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明治20年 代 の「有為 ナル人物」論や形式主義化 した開発主義教育論 に対す る批判 ,さ らにはそれ
らの批判的土壌の うえに展開 された活動主義体育論 ,体 育振興論 ,兵 式体操批判 ,個 性主義体育論
,

自動主義体育論等 は明治30年代 を迎 えるに至 ってさらなる展 開 を見 せている。
本論稿 では,そ れ らの思想の展 開過程 を次の諸点 について考察す ることにした い。

(1)明 治30年 代 における帝国主義的体育政策 とその論理 (大 隈内閣,久 保 田文 相 の体育政策論 )。
(2)明 治30年 代 における体育 の実態。
(3)「 体操遊戯取調委員会J,「 文部・ 陸軍合同調査会」 の実践史的役割 とその体育論。
(4)ヘ ルバル ト派教育論 の特徴 とその限界。
(5)明 治30年 代 におけるヘルバル ト派教育論批判 とその展開過程。

3.明 治 30年 代 の 帝 国 主 義 的 体 育 政 策 と活 動 主 義 体 育 論 の 展 開
1.帝 国主義的体育政 策 と体 育 の近代化
(1)大 限内閣 の成立 と体育振興策
明治31年 1月 に発足 した第二次伊藤 内閣は,同 年 6月 に退 りぞき,代 って進 歩党 と自由党 が合同
した憲政党 を基盤 に大隈内閣が成立 し,文 相 には尾崎行雄 が就任 した。 この大隈内閣は,日 清戦争
後 のわが 国 を近代的な帝国主義的国家 へ と再編す ることを目ざし,そ のための帝国主義的 な市場分
割競争 に耐 えうる国民資質,す なわち,「 人物」の養成 を主眼に,憲 法擁護 ,政 党 内閣 の樹 立 ,自 治
制 の発達 をかかげるとともに,そ の条件 として教育 の合理化・近代化 を推 し進 めていった。
こ うした政策視点 は,伊 藤 内閣以後 ,一 般的な もの となっていったが,日 露関係 の危機 を背景に

,

体育政策 において も体育の振興 ,な らびに合理化 は動 か しがた い歴史的,か つ国家的 な要求 となっ
ていった。
例 えば,明 治31年 1月 に貴族院議員 の小沢武雄 ,辻 新次,久 保 田譲,衆 議院議員 の石塚重平 ,波
多野伝 二郎 ,中 島又五郎等 が議会 に対 して,「 体育奨励 二関 スル建議理 由書」 を提 出 して いる。
,「 第四 殖産 上 J,
同建議理 由書 は,体 育 を「第 一 大体上」
,「 第 二 教育上」
,「 第二 軍事 上 」
「第五 衛生上」,「 第六 風俗上」,「 第七 内外比較上」 の観点 か ら,次 のように述 べてい る。
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体育奨励 ■関 スル建議理 由書
第 一 大体上
身体健康 ニ シテ,心 志剛強ナルハ ,百 般事物 ノ根本 ナ リ。 国家文運 ノ発達事業 ノ進歩 ハ ,皆 国民金
般ナル体格 卜剛強ナル心志 トニ基 カザルハ ナシ。是 レ体育 ノ智育 卜相伴ハ ザル可 カラザル所以 ナ リ。
然 ル ニ現時 ノ教育 ハ,能 ク両者相伴 フヤ否 ヤ。又我国民全般 ノ体育 ハ,果 シテ完全 ナ リヤ否ヤハ
,

実二今 日ノ疑問ナ リ。之 ヲ実際 二徴 スル ニ国民 ノ体力漸 ク犀弱二赴 カン トスルハ ,事 実 ナルガ如 シ。
若 シ今 日二船 テ遠大ナル計画 ヲ設 ケ,体 育 ノ普及 ヲ図ル ニ非 ズバ,遂 二救済 ノ道 ナキニ至 ラム。是
国家大体上体育奨励 ノー 日モ忽 ニ ス可 カ ラザル所以 ナ リ。
第二 教育上
各官立府 県立 諸学 校 ノ数既 二二万五千ア リ。 其課程 中各体 操科 ノ設 ア リ。 随 ヒテ之 二要 スル多数
ノ体操科教員 ヲ如何 ニ シテ供給 スベ キカ。文部省 ハ ,嘗 テ体操伝習所 ヲ設 ケ,体 操教員 ヲ養成 セシ
モ数年 ニ シテ廃 止 シ,今 ヤ教 員養成 ノ道 ナシ,文 運 ノ旺盛ナル ニ随 ヒ,就 学者大 二増加 シ,学 校 モ
亦之 二伴 ヒテ増加 スル時 二営 り,此 ノ如 ク体操科教員養成 ノ道ナク シテ漸次教員 ノ鋏乏 ヲ加 フル トキ
ハ,如 何 ニ シテ体育 ヲ発達 セシムベ キカ。是 レ教育上体育奨励 ノー 日モ忽 エ ス可 カラザル所以 ナ リ。
第二

軍事上

宇内今 日ノ形勢 タル生存競争 ノ風年 ヲ逐 ヒテ,其 度 ヲ進 メ,弱 肉強食 ノ実到ル庇 二之 ヲ見 ル。 目下
軍備 ノ拡張 ヲ要 スルハ ,此 緩急 二備 ヘ ムガ為 ナ リ。然 ル ニ軍備 ノ要素ニ シテ護国 ノ大任 ヲ荷 フモノ
ハ,軍 隊ナ リ。而 シテ其軍隊 ノ兵士 ハ,国 民 ノ壮丁 ヲ徴発 スル者 ナ リ。故 二 国民体育 ノ発達十分 ナ
ラズンバ,徴 発 セラル ゝ壮丁 ノ体格亦完全ナ ラズシテ其数 ハ ,定 員■満 ルモ実カ ハ ,年 ヲ追 ヒテ減
縮 セム。実力減縮 セバ,気 象如何 二勇猛 ナルモ,技 術如何 二精熱 ナルモ,強 健 ナル 他 ノ壮丁 ニー 歩
ヲ譲 ル ニ至 ルヤ必 セ リ。是 レ軍事上体育奨励 ノー 日モ忽 ニ ス可 カラザル所以 ナ リ。
第四 殖産上
国家富盛 ノ根本 ハ ,殖 産興業 ノ隆興 二在 り,而 シテ産業隆興 ノ基礎 ハ,国 民 ガ強壮 ノ体躯 卜進取 ノ
気象 トニ在 り。若 シ国民 ノ体躯肥弱気象柔惰 ナラムカ。如何 ニ シテカ産 業 ヲ興隆 スル ヲ得 ム。産業
隆興 ナラズ ンバ ,如 何 ニ シテカ国家 ヲ富盛 エ スル ヲ得 ム。抑 モ実業 二従事 スルモノハ,困 難 ヲ忍 ビ
労働 二耐 へ以 テ春耕秋獲 ノ術 ヲ勉 メザル可 カラズ。況 ンヤ我ガ国 日々 二版図 ヲ拡張 スル時 二営 り
或ハ南海 ノ炎熱 ヲ凌ギ,或 ハ 北池 二 こ寒 ヲ冒 シ開拓 ノ事業 ハ全 クス可 キナ リ。然 ル ニ 国民 ノ体躯劣
,

,

弱 ナル トキハ ,善 良 ノ計画 ヲモ遂行 スル道ナク彩多 ノ資本 ヲモ使用 スル術 ナキニ至 ラム。是 レ殖産
興 業上一 日モ体育 ノ忽 ニ スベ カラザル所以 ナ リ。
第五 衛生上
又国家 ノ内憂外患 ヲ予防 スルヤ,陸 海軍 ノ備 ア リ。人民 ノ炎害罪犯 ヲ予防 スルヤ警察 ノ設 ア リ。而
シテ人生最重要ナル生 命 ヲ障害 セ ン トスル疾病 ハ ,其 既発 ノ後医薬救済 ノ道 アルモ,予 メ之 ヲ未然
二防 ク可キ体操保護 ノ事未ダ完全 ナラズ。是 レ衛生上体育奨励 ノー 日モ忽 ニ ス可 カラザル所以 ナ リ。
第六 風俗上
ハ
二
ノ
ノ
又体育 振否 ,風 俗習慣 重大 関係 ア リ。然 ル ニ本邦従来 ノ遊戯 ハ,室 内柔弱 ノ者多 クシテ
勇壮 ナル者稀 ナク。随 テ風俗因循 二流 レ,習 慣固に工 陥 り,進 取活達 ノ精神 二 乏 シ ク,其 極柔弱 ノ
風 ヲ馴到 シ,洛 靡 ノ俗 ヲ養成 シ,遂 二国家 ノ元気 ヲ喪失 スルニ足 ラム。然 ル ニ世 二体育 ヲ奨励 スル
ハ,僚 慨頑胚 ノ徒 ヲ喚起 シ,禍 乱 ノ端 ヲ啓 ク者ナ リ ト排斥 スル論者 ア リ。是 レ大ナ ル謬見 ナ リ。蓋
,

シ頑匝 ノ徒 ハ ,多 ク柔 弱洛靡 ナル風俗 ヨ リ激成スル者 ニ シテ,決 シテ活達進取 ノ習慣 ヨ リ起 ル 者 ニ
非 ラザルナ リ。是 レ風俗習慣上 ,体 育 ヲ奨励 セザ ル可 カラザル所以 ナ リ。
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内外比較上

外国現今 ノ景況 ヲ通観 スルニ国民挙 テ体育 二熱心 シ,政 府 モ亦大 二之 ヲ保護 ス。而 シテ其然 ル所以
ノモノハ ,富 国強兵 ノ源 ヲー ニ体育 二在 リト為 シ,汲 々 トシテ体躯 ヲ強壮ナ ラシムルニ勉 メ,体 操
二射撃 二奨励補助至 ラザルナキナ リ。故二其体操場 ノ盛大 ナル射撃会 ノ彩多 ナル実 二驚歎 二堪 ヘ ザ
ルナ リ。欧米人 ノ身体 ノ長大且壮健 ナル必 ズシモ人種 ノ異同 ノ ミニ 由 ラザル ヲ知ル可 シ。欧米既 ニ
此 ノ如 シ。量独我邦 ノ ミ悠 々 閑過 ス可 ケムヤ。是 レ内外比較上体育奨励 ノー 日モ忽 エ ス可 カラザル
所以 ナ リ。

])

そ して ,最 後 に こ う結 ん で い る。

「以上論 ズルガ如 ク国家 ノ大体上 ヨ リスルモ軍事教育 ,及 衛生上 ヨ リスルモ,若 クハ殖産興業 上 ヨ
リスルモ風俗改良上 ヨ リス ルモ将 夕内外比較上 ヨ リスルモ,体 育奨励 ノ緊要ナル事彰明顕著 ナ ル者
ア リ。故 二政府 ハ ,一 日モ速二大 二体育 ヲ奨励 セ ザ ルベ カラザルノ責任 ア リ。然 ルニ軍備拡張 卜云
ヒ,諸 政 ノ発達 卜云 ヒ,国 庫 ノ負謄年 ヲ逐 ヒ増カロスル今 日二お テハ,特 二鍾額 ノ支出 ヲ為 シ,自 ラ
体育 ノ事業 ヲ行 ハ ム事返 カニ望 ムベ キニ非 ズ。因テ現存 ノ 日本体育会 ヲ利用 シ,之 二相営 ノ補助金
ヲ興ヘ テ其事業 ヲ拡張 セシメ,併 テ体育奨励 ノ意 ヲ示スベ シ。政府体育 二重キヲ置 クノ意此 ノ如 ク
シテ,事 実上 二発顕 セバ国民歴然 トシテ風 二智 ヒ,体 育 ノ普及応 サニ数年 ヲ出ザルベ シ。果 シテ此
ノ如 クナ ル トキハ ,国 庫 ノ支出ハ,僅 少 ニ シテ其実効 ハ 著大 ナラム。是 レ固 ヨ リー箇 ノ私 立 団体 ヲ
保庇 スル ニ非 ズ。実 二之 ヲ利用 シテ以 テ皇国四千餘高人 ノ体育 ヲ奨励 スル所以 ナ リ。p
この建議案 は,同 年 5月 23日 の第 12議 会で可決 されたが,建 議案 の提出説明 に当 って後の文 相久
保田譲 は,次 の ような演説 をしてい る。
「抑々 富国強兵 卜云 フコ トハ ,立 国 ノ要義 デア リマ シテ時 ノ古今 ヲ間ハ ズ,国 ノ東西 ヲ論 ゼズ,昔
カラ今 日二至 ルマデ,又 西洋デモ東洋 デモ経世家 ガー般 二唱ヘル所 ノ事柄 デア リマス。 (中 略 )兵 備
卜云 ヒ実業 卜云 ヒ或ハ ,教 育 卜云 ヒ皆人 デ行 レル コ トデア ッテ総 テ此人 二基 クコ トデ人 ノ身体 二基
クコ トデア リマ シテ即 チ人 ノ身体 ハ,百 事 ノ根原 ニ ナル所 ノモ ノデアル。所謂国家富強 ノ根原 ハ
,

国民 ノ壮健 ナル事 二在 リ ト云 フコ トガア リマス。 サ ウ云 フノハ ,実 二格言 デアッテ三 モ疑 ヲ容 レヌ
コ トデアル。即 チ各国欧米文明 ノ諸強国 二船テ競 ッテ体育 ヲ奨励 スル次第 デア リマス。今 ヤ我国ハと
戦後 ノ経営 ヲ為 スニ営 テ,軍 備 ,実 業,教 育杯 ノ ヨ トニ汲々 トシテ世界 ノ競争場裡 二立 テ世界各 国
卜跡馳 セ ン トスル時デア リマシテ,大 二此体育 ヲ奨励 シテ富強 ヲ図 り,国 民 ノ身体 ヲシテ欧米各国
ノ人 卜均 シクi… …欧米人 ヨ リモー層強壮健康 ナラシム ルコ トハ ,実 二焦眉 ノ急デア ラウ ト存 ジマ
スル。 (中 略)国 民体格 ノ有様 卜云 フモノハ,不 幸 ニ モ実 二悲 シムベ キ慨 クベ キ情況 二至 ッテ居 ル ト
言ハ ナケ レバ ナラヌ。兵士ハ益 々増加 シテ体格 ハ ,怠 々減却 ヲ致 シ,智 育 ハ益 々進 歩 シテ体カ ハ
益々衰弱 ヲ致 シ兵備 卜教育 卜云 フモノ ト,比 国民 ノ体格 卜云 フモノハ,恰 モ逆比例 ニ ナ ッテ居 ルヤ
ウナ次第デ ゴザイ マス。実 二是 レハ,国 家 ノ大患デア ッテ今 二お テ之 ヲ救 フ ト云 フ策 ヲ講 ジマセヌ
,

ケ レバ ,異 日謄 ヲ噛 ム ト云 フコ トノ悔 ガアル ト云 フコ トハ ,免 レヌ次第 デアラウ ト思 フ。 ソ レデ斯
ノ如キ事実 ヲ発見 シ,斯 ノ如 キ情勢 タルコ トヲ洞察致 シマシタル以上 ハ,政 府 ハ,速 二且 ツアラユ
ル手段方法 ヲ以 テ是 ガ救済 ノ途 ヲ講 ジナケ レバ ナ リマセ ヌ。
P
こ うした国民体力 の低下に対す る切迫 した危機感 は,何 も政策主体 にのみ指摘 され るもので はな
かつた。明治31年 9月 19日 か ら26日 にわたって開催 された全 国尋常中学校長会議 は,「 国家 ハ 国民 ノ
体格 ヲ鍛錬 スル為 メニー 層中学校生徒 ノ体育 ヲ奨励 スルノ必要 ア リト認 ム故 二文部営局者 ハ精密 ニ
調査 シテ適営 ノ制度 ヲ定 メラレンコ トヲ望ム乞との「体育法建議案」を採択 してい るが ,同 建議案 は
具体的 に次の事項 をあげて い る。

,
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「第一条
第二条
第二 条

国民 ノ体格 ヲ鍛錬 スル為 メニ全国普通学校 ノ生 徒 ヲ悉 ク軍隊 二組織 スル事
中学校生徒 ノ調練 ハ毎 日二時間 トシ陸軍 士 官若 シクハ下士官 ヲシテ之 ヲ訓練 セシムル事
毎月一 回若 クハニ 回陸軍将校 ヲ検閲官 トシテ 中学生徒 ノ調練 ヲ検 閲 セシムル事

中学生徒第五年 ノ学年末二お テ検閲官臨場 シテ厳重 二之 ヲ試験 シ及第 スル者 ハ直 チ エ予
備下士官 ノ適任証書 ヲ附奥 スル事
但 シ学校 ノ訓練 ヲ以テ調練習熟 セザル者 ハ六ケ月乃至―ケ年間陸軍 々隊 二入 ラシムベ シ

第四条

第五 条 小学校 二船 テモ亦 夕児童 ヲ軍隊 二組織 シ厳重 二之 ヲ訓練 シ其体操科 ノ卒業 二船 テ優等証
書 ヲ得 タル者 ニハ 陸軍兵役 二船テーケ年若 クハニケ年 ニ テ帰休 セシムル事
第本 条 毎年春秋二 期 二船 テ同日一斉 二全国普通学校生徒 ノ大演習 ヲ施行 スル事
第七条 体育法実施 二要 スル費用ハ総 テ国庫 ヨ リ支弁 スル事
伊
また,『 教育時論』も「 中学校 と体操時間P(明 治 32年 ),「 国民遊戯教育 を奨励すべ じ](明 治32年 ),
「国民 の体力 の漸減 P(明 治32年 ),「 強健 なる国民 を造 る法P(明 治33年 ),「 大 に散歩を奨励すべ じザ
ゆ
(明 治33年 ),「 学 生元気振興の策」 (明 治33年 )等 を「時事寓感」
,あ るい は「社説」に掲 げて,体
育の振興 を訴 えて い る。 その 中の時事寓感「強健 なる国民 を造 る法」は,次 のように主 張 してい る。
「体育 の必要 は,三 尺 の童 子 と雖 も皆之 を知 れ り。然 れ ども,如 何 なる方法によ りて,之 を成功
)

せんかに就 きては,説 を立 つ るもの少 し。体育 といへ ば,必 人の聯想す る所 の,撃 剣 も可な らん。
柔術 も可な らん,ベ ースボール も可ならん。 漕艇 も可な らん。 され ども,体 育 の方法 は,之 に蒸 く
るにあ らず。学校 の体育 とて も,此 等 の技芸 を,奨 励 すれば足 る といぶべ き者 にあ らず。否此等 の
技芸 も,価 値 あるには相違な しといへ ども,其 の 中或 は現代国民 の嗜好 に適 ざるものあ り,砂 か ら
ぬ費用 を要す る ものあ り,且 又少年に適 して老者 に適 せ ず,男 子 に適 して,婦 人 に適 せ ざるものあ
り,さ れば此 等 の技芸 の奨励 ,固 より可 な りと雖 も,今 に方 りては一層実行 し易 き方法 を以て,国
民一般 をして,自 らは此 等の技芸 を能 くせず とも,之 を観 ることを好 むに至 らしめ,遊 戯好 きとい
ぶ―の気風 を養成するを要 し,而 して先 ,屋 外 に出 で,市 街郊野 を散歩するを,一 の業務 と心 得 る
に,至 らしむ るを第一 とす。 これ最効果 あ り,最 ,行 はれ易 きものな り。我 が国人 の如 く,終 日屋
内に蟄居す るが 如 き風 は,欧 米諸国 には,絶 えて無 しといぶ。而 して,其 の奨励法 としては,必 先
今 の公園を改善 し,其 の数 を増 し,以 て共同遊戯所 に適 せ しめざるべ か らず。現時の公 園 は,規 模
狭少 ,設 備不完全 にして,到 底公園たる実なきが故に,其 の用為 さ ゞるな り。上野公園の如 き,金
国屈指 の者 な りと雖 も之に遊ぶ ものを以て,日 を楽 しむべ きものは固 よ り,共 同腰掛 の如 きものだ
に稀少 にして,足 を止 めしむるに足 らずにあ らずや。若 し此等公園 に して,改 善 せ られ,市 民 をし
て,朝 夕四時其 の眺 に飽 か しめ,其 の遊戯 に適 せ しめ,一 日之 に遊 べ ば以 て,一 日の苦 を一洗す る
に足 る思 を為 さしめば,不 活発 なる国民の気風 を一新 して,能 く勤め能 く遊 び,強 健 にして才智 あ
り,一 歩 も欧米諸 国人 に,譲 らざるの国民 を造 るに輿 ってあ らん。」D
帝国主義的競争 に耐 えうる人物 (一 公民)の 養成策 として,体 育方法 の合理化 と振興 が叫 ばれ る
一方,欧 米列強 に対抗す るために,先 述の全国尋常中学校長会議の建 議案 にみ られ るように,即 戦
力を目ざした体育 の軍事化 も,同 時 に強調 されていった。 この体育 の軍事制度 は,明 らか に世界最
強 と云われた帝国主義国 ロシアの戦争 を仮想 しての ことで あった。
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(2)久 保 田文 相 の体育政策 と体操・ 遊戯取調委員会の設置
明治37年 2月 8日 ,日 露戦争が開始 された。開戦後 の明治37年 10月 5日 ,久 保田文相 は,地 方官
会議の初 日に この 日露戦争 を「活事実の教育」の好機 であるとして,次 のように演説 して いる。
「今回の事変たる国家の 自衛上 巳むを得 ざるに起 りたるものな りと雖 も一面 よ り考 ふれば国民 を
して忠勇誠実勤勉忍耐等の美徳 を発揮せ しむる機会 にして学校教育上 よ り謂 ふ も適切 なる活事実 に
由 りて教授 訓育の効果 を全 くせ しむることにお て千載一遇の好機た らずんばあ らず此点に関 し各位
は能 く学校教員を督励 し以て遺算なか らしめん ことを望 む甲
そ して,久 保 田文相 は,別 の機会 に国民体育 の振興 を重視 し,次 のように述 べ てい る。
「 自分は平生体育 を重む し各種 の運動会 の如 きは力めて之れを奨励す るの方針 を採 りをれ り而 し
て現在及び将来に船て之を奨励す るの必要益切 なるを見 るな り事 に教育 に営 るもの智育徳育 に専 ら
其力 を注 ぎ或 は体育 を閉却す るものあるが如 きは一■斯 の如 き弊風 は漸次改善 せ られつつあるも一
― 自分 の取 らざる所 な り自分 が体育 といふ は単 り学校 の体育 のみ をいぶに非ず して広 く
国民全体 の体育
をいふ蓋 し強健 なる国民 は強健 なる精神 を有す るものた らざる可 らず強健 なる精神 は最 も多 くの場
合 におて強健なる身体 に伴 ぶ を以てな り学校 の体育 を奨励 し之れ と興 に国民全体 の体育 を奨励せざ
る可 らざるを知 る可 にき非ずや」。
なかで も,女 子体育の振興 を強調 し,「 就中最 も奨励せ ざる可 らざるは女子 の体育 な り事実を事実
として語れ ば我国の体育 は教育上各方面の進歩 に比 して甚 だ後 れたるの観 あ り特 に女子体育 におて
然 りとす是れ自分 が体育 の奨励 を必要 とし殊 に女子体育 の奨励 を必要 とす る所以 な り甲 と述 べ てい
る。
久保 田文相 が女子体育の振興 を説 いたの は,日 露戦争 に象徴 されるように,「 世運 の進歩 と奥 に競
へ」°て きたか らにほかな らなか った。
争 は愈激甚を力日
ところで, これらの 国家的要求 をまえに,学 校体育の現実はいか なる状況 で あったの か。明治」
0
年代 に入 って も,な お依然 として体育方法 の主流 は, リー ラン ドの伝 えた普通体操 と森有礼以後の
兵式体操で占め られて いた。 しか し,そ れ らはいずれ も行 き詰 りを見せてお り,明 治後期 に至 って
もなお体育 の実情 は,改 善 される兆 しを見 せてはいなかった。明治37年 11月 11日 f帝 国教育会 は
久保 田文相 に対 して「体操属行 の建議」 を行 っているが,帝 国教育会 々長辻新次 は,そ の建 議書 の
,

なかで形式主義 に陥って い る体育 の実態 を こ う指摘 して い る。
「新次等惟子に教育上体育 の忽 にすべか らざることは首局者夙 に之 を認 め其 の奨励 の道 も亦至れ
ると云ぶべ し然 るに近時 一般教育 の進 歩 に伴ひ体育 の理論及び実際 も亦著 しき発達 をな し随 ひて其
の種類 も漸 く複雑 を致 し教 育者 は之が撰揮 に苦 むの情況 あ り加ぶ るに首局者体育 を重んず るの意思
未 だ貫徹 せず動 もすれ ば,単 に教則の規定せ る時間 を体操遊戯等 を以 て形式的に塞 ぐに過 ぎざるの
憾あ り或 は運動教室 の設備 な きがため雨天 には全 く体操 を欠 けるものあ り或 は運動 の奨励其宜 きを
得ず して徒 らに競技 に流れ教師生徒共に或種の遊戯 に耽 り正規 の体操 は殆ん ど措 て顧 みざるが如 き
ものあ り斯 の如 きは何 れ も教育上最 も憂ふべ き現 象 な りと云ふべ し之 を以 て営局者 は速 に適営なる
措置 を採 り体育 の実績 を挙 げ得 るに至 らしめん こと新次等希望 に堪 へ ざるな り依 りて勉 に之 を建議
す
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明治二十 七年十一 月十一 日
帝国教育会長

辻

新次

文部大臣久保 田譲殿
Jつ
また,明 治39年 に群馬 ,千 葉 ,茨 城 ,栃 木 の各県 の師範学校 および高等女学校 の体育 を視察 した
下田学事 は,次 のように復 命 している。
「体操 は一教師の下 に統一 的 に行 はる ゝ所 あれ ども二人以上の教師 が思 ひ思ひの ことを行 へ る所
もあ リー般 に確 かなる)頁 序 な きもの ゝ如し,女 生徒 の体操 は一層力 を入 るを要す る且身体 の久 しき
労力 に堪 ぶるが如 きものを行 は しむべ し。今 日の女子の体操 は餘 りに女性的 に して力 な し,宜 しく
力 の表出 におて一 層見答あるものた らしむべ し,舞 踏 を好 むは女子 の常 な りと雖 も学校 にお ける舞
踏 は多 きに過 ぎ一 挙一動優美の点 には却 て注意す ること少 し,又 規模大 にして野馬 の荒原 を馳 るが
如 く自由に活動 し全力 を以 て馳駆す るが如 き遊戯 をもなさしむべ し,地 方の学校 は広 き運動場 を有
°
す るも今 は狭 く殺 して使 へ り。
」
や は り,埼 玉 ,栃 木 ,群 馬 の各県 の体育 を視察 した井口あ くりも,次 のよ うに報告 して い る。
「今 回視察せ し諸 学校中―の教 員 として体操遊戯 を兼ぬるは高崎高等女学校 の女教員 と栃木高等
女学校 の女教員二 人のみ其他 は体操 をば多 くは男教員遊戯 は女教員 に限れ るが如 し而 して此分捨の
結果体操及遊戯 は全 く個 々別物 の如 くに して両者間何 の聯絡 な く互 に何 の補助す る鹿な きが如 し目
下女子 の遊戯 なるものは単 に舞踏的 の行進な りとの狭 き見解 を付 せ られ三 十分又 は一時 間 の遊戯中
受持教員 は只 其順序方法 のみを教 ふ るか又はピアノ,オ ルガンを弾ず るのみにて其生徒 の姿勢 の如
何 に注意 せ ず其歩調 を揃 へ しむることのみ是れつ とめ体操 と密接 なる関係 を有 する活発 なる他 の遊
戯な どは措 きて顧 みざるな り是 を以て体操時間 にお て体操教師 の一意矯正 した る姿勢 も練習 した る
姿勢 も遊戯 に至 りて却 て破壊 せ らる ゝが如 き観 あ り且 つ遊戯教師 にして其行進法 を軽 く優美 な らし
めんことを望 むのあま り生徒の活動力 を束縛 して全 く無精神 に して不 活発遅緩 なる所作 をなすに至
らしむるもの あ りて寧 ろ其根本 に朔 り体操 にて身体 を鍛錬 し各 自の筋肉 と神経 との機能調節宜 しき
を得たる結 果 としてあ らはる ゝ所 の最 も活発 にして しか も軽 く優美 にな し得 るが如 き所作 は多 く見
られざるが如 し,且 つ 菅 に新 しき逐 ひて形のみを模倣す るの結果却 て有害 なる点 さへ も識別す るの
能な きものあるは実 に嘆ずべ き ことな りとす,一 方 におて体操 を顧れば前述 の如 く多 くは男教師に
して是等 の教師 は兵式体操 を知 り,普 通体操 の一班 を知 るべ しと雖 も各 自の運動 の 目的教授法等 に
関す る智識 の浅薄なるを免れ ざるが故 に熱心 なる教授 も,意 を用ひた る矯正 も其 営を得ず。有益 な
る運動 をして十分 に其効 を奏せ むむるを得 ざるのみな らず,普 通体操 の順序 のみを堅 く墨守 して適
宜に之 を取捨掛酌するを知 らず。体操時間中生徒 をして僚然仁立同種類の運動のみを反 覆矯 正 し

,

其運動 に関せ ざる他 の部分 をして体操時間中全 く其活動 を停止せ しむるあ り。 た また ま行進 な どを
練習せ しむるあるも,其 歩式歩調等全 く兵式体操 に則 り女子の実際上の歩行 とは全 く相隔離す るが
故 に,生 徒 をして菅 に一種特別 の体操 のアルキ方 と見過 ごさしむるに至 るのみ。 いかで生徒 をして
其変化な きに飽 き,体 操 を くるしく,つ らく,つ まらなき学科 を嫌悪す るの念 を起 さしめざるを得
べ き。 た とへ不活発 にせ よ楽器 の力 を借 りて絶 えず全身 を動か し得 る遊戯の寧 ろ生徒 に喜 ばる ゝも
故な きにあ らざるな り。」9
こ うした体育の状況下 で,明 治37年 10月 に設置 された
「体操遊戯取調委員会」 (以 下「取調委員会」
と呼 ぶ)は ,明 らかに低迷 を続 ける体育の現状 を打開 し,か つ 日露戦争 (明 治37年 2月 8日 〜 明治

)後 の体育経営 に とって,新 たな課題 として浮上 して くる軍事的,な
身体機能 の合理的,実 用的陶冶策 をさぐることを 目的 としていた。
38年 9月 5日

らびに産業的な
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例 えば,久 保 田文相 は,戦 後 の明治38年 10月 に訓令「戦後教育 二関 シ営局者留意方」 を発 し,戦
後 の教育経営の重要性 を訴 え,正 直,勤 勉,忍 耐の精神 の涵養,労 働尊重の気風 と貯 畜 の習慣 の確
立 を強調す ると ゝもに,戦 後教育の主眼 として何 よ りも欧米帝国主義列強の市場分割競争 に打 ちか
つための実業教育の拡充 を強調 している。
また,明 治38年 12月 2日 の帝国教育会 で も次の ような演説 を行 っている。
「今 や我邦有史以来の大戦方に其 の局 を終 了 して国威 を海 外 に発揚 し,世 界 にお ける大 日本帝国
の地位大 に高 ま りた ると共に,国 家 の責任 は従前 に比 して愈 々重大 とな りたる事 は,諸 君 の既 に知
悉せ る所 な らん,而 して国家 が此の重大なる責任 を基 さんが為 めには,益 々国民 の実力 を養成 し
,

其 の勤勉活動 を促 さ ゞるべ か らず。故 に政府 にお ては事情 の許す限 り此 の 目的 に応 ず る諸 般施設 の
拡張改良を図 り,殊 に国民教育の発達改良に関 して鋭意施設計画す る所あ るべ きも,直 接教育 の任
｀
務 に鷹 れ る諸 君 は,速 に其 の責任 の重 きを覚知 し,益 々 国民教育の発揮に努め,其 効果 を して今後
―層顕著な らしめ国家 が其現在の地位 にお ける責任 を全ぶす る基礎 を撃固 な らしめ,更 に進 んで将
来 にお ける帝国 の地位益 々上進す る所 あ らしめんことを期 せ られん ことを望む。子の
そ して,特 に「奢修 を戒 め,節 倹 を励 み,貯 蓄 を努が豊)る ことをあげ,「 故 に教育者 は深 く此 に留
意 し義務奉公の精神 に基 きて忠誠信実の徳 を養 ひ,各 自の本分 に応 じて善 く其業 を勉 む るに至 らし
め,且 つ広 く公徳の発達 に資 し,尚 武の気象 に依 りて剛毅 ,忍 耐,勤 勉 の諸徳 を養 ひ,体 育運動 を
励 ましむる等適宜誘放指導せ ざるべ か らずVり と述 べ,さ らに体育 について次のように言及 して い る。
「体育 に関 しては特 に一言せん と欲す ることあ り,近 来学校生徒の体操及遊戯運動 は頗 る盛 なる
に至 りたれ ど,一 般人民 に至 りては青年 と雖 も体育 の 目的 に適す る運動 を行ふ もの猶少 な きは甚遺
憾な りと謂 はざ るべ か らず,今 後 は益 々学校生徒 の運動 を奨励す ると共に,一 般人民の体操遊戯 を
盛な らしめ,以 て国民 の体格 を改良発達せ しめん ことを務 めざるべ か らず,然 るに学校生徒 の運動
に関 し近来往々弊害を生ず るに至 りたるは甚憂 ぶ べ きことな り,学 校生徒の運動 に して徒 に勝敗 を
争 ふ ことのみに努 め,殊 に少数なる運動家 を出 して学校 の各誉 を博 せんことを努 む るに至 りては
既 に体育 の 目的 に背 くもの と謂 はざるを得ず,(中 略)教 育者 は宜 しく此等の例 に鑑み遊戯運動の円
,

満 なる発達 を図 らざるべ か らず、
子9

‑方 ,大 隈重信 は,明 治40年 5月 12日 に開催 された明治の六大教育家 (大 木喬任 ,森 有礼 ,福 沢
諭吉 ,中 村正直,新 島裏 ,近 藤真琴)追 頒式で戦後教育経営 に関 し,次 のように演説 して い る。
「国家 は積極的,国 家は進取的,膨 張的な ものである。是れ即 ち世界 の国際的生存競争 の,民 族
的生存競争の下 に,常 に積極的 で膨張的,此 性質 が一 番 で あ る,是 れは進化学 の原理 であ る,そ れ
を欠 けば,直 ちに此世界 にお ける適者 として生存す ることが出来 ぬので あ ります。 (中 略 )そ れであ
るか ら進取的,積 極主義でなければならぬ, どうして も教育者其者が人 間を持へ るには,積 極主義
でなければ ならぬ,消 極的の人間を持へ られては堪 まるものではない,(中 略)夫 故 に何鹿 まで も積
極的,何 庇 まで も進取的でなければ迪 も戦後 の二 十世紀の社会的,国 際的,民 族的大競争の巷 に立
つて,優 者 として世界 に雄飛す ることは決 して出来 な いと信 ずるのであ ります。子。
社会 ダー ウ ィニ ズム を原理 とした帝国主義の論理が明 らか にされてい るが,「 取調委員会」は,こ う
した帝国主義的要求 を実現するにふ さわ しい人物 の養成 とそのための学校体育 の改造 とい う脈絡の
なかに位置 づ けることがで きる。
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(3)体 操遊戯取調報告書 とその活動主義体育論
取調委員会 は,文 部官僚 で もあ り,後 に『実際的教育学』 (明 治42年 )を 著わ し,か つ成城学園の
創設者 となる沢柳政太郎 を委 員長 に,普 通体操 の紹介 と伝播 に力 を尽 した坪井玄道 のほか,高 島平
二郎 ,川 瀬元九郎 ,井 国あ くり,三 島通良,波 多野真之助 ,可 児徳等 ,当 時 の明治体育の改革論者
を委 員 に構成 された。取調委員会 は,37回 もの会議 を重ね,明 治38年 ■月30日 に『体操遊戯取調報
告書ど を久保 田文相 に提出 したが,そ の 内容 は,同 文相 が「頗 る完備 せ るものにて殆 ん ど遺 憾無 し
と云 へ るΥ°と評 したほ どであった。

報告書 は,ま ず「一 体操科 ノ ロ的」 を規定 し,次 の ように述 べ ている。
「一 身体 ノ動静 ヲ問ハ ズ常 二 自然 ノ優美 ナル 姿勢 ヲ保 タシムル コ ト
ー 身体 ノ各部 ヲ均斉 二発育 セシムル コ ト
ー 身体 ノ健康 ヲ保護増進 スルコ ト
ー 四肢 ノ使用 二 際 シ ト強壮 ,耐 久,機 敏 ヲ期 スル コ ト
ー生涯中最 モ多 ク遭遇スベ キ運動特 二職業及兵役 ノ義務 二月
艮スルニ適 スベ キ練 習 ヲ興 フル コ ト
ー精神 ノ快活従順 ,果 断,沈 着 ,勇 気 ヲ増進 セ シムルコ ト
附 り注意 ,観 察 ,思 考 ,断 定 ,想 像 ,忍 耐等 ヲ増進 セシムルコ ト
ー意思 ヲ敏速且精密 二 実行 シ得ベ カラシムル コ ト
ー規律 ヲ守 り協 同 ヲ尚 ブノ習慣 ヲ養 フコ ト
Y°
この体操遊戯取調報告書が規定 している体育 目的論 は,基 本的 に活動主義体育論 の系譜 を引 くも
のであったが,そ れを坪井 ,高 島,川 瀬 ,井 口,な らびに可児等 の共著 であ り,取 調報告書 の解説
書 とも云 える 『体育 之理論及実際』 (明 治39年 )に 読 み取 ることがで きるも
同書 のなかで坪井等 は,体 育を「生 命 ヲ保持 スル ノ理論 卜実際 トヲ教 フルモノVの であ る と簡潔 に
規定 し,あ わせて生 命 を維持す ることによって,人 生の三大理想である真 ,善 ,美 を実現す るもの
で ある と述 べ ている。 この観点 か ら,体 育 の本質 を「一定 ノ方案 二基 キ,随 意筋 ヲ運動 セ シメテ
被教育者 ノ身体及 ビ精神 二,所 期 ノ結果 ヲ得 シムベ キ事業 ナ リVDと ゝらえ,体 育 の 目的 として(1)技
,

術 の修練 ,(2)身 体 の修練 ,0)精 神 の修練 をあげて い る。坪井等 は, これ らの 目的のなかで も体育 の
訓育的,訓 練的 目的を重視 し, この訓練 目的を実現す るために,特 に競技的遊戯 の価値 を高 く評価
している。

すなわち,遊 戯 をダー ウィニズムの観点から「進化論上,生 物 自然 ノ必要上 ヨリ発達 シ来 レルモ
ノPで あるとみて,ま た,生 理学の観点から(1)勢 力過剰説,(2)休 養説 の原理 にもとづいて説明 を加
え,さ らに心理学生からは,「 快感 卜自由ノ意識 トハ,人類遊戯 ノ現象二通 ジタル主要 ノ性質ニ シテ
の
是等 ノ衝動 ヨ リ遊戯ハ漸次発達 シ,之 ガ為 メニ更 二精神活動 ノ発展 ヲ助 クルナ リ
『 と ゝらえてい る。
さらに,遊 戯 の教材価値 について「決断,沈 着,勇 気,忍 耐 ノ諸徳ハ,競 争的遊戯,若 シクハ強
激ナル全身運動二船テ之 ヲ養 フベ シ。是 レ競争遊戯ハ,是 等 ノ諸徳 ヲ実現 スルモノエアラザ レバ
勝 ヲ制センコ ト難 ク,又 強激 ナル全身運動モ,是 等諸徳,就 中勇気,忍 耐 ヲ有 スルモノエ アラザ レ
バ,行 ヒ難 ケレバ ナ リ。故二是等運動 ヲ行 フモノハ,自 ラ以上ノ諸徳 ヲ養イ得ルナ リザけと評価 し
また,「 運動遊戯 ノロ的ハ児童 ノ活動的衝動 ヲ満足 セシメ,運 動 ノ自由 卜快感 トニ由 リテ,体 操科 ノ
目的 ヲ達 シ,特 二個性及 ビ自治心 ノ発達 二資スルニ ア リ9Dと 述べて,個 性,自 治心 の陶冶 とい う新
,

,

,

たな理念 を提起す るほか,団 体的規律,協 同的精神 の養成 という訓育的観点からも,遊 戯 の価値 を
高 く評価 したのである。
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「教科 トシテ課 スベ キ遊戯 ハ ,管 理上 ノ ミナラズ,訓 練上 二船 テモ,団 体 的ナ ラザル可 ラズ。
是 レ規律 ヲ守 り,協 同 ヲ尚 ブノ精神 ヲ養成 スルニ必要ナル コ ト ゝス。而 シテ又遊戯 ノ規則 が余 リ
複雑 ニ シテ,之 ヲ記憶 シ之 ヲ演習スル ニ 困難 ニ シテ,徒 ラニ精神 ヲ労 スルノ ミニ シテ遊戯 ノ興味 ト
運動 ノ快感 トヲ収得 シ得 ザル ガ如キモノタル可 カラズ。」0
そして,こ の立 場 か ら体操教材の限界 を次のように指摘 して いる。
「体操ハー挙 一 動皆教師 ノ命令 二 由 リテ動 キ,殆 ン ド己ガ意思 二 由 リテ行動 スル コ ト能 ハ ズ。 サ
レ ド遊戯 二お テハ ,其 ノ遊戯 ノ規則 二背 カラザル範囲二船テハ ,己 ガ意思 二 由 リテ行動 スルコ トヲ
得ベ ク,従 ッテ其 ノ興味 モ亦体操 ノ比 ニ アラズ トス。是 レ遊戯 ガ大 二其個性及 ビ自治心 ヲ発達 セシ
ムル ニカアル所 ナ リ。ザ°
決断,沈 着 ,忍 耐,自 治 ,個 性 ,協 同等 といった気質を具備 した人間像 ,も しくは国民像 への要
求 は,明 治30年 代 に至 って,よ リー 層現実味 をおびてきたが,坪 井等 は, こうした臨機応変 ,応 用
自在な可塑的能力 に富 んだ人物 の養成 は単 に体育 のみにおいては実現 しえず,各 教科 の統合主義教
授によっては じめて養成 されうるとしている。
「遊戯 二船 テ養 ヒ得 タル想像作用 ハー般 ノ想像作用 ヲ進 メ,文 学 ニ モ美術 ニ モ,之 ヲ応用 セラル
ベ キエ アラズ。然 レ ドモ,一 ノ場合 二船 テ養 ヒ得 タルモノヲ,努 メテ他 ノ場合 二応用 スベ キ機会 ヲ
輿へ,練 シテ怠 ラズンバ,必 ズ全般 ノ精神作用 二良好 ナル結果 ヲ期 タスヤ疑 ヒナシ。故 二教育者 ハ
諸教科 ノ連絡 二注意 シ,互 二相助 ケテ,被 教育者 ノ精神界全体 二発展 ヲ期 スベ キナ リ。」°
こ ゝには明 らか に,樋 口勘 次郎等 の明治30年代 に興隆 しつ ゝある社会的教 育学 や統合主義教授理
論 の影響 を見て とることがで きる。

(4)取 調委員会 とス ェー デン体操
ところで,取 調委員会は,体 操教材 に関 しては「慎重審査 ノ後所謂瑞典体操 ハ大体 二船テ採用 ス
ベ キモノ守°と消極的 ではあるが,普 通体操 に代 ってスェーデン体操 の教材化 を認 めてい る。スェー
デン体操 は,わ が 国 には川瀬元九郎 ,井 口あ くり等 によって移入 された。川瀬 ,井 口は,ア メ リカ
留学中 にスェーデン体操研究所 の卒業生 であるポッス (N.Posse)に よって移入 されたスェーデン
体操 をボス トン師範学校 で学 んでいる。川瀬 は明治 35年 以後 ,体 操学校 で生理 学,解 剖学のほか
スェー デン体操 を教授 し,一 方 ,井 回は明治36年 に帰国 し,東 京女高師 でスェーデ ン体操 を教授 し
,

てい る。
川瀬の 『瑞典式教育体操』 (明 治35年 ),『 瑞典体操法』 (明 治37年 )は ポ ッスの『スェーデン式教
育体操』
(1890)一 ―第 3版 は,『 特殊運動学 (Special Killesi010gy of Educational Gymnastics,1894)』
と改題一― を紹介 した ものであった解

このスェーデン体操を取調委員会が採用した根拠について,高 島平二郎はこう記している。
「 これ迄の体操 には根拠 が無 かった。唯単 に手 の運動 をしたか ら胴 の運動 をす るとか,足 の運動
をするとか といふ風 に,運 動 の関係上体操の順序 を定めたに過 ぎなかった。併 しこれ とて も別 に根
拠 といぶ程 の ものでは無 い。元来運動 は児童の為めの運動であって,決 して運動の為 めの児童 では
無 い。 それは丁度児童の為 めの教育であって,教 育 の為 めの児童 で は無 い といふの と同 じいのであ
る。 それで体操 は心身 両方 の修養 であるが,其 の内,心 と身体 を何 れを主 とすべ きか といふ問題 を
解決 しなければならぬ。若 し心の修養 を主 とす るとすれば,精 神 を養 はんが為 には身体 は少々位無理
もしなければな らぬ といぶ ことになって来 る,取 調委員 はこれに関 して種 々相談 した結 果 ,体 操 は
元来身体 を養ふための ものであるか ら,先 づ身体 を養ぶ ことを主 として研究 し,精 神 に就 いて は或

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践 (3)

る体操 は精神上如何 なる点 を練磨する ことが 出来 る といぶ ことを指摘 した。大体 こ うい う方針で取
調 したか ら, これ迄 マチ/＼ で あった所 の体操 は一定の原理 によって成立す ることになったのであ
る。
す9
また,ス ェーデン体操 の紹介者 である川瀬 は,次 のような解説 を加 えて い る。
「従来 の体操法 で は,唖鈴教授 の際 には其時間中特 に唖鈴 のみを教授 し,其 他球竿又 は混棒 とい
ひ,若 くは木環で あって も,す べ て皆斯 の如 く単調 の教授 法を執 って居 た もので,其 の教授 は全 く
変化な く,実 に不融通極 まった ものであった,否 従来の体操法の編成では,勢 いソー な らなければ
ならなかったか も知れ ぬが,今 度 のに船ては斯 の如 き不便 を全 く除去 してあるを以 て,教 授者 の腕
次第 には唖鈴,球 竿 ,混 棒 ,兵 式 …… あるとあ らゆる体 操 を残 らず,之 を一の運 動時 間 に行ふ こ
との 出来 る様 になって居 る,で ,今 度 のには 自 ら変化 あ り,起 伏 あ り,其 間趣味 の津 々た るものが
あって,生 徒 の これ を実習す るに方 りては,絶 えて俗厭の意 を生ぜ しめると云ふ ことは全 くあるま
い,運 動法 も此 に至 りては最 も進 化 した もの と謂 って も差支ない と思 ふ。 (中 略 )こ ゝに一 寸言って
お くが,吾 々調査委員 に船て,文 部大臣 に報告 した書類 の 中 に,従 来 の体操 も亦其の教授の順序

,

運動種類 の撰押 に改正 を加ふる ときは,体 育上十分 の価値ある ことは論 を倹たず と書 いて置 いたが
其 の順序 は何 を標準 とすべ きか と云ふ と,無 論瑞典式の其れ に嫁 るべ きである。 さて体操法 の形式
,

は右 の如 く具 って も,今 後十分 に体育の目的を達 せん とするには,何 よ り急務 とする所 は教 師 の養
成 で ある。従来の体育法であ ると,体 操本 を見 て器械的に其 の方法を覚 えさへ すれば誰れで も教授
は出来た ものであったけれ ども,今 度 には酎酌 ,取 捨,増 減の 自由を興 へてあるだけ,其 れ丈 け教
師 に其 の人 を得なけれ は これを行 ふて円転脱滑 に,其 の 目的を達す ることは出来 な いので あるよ
」
また,後 に学校体操教授要 目の制定 に中心的な役割 を果 し,ス ェー デ ン体操 の推進 者 となった永
井道明 は,留 学先 のボス トンよ り東京高師教授 の吉田禰平 に対 して,取 調報告書 について次 のよう
な論評 を送付 してい る。少 々長 くなるが,引 しておきたい。
「小生 留学 の命 を拝 し将 に出発せん とす る際体操遊戯取調委員 の方々が稀 なる着実 と熱誠 とを以
て研究せ られたる結果 を内承 し心窃 に其労 に感 じた りしが,近 頃雑誌 によ り其公表せ られたるもの
を見 るに及んで,益 々我邦教育界 の為 に其功労 を感謝致候 ,而 して我 が教育家諸氏 も亦必ず之を進
め各 々 自得活用の工 夫 を運 らし居 らる ゝ事 と存候。
小生 は体操 の研究 に着手 した るばか りに候 へ ば
報告 その ものにつ きては未 だ批判 を試むる資格 な く候 へ ども,只 今虚 心平気 に研究 に従事 し居 る丈
,

けそれ丈 け小生の気付 きたる三二 を申上 ぐるは,或 は却 て熱心なる我研究家 には御参考 とも相成 る
べ きか と存候 ,(中 略)唯 今早速賛成 を表 し得 る ことは取調委員 の注意 した る『徒 に形 式 に馳す るこ
とな く云々』
件 にて候 ,所 謂 スェーデン式体操 なるものは,瑞 典本国 におて さへ 之れ無 しとも承 り
,

其 の他 の諸 国 に在 りでは瑞典的の体操あ らん も,所 謂式なるものは,之 な きに似 た る故 にて候。原
来 リンプ以来瑞典式が為 したる工 夫 は大 に則 るべ きものあるも決 して一 定不動 の形 式 あ りしにはあ
らざるべ し,仮 令 か ゝる形 式 のあ りしにもせ よそは決 して墨守すべ か らざるものにて候。吾人 は幾
重にも其精神 を取 り其形式 に拘泥せざらん ことを希望す るものにて候 。 (中 略)実 際小生 が今 日まで
見 たる所 によれば,瑞 典教員実際 の教授 にお て も,又 数冊 の体操書 に船て も各其順序 に幾分 の相違
と,特 に臨機応変の妙 とあ るを認 め申候。取調委員 の方々が示 されたる所謂 『基本形式』 は此教授
の順序 を指 されたるもの ゝ如 くに候が,小 生 は我邦 の教育家 に其精神 を一 層進 むべ き順序 を工夫す
ると同時 に,所 謂 『大体 におて採用すべ き云々』 の注意 をば此 に適用 せ られん ことを是れ祷 り候。
今 は昔所謂五段教授の声 の盛 な りし頃,或 初心 の先生 が『只今 か ら予備 を致 します』云々次 は『教
授に移 ります』云 々 とやった奇態 をば体 操界 に再演 しめた くな きものに候 へ ば其 の『運動準備』の
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如 きは,先 づ其 の時其の場合 ,其 の生 徒の年齢程度等 にも依 りて,其 の種類 と方法 とを異 にすべ き
ものにて,或 時 には 『多 く心 を要せざる簡易 なる下肢 の運動』 (委 員の説明の一節)を 行 は しむるを
可 とすべ し,他 の場 合 には之に反 して『注意及観察作用 を運動に傾注 せ しむる』 (同 上 )を 以 て利 あ
りとす ることも有 之 べ く候 ,尋 常小学生徒の如 きは控所や教室 より体操場 に行 くまで に,巧 に比準
備 を終 らしむることもあ るべ く,中 学生徒 な どにあ りては数分間各種 の運動 を行 ひ,以 て此 目的を
達す べ き事 も有 之候 へ ば,中 々に一定な どの出来 る ものには無之か るべ きか と存候。
其他 いずれの運動 におて も其順序通 りに器械的 に行 ふ こともあらば所謂死物 とな り了るべ く幼年
の児童などに取 りては寧 ろ残酷の手段 とも相成 るべ く候。例 えば跳躍運動の多 くはイヽ
学児童 に対 し
ては鬼事其他 自然 の駈歩な り,随 意 の遊 びな りを以てす る方効多 くして実 は瑞典体操 の直髄 に適ふ
もの ゝ如 くにて候。
尚遊戯 は巧み に其間 に利用す ると優れ るや り方 と存候 ,遊 戯運動 より之 を考ぶ る も孤立 して課 す
るは之れ亦運動順序の一不利 に して常 に他 と聯絡 して其特殊 の教育的価値 を統 一 す るこそ真の教育
手段 とも存 ぜ られ候。殊 に瑞典体操 は,美 容矯正的の成分多大 には候 へ どもそれ丈 け之 に加味す る
に遊戯運動の多 くを以てせ ざるときは,完 全 に児童 に適す るもの とは成 り難 きもの ゝ如 くにて候。
されば『基本的形式』 をば (準 備第 一 ………第九 まで)所 謂 一か ら十 まで其通 りになる事 は頗 る熟
考 を要すべ く候。ζ°
取調委員会 は,高 島,川 瀬等委員の意向 を受 けて講習会 を通 じてスェーデン体操 の普及 をはかる
べ きことを報告書 のなかで次のように云 っている。
「調査委員会 ハ慎重審査 ノ後所謂瑞典体操 ハ大体 二船テ採用 スベ キモノ ト決定 シ尚本科教授 ノ実
際 二適切 ナラシメンガ為多少 ノ掛酌 ヲ加 ヘ タ リ素 ヨ リ従来 ノ体操 モ亦其 ノ教授 ノ順序 ,運 動種類 ノ
撰 澤二改正 ヲ加 フル トキハ体育上十分 ノ価値 アル コ トハ論 ヲ待タズ斯 クテ今回委員会 ノ調査 シタル
体操法 ハ従来行 ハ レタルモノ ト異 ナル点多 ク之 ヲ実地 二練習 セシムルニ アラズ ンバ 通暁 スル コ ト能
ハ ザルモノ ト認 ムル ヲ以テ成 ルベ ク速 二文部省 二船 テ先 ヅ各府県立 ノ
学校 二船 ケル体操教員 ヲ召集
シ短期 ノ講習会 ヲ開キ以テ其 ノ要 旨ヲ講習 セシメラレンコ ト極 テ必要ナル施設ナ リ ト信 ズ」り
そ して,「 体操教授上 ノ注意 Jの なかで,体 操の教授法が形式 に堕すべ きことのない よう戒 めてい
る。
「一 体操 ヲ教授 スルニハ基本的形式特定 ノ理由 ヲ詳 ニ シ其 ノ順序方法 ヲ誤 ラザル ハ 勿論常 二生理
的,訓 練的 ノ ロ的 ヲ顧 ミテ徒 二形式 二馳 スル コ トナク其 ノ ロ的 ヲ達センコ トヲ努 ムベ シ
ニ 基本的形式二従 ヒテ行 フベ キ演 習 ノ種類少 シ トセズ故 ニー方 ニ テハ生徒心 身 ノ発達 卜習熟 ノ
度 トニ適応 シテ難易繁簡 ヲ異 ニ シ以 テ単調無味 二陥ル ノ弊 ヲ防 グベ キ他方 ニ テハ 徒 二新奇 ヲ競
ヒテ種 類 ヲ変更 シ為 二技能 二習熟 セザルノ弊 二 陥ルベカ ラズ
三 演習 ハ箇々別々 二之 ヲ行 フモ又ハ連続的 二之 ヲ行 フモ固 ヨ リ教授上 ノ便宜タ ルベ シ ト雖 モ生
徒 ヲシテ快酒熱心二行ハ シメ之 二対 スル興味 ヲ惹起 ス可ク単 二其 ノ方法 卜順序 トヲ知得 セシム
ルニ上 マルガ如 き弊 二陥 ラザル コ トヲ要 ス!り
報告書 は, このほか子 どもに「厭 怠疲労」 を与 える ことの な い ように教材の配列 ,種 類 ,難 易

,

時間配 当な ど子 どもの実態 に応 じた適正 化 が はか られ るべ きであるとしている。
ところで,ス ェー デン体操 は,解 剖学的,生 理学的な観点 か ら矯 正,治 療的 目的の もとに構成 さ
れた運動形式 (規 則 ,順 序)か ら成 り立 っていた。
誘導 ,胸 ,懸 垂 ,腕 と背 ,腹,体 側 ,下 肢 ,跳 躍 ,呼 吸 という一定の規則的な運動 は,そ れまで
の普通体操の体育的な風土の うえに容易 に定着 していったが,そ れ故 に,逆 にその形式主義的な性
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格 を免れ ることがで きなかったのである。

(5)文 部・ 陸軍合同調査会の設置 と「学校体操教授要 目案」
体操遊戯取調委員会の設置 に続 いて,明 治40年 4月 に文部省 と陸軍省 とによる合同調査会 (以 下
「調査会」 と呼ぶ)が 設置 された。 この調査会 が設置 されたその発端 は,先 の体操遊戯取調委員会
の報告書 における兵式体操の取扱 にあった。報告書 は,「 体操科 二関 スル規定中改正 ヲ要 スル事項」
のなかで兵式体操の うち徒手・ 器械運動 を学校体操 に包括 し,そ の他 の軍事 目的をもった運動 を陸
軍歩兵操典 に組 み込み ,名 称 を兵式教練 とすべ きことを方針 として明 らかにした。
この 方針 に対 して,陸 軍省側 は不満 とし,そ のため陸軍省 との調整 を目的に設置 されたのである。
調査会 の委員 は,陸 軍省側 か ら林陸軍少将 ,尾 野軍務局長 ,藁 谷歩兵大尉 ,そ して,文 部省側 か ら
は坪井東京高師教授 ,三 島 ならびに大 島視学官 ,可 児徳東京高師助教授 という顔 ぶれであ った。
この調査会 で陸軍省側 は,学 校体操 を陸軍歩兵 操典 と体操教範 によっと統一すべ きことを強 く要
求 し,一 方 ,軍 人 を訓練する体操 をもって学校体操 とす ることは不適当であるとす る文部省側 と直
向うか ら対 立 し,結 局 ,統 一 見解 に至 らぬま ゝ散会 となった。
陸軍省側 は,明 らかに軍事型 の身体機能 の養成 を要求す ることによって,体 育 の一 定の 自由化政
策 を国防 一 内治の観点か ら抑止す ることをね らい としてお り,そ れは陸軍省側 の まきかえ し工 作 を
意味 していた。 したが って,も ともとこの調査会 が不成功 に終 ることは,当 初 か ら予想 されていた
ことで もあった。
調査会設置の前年である明治39年 ,当 時 の牧野文相 と寺内陸相 との間 に意見書が取 り交 されてい
るが,こ の意見書のなかで寺内陸相 は,牧 野文相 に対 して学校体育 を兵式体操中心の内容 に再編 し
また,体 操教員 に軍人 をもってあてるべ きことを要求 して い る。 この要求 に対 して牧野文 相 は,普
通体操 と軍隊体操 とは,本 来その性格 を異 にす るものであ る旨の回答 をして い る予°
,

その後 ,文 部省 は,体 育研究 のために欧米 に留学 して い る永井道明 の帰国を待 って,明 治42年 に
調査会 を再 開 した。 その時の委員 は,陸 軍省側 か ら軍務局長 長 岡外史 ,陸 軍軍医英健 ,歩 兵大尉相
良廣 ― ,文 部省側 か らは普通学務局長梅村茂助 ,東 京高師助教授永井道明 ,視 学官槙山栄次 で あ っ
た。 この第 2回 の調査会 において も陸軍省側 は,日 清,日 露の両戦争 の経験 をもとに教 練 を草案 し
,

かつ兵役年限の短縮 をせ ざるをえな い とい う状況 か ら,学 校体育 の軍事化 を再 び要求 して い った。
これ に対 して文部省 は,国 内の実情 に見合 った学校体操 の必 要 を主張 したが,結 局 は この調査会
で も両者 は折 り合 いがつか ず,調 査会 は,永 井道明に統 一 案 の草案 を依頼 す ることで一応 の結着 を
みたのである。永井 は,戸 山学校 に出か けて陸軍側 と意 見 を調整 し,そ の結果 ,陸 軍側 が譲歩 す る
かたちで明治44年 に永井 は,「 学校体操教授要 目案」 を作成 したのである。
陸軍側 の譲歩 が「永井 の新 しい理論 による反省」°と「彼 の信念 と気迫 による無形 の影響筆9に よる
ものであった ことは否定 しえな いに して も,客 観的 には,兵 式体操 を中心 に学校体育 を再編 せ よ と
する陸軍省側の要求 が,日 露戦争後 における優勝劣敗 の社会 ダーウ ィニズムの原理 が支配す る世界
的趨勢のなかで活動的人物 の養成 という国家的,社 会的要請に合致するものではない ことを陸軍省
側 も認 めざるをえなか ったことは想像 に難 くな い。
取調委員会の報告書 にみ られ る体育内容 と方法の近代化,も しくは合理化案 ,そ して調査会 によ
る「学校体操教授要 目案」 は,日 露戦争後の体育経営理念 を具体化す る客観的な条件 の創 出を目的
とす るものにほかならなか ったのである。
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2.ヘ ルバ ル ト派教育論 の 受容 とその批判
(1)ヘ ルバル ト派教育理論 の受容過程
日清戦 争 を契機 に,明 治 20年 代後期 に具体的な教育理 念 として提起 されj明 治30年 代 においては
歴史的,か つ現実的な教 育理念 となって きた活動主義体育 の実現 に とって,な によ りも教 育領域 か
ら体育 を放逐 し,教 育全般の形式主義 と機械的教授の理論的な根拠 となったヘルバ ル ト派教育理論
か らの脱却 は,理 論的 に も,ま た実践的に も不可避 となって きた。
例 えば,『 教育時論』は,「 形式教育の弊」 (明 治31年 )を か ゝげ,教 育の現実 を次の ように指摘 し
ている。
「吾等 年来社説 にお いて,明 事寓話 にお いて形式教育の弊 を説破せ り。然 るに此の弊や ,嘗 て
矯正せ らる ゝ所 な くして,今 や殆 と其 の頂点 に達 せん とす。慨嘆 に堪 ぶべ けんや。今 日各地小 学校
が,如 何 なる方法 を以て,子 弟 を教 育 しつ ゝあるか。所謂審査会 によ りて,咄 嵯 の間 に選定 せ られ
,

其の各の間に,何 等 の関係 もな き,各 種 の教科書 を以 て,小 学校教育の標準 とな し,之 によ りて細
目を作 り,之 に嫁 りて教案 を立 て,以 て之を励行せん とす。甚だ しきに至 りては,其 の教科書中の
一 節一 章 を取捨す るの 自由をす ら,教 員 に許 さず。一校 に長 た り,又 は本科正教員たるものに して
尚ほ斯 く束縛 せ らる ゝ如 きは,慨 は しき次第 と日ぶべ し。
,

加 え其 の教授法 と日ふを見 るも,三 段教授法 とか,五 段教授法 とか 日ふ,教 授の形式 を墨

守し
分 り切 り,知 れ渡 りたる教授題 目す ら,入 念丁寧 に架説す ること,片 腹痛 き限 りと日ふ べ し。
『教員
は人 を教ふ る器 械 な り』 との冷評 も,敢 て失当 と曰ふべか らず。人 は製造物品にあ らず
,紋 切形の
形式 を以 て,育 成陶冶せ らるべ きものにあらざるな り。
」0
また明治36年 には「器械的教 育の弊」と題 して,「 由来教育 といへ ば,世 人か らは
,恰 も出世間 的
の事業 で あるかのや うに認 められ,活 発なる事 業 に従事す べ き,有 為 の人 には
,甚 つ まらない もの
と思はれてをるのは,そ もそ も何人の罪 で あろうか,勿 論世人が愚で
,相 当の眼識 を持たない によ
,

るであろうが,吾 等 か ら見れ ば,そ の最大原因 といふべ きものは,従 来の教育者が
,こ の活 きた事
業を死んだもの に して しまった ことに あると思ふ,即 その責 を負 ふべ きものは,教 育者 で ある と
断
言するに憚 らぬので あ る。 まづ 身 を局外 に置 い て,公 平 に今 日の教 育 を観察 して見 よ
,余 りに器械
的で,殆 ど無意味なや り方が ,直 ちに 目につ くに相違 な い。今 日では,何 か ら何 まで
,法 令規則 が
厳重 に定 まって居 て,外 見 は甚だ立派である。然 しなが らその結果 は,教 育 の為 の法規でな くて法
規の為の教育 を行 って居 るとして
ぶ現象 を呈するに至 った子。と批判 している。
ここで,わ が 国 において形式主義,画 ―主義教授法の典型 とされ るに至 ったヘルバル
ト派の教育
理論にふれておか な くてはらな らない。元来,ヘ ルバ ル ト (J.F.Herbart)の 教育理論 は
,彼 の没
後,20年 間 も ドイツにおいて さえ顧 み られることがなか った とされてい る。 しか し
,1865年 にチラ
ー (T.Ziller)が 『教育的教授 (Erziehender Unterricht)』
を干J行 してか ら,に わかに注 目される
ようにな り,ス トィ,ラ イ ン等 によって中心的な教育理論 として
脚光 をあびるよ うになった。 その
後,ヘ ルバル ト派 か らケルン, リン ドネル,ラ ンゲ,ワ ィッ等 が輩出 している。
わが国 には明治 3年 に小幡二郎の『西洋学校 軌範』,ま た明治 13年 にツェケール
著 ,村 岡範為馳訳
の『平民学校 略論』 によって紹介 されているが,そ の本格的な移入
,紹 介 は,明 治20年 1月 ,東 京
帝大 に招聘 されたハ ウスクネヒ ト (E.HOusknecht)に よるものであった。
ハ ウスクネ ヒ トは,明 治22年 まで東京帝大で教
育学 を講 義 したが,明 治22年 2月 に谷本富,湯 原
元― ,岡 田五 免等 の教育学科特約生 が彼 の講義 を受講 している。 ハ ウスクネ ヒ トの
講義 の内容 は
ヘルバル ト派のラインによる
『小学校 にお ける教授の理論 と実際 (TheOrie und Praxis desv01ksshul
,

,
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Unterrichts nach Herbartischen Grdndshtzen)』

の第一 巻,『 第一学生 (Das erst Shuljalu・ )』 で
あった。ヘ ルバ ル ト派 の教育理論 ,な かで もハ ウスクネ ヒ トの門下 であるケル ン, リン ドネル の教
授理論がハ ウス クネ ヒ トの指導 を受 けた谷本富,湯 原元― 等を中心 に摂取 されてい ったのである。
ヘルバ ル ト派教育理論 に関す るもの としては,沢 柳政太郎 ,立 花銑二 郎共訳 『格氏普通教育学』
(明 治25年 ),山

口太郎訳 『教育学精義』 (明 治25年 ),稲 垣 未松訳 『麟氏普通教育学』,有 賀長雄訳
『麟氏教授法』,湯 原元 一 訳『倫氏教育学』(以 上 ,明 治 26年 ),谷 本富著『実用的教育学及教授学 上・
下』 (明 治27年 ),『 科学的教育学講着』 (明 治28年 )の ほか,能 勢栄訳『茶因氏教育学 y(明 治 28年 )
等がある。
このヘルバ ル ト派教育理論 は,一 方で例 えば,「 小学校教則大綱」 (明 治 24年 )に み られる「教則」

)→ 「教授細 目J(学 校長)→ 「教案」(教 師 )と

い う三者の官僚機構的関係 と高等教育機関 に
ヘ
バ
おける ル ル ト派理論 の積極的受容 ,さ らには半官半民的組織 (一 地方教育会 )へ の下降 とい う
権力過程 ,他 方 における教育 ジ ャーナ リズムによる下 か らの一般化 の過程 とい う両面か ら急速 に定
着 して いった子9そ の一 例 をあげれば,鳥 取県 には,明 治 27年 に東京高師 を卒業 し,鳥 取師範学校 に
(国 家

明治30年 まで在職 した津 田元徳 によって紹介 されてお り,ま た富山県 には,富 山師範学校教諭の高
柳揚太郎 によ り紹介 されている。
こうして,「 日清以後の教育界 は,理 論的方面 にお てヘルバル ト学派 の学説 の移入 によ り,教 育学
の独立研究熱 を向上せ しめ,同 時 に実際的方面 におて も,教 授方法 の研究時代 を現出 した!9の であ
る。そ して,明 治28年 頃 には,「 ヘルバル ト学説 の大流行 を来 し,到 る鹿 ヘルバ ル トの呼声熾んに起
り,五 段教授満 の工夫頻繁な りしfの とい う状態であったが,後 に論述す るように,明 治 29年 に至 る
と「ヘルバル トの論説 ,漸 く其声沈むに至れ りfつ とい う状況 を呈するようになったのである。

(2)ヘ ルバ ル ト派教育論 の特質 と限界
一般 に,ヘ ルバル ト派教育理論 は,次 のように特徴 づ けることがで きる。
(1)教 育学の基礎 に倫理学 ,心 理学 をお く。
修)教 育 目的 に内面的 自由の理念 ,完 全性の理念 ,好 意の理念 ,正 義 の理 念 ,公 正 の理 念 という五
つの品性の陶冶 をか ゝげ,教 授・ 訓練 をこれに帰着 させた。
0)教 育 を教授・ 訓練・ 管理 の三領域 に区分 し,品 性 の陶冶 に有効 な知識 を与 える教授 を中心的位
置 にすえた。
また,ヘ ルバ ル トは,人 類 の発展 は文化 の発展 に対応 してお り, したが って,教 科 ,教 材 の
選択 とその配列 は,人 類文化 の発達段階 に即応すべ きであ るとする,文 化史的教科段階説 の立
場 に立つ ものであった。 この文化史的教科段階説 は,コ ア的な教科 の構造 を設定 し,そ の 中核
的な教科 の周辺 に,関 連 した教 材 を統合すべ きであるとし,そ れ を中心統合法 といった。
は)ヘ ルバル トは,教 育方法 を表 象心理学 に求め,表 象 の多面性 の陶治は,明 僚・ 連合・ 系統・ 方
法 の四段階の過程 を とるべ きであるとしたが,後 にヘルバル ト派 は,予 備・提示・比 較・統轄・
応用の五 つ の形式 的段階説 に順序立て ゝい る。
6)一 方,教 育 内容 を多方興 味説 にもとづいて編成 して い ることを特徴 とするもので あった。

俗)ヘ ルバル ト派 は,基 本的 には教育の領域か ら体育 を排除 した。
例 えば,湯 原元 ― は,『 倫理教育学』の「緒言」のなかで「倫氏 は,ヘ ルバル トの先酸 を追ひ
ケル ン等 と同 じ く,教育 中 に,体 育論 の一篇 を置かざ りきf動 と述 べ ているよ うに,品 性陶冶 の
ための知 的教授 を教育の中心 においた ヘルバ ル ト学派 は,体 育 の 目的 は子 どもの欲望や行動 を
,
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抑制 し,秩 序 を維持する ことで あるとして教授の前段階である管理領域 に位置 づ ける一 方
,本
来 ,体 育 は衛生学や生理 学 ,医 学 に委 ね られるべ きであるとする。
これ らの思想的な特質 をもつヘルバル ト派教育理論 は
,基 本的 にはペスタロ ッチ (JH.Pesta10zzi)
の直観か ら概念 へ とい う教授理 論 を継承 し,興 味 の多面性 を認識主体
(子 ども)と 認識対象 (教 材 )
を統一 する概念 として把握 し,主 体 の解放 をめざしたヘ ルバル トの真 の意図 とは
矛盾 し,ヘ ルバル
ト派にお いては,む しろ所与 としての教育内容 を形 式的な各教授
段階 に適用す る技術 ,も し くは操
作理論 へ と変質 していった。
その結果 ,わ が 国 にお けるヘ ルバ ル ト学派 の教育理論 は,「 プロィセ ンを
中心 とす る ドイツ公教育
の教育法であ るツ ィラー,ラ イ ンにお けるヘルバ ル ト理論の変 をうけつ
容
ぎ,わ が国 の公教育の体
制,伝 統的教授観 (内 容観 ,認 識観 ,方 法観 )に 即 した変容 の結果形成 された
f9も ので あった。
教育勅語 (明 治23年)に よる天皇制公教育理念の明確化 ,ま た改正小学校
令 (明 治 23年 )に お け
る道徳教育の重 視 とい う思想 的傾向のなかで道徳品性 と文化史的教
科段階説 ,さ らに中心統合法 と
形式 的段階 をか ゝげるヘルバル ト派 の教育理論が注 目されたのは,そ れが
根本的に天皇制下 の絶対
主義 的な公教育体制の論理 と決 して矛盾 し,対 立す るものでなか ったか らにほかな らない
。
ヘルバ ル ト派教育理論の紹介 と普及 に力 を尽 した
谷本富 は,『 実用的教育学及教授法』の 開巻第 一
で「鳴呼ヘ ルバル ト。 ヘルバル トの名 は余輩 の夢宗 に懐 ふて
,忘 るる能わ ざる所 な り。鳴呼ヘルバ
ル ト。ヘ ルバル トの学説 は,余 輩 の 日夜 唱道 して怠 らざる の
所 者 な り。不幸 にして其 の名 ,其 の学
説 の我 が国 の伝播す るや遅 か りき。(中 略)其 の名,其 の学説,今 や漸 く我 が教育界 を風 せん
とすす。
靡
と述 べ て,ヘ ルバル トを崇拝 し,自 らを「 日本のヘ ルバル ト とさえ
」
称 して憚 らなかった。
そ して,谷 本 は,教 育勅語 の精神 はヘルバ ル トの五つの理念 と一
致すると主 張 し,ヘ ルバル ト派
の教育理論 こそは,低 迷 を続 ける日本 の教育 を打開 し,か つ
前進 させ る鍵で あると説 いてい る。
開発主義教育 の形 式主義,画 一主義化 が批判 されつ ゝあった教 育 の現実 にあって
,子 どもの認識
と教材 との結合 を主 張 し,し か も,教 授過程 を五段階 に秩序 づ けようと
す るヘルバル ト派 の教授論
は,確 かに魅力であったに相違 ない。 その ことは, このヘルバル ト
派教育理論が明治20年代か ら30
年代 にか けて,ま た ゝく間に地方教育界 に流布 していった ことか らも推測することがで きる
。
その様子 を『教 育時論』 は,次 のよ うに伝 えている。
「近時教育社会の耳目を驚か したる一事 はヘルバ ル ト主義の教
育学流行の風潮 に在 り。 ヘルバ ル
上の教育論 には,一 種注 目す べ き,特 質 を有す ることは,世 人 の夙 に知 る所 にして,有 も教 育上の
研窮 に志あるものは,全 くヘルバル トの主義 を知 らず して可な りと言ひ難 し とは
,
我等 も亦會 て世
に称道 したる所 な り。然れ ども,其 流行の勢,今 日の如 く しきに至
甚
り,ヘ ルバル ト主義 にあ らざ
れば,他 に嫁 るべ き教 育論 なきが如 くに思ひ,教 員 の検定試験 に も
,各 地の講習会 にも,教 育上 の
集会,演 説 ,講 義等 にも,皆 争 てヘルバル トの教育論 を提 出 し,復 た他 に教育上の
学説 ある ことを
知 らざるが如 くに狂奔す るもの,至 る所 に比々 たるを見 るは,実 に
我等 が予想の外 に出 した る者 に
して,唯 驚異の情 を表 する外 な し。f9
しか し, このヘルバル ト派教育理論 もかっての「開発主義 の教授法が
花嫁 として,我 が教育社会
に歓迎せ られ し時 ,多 数 の実地教育家 は,其 の賛歎の声 に
酔ひ,往 々奇態 を演ぜ しことあ りき。例
せば読本の 中 よ り椿 と云ふ字 を挙 け来 りて,之 を黒板上 に し
記 ,生 徒の眼には,初 めて映 したる文
字なるに,強 ひて其 の読方 を唱 へ しめん とて,目 を膜 らし,声 を枯 らし
,二 時間余 に渉 りて之 を詰
問 したる教師あ りけ りjOと い った事態 をもた らしていった。
すなわち,五 段教授法 とい う問答主義教授 に代 る教 授法 も,そ の
新たな教師 中心主義の故 に,結
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局 は形式主義 ,画 ―主義的な教授観 を生みだ し,「 教科及 び教 材 の性質 を考 へず,修 身 も裁縫 も習字
も,悉 く五段教授 に依 りさへ すれば,最 大 の効果 を挙 げ得 るもの と誤解す るに至 ったのは,弊 害 の
最 も著 しい もので あった。遂 には極端 に走 って見 せ るための五 段教授 とな り,研 究授業 な どに船て
教授者 自 ら教壇上 か ら『比較段終れ ,こ れよ り応用の段』 と報告 して得 々た るもの さへ あった。 ま
,

た一方には興味説 を解 釈 して児童 を笑 はせさへ すればよい こととし,徒 らに壇上で講釈師のや うな
身振手振 の芸 当 を誘発す るに至 った争つのである。
また,『 教育時論』も「 ヘルバル ト派教授法 の持噺 さる ゝ今 日,亦 之 に類 せ る奇観 なきにあ らず新
教授式 によ りて,体 操科 を授 け りとて,乙 に気取れ る小 学校 あ り。習字課 の五段教授案 を工夫 した
りとて,得 々雑誌 に掲載 を申込 める教師あ り。現行の教則教科書等 は,開 花史的段階 に一致せぬ と
て,手 自 ら之 を編制 せんとあせ り居 る先生あ り,又 は―切 の課業 を郵ちて,十 二の 『メルヘ ン』 に
目を消せ る村夫子 あ り。斯 くては折角諸先輩 の研究 に研究 を重ね ,十 数年来苦幸経営 せ し教授法 も
一朝 にして泡沫 と消 に行 くならん に,余 りと云 へ ば,肺 甲斐 なき人々かなザ働と報 じると ゝもと,明
治29年 を「教授上 の混 乱時代」 として次 のように特徴 づけてい る。
,

「昨年 ヘルバル ト学派 の大流行 を見 ざるまでは,明 治初年教育 ,教 授の法略々立 ちた りしよ り
漸次 に発達 し来 りたる開発主義 の教授法 ,幾 ん と能 く一般 に教育者 の慣用 す る所 とな りき。然 るに
昨年 ヘ ルバ ル ト学派 の大洪水以来 ,教 育界 は幾 ん と全 くその狂瀾怒濤 に拾 き込 まれ,開 発主義 の教
授法 も洗ひ去 られ,而 して,代 りて立 つべ きヘルバル ト主義 の教授法 は,未 だ充分 に建 築せ られず
海粛漸 く去 ると雖 ,其 述荒涼,満 目の風物 ,唯 混乱せ るのみなるが如 き観な きにあ らず。勿論 ヘ ル
,

,

バル トはペ スタ ロ ッチ ーの開発主義 に反対 せるにあ らず して,寧 これに準拠 し,又 これを拡張 した
るものたるや ,既 に学者 の知 る所 な りと雖,然 れ どもヘルバル ト主義の教授法 と,我 従来 の開発主
義 の教授法 とは,実 際 にお て径庭 する所 あ り。 こ ゝを以 て今 日は実 に斯 の如 く教授上混乱 の時代
即 ち寧 ろ教育 の混乱 時代 た らしむるに至 りと云わ ざるべ か らず。蓋 しこれ も亦 ヘルバル ト研究 の未
,

た足 らざるが故 に生 じた るものにして,単 に教授 の形式 に拘泥 し,其 の精神 を学 び得 ざるの故なる
べ し。然 れ ども,今 日に在 りて これ を見れば,是 即 ちヘルバル ト流潮 の余毒 な りと云 はざるべ か ら
ず。f働

(3)ヘ ルバル ト派体育論批判 の展開
日清戦争 によ り東亜の 日本 とな り,続 いて 日露戦争 の勝利 によって帝国主義国家 に向けて成長の
上
途 にあ り,西 欧列強 に伍 して海外 に雄飛す る活動的人間 の養成 という帝国主義的要求 に対 し,教
育 の 目的を倫理学 か ら演 繹 し,個 人主義的な品性 と道徳 の陶冶 を説 き,力 日えて体育 を教育の範疇 か
か ら,F除 したヘルバル ト派 の教育論 は,そ の形式的な教授論の故 に「教授上 の混乱時代」 (『 教育時
)を 招来 させ ると ゝもに現実の国家 的要 求 に耐 えうる教育 思想た りえず,次 第 に教育理論 とし
論』
ての機能 を失 って い った。
ヘルバル ト派教育理論 に対す る批判 は,そ の隆盛 ぶ りもさる ことなが ら,そ れが流布 された と云
われ る明治 20年 代後半一下具体的 には,明 治28年 頃一一 か らすでに展 開 され,そ の批判的風 土 を背
景 に教育 お よび体育 を国家的,社 会的 yベ ルにおいて とらえ直 し,帝 国主義的課題 の実現 に耐 えう
る新たな人物 とそのための身体 の陶冶が唱導 されて い った。
ところで,こ の ヘルバル ト派 に対 する批判 は,何 もわが国だけの現象ではな く,そ れ は ドイツに
おいて も起 ったのであ る。その中心 とな したのは,ナ トルプ (P.Natorp)と ベルゲマン (P.Bergeman)
であった。 ナ トルプは,1897年 と1898年 に「 ヘルバル ト,ペ スタ ロ ッチ及び現今教育学 の課題」 と
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題す る講演 を行 ってヘ ルバル ト派批判 ,な かで もその 目的論 を厳 しく批判 した その
。
後 ,ナ トルプ
は,個 人主義的教育 学 に対 して社会的教育学 を提起 し,『 社会的教育
学 (Sozialpム dagogik,1898)』
を著わした。
一方のベルゲ マ ン も『社会的教育学 (Sozial Phdagogik,1900)』
を著 わ しているが,ベ ル ゲマン

は,教育学9基 礎に生物学をすえ,教 育の目的をこの生物学の観点から把握し,生 の
命 保存と完成

にあ り, したが って,教 育の目的 は,民 族的,国 家的,社 会的関係 によって
規定 され ると主張 した。
ドイツにお ける社会的教育 学 ,特 にベル ゲマ ンの社会的教育 は
学 ,後 に論述するように谷本富
熊谷五郎 ,吉 田熊次 ,樋 口勘次郎 ,森 岡常蔵等わが国 にお ける社会的教育 の
学 興隆 に多大の影響 を
与 えることになった。
『教育報知 』 (第 466号 )が,そ の社説 に「『ヘルバ ル ト の
』 教育主義 は移 して以 て我 が 国人 を教 育
する教育法の準 縄 となし得 るや否や」 と題 して,ヘ ルバル ト派批判 を展 したのは
開
明治28年 3月 23
日の ことであった。同社説 は,次 のよ うに述 べ ている。
すなわち「『ヘルバル ト』崇拝の潮流 は,今 や殆 と我 か教育界 に氾濫 し ヘルバ ル
ト』 の教育主
,『
義 にあ らされは以 て人 を教育す ること能はさるか如 き流行 となれ り。」 しか しなが ら
,「 如何 にして
『 日本人 』を教育すへ き欺 。」また,「『如何なる人 物 を養成す るの
目的』を懐 て教育学説 を構成 し或
は之 を研究す るか を以てせん とすJべ きである。
その点 に関 してヘ ルバ ル トの倫理学 は,ヨ ーロ ッパ のそれであ り
,日 本 の倫理説 とは合致せ ず
かつヘ ルバル トの徳育論 は,キ リス ト教 にもとづい てお り
,し たがって,「 その所説の長短 を鐸ふ な
くして全然 その人物 を崇 拝 し,一 挙 一動 ,悉 く『ヘルバル ト』 の主義 に して
移
以 て教育上 に応 用す
るもあ らは,一 時民心 を惑乱せ しめたる彼 の不思議 なる自由論の激 した る如
発
く,所 謂独 乙流の徳
育主義 を涌出す るな きか を保 し難 し,而 して吾衡 の憂 ぶ る庇実 に此の一点 に
存す。」0
また『教育時論 』に発表 された「其文 学 士 近頃流行のヘルバ ル ト の
派 短所 を指摘す」 (明 治28年 )
は,「 其文学士,近 頃流行のヘルバル ト派 の教育学 を評 して曰 く
,彼 派 には長所 あれ ど,短 所亦少か
らず。
心得置 べ きことな り。彼の徳育知育 に偏 して体育 を忽かせにし,体 を以 て
育
徳育 の一方便 を見
るがタ
ロき気味あ るは欠点なるべ し争りを批 判 している。
さらに三 春生 の「 ヘルバル ト派 の教育学 を読 む」 (明 治28年 )は
,「 豊 ルバル ト派 の教育学 は,数
年来徐 食に流行 し来 りたるところなるが,近 頃 に至 りては,之 に疑 を容 る ゝ人 を生 じ
,世 上少 しく
議論あるが如 し。此 は是れ,我 非
「教育界のため大 に賀すべ き現象にて,か れ これ議論 の起 るは,畢
党教育学 の進歩 を促す一 因 ともな り,又 教育家の研究 に怠 りなき証 とも認 むべ きものなれば
,兎 に
角悦 ばしきこと とぃぶべ し。 (中 略 )然 るに世 の教育家 に して,ヘ ルバル トをば の
神 如 くに信 じ,其
の所説 を堅 く奉 じて,つ ゆ疑 はざるもの あ り。其甚 しきに至ては
,奮来 の持説 を全然放棄 し,遠 慮
も会釈 もあ らばこそ,ヘ ルバル トの学説 に心酔 し,其 真味 を得 た りと
誇れ る ものあ り,嵯 何 ぞ無定
見者の多 きやJか と述 べ,ヘ ルバ ル ト派教育理 論 の 欠点の第 一が,ヘ ルバル ト の
派 体育論 にあ るとし
ている。
「ケルンは,他 の公 ルバル ト派の教育 家 に比 して,補体育 を重 じたるが
如 き傾 向あれ ども,而 も
同 じく体育 を以て徳育 の一方便 とはせ り。此点 は,ヘ ルバル ト派 の教育説の一
特質 に して,外 派教
育家の,電 も賛成 せ ざるの点な りとす る。夫れ人 は身体 と精神 とよ りなるものなれば
,荀 も人 を教
育す といぶ は,心 と体 と二つなが ら併 せて教育す ることにして,心 をのみ重 に
教育 し,体 育 を軽視
するは,既 に偏せ りといふべ し。故に体 育 を以て,心 育 の方便 とはなす可 らず
,心 と体 とは両々相
,

,

̀く
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待 つて,人 をなす もの な り。而 して心 は知 情意 よ りなるものなれば,其 三育 は並行 して こそ,初 め
て心育 の完成 を望むべ けれ。然 らずんば,其 完成得 て望む可 らず。知育 を以て徳育 の方便 となす と
ころのヘルバル トの教育学説 は,奇 抜 に して一寸人 気 を惹 くが如 しといへ とも,深 く考察すれば
,

一家 の独断説 といふべ きもの多 し,蓋 し人 は健金 の身体 を具へ ,明 智を得 ,高 等 なる情緒 を抱 き

,

確固たる意志 を有するを以 て,上 乗 となす。其 は兎 に角 に,人 の幼少なるに当 てや ,最 も体育 を重
んずべ きものにて,縦 し徳育 を施 さん も,直 覚的良心 を養成す るに過 ぎず,理 性的 の徳育 に至ては
中年初めて施すべ し,ヘ ルバル トの所謂監護 は,幼 時 の身体教育 を言 ふ ところあれ ど,未 た明 に述
°
ぶ ところな し。
」
これ らのヘ ルバ ル ト派批判 に対 して,谷 本富 は,『 教育時論』に「 ヘルバ ル トの教育学 に関す る謬
,

見 を駁すJ(明 治 28年 つ との論文 を寄 せ,反 論 を力日えて い る。
そのなかで谷本 は,ヘ ルバル ト派 が体育 を教育領域か ら排除 してい るとの解 釈 は誤解 にすぎない
′
と,次 のように擁護 してい る。
「 ヘルバ ル ト学派量 に金甑無欠な らんや ,瑕 騨固 よ りあ り。就中従来人 の最 も着 目す る者 は,其
体育 を教育事 業 の外 に措 くにある。 (中 略)余 も亦少 くも之れを以て一大欠点な りとす るに同意せ ざ
るにあ らず,然 れ どもヘルバル ト決 して体育 を無用 な りと蔑視する者にあ らず。唯 だ是れ は寧医師
に委 ねるべ き者 にして,教 育家 と医師 と相 まつべ き所 な りとせ るな り。 尚且 つヘルバル ト派の学校
なれば とて,体 操 を課せずな ど云ふ 愚はあ らざるな り。或 は曰 く,ヘ ルバ ル ト自ら蒲柳犀弱 の質 な
りければ,体 育 を疏んぜ しな りと,固 よ り取 るに足 らざる説 な り。 さすが其文 学 士 は斯 か る愚論 を
なさず,唯 曰 く『体育 を以て徳育の一方便 と見 るが如 き気味あ るは鉄点 なるべ し』 と。凡 そヘルバ
ル ト学派 にては徳育 を以 て教育 の 目的 とし,一 切 の学科皆 な其の方便 とす。何 ぞ一体体育 のみに限
らんや。智育 も亦然 り。是れ何の不可あ らん。抑 々人の人 たる所 は徳 にあ り。若 し体力 に して徳以
外に全然独立 せんとすれば,汗 は禽獣的勢力 とな らん。 斯 の如 きは反 りて悪 るし。 畢党智徳体 の三
育 など云ふ古説 に慣れたる人の,十 分 に斯学 の所 説 を会得せず して,門 外見 をなす者の,不 思議 が
るに過 ぎざるのみ。
f°
こ
の
とも受 け取 れ る反論 に もか ゝわ らず,明 治30年 代 に入 リヘ ルバル ト派批判 は
うした強弁
谷本
,

具体的な運動 としての様相 を呈するようになった。
松本貢 は,「 教育学上 ノ疑 問 (主 トシテヘ ルバ ル ト派 ノ教育学説 )J(明 治30年)と い う論稿 で次 の
ようにヘ ルバ ル ト派教育理論 を批判 して い る。
松本 は,ま ず明治以来 ノルゼ ッ トの米 国教授法 ,ス ペ ンサー,ジ ョホノ ッ ト等 のイギ リス流の教
授法 を経 て,ヘ ルバ ル ト,ケ ルン等 の ドイツ流の教授法が移入 されて今 日に至 っているが,果 して
「今 日ノ教育法 ハ ,完 全無瑕ナ リヤ否ヤf° と疑間 を投げかけ,ヘ ルバ ル ト派崇拝 の現実 を こ う批判
,

した。
「未 夕俄 二賛同 スル コ ト能 ハ サルモ,今 日『ヘルバ ル ト』派 ノ教育説 ガ,優 勢 ナ ルハ事実 ナ リ ト
認 ム,而 シテ 『ヘルバル ト』派 ノ教育法 ノ流行 二 由 リテ,従 来鋏点多 カ リシ,徳 育 二補益 ヲ興 ヘ シ
ヨ ト少 カラザル ヲ確信 ス,然 ン トモ,ヘ ルバ ル ト教育法 ノ長所 ハ,徳 育 二重 ノ置 ク ヲ以 テ,其 他 ノ
方法 二船 テモ,間 然 スル所 ナシ トハ ,断 スル コ ト能 ハ ス,否 一利一 害 ハ,数 ノ免 レサ ル所 ニ シテ
他 ノ方面 二船 テハ ,或 ハ鋏遺 ノ点アルモ ノ ゝ如 シ,然 ル ニヘルバル ト崇拝 ノ教育家 ハ ,『 ヘルバル ト』
ノ説ハ 円満無 瑕ニ シテ,ヘ ルバル トノ説 卜相容 レザ ルモノハ ,殆 ン ト取 ルニ足 ラサ ルガ如 ク,排 斥
,

セラル ゝモノア リ,蓋 シ所謂迷信 ナルモノニハ非 ラサル無 キ子。予ハ思 フ『ヘルバル ト』教育説 モ
詮 シ来 レルハ,一 長一 短ア リテ,之 ヲ俄 二施 サンニハ ,多 少取捨 スベ キ所 アル ト,斯 ク言バ トテ

,

,
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予ハ 『ヘルバル ト』教育説 ヲ排 スルモノエ アラス,或 ル点 二お テハ 崇拝 ノー人ナルモ,其 是 ヲ是 ト
シテ,益 々宣揚 シ,非 ヲ非 トシテ之 ヲ斥 ケ,取 捨撰鐸,以 テ実施 二応用 シ,且 ツ従来 ノ教育方法 卜
,

併 セ用 イテ,国 民 二適 セシメ ラ レン事 ヲ望 ムモノナ リ,然 ルニ,従 来 ノ教育方法 ハ 之 ヲ不問 二 附 シ
テ,只 管新主義 ノ流布 ノ ミニ傾 向 スルハ,予 ノ輿 ミスル コ ト能ハ サルノ所 ナ リ。」0
ヘルバ ル ト派 に対す る松本 の危倶 は,品 性 の陶冶 とい う教育 目的 にあった。
「『へ るばると」ハ教育 ノ ロ的ハ,品 性陶冶 エ ア リ トシ,智 育体育 ハ 品性 ノ陶冶 ノ ロ的 ヲ助成 スル
方便 二供 スル ニ過 キズ ト論断 セラレタ リ,此 説 二従 ッテ教育 ヲ施サ ンカ,教 科 ノ撰拝ハ 品性 陶治 ニ
資 スベ キモノノ ミ撰 ミ,品 性陶冶二,資 セサル教科 ハ ,之 ヲ教 フルの必要ナカルベ シ,此 ノ如 クニ シ
テ能 ク普通教育 ノロ的,即 チ生 活上必須ナル知 識 ヲ有 セシメラル ゝヤ,且 ツ品性陶治が唯― ノ ロ的
トス レバ無論専門教育 ,実 業教育杯ハ,教 育 ノ ロ的 二反 スルモノ トシ其生徒 ガ他 日実 業 二就 ク志望
ヲ抱 クモノヲモ,遇 抑 セサルベカ ラス,果 シテ然 リ トス レハ ,教 育ナルモノハ,電 モ国家 ノ富強 ト
個人 の福利 トニ関係 ヲ有 セサルベ シ。 (中 略)説 ヲナスモノハ 国ク,智 育 卜云 ヒ,体 育 卜云 フモ

,唯

其名 ヲ分 ツノ ミ,詮 ジ詰 ム レバ,悉 ク品性陶冶,即 チ徳 育 二包羅 セラル ゝモノナ リ,故 二 『へ るば
ると』 ハ 其名 ヲ分タズ シテ,其 実ハ三育並行 ヲ期 スルモノナ リ,現 二 『へ るばると』主義 ノ教育 ヲ
施 ス学校 卜雖 ,体 育 ヲ等閑二附 セス体操 ノ如キモ之 ヲ課 セ リト,若 シ然 リトスレバ ,従 来唱へ 来 リ
シ三育 ノ名 ヲ壇 滅 スル ノ必要何 レニ アル或者 日ク,教 育学上 二体育智育 卜称 スルハ 妥当ナ ラズ故 ニ
之 ヲ省 クモノナ リ ト,鳴 呼是 レ何 ノ言 ゾヤ,教 育学ナルモ ノハ必党際 ノ必要 二応 テ,其 説 ヲ立 ツル
モノナ リ,然 ルニ学理 二拘泥 シテ実際 ヲ犠牲 工供 セ ン トス レハ,誰 力其愚 ヲ笑ハ サラン,是 二因テ
之 ヲ顧 レバ 『へ るばると』 ノ説 ハ ,諸 君 ノ言 ノ如 キニ アラズ シテ,必 ズ他 二深意ア ルナラン,其 ノ
深意 ヲ窺測 スルコ ト能ハ サルハ 『へ るばる と』 ノ教育学 ノ研究未夕不充分ナルニ 由ル欺抑 モ亦 『へ
るばる と』 ノ教育学 ハ ,普 通教育 ノ範囲 ヲ脱 シテ所謂宗教的二偏 スルニ アラサル乎、」り
そ して松本 は,ヘ ルバル ト派 の教育 目的論 は明 らかに小学校令第一条 の 目的 とは矛盾す るもので
あ り,ま た,そ の教授法 で ある五段教授法 は,「 頗 ル煩雑 二渉 リテ,徒 二形式 ノ未 二拘 々タルノ嫌 ア
リ,蓋 シ研究 ノ足 ラサルニ 由ル欺,抑 モ亦我 二適切 ナラサル欺 ,思 フニ毎教科時間毎 二 ,必 ス五段
ヲ要 スル トハ ,柱 二膠 スル ノ類 ニハ非サ ル カ,彼 ノ習字体操唱歌裁縫手エ ノ如 キヲモ,五 段 ナラシ

9で
メントスルハ,到 底実際二適セサル論」
あるが, しかし, これも「五段ヲ説クモノ ゝ咎エアラズ
9と ヘルバル
シテ,之 ヲ応用スルモノ ゝ謬ナラン」
ト派教育理論の形式的,機 械的応用を批判してい
る。

ヘ ル バ ル ト派 の 目的論 ,教 授論 をこの よ うに批判 した松 本 は,さ らにヘ ルバ ル ト は
派 「教 育 ハ ,
児童 ノ身体 二 関 セ ズ シテ,其 ノ精 神 二係 ル ナ リ,約 シ テ之 ヲ云 ハバ ,養 育 ハ ,身 体 ヲ円成 スル義 ニ
シテ,教 育 ハ,精 神 ヲ円成 スル義 ナリト論 ジ,身 体教育ハ教育二非ズ トノ意 ヲホノメカサ レタイのが,

それにもかかわ らず,チ ラーやライン等 は,身 体 の健康や発達 について何 らの顧慮 も加 えていない
と指摘 している。
「『へ るばる と』ハ教育学上 二体育 ヲ説 カス,之 ヲ説 カザルハ,何 故ナルカ,(中 略)『 へ るばる と』
ノ正 統 ヲ得 タ リトスル,『 ケルン』『チラー』ノ説 ヲ挙 ゲバ,『 へ るばると』ノ主義 ハ,推 測 セラルヘ
シ、『ケル ン』ハ 曰ク,教 育 は人 の全部 を目的 とす るものにあ らず,故 に身体教育 と称す るは,教 育
の語 を濫用す るものな り,教 師 は児童発達 に留意す べ き義 務あるも,自 ら身体発達 の方法 を知 らず
して可な り,故 に教育者 は医者の助 けを借 らざるべ か らざるも,自 ら医者たるの必要 な し,云 々『チ
ラー』ハ 日ク,教 師 は児童の精神の注意 者 たるべ し,身 体 の注意者たるの要な し,故 に生理 的教育
を云々す るが如 きは,矛 盾形容 にして,論 理上許 さ ゞる所 な り,云 々先 ヅ『ケル ン』 ノ説 二対 シテ

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践 (3)

難 セ ンニ ,教 育 ハ人 ノ全部 ヲロ的 トセザル トハ独断的見解 二非ザル カ,又 教師ハ身体発達 二留意 ス
ベ キ義務 アルモ,身 体発達 ノ方法 ヲ知 ラズシテ可ナ リ トハ ,矛 盾 ノ説 エ アラズヤ,発 達 ノ方法 ヲ知
ラズシテ,争 テカ発達 二留意 スル ヲ得 ン,(中 略)『 チラー』 ノ説 二対 シテ言ハ ンニ,生 理的教育 ヲ
云々 スルハ,何 故 二矛盾ナルカ,又 何故 二論理上許サ ゝルモノナルカ,予 輩 ハ信 ズ,論 理 卜実際 ト
ハ,相 離 ルベ カ ラザルモノニ シテ,実 際 二適セザ ル論理 ハ ,真 ノ論理 ヲナスニ足ラズ ト,即 チ体 育
ヲ教育事業 トス ル ヲ,論 理 二適 セズ トシテ之 ヲ放棄 スル トキハ ,其 影響 ハ忽チ児童 二及 フハ 瞭然 タ
リ,若 シ『チラー』 ノ説 ヲシテ論理 二適 スルモノ トス レバ ,体 育 ヲ主 張 スルモノハ ,似 而非教育家
ニ シテ,真 ノ教育家ハ体育 二無頓着 ナル ヲ可 トスル ニ至 ラン,斯 ル論理 ハ ,予 輩 ハ虚偽的ナ リト断
ゼン、
了
そ して,松 本 は,「 右 ノ理由ナル ヲ以テ『へ るばる と』派 ノ,『 ケル ン』及 『チラー』等 が,主 張
シタル如 キ,身 体 ノ健養,及 発達 ノ事 ヲ挙 ゲテ,単 二 医師即チ疾病 ヲ療治 スル コ トヲ知 ルモ,人 体
1)

ヲ発達 セ シムル コ トヲ知 ラザル者 ニ ノ ミノ任 スルハ不 当且 ツ愚 ノ甚 シキモノナ リ,(中 略)『 へ るば
ると』 ノ教育主義 ハ,必 党何等 ノ人物 ヲ養成 セン トスルモノナルカ,身 体不健康 ニ テハ ,道 徳 モ智
カ モ施 ス ニ由 ナシ甲 と論難 してい る。
松本 が厳 しくヘルバ ル ト派 を批判 した背景 には,ほ かな らぬ 日清戦争以後 における国際情勢 に対
する切迫 した危 機感 が あった。
彼 は,「 敢 ヘ テ問 ハ ン『へ るばる と』ノ教育主義 二依 リテ養成 セラレタルモノ果 シテ社会 ノ競争場
裡二立チテ能 ク福利 ヲ獲得 スベ キヤ否 ヤ思 フエ道徳ナルモ ノハ心意 ノ放逸 ヲ抑制 シ,不 良 ノ悪念 ヲ
夏除 シテ社会 ノ安寧 ヲ保 チ交際 ヲ円満 ナラシムルニハ ,最 モ有効 ナ リト雖国家国民 ノ福利 ヲ獲得 ス
ルコ トハ ,得 テ望 ムベカ ラズ了°とヘルバ ル ト派 の道徳的品性 の陶冶 とい う目的論が人物 の養成 と国
家的利益 に及 ぼす限界 を指摘す ると ゝもに,国 家的富強 とい う立場か ら教育 目的を明 らか にす べ き
であるとの主張 を してい る。
「宇内今 日ノ形 勢ハ各国競 フテ富彊 ヲ画策 シ此 二後 ル ゝモノハ則チ日二 削弱 二就 ク彼 ノ英露 ノ富
強ハ 決 シテ道徳 ノ修練 ニ アラザルナ リ,英 仏 ノ雄飛 ハ決 シテ倫理 二原因 セシエ アラザル ナ リ,我 ガ
国今 日ノ状勢 ハ ,戦 勝 ノ結果俄然 トシテ国勢振興 セシモ内未夕富強 ノ計策緒 二就 カサル ヲ以 テ国勢
振興 二伴 ヒ生 スルノ弊 ハ 実 二財政 ノ困難 ニ ア リ,財 政 ノ困難 ハ 生産 カ ノ鋏乏エ ア リ,生 産カ ノ鋏乏
ハ実 二教育 ノ不振 卜其 ノ方針可ナラサ リシエ帰 セラレルベ カラズ,然 ル ニ智育体育 ヲ疎外 シ,実 業
的教育 ヲ拒 ム トキハ何 ヲ以 テカ国家 ノ富強 ノ個人 ノ生産カ ヲ増加 スベ キカ,是 ヲ以 テ予輩 ハ国家 ノ
急需 卜個人 ノ生産カ ヲ増加 スルヨ リ,教 育 ノロ的 ヲ此 二定 ムヘ キヲ説 カン トス,(中 略)予 輩 ガ我 ガ
国今 日ノ状勢ハ 敢テ戦後 ノ教育 トシテ方針 ヲ富強 ノ資 二供 セン トスルニ アラズ シテ,如 何 ナル 時勢
二拘 ハ ラズシテ教育 ノ ロ的ハ ,国 家 ノ富強 ヲ資 スルモ ノナ リ ト信 ズルモノナ リ,然 ルニー 意専念道
徳 ヲ以 テ ロ的 トスル教育 ヲ施 スハ ,国 家 ノ需望 二反 スルモノニ シテ,其 結果 ハ,進 取 ノ気象 二 乏シ
ク生産 ヲ厭忌 シ,遂 二品性陶冶ハ ,貧 性陶冶二 了 ランヲ懸念 セサル ヲ得 ズ、70

(4)明 治30年代の体育振興論
ヘルバル ト派教育論批判 には,絶 えずこうした危機意識が強 く働 いていた。そうした危機意識は
日露戦争前後 における国民体育振興論,な かでも女子体育の振興論の展開 となって現われていった。
明治30年 か ら32年 にかけて,し きりに女子体育論が紹介,論 じられている1例 えば,『 東京落漢会

雑誌』には「女子の体操と礼漂ρ (奥 村てい 明治30年 ),「 海外事情 (ア メリカの女子体育の紹介)ζ 0
の

(羽 治30年 ),「 女子体育 に就 きて了 (枝 吉鶴

明治30年 ),「 女子の体操 は如何 にあるべ きか了° (篠
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明治30年),「 女子体育了9(ベ ル ツ 三 島通良訳

明治32年 )等 の論文 が見 られ る。 また
中央誌のみならず『信濃教育会雑誌』に も「女子の体育Ψ 1/1ヽ 林要二郎 明治31年 )の ほか,「 体格
検査 ノ結果 ニ ツキテノ私見学D(明 治32年 ),「 論説 女子の体育 と服装 g劾 (明 治32年 ),「 女子体操時
間増加 ノ議J° 1/Jヽ 林要二 郎 明治32年 ),「 女子服装 と体育 との関係」。 (渡 辺敏 明治32年 )等 が散
見 される。
このほか藤 田作之助 は,「 女子体育論」 (明 治31年 )の なかで欧米列強 に伍す るために体力 の向上
田利英

,

と女子体育の振興 を強調す る一方,そ の立 場 か らヘ ルバ ル ト派教育論 に批判 を加 えて い る。
藤 田は,冒 頭 ,日 清戦争以後の優勝劣敗 ,弱 肉強食 とい う原理が支配す る世界状況 に対処するた
めには大和民族 の体力 の向上 が急務であると云 う。
「押軸旋転西洋の第十九世紀将 に終 らん とし第 二十世紀 は眼前 に迫れ り世局 は転 々 として推移 し
文明 は益増進す然れ ども平和 円満なる責金時代 は前途茫漠た り文明の先進国 といひ世界歴史の特 占
者 と自称す る欧州列 強 は益 其 の暴横 を退 しく虎視眈々或 は相排斥 し或 は相同盟 し権力 の平衡 を唱 ヘ
ては強ひて他の小 弱国 に干渉 し近境の地既に其 勢力 を振ふに余地 なきを以 て遠 く其 の翼 を極東の地
に伸 ば し些細 なる日実を設 けて強賊 的奪掠 を恣にせんとす優勝劣敗 ,弱 肉強食の勢 は何れ の世 にか
停止すへ き如之工 業貿易等の智力的競争 ,所 謂平和 の戦争 は今 日よ り後政烈な らん とす此時 におて
東洋 の先進国たる我 か大 日本帝 国 は果 して如何 なる態度 を取 りて進 へ き明 治二 十七年 の戦役以来世
界 の注 目を受 けたる大和民族 は此の勢 に辟易 して袖手彼れ碧眼種 のなす所傍観すべ きか否是れ決 し
て東方 日出国の執 るへ き方針 にあらさるへ し猛 然 として此 の激浪渦中 に立 ち僚然彼れ欧州列強 と対
峙 し彼の暴横 を制 し彼 の奪掠 を禦 き学術技芸 工 業貿易優 に彼れ 碧眼種 と競 して譲 るな しを期 せ さる
へか らず戦後 の経営 を唱 えて百事 を膨張せ しめたる亦是れなるへ き然れ とも此の競争場裡 に立ちて
他 を圧せんに其 の武力 を以てす る智力 を以 てす るとを問 はず必 要鋏 くへ か らさる一 要素あ り国民 の
体力是な り夫れ人間の活力 は身体 を須 ちて始めて活動す気力の雄智識の敏 も之 を載行すへ き身体 に
して堪 へ さらんには徒 に座下 の力芸 に過 ぎざるべ し今愛 に我 が 国民 の体格 を検 せむに之れ を欧米人
に比 して如何否之 を支那朝鮮 の人 民 に比 して如何矮小 は猶忍ふへ した弱 に して事 に勝 へ さるを如何
にせん夫の徴兵検査 に甲種 に属す へ き体格 を有す る壮丁幾許 か ある今此 の矮小に弱なる体 躯 を以て
激烈なる競争渦 中 に投 じて果 してよ く百難 に耐千数を凌 き以 て優勝 を占むるを得 へ きか有望 なる人
士不幸 にして 中道 に斃 る ゝもの幾許 そ国民の身体 を改善 し之 を匡救す るは実 に今 日に必要 なる急務
にあ らすや」D

そ して,藤 田は,「 我 が国民 の体躯 の比の如 き矮小虚弱」の原因が女子の体格 の矮小虚弱にあ り
さらに教育領域 か ら体育 を放逐 したヘルバ ル ト派 の教育理論 にあると指弾 している。
「女子虚弱の原 因果 して此 の如 しとせは比れ等の歴習悪癖 を矯正せんには初等教育の時期殊 に発
情期 におて其の注意 を誤 り不良の習慣 を附 し身体 の発達 を害せんか終 に回復す へか らさるに至 るヘ
,

し初等教育 にお ける体育 は実 に緊要鋏 くへ か らさるな り余 は此 におてヘルバル ト派 の教育説 を賛す
る能 はすヘルバル トは教育 にお て殆全 く体育 を度外 に置 き之 を学校教育 の部類 に歯 せ るな り学説 と
しての是非 は暫論 せ さるも実際 に船ては決 して採 るを得へ か らさるな り若 し此の学説 を実際に適用
せんか 国民 は全 く虚弱 とな り了すへ し体育 は教 育中切要なる一部 を占めさるへか らすザ0

‑方 ,豊 田潔臣は,「 身体虚弱 ノ原因」 (明 治 32年 )な る論稿 で「今 日ノ大和民族 ハ其体格強健ナ
ルカ将 夕虚 弱 ナルカ トノ間 二対 シテハ残念ナガラ虚弱ナ リ不健康ナ リト答 ヘ ザル ヲ得 ズ学校 生徒 モ
ー般人民モ共 二眼病 ,肺 病 ,腺 病 ,脳 病 ,耳 疾 ヲ患アルモノ多 ク近 来徴兵検査 ノ結果 ヲ聞 クニ現役
兵タルベ キ健康体 ヲ有 スルモノハ殆 ン ト三 分 ノー ニ シ就中甲種体格 ノモノハ 百人中僅 二十 五人 ヲ越
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エ ズ ト誰 レカ之 ヲ聞 キテ寒心 セ ザルモノ アラ ン教育 二従事 スルモノ之が原因 ヲ考 へ救済 ノ法 ヲ講 セ
スシテ可 ナランヤ写のと述べ,身 体虚弱,不 健康 の原因が「人 ロノ増殖」,「 社会進化」,「 風 習」,「 早
婚」,「 運動 ノ不足」,「 女子 ノ挙動作法」,「 女子 ノ衣類」等 のほか,さ らに学校 にお ける「校舎 ノ不
完全」,机,腰 掛 や「器 具器械 ノ不備」,易 簡明 を欠 いた教科書,学 科 の過多,教 師 の衛生知識の欠
如,児 童に対す る抑圧 ,教 授法,教 師養成等 にある と指摘 し,そ の一節 で次 のように述 べ ている。
「第九教授法 五 段教授法大流行 ノ今 日教授法 二遺憾ナキガ如 シ トイヘ トモー 般 ノ教師未ダ其真意
ヲ解 セスシテ死 法 二拘泥 スルモノ多 ク殊 二無資格教員多キ時代ナ レハ授業 ノ法 ヲ知 ラスシテ生徒
ノ心力 ,体 カ ヲ徒費 スル コ ト蓋 シ少 カラサルベ シ
第十教師養成上 ノ鋏点 現時教師 ヲ養成 スル ニ方 り生理衛生 ノ智識 ヲ授 クル コ ト不十分 ナルハ余
ノ確 ク信 スル所 ナ リ検定試験 二船 テモ此智識 ハ 未ダ重要ナルモノタラズ教 育学 ノ試間中ニ モ体育
二関スルモノハ 之 ヲ見 ル コ ト甚稀 ナ リ トス
第十 一体操教師 生徒 ノ体育 二最 モ多 ク関係 スル体操教師 ヲ見 ヨ体育 ヲ任 スヘ キ資格 ヲ有 スルモ
ノハ 実 二少キエ アラズヤ
第十二教育学書 出版多キ教育学 ノ書中体育 ヲ詳説 スルモノアルカ余 ハ不幸 ニ シテ未 ダ之 ヲ見 ズ
大低数枚 ノ体育 ノ章 二充 ツル ノ ミ而 シテ其 説 ク所見 ル ニ足 ラズ此 ノ如 キ教 育学書 ヲ緒 クモノ体育

二深ク留意セサルハ偶然エアラザルヘシ」0

(5)学 校騒動 と形式主義的教授法批判
ところで,ヘ ルバ ル ト派教育論 による形式的教授法の浸透 は,子 どもの身体 を疎外 す る原因 とし
て指摘 されるのみな らず,教 育全般 にわたる詰込み教育,権 威主義的な教授 へ と変質 し,学 校騒動
の主要 な因 として も批判 されてい った。
川島圧一郎 は,「 学校騒動 ノ原因」 (明 治32年 )の なかで「余 ノ狭 キ観察 ニ ヨレバ学校騒動 ノ原因
ハ職責上 回 ヨ リ管理者 ノ不能 ノ範囲 ヲ出ザルベ シ ト雖 モ徳義上必 ズシモ校長 ノ過失又 ハ不徳不能 ニ
基 クモノエ アラズ又世人 ノー般 二想 フガ如 ク操縦 二基 クニ必 セズ」りと述 べ,学 校騒動 は,実 は形 式
主義的,画 ―主義的教授の結果 にほかな らない と云 い,さ らには修身科 の形 式的教授 に対 す る批判
にも及んで い る。
すなわち,「 教授法不良 ニ シテ或 ハ生徒 ノ程度 ニ コエ或ハ分量 ヲ過 シ又 ハ 之力伝達法親切 ナラザル
ガ為真興味 ノー 宅 モ存 スルコ トナク所謂生徒 ノ心 ヲシテ俗 マシムルコ ト」 はなはだ しく, また「中
等教育 ノ教授 ハ単 二教授 卜見 ル トモ ナホ大 二改善 スベ キモノアルベ シ余 ノ考 フル所 ニ ヨレバ 第 一各
科 トモ耳学問 ヲ廃 シテ ロ ト手 トノ学問 トセザル可 ラズ第二分量少 クシテ其細 ロニ ワタル ヲ要 ス第二
分量 ヲ重ネザ ルベ カラズ特 に修身科 ナ ド往 々程度 モ ナク系統 モ ナク第一年 ヨ リ末年 マ デ同 ジ事 ヲ同
ジヤウエ講話 スル風 ア リ如斯 ハ明 二興味 ヲ廃 スル所以 ノ方法 二反 スザのと。 また原田中園 は,「 寄宿
舎教育論」 (明 治32年 )￨こ おいて森有礼以来の寄宿舎の兵式主義 化 に批判 を向 け,寄 宿舎 における規
律 が単なる体裁上の こと ゝして形 式化 していると云 う。
「寄宿舎 ノ規律整頓 ハ兵営 ノ常 二 出師準備 ノ為 メニ スルガ如キモノ トハ大 二趣 ヲ異 エ ス,一 吹 ノ
呵吹二暗夜 二燈火 ヲ恨 ラズシテー物 一片 ノ皿齢違異 ナクー瞬間 二整装 シ得 ルガ如キ厳密ハ 寄宿舎 ノ
要 トセザル所 ナ リ,然 ルニ世 ニハ鍛練主義規律主義或 ハ兵式主義ナルモノア リテ天 下到 ル庇 二行 ハ
ル,献 身的熱成 ヨ リ数 二至 リシモノナ レバ 或ハ大過 ナカル可 シ ト雖 ,世 間又 ハ体裁 ノ為 メニ 自己 ノ
都合 ノ為 メニ特 二甚 シキハ参観人 ノ為 メニ上司二対 シテ覚 エ ロ出度 カランガ為 メニ無数可憐 ノ愛児
ハ冷酷ナル規律厳密ナル整頓 ノ為 メニ殉死 セ ン トス、
」つ
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そ して,原 田は,寄 宿舎制度 を立憲 的 自治 の能力 を養成 す る機関 に改造すべ きであ るとして いる。
「独立 ヲ欲 シ自由 ヲ求 ムルハ人性 ノ 自然 ナ リ,平 民的立憲的時代 二船テ何 ンゾ学生 ノ独立 卜自由
トヲ索制スル ヲ得可 ケ ンヤ,立 憲政治 ノ要道 ハ人民 ノ 自治 エ ア リ,自 治 ノ 旨 トスル所 ハ人民 ヲシテ
其カ ニ応 ジ其能 二適 シテ国家事務 ノー部 ヲ分指 セシムル ニ ア リ,斯 クノ如 クシテ人 民 ハ 其 ノ責任義
務 ノ如何 ヲ知 り又 国家生存発達 ノ如何 ヲ知ル可 シ,立 憲時代 ノ立憲的国民 ヲ養成する寄宿舎特 二 国
家 ノ元気精粋原動カタル 中等社会以上 ノ学生 ヲ教養 スル寄宿舎 二船 テ 自治 ヲ行 フハ 実 二至 当 ノ事 ナ
リ,デ 2)
ま

と

め

明治30年 代 にお ける諸々の体育振興論やヘルバ ル ト派教育論批判 ,活 動主義体育論 はこの段階 で
興隆 しつつ あった社会的教育学 との相乗作用 によるもので あった。
そ して, これ らの思想的な傾向は,明 治30年代 の後期 か ら40年 代 にかけて新 たな国民教育論 の登
場 とともに,人 格 ,身 体 の「修養」論 へ と転換 して い くのである。
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郡長 が,小 学校 を巡視 した際 に,校 長 に五段教授法 を行 ってゐるか と問 うた ら,校 長 は隙 さず即座 に御 覧
の通 りの小規模 の学校 であ りますれば,営 分三段 で済 まして居 ります と答 へ て,大 い に郡長御感 に輿 った
といぶ話 さえ伝 はって い る。か うなる と,も うヘルバル ト主義 も真剣味 を失 うて,人 心 はそれ と離 れて他
に何 か新 らしい もの を求めるや うになる」(同 書 p185)と 伝 えてい る。

鳥取大学教育学部研究報告

教育科学

(60)久 木幸男 鈴木英一 今野喜清編著 『 日本教育論争史録』
(61)同 誌 第 358号 明治28年 3月 25国 p28
(62)同 前誌 第 366号
(63)同 前 p12
(64)同 前誌 第 361号
(65)「 其一

J

(66)同

前
(67)「 其三」
(68)「 其二」

(69)同

前
前

明治28年 4月 15日 p13
『東京密漢会雑誌』 第 178号 明治30年 11月 20日

p7
同前誌

第 181号

明治31年 2月 20日

pp15〜 16

同前誌

第 179号

明治30年 12月 20日

(74)同
(75)同
(76)同
(77)同
(78)同
(79)同
(80)同
(81)同
(82)同
(83)同
(84)同

p3

第 182号
pp13〜 14

15

1号

第一法規

155
昭和 55年 pp109〜 110

pp 6〜

7

前

第 173号

明治30年 6月 20日

誌

第 173号

明治30年 6月 20日

誌

第 175号

明治30年 8月 20日

誌

第 175号

明治30年 8月 20日

誌

第 198号

明治32年 8月 20日

誌

第 137号

明治31年 2月 25日

誌

第 148号

明治32年 1月 25日

誌

第 154号

明治32年 7月 25日

誌

第 155号

明治32年 8月 25日

誌

第 156号

明治32年 9月 25日
第 190号

,第 149号

明治32年 2月 25日

明治31年 1月 28日 pp 9〜

(86)同 前 ppll〜 12
(87)同 前誌 第 203号 明治32年 12月 20日 pp 2〜
(88)同 前 pp 7〜 8
(89)同 前誌 第 198号 明治32年 8月 20日 p12
(90)同 前 p12
第 198号
p19

傍点松本

傍点松本

誌

(85)『 東京著漢会雑誌』

p8

明治31年 3月 20日

前掲誌 p17
pp17〜 18

(91)同 前誌
(92)同 前

第 2巻

第

p3

前 pp14〜

(73)「 其三J

27巻

p12

明治28年 6月 15日

(70)「 其四」同前誌

(71)同
(72)同

第

明治32年 8月 20国

lo

3

p18
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