低 次 の「衝動」 と高次 の「意志」 の三層か ら成 る とす る。
また,こ の意志 =自 我 は日常的 には身体 との対立 ,拮 抗 において 自覚 され るものであるが,そ れ
は,決 して衝動 ,身 体 か らの絶縁 を意味す るのではな く,衝 動 ,身 体 そ して意志 とい う三 者 の上揚
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関係 を通 して最終的には意志 =自 我の内に統 一 され,そ の統一 において「衝動 は意志の有 つ
意味 に
分興 し,人 間的に意 味 のある活動 の一 契機 とな り得 る°°」 ので あるとし
,そ こに動物が衝動 に沈殿
しているのに反 して人 間の「自由」 が存在するとみたので ある。
しか しなが ら篠原 は,衝 動 ,身 体 ,意 志 とい う三者 を対等の契機 として把握 してはいない
。彼 は
「人 は意志 (理 論的及 び実践的 に)す ることによって始めて完全 な意 に
味 お ける人 即 ち人格 となる。
然 るに意志 は衝動 の統 一で あ り,衝 動の統制の上 にのみ成立す るか ら,意 志の実現 は
衝動 の統 一
的活動 によって始 めて成 り,感 覚 =運 動的な作用 の統態 としての身体 が全―的に
,意 志の方向に一
致 して動 くときに始めて遂行せ られ る1351」 と衝動 ,身 体 の上 位概念 として
「意志」をお き,身 体 は
「衝動体」 として意志 ,即 ち理性 に服従す べ きものであ り,意 志 は
身体 に「表現形態」 としての意
味 を与 えるととらえて い る。
すなわち,「 衝動体 としての身体が意志 に対立 しなが ら,之 に合 ―す る に
所 意志の,即 ち人 格 の実
現 は成 る。言 い換 えれば,意 志 は身体 にお て,身 体 を通 して表現せ られ る所 に意志 は実 せ
現 られ
この実現 に船て人格 は創造 せ られ る。 もっと端的に身体が,意 志の
となることに
表現形態
よって始
めて人 格 は成 り,意 志 に対立 しなが ら,意 志の表現形態 となること,こ ゝに
身体 の人格的意義 は存
すると言 い得 るであろ う°0」 とい う。
,

,

,

(三 )

以上 のよ うに篠原 は,身 体 を「意志の表現形 態」 として捉 えたので あるが ,彼 は

,生 理学 あるい
は科学的な対象 としての客観的な身体 も人格的意志 に組 み込 まれ るもので あ り
,そ こに身体 の もつ
教育的意 味 が発見 しうるとして次 の ように述 べ ている。
「他人 の人格 の推定 は,其 の表現形態 としての身体 を通 してのみ,身
体 的表現 の 中 に其 の意 味 を
見 ることによってのみ成立す る。一― 中略―一生理的発 展 は,人 格的 の立 場 か らは回 よ り
,自 己創
造 としての意味 へ の発展 に従属 せね ばな らぬ。言 い換れば生理的の発展 は,意 味 へ の
発展の手段 と
して,又 は其 の一契機 として,意 味 へ の発展 に入 りこむ限 りに船て,始 めて人
格 的な意義 を有 し
従 って教育的な意義 を有 し得 る。 °の」
身体 をこう規定 し,身 体 の意味 を人格的意志の表現形態 として捉 えた篠原が体育の 目的 を「身
体
をして意 志の完全 な表現形 態た らしむること,即 ち身体 の意志 に一致せ る統制 に ある。一言 に
,身
体 の意志的形成 00」 にみた こと, したがって「精神の教育の一 部°比 として位置 づ けた ことは
当然
の結論であった と言 える。
そ して,篠 原 は,身 体 が意志的に形成 されるためには身体 が
「有力 」,つ ま り健康 でな ければな ら
ず,ま た意志 を表現するだけの「堪能 (熟 練 )」 さをもっていなければ な らない と述 べ
,「 有力 な し
か も堪能 な身体 の陶冶 ,こ れが体育の理想であ り,健 康 と堪能 は体育の二 大領域 を形成
する °」 と
したので ある。
,

(四 )

篠原 の身体論 および体育論 を概 観 してきたが,今 ルバル ト派教育論 に象徴 され るように養護論 あ
るい は衛生学 に拘泥 して きた限界 を超 え,教 育 において体育 が市民権 をうるためには
近代 の二 元的
機械論的な身体観 と対峙 し,身 体 の主体的な意 味 が問われるべ きである と指摘 した ことの意義 は
決 して小 さ くない。
確かに篠原 は,西 田幾 多郎 の「行為的直観 Jの 論理 にも似 た一一 この ことは前川 について も指摘
,

,
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したのであるが一―統 一 的な体験 が身体 か精神 か といった二元 的範疇では解 き明 しえな い ことを指
摘す ることによって二元 的な身体観 を克服 しえたかにみえるが,彼 は,身 体 を意志 もしくは理性 の
「顕現様相」,「 形態 Jと して とらえ,身 体 を理性 (意 志 )の 媒体 ,道 具 の地位 にお くことを容認 し
結局 は近代 の二元 的な身体図式の呪縛 にか らめ とられて い る と云 えるだろう。

,

そ して,さ らに興 味 ある ことは,篠 原 が この論文 を発表 した昭和 7年 以後特 にあ らわ とな ったファ
シズム体制 へ の傾斜 とい う時代的な状況 と身体 の意志 的形成 としての 体育 の論理 が ど うか ゝわ りあ
うのか とい う ことで ある。
彼 は,民 族 ,国 家 について次 のように云 う。
「多 くの共同社会の中,最 も包括的な,同 時 に又最 も根源的な ものは民族であ り,民 族 が一定 の
二
合理的な『法』による統制 にまで組織 せ られた ものが,所 謂 『民族国家』Volksstaatで ある 七 が
,

国家 は,「 正義 の要求」か ら起 った「法」にまで発達 し,そ の法 は,ま た「人格 の発達 に応 じて次第
に純化 せ られ 2ち るのであると。
そ して,篠 原 は, この正義 である国家 は,「 更 に根源的な,体 験 による統 一ea七 をもってはじめて
その存在 が可能 とな り,そ の体験 による統 一 とは,「 民族の内部的な統一 としての『民族 同胞』の境
地であ り,其 の発動 としての『残 りなき献身 』 で ある °」 と規定 したのである。
身心一 如による「体験」的な「無」の境地 を「表現的世界 」 ととらえた篠原が 「国家」,「 民族」
に向 うとき,「 合 一 」=「 純粋表現」 の契機 として即 自的な承認 と没入 につながってい くのは自然の
論理 であった。
彼 は,当 然の帰結 として「民族 的自敬 と民族的 自覚 ,そ して其の究党地 としての愛 による自由奉
仕 覧 と教育 との合 ― を説 き,次 の ように訴 える。
「『民族的なれ』 とはか くて教育の理想 にか ゝげ られ る。『民族同胞』の理想 に生 きよ,出 来得 る
限 り,民 族最高 の,そ して民族 に最 も固有 な,多 方面の文化内容 を摂取 し,民 族全体 の 中に汝 の適
当な位置 を占め,民 族統一の有機的本質 的な一 要素 たれ とは,教 育 の,民 族各員 に対 す る第 一 要請
で ある。『民族的なれ』『最 も内部的な,最 も緊密な一― 中略―一 日本民族統一 に献身的 に奉仕す る
人格者たれ。』私 は,将 来 の 日本国民 に対 して,教 育者 としての立 場 か ら,か く呼びかける。 °」
この篠原 の理 念 は,体 育 において次 の ように完結する。
「体育 によって練 られた勢力 と堪能 ,自 由 となった身体 と生 命 を以て,社 会的活動 に没入 し,社
会の道徳的構成 に奉仕す ること,勢 力 と堪能及 び其 の調和的な純粋表現 としての美 とが ,民 族 へ の
奉仕 にお て合 ―す ることこれ こそ体育 の最終 の理 念 であ り其 の神髄 で ある。 め
J
と

め

昭和 20年 〜 23年 に集中的 にあ らわれた身体論 および篠原助市 のそれを素描 して きたが ,昭 和 20
年 を契機 とした危機的状況下 で「身体 Jの 問題 を起点 として身体 のファシズム的 ,国 家主義的支配
に対す る批判 を自らの課題 とし,戦 後の新体育 を構想 しようとした問題設定の正 しさは評価 に値 す
ると言える。
すでにみて きたように,そ れ ら諸々の身体論 は,主 として「身心一如」,「 全機」 といった東洋的
な身体観 を拠 り所 とすることによって近代のデカル ト的二 元論 を克服 しえたかにみえる。
しか しなが ら,そ れ らの多 くは篠原の思想 的影響 か ら脱却 しえず,戦 後 の体育論 において身体 の
問題 を系統的 に明 らかにしようとした前川 も対象 としての身体 か ら「意志J的 ,「 人格」的身体 に移
行 させることによって最終的には「行」 としての体育 とい ういわゆる日本的,宗 教的体育論 へ と短
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絡するあや まちをおか して い る。
昭和 20年 〜 23年 の間 における思想的な課題 は,言 うまで もな く身体 に対する国家主義的,フ ァシ
ズム的支配 によって疎外 されて きた身体 を主体 としての身体 へいかに 回帰 させ るか とい う こ とで
あったはずで ある。
だが,身 体 を「個体」の問題 に矮小化 させ,観 念的 に把握する ことに よって身体 その もの を国家
的要求 を現 実化する媒体 もしくは道具 に下落 させて しまった。
つ まり,敗 戦後 の経済復興 という国家的要求 に身体 を従属 させ,生 産性向上 ,技 術革新 との
対応
において賄ヒ産 」的身体 こ労働力 として捉 えた ことは,一 方で近 代 の科学主義的身体観 を批判 しつ ゝ
も以後の 日本資本主義の発展過程 のなかで新たな機械論的な身体観 へ と転換 する契機 をすで に内 に
含 む とい う矛盾 をか ゝえてい たので ある。
そして,昭 和 23年 以後 におけるアメ リカ流の生 物学主義的な体育論 の移入 とその定着 は,身 体 を
生物 学的な「欲求体」と捉 えることによって科学主義的な身体観の確立 に拍車 をかけ,昭 和 30年 以
後 においては機械的な「体力 J論 に凝結 して い くのである。昭和 23年 を境 に して体育 における身体
性の問題が欠落 した理 由は こ ゝにある。
一般 に戦後の体育 論 に特徴的な ことは,総 体 としては統合的,全 体 的な身体像 を構想 しつ ゝも各
論,即 ち個々の 目的論 ,方 法論 においては「体力 づ くり」論 にみ られるように二 元論的な身体 を描
くとい う二律背反 に陥 り,そ の矛 盾 を意識 する ことな く今 日に至 っているとい う ことである律°。
身体 の主体的な意味 を明 らかにすべ きである という篠原 の問題提起 は,な お依然 として とい うよ
り,増 々現代的な意 味 を持 ちはじめてい るとい うべ きだろ う。

江

(1)体 力論のもつ身体論 としての問題性については拙稿「体力思想 の論理J(「 鳥取大学教育学部研究報告」教
′
育科学 第 19巻 第 1号 )を 参照されたい。
似)「 学徒体育」 昭和 20年 10,11月 号pp 10〜 11 以下引用文は全て現代かなづかいとした。
儒)「 新体育J 昭和 21年 3月 号 pp 10〜 13
佃)「 新体育」 昭和 21年 8・ 9月 号 pp 6〜 18
低)「 新体育」 昭和 21年 5・ 6月 号 pp l〜 4
(6)「 新体育」

昭和 21年

10。

11月 号 pp 19〜 21

P)「 新体育」 昭和 21年 10,■ 月号 pp 3〜

7

このなかで坂元は,わ が国 には「思想哲学方面の大家Jを 引 き合 いに出 して体育 を論 じさせ

,「 目をつむっ
てきいている」グループが体育の世界にはあるが,こ れ らのグループは,こ の大家 (た とえば篠原助市
田中耕太郎)の とっている方法に追従 して何か超越的な理論的根拠に立 って体育 を論 じようとしているが
それは,理 論 の偽装にほかならないと事大主義を批判 している。
(8)「 新体育コ 昭和 22年 8。 9・ 10月 号 pp 6〜 10
0)同 書 教育科学社 p43
10 同書 p58
,

,

lD

同書

p58

1)同 書 p75
「 ]岳 事 p 85
同書 pp 88^ヤ 89
19 同書 p107
CO 同書 p■ 0
1131
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同書

10

同書

第 2号

p128
p165
p166
p167

10

同書

QO

同書

9り

同書 pp 167〜 168
前川は,体 育 の存在 は強 い身体 であれ,弱 い身体 であれ,社 会 ,国 家,世 界人類 に対 し「感謝報思」 の精
神 で奉仕す るために心身 を強壮 に し,自 己の生命 を愛惜 する ところに根拠 を もっている とも述べている。
(同 書

9か

p137)

篠原助市の思想的系譜 については梅根悟 の解説 「篠原助市 とその教育」 (「 批判的教育学 の問題 J世 界教育
学選集
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明治図書

1970)に 詳 しい。

そのなかで梅根 は,篠 原 のわが国教育思想史 における位置 について ドイツのヘルバル ト,ア メ リカのデ ュー
イに匹敵すべ きものであるか もしれな い と評価 して い る。 (同 書 p219)
123)同 書

90
90
90

同書
同書

p121
p122
p123

傍点篠原

同書 pp 124〜 125

9分

同書

90
99

同書

00

同書

0り

同書

0D

同書

00
00
00
00
00

同書

同書

同書
同書
同書
同書

p136
p136
p125
p126
p128
p128
p129
p130
p131
p131
P132

篠原 は,生 理的身体 が意志 に対立 しなが ら意志 と「合一Jし ,発 展 す る と捉 え,そ れ を「身体 の弁証法的
発展」 と規定 した。 (同 書

00
09

同書
同書

留0 同書

p132)
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篠原 は,こ の「堪能 Jを 技術 にお きか え,「 技術 に関す る限 り,一 定の合理的 な方法が立せ られ,こ の方法
が主 として生理学 や衛生 学 に基礎 を置 くべ きこと,固 よ り多 く説 く迄 もな いJが ,こ の技術 も「人格 の創
造 とい う最高見地 Jと 切 り離 しては考 えられないとしている。 (同 書

p146)

また,健 康 について も「意志 との関係 に船 て考 えれ ば,意 志 を実現 し,人 生の 目的 を貫徹 し得 る能力Jで
あ り,単 に医学 ,生 理学的には捉 えきれず,人 格的な健康であ るが故 に,牛 馬 の健康 とは質 を異すると人
格主義 を力説 した。 (同 書
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「民族 と教育 J
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篠原 の こうした理念 は,自 我対絶対 とい う一元的な基軸の上 におかれていたが,梅 根 は, これ ら昭和 7年
の諸 論文 をきっかけに「第二の篠原教育学 が,こ こにはじめて,は っ きりとその姿 をあ らわ した」 とし
,

入江克己 :体 育 における身体論 について

篠原 が「教育 の理 念 を問題 に していた限 り」合理主義者 ,人 道主義者であったが,「 今や教育の理想 につい
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て語 りは じめるに至 って彼 は,非 合理 の世界 に立 ち入 り,民 族主義 を絶対化 し,民 族統一 に
奉仕す る人間
の育成 を無条件的 な課題 とす る危険 に身 をさらすに至 った」 と指摘 してい る。 (前 掲書 p265)

例 えば,前 川 は,「 体育学 の課題 Jで 展開 した東洋的な身体観 については「体育原論」 (中 山書店

昭和 33
年 )の なかでは触れ ることはな く,主 にアメ リカの経験主義的な体育論 を手がか りとして身体 を生物 学主
義的な「欲求体 Jと して把握 しようとしてい る。
その後 ,「 体育原理」 (現 代保健体育学体系 1大 修館

昭和 49年 )で は改めて身体 の問題 について検 討 を加
え,身 体 を「体験 としての身体」「行為的身体 J,「 社会的身体 Jと して捉 え,「 健康 だ,体 力 だ,技 能 だ
,

意志 だ とい うように,そ れ だけ考 えたのでは,身 体 のある面 のみ を扱 っては,身 体 をば らば らにすること
にな り,人 間の身体 とい う ものの形 成 にはな らないので ある。 あ くまで統 一 的,組 織的に まとめる とい
う
ことが,た いせつな ことで ある。 これ を忘れては,身 体 の分断 ,人 間の分断 になって しまうのである
。そ
の ようにな らないようにす ることが,た いせ つな ことにな るのであ る」 (同 書 p49)と 全体的
,統 合的な
身体把握 を説 いてい るが,そ の 目標 としての「体力 Jの 概念 にお いて は機械 的な身体把握 に短絡 している。
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