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一般 に体育教育 が学校 とい う教育体系 の外延 として客観的 に存在する身体文化 (Dの 過程 と教育 の過
程 とが交叉す る環 としての性格 をもつ ものであ り,ま た体育教育 を成立 させ るその主体 的 な契機が
身体文化 に内在す る固有 の遊戯的技術 と身体性の世界 との相互変換 の過程 に存在す る とみることは
ほ ゞ認 め られて い ると考 えてよいだろう。
た とえば,B・ ゲルナーは,子 どもは身体 内 に存在 し,生 きるとい う この「身体 =内 =存 在 (In―
Leib=Sein)」 が どのような意 味 をもち,そ こにいかなる教育的課題 が存在す るか ゞ明 らかにされ る
べ きであ り,そ れ は同時 に「身体教育 一 般の人間学的問 い」 としての性格 をもつにいた るといって
い る②。 このゲルナーの ことばは,わ れわれの身体が生理学的範疇や解剖学的な空間「内」に生 きて
い るのではな く,身 体 をとりまいてい る文化的環境 を自らの身体 に移 しかえる こと,即 ち,「 内」面
化す ることによって生 きる存在であると理解 され る。 この ことか ら,体 育教育 の存 在論的根拠 は
スポーツ とい う身体文化が もつ特有 の遊戯的世界 とその技術空間 において繰 りひ ろげ られ る身体性
の世界 との交換の過程 を全体 として把握 し,そ こにいかなる教育的意味が存在す るか を確認 して い
,

くことの なかに求め られる といえる。
ゲルナーのいうところの身体教育 の人 間学的問 い とい うその方法原理 は,一 見 あたか も個々に遊
離 しているかにみえるスポーツの技術 と身体性の世界 とを相互 に包括する関連 へ と引 き戻 し,ス ポ
ーツにお ける人間存在の原体験 を総体 として把握する ことで あ り,そ れ をスポーツに対 する人間 の
在 り様 を推進 し,か つ発展 させ る契機 として身体文化 に関する哲学的思想 の 中心 にす えることであ
る。
この身体 の主体的な意味 が 自明 の もの とな らないか ぎ り,教 育領域 における体育 の座 を発見 しえ
ない とい う視点 は,か つて篠原助市 によって鋭 く提起 された ところである一― もっ とも彼 の身体論
がフ ァシズム体育 の思想 的原理 を与 えた点 は,差 し引 かれなければな らない一― が ,戦 後 の体育研
究 の傾 向 として身体 に関す る哲学的研究 は,主 題 となることな く今 日に至 って い る。 そ して,こ れ
まで問題 とされて きた身体 とは,た とえばスポーツ生理 学 やバ イオメカニ ックスにお けるごとくス
ポーツ という文化的環境 か ら切 断 され,主 に生理 学的,物 理学的対象 として一 つの閉鎖系 としてあ
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つかわれ ,認 識 の対象 としての地位 を超 える ことはなかった ことが指摘 される。 これ に対 して,わ
れわれが これか ら問題 にしようとする身体 とは,ス ポーツ,遊 戯 とい う一定の文化的環境 の場 にお
き,自 らの認識の主観 として文 化的環境 にお いて構成 される身体 である。 それは,同 時 に従来 のス
ポーツに関す る個別諸科学の境界 を可能なかぎ り捨象 し,ス ポーツにおける身体 性 の世界 を全体 と
して記述する ことを意図 して い る。体育 の存 在論的 な契機 は,そ の過 程 を辿 ることによってはじめ
て探 り出す ことが可能 になるとい える。
本稿 ではこうした基本的な視点 に立 って,ス ポーツの技術問題 に焦点 をあてなが ら(1)ス ポーツに
おける身体性の世界 の全体的把握 を阻んで きた現代 の機械論的 なスポー ツ技術論 を検討 し,(2)そ の
背景 にある合理主義的,主 知主義的 スポーツ理論 を批判するとともに,偲 )身 体的技術―一技能一一
の一般的な廃棄 という問題 を労働 と遊戯の歴史的位相 を通 して顕在化 させることを企図 した。

ス ポ ー ツの近代技術概念 とその 限界

1.現 代 におけるスポーツ技術概念 の特質
スポーツの技術論的問題 について戦前 では,篠 原助市 の「体育私言」 (昭 和 7年 )に お ける堪能論
のほか浅井浅 ―の「技術練習解剖論」 (昭 和 15年 ),羽 田隆雄 の「体育 の理念」 (昭 和 16年 ),「 日本体
0。
戦後
育道」 (昭 和 18年 )に おける堪能論等昭和 10年 代前後 に若千 問題 にされた形跡が認 め られ る
が
の
として
の
で
問題
技術
においては昭和 20年 か ら23年 にかけて体育 の民主化論争の過程 身体論 問題
論 じられたが,そ れが特 に脚光 をあびるようになったのは何 といって も昭和 30年 代 以 降 の ことで あ
る。即 ち,昭 和 39年 の東京大 会 に象徴 されるようにオ リンピックの隆盛 とスポーツの国際化 な らび
にその技術 の高度化 は,ス ポーツの技術論的検討 の一般化 とその合理主義的,実 証的研究 に もとづ
「運動学」(Bewegunzslehre,
く技術学の確立 に拍車 をかける ことになった。そ して,K,マ イネルの
1960)な どの影響 を受 けて,わ が 国 でスポー ツの技術 に関す る一定の概念 らしきものが与 えられ る
のは昭和 40年 代 に入 ってか らの ことで あるとみてほ ゞ間違 いあるまい。戦後 のスポー ツ技 術論 の系
譜 のなかでスポーツの技術概念 をどう規定 し,そ の技術概念 のなかに身体性の世界 をどう包摂 し
また逆 にそこか ら放遂 しようとして きたのか ゞ問題 にされて くるが,こ ゝでは金原 勇 ,松 田岩男
小林一敏 な どそれぞれの技術概念 をとりあげて検討 した い。
,

,

まず金原は,技 術論の展開にあたってその前提 として特 に「体育の目標 とすべ き基礎行動体力や
運動技術 は,ひ とつには,生 活環境の機械化に即 して明らかにしていかなければならない もことを
0」
力説 している。 この立場から運動技術の体育的意義 は,「 全世界の環境への適応能力を高める こ
とであ り,「 体育 のね らい とすべ き運動技術 は,本 質的 には人間の生活,生 存 のための基礎的運動技
°
術 (technique of basic movement)と して とらえてお くべ き Lで あるとい う。 そ して,運 動技術
0」
であ り,「 そ
の本質 を「それぞれの場 の課題 を効果的に達成するための合理的な運動 (作 業 )過 程
①
れ らは合 目的,合 理的,客 観的な もので,伝 承 され得 るものである Jと 規定 し,さ らにその運動技
術 の特徴 を次の二 つに類型化 して い る。(1)運 動技術 は,各 運動 で よい成績 をあげられ る合 目的,合

理的な運動過程である。(動 運動技術 は,練 習 の 目標 となるものをさし,各 人の身につけてい るもの
は,運 動技能 として,そ れ とは区別す る必要がある。(3)身 につけている調整力 はエ ネルギーの基 礎
的な使用能力 として とらえられ,両 者 ともエ ネル ギー を出す能力 に関連 してい る。金原 は,ヽ 技術 と
は区別 され る技能 を「基礎行動体力 ×運動技術 X態

OJと して規定 している。

また松 田岩男 は,運 動技術 を「ある課題 を遂行 するた めの合理的な身体運動 の系列

(10」

であると
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い ゝ,あ る一定の刺激 にたいす る合理的な「身体操作の系列 (11ち であると捉 えると ゝもに「運動技
術 は,視 覚や聴覚 な どによって受 け入れ られた外的刺激お よび筋紡錘 な どの 内部受容感覚 によって
受 け入れ られた内的刺激 (筋 感覚刺激 )に よって支配 され る筋反応の系アTψ も であるとして いる。
一 方小林一敏 は,技 術 を生理学 ,力 学 ,情 報科学的 レベルにおいて捉 え,一 連の技術論 を展開 し
ている。小林 は,技 術 とい うものを記述するにあたって,技 術 のなかか らいわゆる主観的,感 覚的
な技能の領域 を可能 なか ぎ り排除 し,そ こに残存 した自覚 された客観的法則 を対象 とすべ きである
と述 べ,武 谷二 男 の技術概念 に したが って,運 動技術 を「客観的法則の意識的適用」 であると規定
(131。
し,技 能 を「人間的実践 (生 産的実践 )に おける主観的法則 の意識的適用」であるとみ ている
以上が金原 ,松 田,小 林 の技術概念 の概要であるが,こ れ らの技術概念 において共通 して指摘 さ
れる特徴 は,そ こで描 かれた身体像 は一般 に認識 の対象 としての身体一 一即 ち,対 象的身体一一 か
ら超 出す ることな く,人 間 の身体 を根 幹 とした身体文化 に内在す る独 自の主観的,感 性的領域 は
,

む しろ主観的,感 性的 であ り, したが って,非 合理的な「技能 Jと して技術論的対象の枠外 におか
れ,語 られ る ことはない ということである。 そして,技 術 とい うものを対象的身体 のメカニ ズムや
筋反応 の系列 といった具合 に生理 学的,化 学的過程 に還元 して説明 され ようとして いる。

2.合 理主義的 スポーツ技術概念 の問題性
ロ ジーを中心 としたスポーツの技術 に関す る自然科学的研究の興隆 とその技術的
のキネシオ
戦後
法則の客観化 へ の努力,ま たスポーツにおける人間疎外の問題 を主軸 とした全般的な技術制度 に関
する社会科学的研究の成果 は,わ が 国 に支配 的で あった徒弟制度的な半封建的 スポーツ技術制度 を
部分的 に解体 させ,ス ポーツの社会化 という文化史的課題 を現実化 させ るうえで相対的には一定 の
理論的,実 践的な役割 を果た した もの として評価 され る。 しか しなが ら,そ うした評価 を前提 に し
なが らも,同 時 にわれわれ は,ス ポーツ とい う文化的環境 のなかで具体的に生 きて いる身体 の技術
問題 が純粋 に物理 =化 学的過程 として説明 しつ くされ うる とい うある種の科学主義 ,客 観 主義 に危
倶 を抱か ざるをえない。
身体の技術過程 に とって決定的な意味 をもつ とさえいえる感 性的,主 観的領域 を第二義的な要素
と見倣 し,量 化 もしくは客観化 しえない ものは全て矛盾 した非合理的な技能 として解釈す ることに
よって,技 術 を総体的な意味連関か ら切断 し,技 術 か ら人間存在の本質的契機 をも捨象 してしまっ
た とい う否定的な結果 についてわれわれは考慮 にいれな くてはな らない。 なぜな らば,感 性 とか意
識 とかいわれ るものは,人 間 自 らのおかれた状況 に対す る把握の仕方 を含 んでお り,決 して生命作
用のたんなる随伴現象 で はあ りえないか らである。小林 は,「 科学 は本来,事 物 の構造 や法則性 を人
間の理性的な認識活動 によ り,客 観的 に把握 し,理 論的,体 系的 にしようとしてお り,一 般 にどう
(1°
利用するかには直接関係 しない 」 といい切 って い る。確 かに近代 の諸 科学 は,諸 々の現象 を対象
化 し,客 観的な事物 として把握する ことをその使命 として きた。だが小林 の この科学観 に欠落 して
い ることは,科 学 が対象的自然 の法則性 を確認す るものであるにもかかわ らず,そ れが歴史的,社
会的所産であ り, したが って科学 それ 自体 がおかれた歴史的,社 会的状況 によって条件 づ けられて
い る存 在 であるとい うことが認識 され えていない とい うことで ある。われわれ は,こ うした科学主
義,客 観主義 を無意識的にではあれ容認する ことによって,ス ポーツにおける人 間 の危機 とい う状
況把握 を不可能 にさせ,想 像や仮象 による技術 と環境世界 との意 味あ る生 きた連関 を喪 って きた と
さえい えるのである。
スポー ツにおける走 る,投 げる,打 つ といった個々の技術 的行動 の全 てに特殊 な意味があ り,そ
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の意味 は,ス ポーッ とい う抽象的,象 徴的な世界 の関運 の場 か ら切 り離 され るとき全てが失われる。
蹴 る,打 つ,走 るとい った直 観的な判断力 による技術現象 の結果 が生理 学的,物 理学的法則の もと
に説明 されることはあ りうるだ ろう。 しか し,そ れ さえも法則 や物理 =化 学的過程 その ものではあ
りえないのである。技術 に関す るこのような解釈 には,ジ ョン・ ル イ スがゴル フのボールの弾道学
的説明 や文化 としての食事 を咀啜 と消化 の原理で説明す ることの無意味 さを批判 したの と同 じ限界
が見 い出 されるはずである(1° 。
スポーツにおける諸 々の技術的行動 がそれ を包括する固有の文化的空間 と人間身体 との相互媒介
によって形成 され る特異 な世界 として存在 し,か つ主体の側の主観性の世界が可能 なか ぎり投入 さ
れることによってはじめてそ こに成立す ることか ら,そ こには人間の理性のみな らず感性 の世界が
必然的に介在 して い ることは指摘するまで もない。 その意 味 か らも技術 と技能 を機械的に分離 して
きた従来 の技術論 がスポーツ技術 の全体 的な把握 とその記述 に どの程度成功 しえたかについては間
題 にされ るところである。
われわれは,ス ポーッの世界 において全生 命 をもって仮象の世界 と対置す るとい うある極限的な
状況 にまで人 間 が追 いつ め られ ることを日常的に経験する。 そうした技術的世界 は,た んに「客観
的法則 の意識的適用」 あるい は「筋反応の条列」 といった ことばで 言 い表わす には余 りにも深淵 で
あ り,広 大 にす ぎる。われわれに とって忘れ去 られてい るのは,ま さに合理主義的解釈 によって排
除 されて しまった この技能 の世界 であ り,そ れ こそがスポーツの技術 に とって本質的 な構成部分 な
のである。もともと人 間 の行為 は,あ る一 つの個性的な,そ して全体的な事実以外 の ものではな く
,

その行為 を物質的側面 と精神的側面 といったように二 元的に要素化す ることは,大 きな危険 をふ く
む便宜 的な抽象化 にす ぎない ことを認識 しなければな らない。河ヽ
林 は,技 術論 の性格 について「 あ
らゆる科学法則 を動員 し,合 目的的なな法則性 を求めようとす る(1° Jも のであるとい って いるが
,

この技術論 の性格規定 か らは,お そ らくスポー ツ技術 の意 味 を解 き明かす方法論 は望 めないで あろ
う。われわれは,身 体 その ものによって環境的世界 に意 味 をあたえ,ま たその環境 によって意味 を
あたえられてい るのである。 メル ロ・ ポンティが い うように,物 理的系の統一が相互関係の統一で
あるのに対 して人間的有機体 の統 一 は,意 味 の統 一 として成立す る。 そ して,そ の意味の統 一 は
人間に特有 な形態 としての行動 のなかにあ らわれ るのであ り,人 間 は,想 像 や仮象のなかで行動 し
,

,

意味づ けることによってその物理的,生 物的所与 か ら欠別することがで きるのである。同様の こと
をカツシーラーは,シ グナル とシンボルの相違 に引 き寄 せて こ う述 べ ている。即 ち,「 シンボル とシ
つの異 った世界 に属す る側 」ものであ り,「 シグナルは物 理的『存在』の世界
グナルは
論上

,理

,二

の一部 であ り,シ ンボルは人間的『意味』 の世界 の一部 で もある(硝 七 と。
シンボル を中心的 な契機 としたスポーツ空 間 における技術的行動 が単 なる動物的本能 による条件
反射 としてみなされ,そ こには思想や観念の入 り込む余地のな い もの として規定 されるな らば,お

'

そらくわれわれは,自 らを実験動物の地位 に引 き下 げることになるだろう。武谷が実体概念一一本
質概念の図式のなかで技術論 を展開 したその真意 には,周 知の ように(1)現 代 における技術 の矛盾 を
解決 し,技 術 の発展 に役立 つ現実 に有効 な ものでなければな らない こと,(2)全 技術史 が正 しく, し
か も深 くあつか えるものでなければな らな いこと, とい う二つの観点 があった(Ю ち 同様 にわれわれ
のスポーツに関す る技 術論的考察 において も,こ れ らの視点が貫徹 して いな くてはな らない。即 ち
,

,技 術 の発展 に有効 であること,(2)ス

(1)現 代 のスポーツにおける矛盾 を解決 し

しくっ しか も深 く考察 され うるものでな くてはな らない, とい う視点 である。

ポーツの技術史 が正
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3.近 代 スポーツの技術制度 と身体
近代の生産技術 は,マ ニ ュフ ァクチ ュア以後の機 械技術 の発展 を推進力 としなが ら人間身体 を労
働力 として物象化 し,身 体 を部分 としての筋力や瞬発力 あるい は持久力等 に分解 し,そ の運動 を機
械的な運動 に変換 させて きた。既述 のスポーツ技術 に関す る合理主義的 もしくは機械論的な解釈 は
近代の機械技術 の特質 と全 く無縁 ではあ りえず,ま た機械的な身体観 に立 った近 代 の体力思想 は
この合理主義的な技術論 と相即不離 の関係 にある°°

,

,

一般 に,ス ポーツにおける技術問題 は,近 代 オ リンピ ックの創始 (第 1回 アテネ大会 1896年 )と
ともにすでにその端 を発 して いるとされて いるが,よ り象徴的なかたちであ らわれたのは何 といっ
て もナチス・ ドイツによるベル リン大会 (1936年 )に おいてであろ う° 戦後 においてはヘル シン
'。

キ大会以後東京オ リンピ ック大会 を経て,ス ポーッの国際化 の隆盛 を背景 に機械的な技術論 は,ま
す ます深 く浸透 して きた。 この過程 は,ベ ル リン大会 において見事 に表現 された ようにスポーツが
国家権力 と無縁な存在 であることを放棄 し,具 体 的な国家権力の機構のなかに組 み込 まれ,政 治権
力 の過 程 に 自らを沈潜 させてい く過程で もあった ことを意味 して い る。 スポー ツにおけるオ リンピ
ック至上主義 の高唱 は,そ うした過程 を陰蔽す ると同時 に国家権力 の論理 に従属す ることによって
自壊の過程 を辿 りはじめたのである。 その結果 ,わ れわれは,過 去数千年来遊戯 的な原体験 として
保持 して きた身体 と自然 の リズムの交換過程 とその過程が生みだす仮象や想像 の世界 へ の素朴 で し
か も直接的な接触 を次第 に喪 って きた。
スポーッ とは,い ってみれば何 らかの実体 その ものではな く,19世 紀以降 の近代 にお いて人間が
失 って きた自然的時間 と空 間 の象徴 であるともいえ,そ れ故 に社会的な相互作用 によって創出 され
た近代 の産物 であ り,象 徴 なのである。 それ は,決 して物理的時間や空間ではな く,意 味的時間 で
あ り,空 間なのである。 それに反 して現代 において人 間 が とりくむ対象は,所 詮 は コンピュー ター
の電光掲示板 で あった り,そ の背景 をな して いる巨大 なスポーツ技術官僚機構 であつた りす る。 人
間 は,ス ポーツに浸透すればす るほ どます ますスポーツの官僚機構 に組 み込 まれて い き,機 械 的装
置 の部品 や歯車 の地位 へ と下落 させ られて い く。スポーツマンは,あ たか も仮面 であるかのごとく
ただ没主観的,没 心情的に掲示板 を注視 し,表 情 を失 ってい く。 まるで現代 の細分化 された労働 と
同 じように,ス ポーツか ら遊 びの要 素 が廃棄 され ,ま す ます ユ ー トピアか ら遠 ざか る。 スポーツに
,

おいて主体 は,形 骸化 され,風 化 され る。スポーツにおけるオ リンピ ック至上主義の浸蝕 は, トレ
ーニ ング方法の科学主義化 と人 間機械化論 を定常化 させ,人 間自 らの生の否定 に まで追 い込む とと
もに スポーツの技術官僚機構 をさらに肥大化 させ る根源 ともなっている。興奮剤,男 性 ホルモ ン等
の人工 的な刺激剤 の投与 を禁止 し,チ ェ ックしなければならない とい うスポーツの現実 は, とりも
なお さずその恰好 の例 であろう1221。
現代 の機械論的な スポーツ技術論 は,自 らの意志 に反 してスポーツにおける人 種差別問題 をも含
めてスポーツ技術 か らの身体性 の世界 の全面 的な疎外 とい う問題性 を正当化す るイデオ ロギー的機
能 さえ果 しているとい う現実認識の適切 さを欠いている。 この現代 のスポーツ状況 につ いてホイジ
ンハ は,す でに予見 し,「 スポーッは遊戯領域 か ら去 ってゆ く」 と次 の ように警告 して い る。「現代
社会 では,ス ポーッが次第 に純粋 の遊戯領域か ら遠 ざかってゆき〈それ 自体 の〉Suigeneri― 要素
となっている。 つ まりそれはもはや遊戯ではない し,そ れで いて真面 自で もないのだ。現代社会 の
中ではスポーッは本来 の文化過程 のかたわ らに,そ れか ら逸れた ところに位置 を占めて しまった。
ポーツ以外 の場 で進 め られてゆ くのである。°3も
本来の文化過程 は

,ス
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2.理 性 主 義 的 ス ポ ー ツ 論 批 判
´

1.ス ポーツ技術 の諸相
のスポーツ
技術論 がかかえている既述 の問題 性 は,基 本的 には人 間の身体 による生 としての
現代
技術的行為 をその根源か ら支 えて い る主観的,感 性的領域 を非客観 ,非 現実的な もの として排除 し
,

生理学的,化 学的そして物 理学的観点 か ら純 粋 に機械論的な因果律 によってスポーツの技術が本来
もって い る社会的,歴 史的 さらには人間的意味 を完全 に無視 しようとするところにあ る。われわれ
がスポーツの技術的本質 に迫 ろうとす るとき,そ の基 本的な視点 を何処 にお くべ きかについて,た
とえばフ リー ドマ ンは,「 走行 ,水 泳 といった これ らの事実 について明晰な概念 を得 ようとすれば
走行の解剖学的 かつ生理学的理論 の ように,機 械的 および物理的 であれ,反 対 に心理 学的あ るいは
,

社会学的な ものであれ,唯 ―の考 え方の代 わ りに二重の考 え方 を導入せねばな らない こと。必要 な
°
のは『全体 的人間』 という二重の観点 である
・ Jと いっている。機械論 とい うもの が人 間 の行動現
象 についてある一定 の物理的,因 果的説明 を力日える ことがで きた として も,そ の行動 の意 味 につ い
てはおそ らく沈黙せ ざるをえないで あろう。
もともと技術 とい うものを考察 しようとす る場合,戸 坂潤や三枝博音 もい っているようにその誤
°9」 に限定 し
りを最小限にとどめるため に一つの方法 として「之 を物質的生産技術
,あ くまで も生
産 とい うものを対概念 として きたのである。 この ことか らも物質的生産技術の概念的な範 疇 におい
て意味の生産技術であるスポーツの技術概念 を律する ことがで きないのは余 りに も自明である。
一般 にわれわれ は,生 産過程 において直接的 にであれ,間 接的 にであれ対象物 へ と浸透 し,定 着
する ことによって 自 らを確認 し,か つ否定す る。
その過程 には明 らかに対象化の論理が厳然 として存在 して い る。 しか しなが ら,そ れに対 して遊
戯過程 における対象化 の論理 は,わ れわれが 日常的に経験 するように労働過程 のそれ に くらべ ては
るかに曖味 であ り,ま た可塑的である。しか もそ こにある一定の合 目的的′
性が認 め られ るにして も
その 目的の範囲な り,境 界 は絶対的な ものではな く,常 に可変的であ り:そ の行為 の完結 は,か な
,

らず しも当初か ら約束 されているわ けではな い。
つ まり,わ れわれ は,ス ポーツにおいて対象 との関係 を自らの意志 にしたが って,た とえば途 中
でゲームを中止す るといった具合 に 自由 に放棄す る こと も,ま た再開す る こと も可能 なのである。
スポーツにおける技術過程 は,そ うした遊戯過程 のある意 味 で非合理的な対象化 の論理 を反映 せ
ざるをえない。感性的世界 の射映であるスポーツの技術 にたい して近代 の機械技術概念 をまさに機
械的 にあてはめて もスポーツの技術的本質の全貌 を解 き明す ことはで きないで あろうし,純 粋 に物
理的,化 学的な客観的法則 の過 程 に還元す ることは,ス ポーツの技術過程 で さまざまに織 りなす各
個別の要素間 では捉 えきれ るはずのない錯綜 した身体現象 を溶解 させ,一 貫 して目的一 一結果 に拘
束 された労働技術過程 へ とスポーツを変質 させ ることになるだろう。そ して,こ の機械論的 な技術
概念 の背景 には人 間 は理性的存在 であるが故 に,当 然 スポーツ も理性的,合 理的な ものである とす
る一種 の理性主義的なスポーツ観念 が認 め られ る。
言 い換れ ば,ス ポーツに関す る主知主義的解釈 がスポーツの本質的理解 と技術的理解 をゆがめて
きた ともいえるだろう。 この問題 を問 いつ めたのがオルテガで あった。オル テガは,「 人間 は理 性的
存在 で ある とい う伝統的な公式 は殆 ど何時 も誤解 されて来 た ことであって,こ の誤 解 は理論 におい
て重大 な誤 りを惹 き起 してきたばか りでな く,実 践 にお いて また此の上 もな く重大 な誤 りの因 で あ
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った9° 」 と理 性主義的人間観 の限界 を批判 した うえで, この人間観が スポーツの本質的理解 に も大
きな影響 を与 えて い ると「スポーツとしての狩猟」 を引 き合 いに しなが ら指摘 して い る。彼 は, ま
ず「理性 が狩猟 の第 一義的要素 で はない°つ
」と述 べ,「 理性 を狩猟 の概念 の 中 に捉 えようとする この
°9」 と批判す る
間 の抜 けた性急 さほど,狩 猟 とは何 ぞやを見出す道 を閉 ざして しまうものではない
一方,ス ポーツ としての狩猟の技術 をか つての先史時代 の生産 技術 と同 じく「理づめの追究」 とし
「武器 が ます ます威力 を加 えて行 くのに正 に応 じ
て捉 えることはで きない と次のようにいっている。
て,獣 に対 し人々が自らに制限 を課 したのは,獣 にその戯れ の余地 を残す為で もあれば,ま た獲物
と猟人 の差がひ らき過 ぎて,こ の関係 で一定限度 を超 えた りすれ ば,狩 猟 を正真正銘の殺歓 と破壊
へ と一変 せ しめて,そ の本質的な性格 を台な しに して しまう,恰 もそうい うような ことのない よう
にする為 で もあった99。 」 そ して,狩 猟 の本質 を次のように描写 してい る。「 スポーッ としての狩猟
には,人 類 の卓越性 へ の人 間 の 自発的な断念 がある。 これ こそは人間の粋の精髄 なのである。人間
としてな し得 ることを何 もか もして しまう代 りに,そ の過剰 なる天賦の資質 を束縛 して,自 然 を模
倣 しはじめるとい う ことは,自 らすすんで後戻 りし,あ らためて自然 に参入す る。なにゆえ人間 に
とり狩 りをす る ことがか くも大 きな歓喜 なのかを,先 ず以 って うかがわせ るのは恐 らくこの ことで
°
あろう
・ 。J
このスポーツに関す る理性 主義的解釈の限界 についてはオルテガのみな らずホイジ ンハ ,カ イ ヨ
ワ,ヴ ィゴ ツキーな どの遊戯理論 において も強調 されているところであるが,今 ここでオルテがの
記述 をあえて引用 したのは,狩 猟 の是非 やスポーツ史 にお ける狩猟の否定的役割 を論ずるためでは
な く,さ め きった理性哲学だけではスポーツの真実 を解明 しえない こと,ま たその技術 を哲学的な
°う
意味連関 か ら切 り離 して考察する ことの不毛性 を示唆 して くれてい るか らである 。 スポーツにお
ける人間の技術的行為 とは,明 らかに「筋反応の系列」 な どではな く,あ る意味で「人間の可能性
をして,比 の上 もない くらい原始的状況,人 間が既 に して人 間 であ りなが らまだ動物的な生 き方の
り
圏内 にいた初発的な状況 を人為的 に永続化す る。」 (オ ルテガ)行 為なのである。

2.ス ポーツの技術 と法則性
物質的な生産実践 における技術過程 は,い うまで もな く生産手段の もつ物理 =化 学的な客観的法
貝Uに よって条件 づ けられ る。 その技術過程 においては意 外性や偶然性 の入 り込 む余地 はな く, また
当然の ことなが ら介在 してはならないので ある。
それに対 して スポーツの技術過程 は,か ならず しも厳密 な意 味 で合理化 ,法 則化 され うるもの で
はな く, まして技術過程の結果 は,必 然性 に導びかれ るものではな く,そ こには偶然性 や意外性 が
大 きく影 を落 してい る。 スポーツの特質 として しばしば結果 を予測 しえな い行為 その ものの 自己完
結性 とい う ことが指摘 され るが,既 述の技術概念 か らすれば,わ れわれがスポーツにおいてその結
果 の如何 にかかわ りな く,そ の過 程 で駆使 した身体 的な諸 々の行為 は技術の名 に値 しな くなる。 つ
まり,ス ポーツにおいて勝利 を得た過程 は,客 観的法則 を意識的に適用 した技術過程 で あ り,敗 北
をきした過程 は,い わば主観的法則 に拘泥 した技能過程の結果 ということになる。 だが,わ れわれ
に とって明 らかであることは,ス ポーツにおける勝敗 は,あ くまで も結果論 にす ぎな い とい うこと
である。 カイ ヨワ流にい えばア ゴーン (agOn競 技 )に は絶 えずア レア (alea運 )が 深 く横 たわ つて
い るのである。 しか も,あ るゲームで結果 として勝利 を得た過程 を純粋 に客観化 し,法 則化すす こ
とは,余 りにも偶然的で微妙な要素が錯綜 して い るが故 に不可能 で あろう。勝利 を得た技術過程 は
往々にして次のゲームで敗北 をきたす ことが あ り,そ の ことは,そ の瞬間 に技能化 ,主 観化 され る
,
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ことを意味 して い る。 それ故 ,ス ポーツの技術 といわれ るものは,恒 常的 な ものではな く,絶 えず
一回性 を奥 に秘 めて い るものであ り,主 観 と客観 ,技 能 と技術 の間 を絶 えず震撼 し,そ れ らの織 り
重なった空間を街径 して い るともい え,あ る意味で芸術的技術 としての側面 をもつ ものなのである。
スポーツにおいてわれわれが習熟 し,そ の結果体得 した ところの法則 といわれるものは,自 然科
学的な意味 における客 観的な法則体系 とい うにはあまりに も非確定的 であ り,脆 弱 でさえある。三
木清 がいうように「私 たちは自然科学 における法則性 の概念 をばそうした方が よ りよいとい う選 ば
れた事情 の もとでひ とつの きま りとなる技術 における規則 の概 念 か ら,ひ きはな してお くべ きでは
なかろうか。技術 の『判断力』 の処置の もとで きめ られ る規則的指示 は,自 然科学 における如 き厳
°9」 のである。
密 な客観的妥当性 には到底堪 えない
スポーツにおける直観的判断力 の結果 が合理的,客 観的法則 の もとに分析 され ることは否 めない。
しか し,「 失敗や意外性 の可能性 はな く,不 可避的な結果 にまちが いな く進 んで い くあらか じめ分 っ
4も
ているゲーム展 開,こ れ は遊 びの本質 とは両立 しない° (ヵ ィ ョワ)の であ り,ス ポーツの始 まり
から終局 までの全過 程 が機械的 に一一 つ まり,客 観法則 の もとに一―予測 で きるとしたならば,は
たして「 スポーツ」 という文化 が存続 しえたであろうか。

3.ス ポー ツの技術 と偶然性
スポーツにおいて生起 する技術的現象がわれわれ のあ らゆる意志 を超 え,合 理性 という観点か ら
考えてみれば,誰 れに も予想 しえな い事実,即 ち,あ る偶然 に道遇す ることは多 くの人 々が経験 し
ているところである。 われわれ は,そ の偶然性 を忌避す ることな く,む しろその偶然性 をある運命
として素直 に受 け入れ,そ れに魅了され ることによって ます ます 自 らをスポーツの世界 へ と沈澱 さ
せるのである。 そして,わ れわれは,こ の非合理的 としか い えな いよ うな偶然的な事実存在 をあ ら
か じめ承認す ることを前提 とす るがために,理 性的,合 理的な主体者 としての 自 らの存在 を維持 し
ようとするのである。 しか も,理 性的存在者 た りえようとすればす るほ ど,逆 にわれわれは,非 合
理的存在者 として矛盾 した 自己を感ず る場面 に遭遇す る。あの「あが る」 といわれ る心的状況一―
身体的状況 と言 い換 えた方が適切 だが一― には,そ うした不条理 な状況場面 におかれたわれわれの
°5ち
存在 の在 り様 が投射 されて い る といえるだろう
ところで,こ の偶然性 の哲学的問題 を論 じたのは,い うまで もな く九鬼周造 であった。九鬼 は
°
「偶然性 とは必然性 の否定
・ Jで あ り,そ の存在論的意味 は,「 存在 にあっては非存在 との不離の内
°つ
・ °Jで ある こと,つ ま
的関係 が 目撃 されて い るときに成立す るもの 」であって,「 無 い ことの可能
°9」 であると規定 した。 そして,彼 は,そ うで しか
り,「 否定 を含 んだ存在 ,無 い ことの出来 る存在
あ りえない ものを「必然Jと し,そ れ に対 してた また まそうであるにす ぎな い ものを「偶然」 で あ
°
ると捉 え,そ の偶然性 の核心的な意味 とは「『 甲は甲である』 とい う同一 律 の必然性 を否定する も
(4少
ことで あ り,偶 然性 とは「 甲 と乙 との避遁(40」 でぁ り,「 独立 なる二 元の避遁 」でぁるとい う。一
,

方九鬼 は,偶 然性 と可能性 の関係 について「存在 が可能 で ある ことは同時 に非存在 の可能 をも意味
して い る。何故 な らば存 在 の単 に可能的なるものが存在の必然的な るもの と異 る点 は,ま さにその
い
存在 も可能である ことに存す る。 それ故 に,可 能性 と偶然性 とは属々同一の もの とみ られ る も と
いい,そ の例 として偶然 の遊 び としての競馬 をあげて い る。
また偶然 の時間的性格 について九鬼 は,必 然の時間的性格 が「既 に」とい う過去 をその時間的図式
4ち
を問題 にするという。 そ して
としてい るのにた い して,偶 然性 は,「『い ま』を図式 とする現在
九鬼 は, この時間的性格 との関連 において必然性 の感性的世界 が「平穏」 の感情 であ り,可 能性 が
,
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心配 の不 快感 律°」の感情 をあ らわ してい るのにた い して偶然性 のそれ は,「 驚
「希望の快感 9」 と「 ′
異の情緒 につ」 を表出 して い るとい っている。 その理由は,必 然性が「問題が分析的明晰性をもって
『既 に』解決 されている °」ことによるもので あ り,「 偶然性 が驚異 とい う興奮的感情 をそそるのは
問題 が未解決 のままに「『眼前 に』に投出 されて い るか らである 9Jと い う。 さらに九鬼 は,偶 然性
と無,運 命 との関係 について次の ようにい って い る。九鬼 は,偶 然性 を「無 に近 い存在6° 」で あ り
り
「 甲でないこともあ り得 るのに甲がある偶然性 とは,有 と無 との境界線 に脆 く立脚する極限的存在
・ 」
,

であると捉 えるとともに,偶 然性 は,「 現実性 を有 ちなが ら,不 可能 に近 接す る限 り,無 を満喫 して
い る°D」 であって「有 が現在 を抱 きつつ無 を目賭す る様相 69」 であるがために「一切の偶然性 は崩
4も
壊 と破滅の運命 を本来的に自己の うち に蔵 してい る。 と。
しか も,偶 然性 が法則的 に捉 え得 ないが故 に,そ こに「個性 と自由155Lと が存在 し,「 生命 の放埓 と
恣意の遊戯 66七 が現出 してお り,「 その凌沖Jた る逸 脱性 に対す る驚異 が感動 を興 える1571」 のであ り
,

人間的実存 にたい して運 命としての意 味 をもって迫 つ て くるとい う。したが って,「 理論 と実践 に,常
°
に必然 を把持する者
・ 」 は,「 単 に『欠如』 として概 念的 に無 を知 るf9だ けで,「 無 を原的に直観す
°
°
る 」ことも,自 覚す ることもな い。 そして,偶 然性 は,「 無 が深 く有 を浸 して い る。 その限 り脆 き
存在 D」 であ り,「 二 元的相対性 り」を承認す るがために「我」を絶対化す ることもな く,実 践的 に
も「汝」 を内面化する ことによって根源的な社会性 を構成す る「間主体 性」 を開示 し,そ こに「行
為 の意味」 が存在す るとい う°9。 最後 に九鬼 は,偶 然性の積極的意義 について次のように結 んでい
る。「偶然性 は不可能が可能性 へ接す る接点である。 偶然性の中 に極微 の可能性 を把握 し,未 来的
なる可能性 をは ぐくむ ことによって行為 の 曲線 を展 開 し,翻 って現在的な る偶然性 の生産的意味 を
倒逆的 に理 解す ることがで きる°°。J
九鬼の偶然性 についての これ らの洞 察 は,わ れわれのスポーツに関す る理解 に多 くの示唆 を与 え
ている。われわれがスポーツにおいて緊張,興 奮,希 望 といったダイナ ミックな感性的世界 へ と没
入す るのは,そ の過程 が偶然性 と可能性 に支配 されているがためであ り,九 鬼 のい う「過去的決定
的確證性のため に弛緩 および沈 静 の静的な弱 い感情 9」 のみを開示す る必然性 に侵 されてい ない こ
とによるものである。 そ して,ス ポーツにおける諸 々の場面 がわれわれに「崩壊 と破減 の運 命」 と
「 自由」あるいは ドラマ チ ックな感動 を与 えると同時 にす ぐれて社会性 の根源 となる「間身体性 J
の世界 を形成するのは,偶 然性 のなせ るわざとい うほかはないで あろう。

3.労 働 と遊 戯 の 過 程 論
1.労 働 と遊戯の原初形態
労働 との対比 において遊戯 を捉 えようとする方法論の非生産性 についてはかつてフ ィンクによっ
て批判 された ところで あるが,遊 戯 とい う人間の反労働的な活動領域 がその原初的な形態 において
労働 に包摂 されていた ことを考慮 にいれ るとき,わ れわれは,労 働 と遊戯 の存在論的な問 いか けを
回避す ることはで きな い。
マル クスは,労 働 を人間の対 象化活動 ,即 ち,人 間的活動能力の「外化」の過程 として捉 え,そ
れは,生 産的生活 ,生 命活動 であ り,自 己産出行為 として対 自=存 在 が存立す るための必要条件 で
あると規定 した。 そして,労 働対象 である対象的 自然 を「感性的外界」,「 素材」 として捉 えたが
,

入江克己 :ス ポーツの身体論 (1)

マル クスの この ことばは,言 い換 えれば一般的,抽 象的な意味 における労働 は,外 化すなわちマル
クスのい う感性的外界の中に主体 を対象化する ことによって,同 時 にその運動 を媒介 としなが ら客
体の中に対象化 された自己 を確認す る過 程 で ある といえる。 そして, この外化 の過 程 としての労働
は,そ の原初的な過程 にあってはいわゆる感性的外界 で ある対象的 自然 に深 く癒着 して いたのであ
る°9。
しか しなが ら,こ の直接的,即 自然的な労働過程 のなかにある中間的,媒 介的な環 ,つ まり「第
二の連結 1671」 (ヵ ッシーラー)が 挿 入 され ることによって 自然 と対峙 し,身 体 の運動 と対象物 の運動
とが相互 に引 き離 されると同時 に相対立 し,お 互 いの運動 を条件 づ けあい,そ の過程 を とお して即
自然的生命の従属 か ら自らを解 き放 ち,大 脳 と手の働 きに象徴 され る心理 的,身 体的特質 を発展 さ
せて きた。 それ は,技 術 と呼ばれ る過程 で もあ り,文 化的生成の契機 で もあった。
人間の身体的諸能力 は,実 は技術的行為 の産 物 であ り,そ れによって世界 を分節化 し,身 体性 の
領域 を拡大 させてきたのである。技術 とは,こ の意 味 か らも「遺伝的に拘束 された生物的器官 や本
能的習慣 の 肉体外的な拡大延長 として発達 。0」 して きた ものであ り,人 間の身体諸器官 が もつ解剖
学的空間や生物学的時間の限界 を超剋 しようとする情念 の産物 で もある。 この ことは,身 体 の即 自
然的性格 と技術 の脱 自然的性格 とい う両者の関係が 自か ら弁証法的関係 にあることを示 している。
しか も,こ の脱生物学的,脱 解剖学的過程 としての技術が成立するためには,そ の技術的対象 を超
えた地平 に想像 ,仮 象あるいは構想 といった感性 と理性 を統 一 した世界 を決定的 に必要 としたので
あ り,夢 と現実 ,想 像 と現実 とを結 ぶ媒介 の過程 こそが技術 の核心的な性格 なのである。 この こと
をフィッシャーは,人 間 は「魔術的手段 で もって物体 を変 え,そ れに新 しい形 を与 えようとす るの
だ。 これ は現実的世界 における労働 の意 味 を想像の世界 へ もち こんだ°9」 のであ り,「 人間 は労働 を
つ うじて新 しい種類 の現実 ,す なわち感覚であ りなが ら超感覚的な現実 を こしらえて しまったので
あ る°のJと 言 い表わ してい る。
この労働過程 における超 感覚的な世界 へ の投企 については,カ ール・ ビュ ッ ヒャーが名著「労働
とリズム」 のなかで詳細 に論 じた ように,人 間存在 の根本現象である感覚運動一一 それは同時 に時
間的,空 間的運動 で もある一― 的秩序 として身体 の リズムによって触発 され,ま た豊富 に もされ て
1七
を生 む ととも
きた。労働 の リズ ム は,「 生産者 と生産 物 との この持続的な親和 (Gemeinschaft)●
9角
いるのである
が
たわ
って
。
の
横
に,そ こには「労働 の苦労の克服 を助 ける,一 箇 ,文 化促進要因
カール・ ビュ ッヒャーが文化的促進要因 として意味づ けた リズムは,個 体 の生 命的 リズ ム という

生命過程 と自然 との新陳代謝 の リズム とい う交換過程か ら切 り離 して考 えることはで きな いし,ま
た社会的,歴 史的 に徐 々 に形成 されて きた ものであ り,こ の リズムは,単 に労働 のみな らず諸芸術
遊戯 ,ス ポーツ等あらゆ る文化 に普遍的に見 い出 され るはずである。
人間的本性が凝集 した原初的な活動過程 においてはわれわれが呼んで い るあの労働 であるとか遊
,

戯 である とか芸 術 といった諸活動領域 は,カ オ ス (混 沌)の 状態 において存在す るだけである。そ
こには「労働 ,遊 戯及 び芸 術 を自らの中に融合 させて いるただ一つの種類 の人 間的活動 があるだけ
なのである。人間の精神的 =肉 体活動 の この原初的統 一性 の中 に吾々 は既 に,遊 戯 の主要形態及び
°
その胚種 中 に含 む,後 の経済的 =技 術的労働 を認 める
・ 」 ことになるが,た だ しこれ らの活動領域
には経済的観点 が欠如 して い る。
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2.祭 祀 と遊戯 の過程
聖なるもの としての祭祀 は,人 間 の根源的な活動 としての労働 と遊戯 を媒介 し,統 一 する生活空
間 として存在 する とともにエロスを解放 し,芸 術 ,ス ポーツ等 の身体文化の始源形態で もある。 こ
の祭祀 は,情 念 と理性 ,宗 教 と知識等の錯綜 した織物 であ り,「 舞踊 の運動力 ,仮 象の力の中心 とそ
の放射 ,そ の葛藤 と協和 ,高 揚 と下降 ,つ まリリズムに満ちた生 命力年つ
」 (ラ ンガー)を 象徴 して い
るが,そ こには主観的現実 を客観化 し,自 然界 における外部的な経験 を主観化す るとい う遊戯の意
図がす でに反映 されて い る。
模倣 ,舞 踏 であるとか演 劇 ,歌 ,競 技等の集団的な リズム運動な ど祭 祀 において繰 りひろげ られ
るリズ ミカルに構成 された集団的な身体 の技術 を駆使 して人間は,対 象的 自然 をある種 の呪術的態
度 をもって秩序 づ け,自 然 との融合 において身体 を溶解 させ,沈 潜 させ るとともに共同体的秩序 を
支 える共通感覚 (cOmmOn sense)を 構成す る。 それは, また「労働 が義務づけ られて いることの破
°9」 (カ イ ヨワ)
壊 ,人 間条件 の限界 と従属 か らの解放 をな し,そ れ は神話 や夢想 が生命 をもつ瞬間
なのである。 ブ リ￨ュ ル は,狩 猟 に際 して獲物 に呪力 をかけ,捕 獲すべ き動物 にたいし神秘的な力 を
保証す ることを目的 とした諸々の跳踊 ,競 技等 が「狩や戦 に欠 くべ か らざる予備行為 であるばか り
でな く,そ れ 自身 もまた狩であ り,戦 で ある°°
」 ことを報告 して い るが, この祭祀 にお いて展開 さ
れる人 間 の諸活動 は,や がて労働本来の生産性 よ り自立 し,行 為や活動 それ 自体 のなかに新 たな独
自の開 かれた世界 を発見 し,変 容 をとげる。狩猟 とい う生産的技術 あるい は戦 の模倣 ,舞 踊 ,競 技
等 の祭 祀的技術 は,そ の本来の 目的 とのかかわ りを喪失 し,生 産技術 とい う技術的性格 か ら離脱 し
異質 の想像 ,仮 象,構 想 の世界 として新 たな共通感覚的秩序 を発見す る。

,

無
リズム化 された儀式 の所作 は,「 その 目的の意味 が必ず しも明 白でないため,そ のか ぎりでは〈
意味〉に思われる こともあろう。 しか し,実 は,そ れに参加 して い る人々 は,そ の肉体一一 生物的
必要 をはるか に超 えた,一 つ の秩序°お」をつ くりだすのであ り,「 儀式的行為 において初 めて,衝 動
的な行動 の限界 が突破 され る ことになる°°
」 のである。多 くの スポーツの原初形態 が聖なるもので
あった こと, したが って宗教的努力 ,宗 教的技価 ,儀 式 の延長 で ある ことは十分 理解 され る。 そし
て,そ れがために偶然性 を重 んず るものであることは,良 かれ悪 しかれスポーツの主要な属性 とし
て引 き継 がれているのである。
オル テガの引用を まつ まで もな く,狩 猟 あるいは戦 の技術 である弓で矢 を射 る といった活動が労
働や戦本来の 目的を超越 し,技 術 その もののなかに一定の固有の意味範囲 を形成す る。 これ は,明
らかに遊戯的,ス ポーツ的世界 の 自立 である。 スポーツの労働 か らの分離 とい う社会 ,経 済史的意
味 は,「 労働用具 が,そ れが作用すべ き本来 の労働対象 とは別個 に,特 殊 な非生産的対象 をつ くり出
ポーツは労働か ら独立す る°9も とい う点 にある。
す とき

,ス

ところで,こ の労働 と遊戯 の本質的な相違 について,た とえばフ ィンクは,次 のように言
己述 して
い る。
「常 に生産 は産 出結果 を終極 とす る。人工的に作 りあげられ る像 の像世界 の仮 象 は背後 に有す
る産 出す る結果 なのである。 が遊 びの場合 は別である。遊 ぶ ことは製作 か ら切 り離 された結果 にお
いて終 りとなる製作行動ではな く,わ れわれが遊ぶのは遊 びない しは遊 びの世界 を作 りあげた後で
な く,わ れわれは遊 びの世界 を生産 す る限 りでのみ遊 ぶのである。 あるい は換言 して,よ り鋭 いア
ンチテーゼで定式化す ると遊ぶ とは遊 びの世界的仮象 の生産 として存在す る。遊 びの生産 は第一次
°
・ 。」
的 に人 間 自身 に関わ り,人 間 の役 の恒常的 に形成 される非現実性 の圏域 へ と振舞 う ことである
自己 目的的行為 の完結 を追求 し,ま た努力する,こ の 自己完結性 こそがスポーツの純粋 な直観的
技術 をきわだた しめて い るとい えはしないだろうか。

入江克己 :ス ポーツの身体論 (I)

スポーツに とって自己 の対象 の具体性 を意識的 に限定す ることは不可能 であ り, しか もスポーツ
の実践的 目的は,効 用技術 のそれの ごとく対象的契機 のなかに他在化 される ことはな く,自 己完結
的な純粋活動 として直観的現在 にお いて充足 され ることを本質 として いるのである。 また生産過程
にお いて投入 され る諸能力 は,生 産対象のなかに深 く浸透 し,外 化 しつ くされ るが ,遊 戯過程 で駆
使 され る諸能力 は,そ の遊戯行為の過程で枯渇す ることな く,む しろ遊戯的世界 をます ます拡大 さ
せ,そ れに対応 して諸力 も発展する。われ われは,こ こに遊戯 における全身体性 とかかわ つた象徴
的な技術 的世界 をか い まみる ことがで きるのである。
スポーッは,ホ イジ ンハ のいうように日常生活 のいわゆる真面 目をはるかに超 えた美 と聖の高 み
に昇 ることであ り,わ れわれ は,遊 戯空間 のなかで 自 らが宇宙のなかに忘我 して い る感覚 ,ま たあ
る宗教的体験 とさえい える世界 に浸 ることも可能 なのである。われわれの生 が機械 的な必然性 によ
って支配 され るものではない とい うことは,生 にたいす る核心的な認識 であ り,遊 戯 はその意味 に
おいて宇宙 における人間存在の超越論的 な性格 をもって いる, と述 べ ることはあなが ち誇張 とばか
りはいい きれな いで あろう。
遊戯 の もつ この特殊 な仮 象 の世界が人間的実存 のなかで 自己 を開示する とい う ことは,ス ポーツ
の技術 が仮象,想 像 の世界 へ と飛劾す るために生成 された ものであ り,解 剖学的,生 理学的な身体
図式 を超 出 しようとす る人間の執念 の証で もある。 ホイジンハ は,ま さに この遊戯 の象徴的世界 の
なかに人類文化 の起源 をみたのであ り,中 井正一 をして遊戯 の技術的世界 が哲学的人間学の中心的
「人間 とは即 ち道具 を造 る動物 ,従 って計画 を
な対象 になると,次 のように提起 せ しめたのである。
もち労働 す る動物 で ある という自然科学者 の考 え方は,人 間 を猿 より区別す る重 い契機 であ り,人
間の本質 を検討する哲学的人間学 の大 きな問題 であろう。 それ と同 じく,そ の生産技術 をその生産
性 よ リー 定 の角度 をもって遊離 して,技 術 その ものの中に新 しい一つの世界 をもつ ことの 出来 るこ
い1ち
とも人 間 の本質的特異性 として考察 し得 るであろう J

4.技 術 と技 能 の 歴 史 的 位 相
1.技 術 の聖―一俗 関係
技術史 は,近 代以前 においては技術 (technique)と 技能 (art)と が明確 に峻別 され る ことはなか
った ことを明 らかにしてい る。古典古代 では近代 以降 にお いて 区別 されるようになった有用性 ある
いは効用 を意味す る技術 と美的領域 を示す芸術 とは ともに artの 概念 に包括 され,多 くの技術的行
いう
Technik
為が芸術的性格 をおびていたことは広 く矢日られてい る 。18世 紀末 においてもなお ドイツでは
は用 い られてお らず,Kunstが 一般的 で あった。
カン トは,Kunstを 工 匠の術 から区別 されるべ き自由なるKunstで ぁり,工 匠の術 は,労 賃技術 (Lohn
Kunst)と すべ きであるとい って いる。 また三枝 によれば;日 本語 の「芸 」は,詩 ,音 楽 ,美 術等 の
芸術領域 とともに槍術 ,剣 術等 の武芸 をも意味 してお り,「 芸術 Jと「技術」の概念 における分裂 は
°°
明治 も後半の ことで あるとい う 。 この ことは,近 代 以降 に特徴的 になった機械技術 の定常化 と発
展 とは対照的 に生産的技術 と芸術的技術 とが身近 な ものであ り,両 者 が ともに「簡素 な道具で もっ
ω4ち と共通す るもの
て人 間 の工夫 と熟練 の力 いつぱいで美 しい工芸品 をつ くるところにみ られる技
,

であったか らにほかならない。
ところで,近 代以前 においてはあらゆる技術 一般 が高 い社会的評価 と地位 を与 えられ ていた訳で
はない。労働 =俗 ,遊 戯 =聖 とい う価値観念 の ヒエ ラル キーが一般的 であつた古典古代 にお いて は
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神 の神意 にかな う技術 (自 由技芸 )だ けが好 ましい技術 とされ ,し たがって,当 然 の ことなが ら生
産的技術 に対す る蔑視 をひきお こし,政 治的活動力 を抑制す る とともに 自由技芸 を奴隷的で機械 的
な手工 労働 に,労 働生活一般 に観想的な閑暇 を対置 させたのである。多 くの技術が芸術的性格 をも
ち,手 工 的で ある こと,ま さにその理由によって芸 術家 は,職 人の地位 にまで引 きず りおろされた
のである。
プラ トンは,農 耕労働 は奴 隷 のたず さわるべ き活動領域 で あ り,ま た職人的労働 は,自 由人 の関
与すべ きものではな く,自 由人 はあ くまで も国家的仕事 ,す なわち政治的活動領域 に従事すべ きで
あると説 き,ア リス トテ レス も生 命 を維持する労働 ,仕 事 に拘 束 されて い る職人 の生活形態 は,自
由な生活か ら排除 され るべ きであるとしてい る°9。
プラ トンやア リス トテ レスの論理 に象徴 されるこうした生産 的技術 にたいす る全般的な軽蔑 は
,

ア レン トによれば労働 その ものが人間の生物的生 命 に従属 して い ることに起因 して いるとい う。 ア
レン トは,た とえば次のように要約 してい る。
「古代 において労働 と仕事 とが蔑視 されたの は奴隷 だ
けがそれにたず さわ って いたためであるとい う意見 は,近 代史家 の偏見 である。古代人 は逆 に考 え
,

生命 を維持す るための必要物 に奉仕するすべ ての職業 が奴隷的性格 をもつか ら,奴 隷 を所有 しなけ
ればならない と考 えたのである。奴隷制度 が擁護 され正 当化 されたのは,ま さにこの ような根拠か
らであった。労働す ることは必然 (必 要)に よって奴隷化 され る ことで あ り,こ の奴隷化 は人 間生
活 の条件 に固有 の ものであった°°
」 と。 その結果 ,生 命過程 に従属 した労働生活一般 は,政 治的な
活動領域 に対立す るもの として下位的位置 におかれ,「 単 に人 手 を省 く機械 の製造 が好 ましくない よ
うな状況 をつ くりだ したばか りでな く,ま たそれ は手の労働 に対す る軽蔑 をひきお こすような,特
別な価値 の序列 を生みだ したω分
」 (シ ュル)の である。 それ に対 して遊戯的な技術 は,聖 なる祭 祀的
な技術 として「神 の玩具」 で あ り,「 操 り人間」 (プ ラ トン)で ある自由民の国家的,政 治的技術 と
深 く癒着 していたのである。古代 ギ リシ ャのオ リンピアに象徴 されるように,そ れは神の作品 をあ
らわす聖なる技術 としての意味 をもつ とともに体育術 がある政治的な活動領域 を意味 して いた こと
を指摘するだけで十分 であろう。 そ して,中 世 においてはプロテスタンテ ィズムの浸透 によって俗
なるもの としての労働 は,一 躍聖なるもの として上 昇するが,そ れは疎外 された労働 を陰蔽 し,資
本主義的禁欲 を創出するイデオ ロギー的機能 を果す ことになる。 そ して,生 命 の維持 とい う必然性
に労働 は,ま す ます深 く従属 してい くとともに聖なる労働 と対置 された俗 なるもの としての遊戯 は

,

まさに俗 なるが故 に指弾 され,人 間 の活動領域 か ら廃棄 され ようとして きたのである。

2.近 代 における技術 と技能 の解離
シュルが「 18世 紀 のはじめには,古 代以来ずっ と機械の発達 を妨 げるのに与 って力があった価値
の対立 が逆転 す るあるい はほぼそれに近 い状態 になる。技術 はまさに 自然 と張 り合 うとしてお り
活動 は観想 と同 じ地位 に上 って くる°9」 と特徴 づ けて い るように,中 世 における聖なる活動領域 と
しての労働 とい う観念 に支持 され,さ らに機械の全場 によって「祝福 としての労働」へ と上昇する。
,

生命 の維持 とい う必然性 に支配 された労働 は,機 械 とい う永久運動の装置 に代替 される ことに な
った。その結果 ,労 働 の労苦 を引 き受 けて いた 自然的過程 としての労働 の リズム は解体 し,「 反復 と
無限性 その ものが仕事 の過程 にまぎれ もない労働 の刻 印 を押 しつ け°9七 (ア レン ト)る ことになった。
ある意味で労働が浄化 され る ことによって聖なる観念 とい う衣 をまとうことになったのである。
こうして生産技術 による活動領域 は,そ れ とは別 の活動 的な生活技術 に もとづ く活動領域 とは等
置 され ることな く,か つて ない,ほ とんど疑 う余地のな い優位 を獲得す ることになった。
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近代の機械技術 ,生 産技術 を優位 とす る価値体系 は,こ こに techniqueと artと の間 に分裂 と対立
をひきお こし,artに 象徴 される非生産的技術 を下位 にみる技術 の観念体系が確立 されることになる。
た とえばデ ィ ドロは,「 百科全書」の「アールJの 項 目のなかで技術 を「同一の 目標 に協力す る手だ
てや規則 の体系°°」 であると規定 し,自 由なる artと 機械的な artに 区別する ことによって工 業的
な生産技術 の優位 を擁護 しようとして い るが,こ の ことは,当 時 の機械の登場 とブルジョアジーの
台頭 にともなう資本 主義の成立 とい う歴史的な背景 をよ く物語 って い る。
三木清 も「近代 にお いて一方 自然科学的思惟 が支配的 とな り,他 方社会生活 における経済 に決定
的重要性 が認 め られ るに従 って,い わゆる生産技術 が 固有 の意味 における技術 とみなされ ることに
なった。1ち とその辺の事情 を説明 して い るが,か つての身体 による熟練的な技術 が機材 技術 にその
地位 を譲 ることによって artに 象徴 される全般的な身体 の技術 は,そ の意味 を追われる ことになる。
それを決定的な ものに したのは,ほ かで もない産業革命 で あつた。
近代 における機械技術 の礼賛 と身体 の技術 にたいす る蔑視 ,言 い換 えれば精神労働 と肉体労働 の
分裂 とその「聖」=「 俗」関係 は,わ が 国で明治20年 代 に流布 した ヘルバ ル ト派教育理論 が代弁 して
い るように全公教育体系 か らの全般的な技能的活動領域一一特 に体育十 一 の放逐 を合理化す ること
になる。精神労働 は,常 に聖なるもの として俗 なる肉体労働 を意味 あ らしめるもの として存在す る
といった具合 に,そ の同 じ論理の もとで聖なる知的教育 は,俗 なる身体教育 ,あ るいは技能教育 を
意味 づける もの として絶 えず優位 に評価 されて きた。 ここにはマ ンフ ォー ドの い う次のような世界
「機械的操作 の ことばか り考 えて い るわれわれの同時代人が住みたが
観 が根 づ よ く横 たわつて いる。
っている世界 とい うのは,感 情 や情緒 が ことさらに排除 された世界 ,す なわち朧 けて内面的な もの
や量 に還元で きな い ものは,す べ て これを非現実な りと見徴す世界 ,い わば意図 と目的でな しに
°り
手段 と結果 ばか りに没頭 して い る無人称的な世界であ ります 。J
,

3,遊 戯 と身体性 の復権
1960年 代以降 におけるホイジ ンハ の再評価 か らカイ ヨワ,ル フェーブル,フ ィンク等の遊戯論

,

あるいは 日常生活批判 の興隆の背景 には近代合理主義 によって二 元化 されたデ カル ト的な身体 の解
離 にたいす る抵抗 と同時 に身体 の生物学的,生 理学的な宿命 を確認 しなが らも,メ ルロ,ポ ンテ ィ
のい う知覚の束 としての身体 を解放 しつ ゝ感性的世界 の失権 を回復 しようとす る歴史的な意識 が読
み とれ る。
これ まで しば しば指摘 して きた ことではあるが,近 代 にお いて あ らゆる価値の主軸 に労働 ,あ る
い は生産性 をす え,人 間機械論 の全般的な定着 をみる ことになった。 この特殊 な価値体系 を創出 し
てきた近代市民社 会 にた い して人間の存在論的契機 に遊戯 をお き,そ れを主題 としなが ら感性 と理
性 の統一 的存在 としての人間観 を提起 し,そ の視点か ら近代批判 を展開 したのは,遊 戯理論 の光 駆
的役割 を果 した シラーであった。 シラーは,近 代 における理性 の合理主義的絶対化 を批判 し,理 性
と感性の分裂 とい う人間の危機 が近代国家 とその文 化 によるものであるとして次 のようにいってい
る。
「近代 の人 間 に対 して この傷 を負せたのは,ほ かな らぬ文化 それ自身です。一 方 にお いて拡大す
る経験 と専門的思考 が学問 の尖鋭的な専門化 を招 き,他 方 では国家 の複雑 な機構 が階級 と職業 の き
びしい分離 を促 した結果 ,人 間性 の内なる結 びつ きは破れ,有 害 な争 いが その調和的な力 をばらば

抽象的,論 理的思考力〕はいま
想像力〕と思弁的な知性 〔
らにしてしまいました。直観的な知性 〔
の眼差 しで見張 りは じめ ま
と猜疑
いて
の
配 置 され ,そ 境 界 を不信
や その さ まざ まな分 野 に敵 意 を抱
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した。 そ してひ とはその はた らきの限定 された領域 で,み ずか ら自分 自身 のなかに主人 を置 いて し
まい,そ の主人がその他 の素質 を抑圧す る結果 に終 ることも稀 ではあ りません。 こち らでは繁茂す
る想像力 が知性 の骨の折れ る栽培 を台無 しにして しまう一方,あ ちらでは抽 象精神 が,心 を暖め
空想 を燃 えたたせ るべ き烙 を消 しつ くして しまうのです
」シラーは,こ うした近代批判 か ら出発
,

1931。

し,理 性 と感性 を上揚す る契機 として遊戯 をその視座 に据 えたのである。
また近代 に定式化 されたホモ・サ ピエ ンス (理 性人 ),ホ モ・フ ァーベル (工 作人 )と い った理性
主義的な人 間観 にあきた らず,人 間 をホモ・ ルー デ ンス (遊 戯人 )と して捉 え,人 類文化の起源 が
遊戯 にある ことを解 き明 そうとしたのが,い うまで もな くホ イジ ンハ で あった。 ホイジンハ は,19
世紀以後の科学主義 ,合 理主義的な歴史 学 の方法論 が もつ限界 を払拭すべ く,人 間 の歴史 をその根
底 か ら動か して きた感性的領域 にぶみ こみ,「 あそび」を方法概念 とすることによって具体 的な歴史
に働 きかける人間の感 性的世界 をよ り合理的に捉 えようとしたのである。 したがって,名 著「ホモ・
ルー デンス」 には貴族趣味 ,あ るい は懐古趣味的な歴史観が流れて いる とす る批判 は,一 面的な解
4ち
釈 にす ぎない。 ホィ ジンハ は,近 代合理主義 の シンボルで ある技術文明が本来虚構 と現実,真 面
目 と不真面 目,聖 と俗 ,あ るい はハ レ とケ といった生活空間の構造が相互 に緊張関係 をもちなが ら
両者 が交叉する過程で維持 され ,発 展 して きた文化 を枯渇 させ,人 間 の実存的な契機 である遊戯 一
般 にたいする公的な抑圧が,人 間 と文化 自 らを精神 と理想 を失 ったモノヘ と転落 させて きた ことを
批判 したのである。 ホイ ジンハ は,「 現代文化 における遊戯要素」 のなかで こ うい っている。
「真の文化は何 らかの遊戯 内容 を持 たずには,存 続 してゆ くことがで きな い。 それは,文 化 があ
る種 の 自制 と克己を前提 とするもので あるか らである。それは,自 分 ひ とりの 目的,意 志 を究極の
もの とみな した りすることのな い能力 で あ り,要 す るに,文 化 とは 自 ら自発的 に承認 した一定の限
界 の 中 に成 り立 つ ものだ, と理解す ることので きる能力 である。文化 は,あ る意 味 で今 なお,お 互
いに理解 しなが ら,規 則 に従 って遊戯 されることを欲 して い るのである。働。」
近代以 降 においてはわれわれの諸活動のすべ てが労働 と均質化 され,単 に個人 の生計維持 や生 命
過程 に直接的 に関与 しな い真面 目な活動 でさえ も遊 び として常 に現実の労働優位の価値体系に圧殺
されなが ら隅に追 いや られ, しか も遊戯人 は,棄 民 として近代社会 の底辺 を形成せ ざるをえなかっ
たのである。
1960年 代以降 における諸 々の遊戯論 が一 方では労働時間の相対的な短縮 と余暇 の社会問題化 とい
う,社 会経済的背景 を反映 し,他 方 においては資本主義 の全般的な危機 を迎 えつ ゝある時代であっ
た とい う点で「ホモ・ ルー デンス」 の 出版 された1920年 代以降 の状況 と近似 して い る。

註
(1)「 身体文化Jの 概念 については国際的 に もなお統一 されて い ないよ うである。一般 に体育 の術語研究の国際
化 は,1960年 代 に入 ってか らである とされ ているが ,ソ ビエ ト,東 独では50年代 に身体文化の概念規定 の問
題 を越 えて身体文化「学」の可能性 をめ ぐって論 じられている。身体文化 の概 念 につ いては,た とえば東独
のシーガー (Sieger)は「人間の一般 的心身 を完成化する社会体系」であると広義 に規定 し,ト ログシュ(TrOgsch)
は,「 身体文化

(KK)と は現象形態 として体操や スポーツや ダンスや レク リェー シ ョン として社会 に存在 す

るが,そ の大部分 は身体運動

(Kd)と

して教育的手段 に利用 され,そ こに身体教育

(KE)が 成立 す る」

としてい る。わが国では体育文化 ,身 体文化,運 動文化 ,ス ポーツ文化等 さまざまな術語 が使 われ,混 乱 じ

入江克己 :ス ポーツの身体論 (I)

てい る。 こ ゝではジーガーの ように広義 の意 味 を持 たせ ている。 (「 テル ミノロギーの研究動 向―一体 育「学」
体育科教育 1970年

岸野雄 三

論争 とも関連 して」

9)「 教育人間学入門 J

岡本英明訳

理想社

3月 号 p p20〜 23

1975 p p52〜 53

ゲルナーは,次 の ようにいっている。「人間 は身体 を もって いる。彼 は身体的存在 であ る。 この ことは
子供 に とって次の ことを意 味 して い る。すなわち,子 供 は最初 か ら自己の身体が頼 りで あるこ と, しか るに
,

この身体 は絶 えざる成長 つ ま り永続 的変化 の状態 にあること,を 意味 して い る。子供 は,こ の身体 的成長 に
対 して援助が なされる ことが頼 りである。 それ は,た だ単 に健 康管理や栄養供給 のみ を意味 するのではな く
て,そ れ以上 に精神的呼 びか け と個人的親密 を意味 している」と。 (同 書 p p52〜 53 傍点 引用者 )

0)浅 井の論文 は,「 体育 と競技」

昭和 15年 6月 号 に所載 されてい る。
ゝ
と
もに運動学
には技術問題
,体 育学 の成立の可能性 をめ ぐって問題 に され ているが,そ の背
10年
代
昭和

景 には体育運動審議会 に対 す る諮問「体 育 運動 の合理的振興方策 如何 Jと その答 申 にみ られ るように拙速 な
が ら体育 の科学化 とその フ ァシズム的再編 が志 向 された こと, またナチ ス・ ドイツ下 にお ける体育学 ,身 体
運動学の論争 に触発 された とい う事情 がある。 ピアシェブィスキー,ノ イマ ン,ツ ォィネル,ロ ーゼ ンボー
ム等 の「身体運動の存在 に対 す る論争 Jあ るいはブ ィンテルハ ーゲル等 の「運動学の方法 と/DtE念 規定 に関す
る原理」 な どが紹介 され,わ が 国 では大石峯雄 の「体育学の存在及 その可能 について」 (昭 和 10年 )、 大 日本
体育学会 の「体育学の性質並 びにその可能 についてJ(日 召和 10年 )な どがみ られ る。
他)「 体育 の原理 J

第 5号

昭和 49年

体育原理研究会編 不 味堂出版

p■ o

15)同 上書 p lll 傍点引用者
(61 同上書 p l13

9)同 上書 p107
偲)同 上書 p107
19)同 上書 p lo8
運動学J

10

「序説

10
10

同上書 p l17

1)

「運動技術指導学― ‑4J

岸野雄 三

松 田岩男

宇土正彦編

大修館書店

同上書 p l17
体育科教育 1973年 10月 号

昭和 40年 p l17

p65

その他浅井浅 ― は,「 運動技術 は,身 体運動 の客観 的法則 をはっ きり自覚 して利用す る場合 と,客 観的法則 を
ゝ
無意識 にカンとしてつかんでい る技能 とを統一 した状態で実現 してい る」場合 とがある とい ,運 動技術 を
とは何か」
体育
の
いる
構造化
に分類
して
(「
運動技術
。
3つ
会的技術の
(D身 体 的技術 修)精 神的技術 0社

2月 号 pp6〜

8)
Jと して捉 えなお し,こ の場合 の運動 とは「運動経過」
を「スポーツの運動技術
ポーツ技術
また岸野 は,ス
の合
とは客
過
目的的形態」 であるとして い る。一方岸野 がその合
観的な「運動経
を意味 してお り,運 動技術
に生産技術概念 とは異 な り,そ れ よ り供 い概念 と
であるが故
にあ
ーム
り
性
的
)は 無数
,個
目的的形態 (フ ォ

科教育 1970年

してみて いる点 は考慮 され てよい。 (「 スポーツの技術史 J

岸野雄 三

多和健雄編

大修館書店

昭和 47年

p14)
「運動機構論
「人 間

「運動機構論
「人間」
同上書

その 7J

体育科教育 1974年

この独 自なるもの」
その

7」

野島徳吉

紀伊国屋書店

体育科教育 1974年 9月 号
岩波書店

宮城音弥訳

9月 号 p62

恵子訳

1974 p57

p62

1976 p43

p43

「弁証法 の諸問題」

頸草書房

1968 p p134〜

135

中村静治 が指摘す るようにわが国で 1930年 代 に技術 が問題 にされたのは生産技術概念 か ら機械論的な傾 向
を一掃す るため と当時 の西欧資本主義 の全般的な危機 に起 因 してお り,現 代 の状況 と酷似 して い る。 (「 技術
論争史

上J

青木書店

1975 p p5〜 6)
第 19巻

第

90

体力思想 の身体論 としての限界 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

90

川本信正 は,1924年 のパ リ大会 を契機 にスポー ツの技術問題 が起 った として い るが,近 代 スポー ツが政治構

1号 )参 照

鳥取大学教育学部研究報 告

教育科 学

第 22巻

第 1号

93

造の矛盾 を典型的なかたちで最初 に反映 させたの は,や は リベル リン大会 であろう。 (「 スポーツの現代史」
大修館書店 1976)ス テ ィーブン・ カーンは,身 体 の フ ァシズ ム的支配 について次の ように指摘 して いる。
「ナチの党大会 は, ドイツ人 のす ぐれた肉体 の祝 賀祭典 とな った。軽快 な調 べ にあわせて隊列 を くんだ男女
がマスゲーム を繰 りひろげ,一 世紀 にわたって体育運動の 中 に組 み入れ られて きた さまざまな要素一一創始
者たちの軍事的意図・ 賛同者 たちの旺盛 な熱意 ,お よびナチの領袖の狂信 的人種差別思想 な ど―― をむ き出
して いた。 ナチスは, ドイツ国民の肉体的存在 に対 して,前 代 未間の政治的統制力 を発揮 した。彼 らは,現
代 国家 が,そ の国民の,自 分 たちの肉体 に対す る考 え方 ,他 人 の肉体 との関わ り方 を左右 し得 る とい う こと
を示 した。」 (「 肉体 の文化史 J 喜多迅鷹・ 喜多元子訳 文化放送出版部 昭和 52年 p286)な お,ベ ル リ
ン大会 については「ナチ・ オ リンピック」 (リ チ ャー ド・マ ンデル

田島直人訳

ベースボール・ マ ガジン社

1976)を 参照 されたい。
た とえば東京 オ リンピ ック大会でマ ラソン 3位 に入賞 した円谷幸吉の例 が ある。彼の自殺 を単 に彼 自身 のパ
ー ソナ リテ ィだけに帰 する ことはおそ らくで きないだ ろう。彼 の小伝 については「スポーツ 。わが小王国」
(埴 谷雄高編 新潮社 昭和 54年 )所 載の沢木耕太郎 「長距離 ランナーの遺書」 を参照。
「ホモ・ ルーデ ンス 人類文化 と遊戯 」高橋英夫訳 中央公論社 昭和 38年 p328
「技術 と人 間J 天野恒雄訳 サイマル出版社 1973 p32

「技術 と科学の概念」

戸坂潤全集第 1巻

顕草書房

昭和 41年

p352

側 側 側 側 硼 制

戸坂 は,芸 術 は「物 の生産 ではな く意味 の生産 Jで あるが故 に「古来模倣 され仮 象 され る」といっている。
(同 書

p355

同上書

p164
p164

同上書

p164

同上書

傍点戸坂 )

「反文明的考察」

西沢龍生訳

東海大学出版会

1963 p212

傍点 オルテガ

同上書 p169
カイ ヨワは,遊 びの分 析的研究の意味 づ けの重要性 を次 の ように指 摘 して い る。
「遊 びは全体現象で ある。遊
びは人 間 の活動 と野心 の全体 に関係 をもっている。 それ ゆえに教育学 か ら,歴 史学 と社会学 を経 て数学 にい
たるまで,そ れぞれの学問の方法 によって遊 びを有効 に研究 で きないよ うな学問 はない。 しか し,そ れ ぞれ
の特殊 な展望の中で得 られた結果が,理 論的,実 際的 にいかなる価値 をもったにせ よ,遊 びの分割可能の世
界 が提出 している中心的問題 との関連 において解読 され な いな らば,こ れ らの結果 は無意味 であ り,真 の効
力 あるものにはなるまい。
遊 びの興趣 は,何 よ りもまず この分割不可能の世界 か ら引 き出 されて い る ものだ。J
遊 び と人間」 多田道太郎 塚崎幹夫訳 講談社文庫 昭和 48年 p p 279〜 280)
同様 にホイジンハ も
「遊戯 とい う規定 は,誰 しも認 め るように一― 中略――理性 的な結 びつ きを基礎 とし
その上 に立脚 した ものであ る,と す ることはで きな い」とし,「 遊戯 とい うの は最 も素朴 な形式のそれ,動 物
(「

,

の生活の 中のそれで さえ,す でに純生理学的な現象以上 の ものであ り,ま た純生理学的に規定 された心的反
応以上 の ものである, とい うことであるJと いっている。 (前 掲書 p pll〜 15)
オルテガ 前掲書 p218
「技術哲学」
前掲書

三木清全集

第 7巻

岩波書店

1967 p287

p37

スポーツにおいて顕著 な「 あが り」(Stage Fight)に ついて猪飼 は,過 度 と情緒的興奮 として神経生理学的 に
捉 え,ま た市村 は,そ の要 因 を(D交 感神経系緊張 の因子(21心 的緊張力 の低下の因子(3)運 動技能の混乱 の囚子
但)不 安感情 の因子(5)劣 等感情 の因子 に分 けて説明 して い るが,わ れわれが「 あが る」 のは,九 鬼 の ことば を
か りれば「有 と無 との境界線 に脆 く立脚す るJ偶 然性 に絶 えず直面 しているか らにほかな らな い。 (「 スラ ン
プ」

00
Oり

00
00
90

'

小野 三 嗣

調枝孝治

吉 岡隆徳

不昧堂出版

「偶然性の問題」 岩波書店 昭和48年 版 序
同上書 序 pl
同上書 p322
同上書 序 pl
同上書 p148
同上書 p148

pl

昭和 46年

p164

入江克己 :ス ポー ツの身体論 (1)

1か

同上書

p148
p208
p265
p271
p271
p272
p272
p272
p313

80
80
90
10
10
10

同上書

0

同上書

1501

同上書

6う

同上書 p p 313〜 314

同上書
同上書
同上書
同上書
同上書

o21 同上書

1「

o31 同上書

1「

p316
p318
p318
p282
p282
p314

60
60

同上書

硼

同上書

仰

同上書

硼

同上書 p p 314〜 315

60
60

同上書

同上書

同上書

6ウ

同上書

6か

同上書

6)同 上書

p315
p318
p329
p329
p329
p330
p272

60
60

同上書

60

「経済学 =哲 学手稿」

00

前掲書

60
60

「文化人類学入門」

90

同上書

同上書

三浦和男訳

青木文庫

1963 pp■ 2〜 ■5

p34

「芸術 はなぜ必要か」

石田英一郎

講談社文庫

徹訳

河野

p68

昭和 51年

法政大学出版会

1971 p12

p32

カ ッシー ラーは,創 造力

人格化の力

純粋 な形象 を生成す る力 の二 つの想像力 を想定 し,な かで も遊戯

的想像 と芸術 的想像の相違 を次の ようにい って いる。即 ち,わ れわれ は,遊 戯 において「鮮明 で生気 ある仮
のイメージ」,「 幻覚的イメージ」 を もって物 を変形 し,そ こには創造力 ,人 格化 の力が働 いている。 それ に
たい して芸術 的想像 は,「 経験 的な事物 の真理ではな く,、 純粋形象 の真理 Jを 与 えるのであ り,感 覚的形 象の
生成力が作用 してい る とい う。 (前 掲書
同上書

p16

同上書

p462

「 シンボルの哲学 J
「人間 と聖な るものJ

天野万里

p p232〜 233)

カール・ ビュツヒャー

「労働 とリズムーー作 業歌―一 」

西田書店

高山洋吉訳

貴志謙二 池上保太 近藤洋逸訳
せ りか書房 1971 p178

岩波書店

1970 p16

1970 p7

小苅米呪訳

「未開社会 の思惟 J 下巻 山田吉彦訳 岩波文庫 昭和 50年 p30
F前 論理的心性 Jと
もっ ともブ リュルは,不 当 に も文明人の特質 を「論理的心性 Jと し,未 開人 のそれ を
して類型化 し,両 者 は相互 に矛盾 し,対 立す る もの として捉 えて い る。
エル ネス ト・ グラッシ 榎本久彦訳 法政大学出版局

「芸術 と神話」
同上書

1973 p131

p132

「スポー ツの社会,経 済的基礎J
「遊 び――世 界 の象徴 としてJ
「美 と集団の論理 J

久野

収編

山本正雄
千 田義光訳
中央公論社

道和書院
せ りか書房
昭和 37年

昭和52年

p22

1976 p148

p174
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第 1号

古代 ギ リシャでは tOChncが 用 い られたが,ロ ーマ以 降 はラテン語の arsが 使 われ,以 後近代 に至 るまで ars,
artが 使用 された。 スポー ツ書 で も例外 ではな く,「 狩猟 の書 」 (Le art de vencrie 1323‑― イギ リス最初
の狩猟書 である仏文書 ),「 泳 ぎの術 について」 (de arte natandi 1538‑― 最初 の水泳書 )の ように artが 使

Cか

われて いた。 (岸 野雄 三

00

「技術の哲学」

00

同上書

00

「法律編 J

00
00
00
09
ЮO

前掲書

p p8〜 9)

岩波全書 1974 p p 107〜 113

p181
プラ トン全集

森進一

池田美恵

加来彰俊訳

山本光雄訳

岩波文庫

昭和 49年

第 13巻

「政治学 J

ア リス トテ レス

「人 間の条件」

志水速雄訳

中央公論社

「技術 と哲学」

栗田賢三 訳

岩波新書

久野

1976 p p71〜

72

1973 p94

1972 p ll

「芸術 と技術 J

桑原武夫訳

岩波文庫

昭和 50年

現代 日本思想大系33 筑摩書房

収編

生 田 勉訳

「 シラー美学芸術論集J

岩波新書

石原達 二訳

0か

た とえば「遊 びの文化人類学」

00

前掲書

p299

1966 p318

1974 pH
富山房百科文庫

青柳 まち子

昭和 52年 p lo4

講談社現代新書

昭和 52年

p38
参

「スポーツの危機 J

考

ジェムズ・ A・ ミッチェーナー

文

献

宮川

毅訳

サ イマル 出版会

「現代 の哲学的人間学」 ボル ノウ プレスナー 藤 田健 治他訳 白水社
「行動 の構造 J メル ロ・ ポンテ ィ 滝浦静雄 木田 元訳 みすず書房
「人 間 と意味 の解体」 足立浩二 頸草書房 1978
「 日常性の弁証法」

山崎正和

中央公論社

「子 どもの精神発達 における遊 び とその役割 」
ル ネ・ デュポス 木原弘二訳

みすず書房 1974

「遊 びの社会学 J

井上

「遊戯の存 在論」

オイゲ ン・ フイ ンク 石原達 二 訳

1977
「共通感覚論」 中村雄 二郎 岩波書店 1979
「絶望的近代 の民衆像 J
「 ホイジンガJ

俊

林

世界 の名著

昭和 43年

昭和 50年
エル・ エス・ ブイ ゴツ キー

1971 9号

「人 間 と適応J

1978

1976

筑摩書房 1972

安永寿延

「芸術・ 変身・ 遊戯」
育

岩波書店

p334

同上書 p ll
前掲書 p p 129〜 130
デ ィ ドロ 。タラ ンベール編

ЮO 「三木清 J

0D
00

多和健雄編

三枝博音

世界思想社

英夫

55

柏書房

せ りか書房 1971

1976

中央公論社

昭和 45年

(昭 和 55年 4月 15日 受理 )

藤本文朗

柴田義松訳

国民教

