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大正 2年 に公布 された学校体操教授要 目 (以 下 ,教 授要 日 と言 う)は ,明 治以来混乱 と不振 を続
ける学校教育 に終止符 を打 つはず であった。 しか し,既 に前稿 で分析 した ように,現 実 には文 部・
陸軍合同調査会 の統一 案 に対す る永井道明 の批判 ,嘉 納治五郎 による教授要 目批判 ,さ らには,教
育現場 か らの教授要 目批判等 にみ られるごとく,む しろ,そ の矛盾 をよ リー 層拡大す る結果 を招 く
ことになったよ
)

それは視点 を変 えれ ば,明 治後期 における立 憲的教育論 の興隆 を背景 に興降 した教育 の自由化論
な らびに大 限,山 本等 による明治教育批判 や,自 由化政策 に垣 間みる ことがで きるように,教 授要
,

目が,そ うした体制的な転換 に十分耐 え得 るもので はなか った ことを示唆 して い る。 それを象徴 的
に物語 るものが,教 授要 目の公布 と伝播 に中心的役割 を果た した永井道明 と,そ れに対 する批判者
として登場 した可児徳 との論争 であった。
ここでは, この論争 とその性格 について問題 に してみた い。

3.永 井 道 明 と可 児徳 の 相 剋
1.永 井道明の国家主義体育論 と体育改造論
(1)永 井 の社会 ダーウィエズムと国家主義体育論

明治後期 か ら大正中期 にかけて活躍 した人物 の一人 として,永 井をあげなくてはならないp永 井 の
体育思想を根底 か ら支えてい るイデオロギーは,明 治後期 の帝国主義的な教育論 に制約 された強烈
な社会ダーウィエズム と社会有機体論 を縫合 した国家主義 であり,そ の観点から永井 は,体 力 の陶
冶を鼓吹する一方,旧 来の体育を批判 し,体 育 の改造 を標傍 している。
例 えば永井 は,「 適者生存 の原則は,進 化学上如何 なる生物 も免がる ゝ能はず と雖 も,吾 人人類 は
只 自然の淘汰 に放任 して晏然たるべ きにあらず。自ら進んで有 らゆる人為的努力を蓋 し 以て適者
の位置を占めざるべか らず。而 して,吾 人の身体 をして現時の状態に適応せ しむる目的を以て,人 為
的に努力する特別の仕事?が 体育 にほかならない と述 べ るとともに,「 生存競争の益々激烈なるに従
,イ

ってΥ生命が,よ リー層自覚 されるのみならず,「 国力 とは国民の心力 と体力 とを原因 とし,財 力 と
兵力 とにて結果する。国民の心力 と体力 とは所謂国民 の元気 とな り,財 力 は富国を意味 し,兵 力 は
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強兵を意味する?が 故 に,「 富国強兵の基本財産?で あるところの体力が要求される としている。
この永井 の立場 からすれば,当 然の帰結 として個人 の身体的発達 は,そ れ 自体何等 の意味や価値
をもち得ず,身 体 が国家や社会 とある一定の関係 を結んだ ときに,は じめて価値や意味を付与 され
るとするのは,当 然の論理であった。永井は,こ の点を「人の人たる所以の価値 は,尚 一面社会的
方面より考察する必要あ り。即ち吾人 は,個 人 として完全なる心身を有する外 に,社 会公衆 と協同
一致 して生活 し得 る心身を有せざるべか らず。若 し吾人 の心身が,個 人 として完全な るも,社 会 と
協同することは能 はざるが如 きものならんには,人 としての価値 は皆無なりと謂はざるを得ず?と 書
いている。
これは明 らかに社会有機体説 に もとづ く身体観 であ り,こ のイデオロギーは,当 然彼 の 目的観や
教材観 にも反映 され ざるを得ない。永井 は,「 体操科 の 目的を達す るに最 も適 当 し,最 も有効 なる運
動のみを選択せざるべ か らず伊 と言 い,そ の教材価値 は,「 一 国 よ り言 へ ば国家的,一 府県 よ り言 ヘ
ば府県的,一 学校 よ り言へ ば学校的Pと い う普遍的観点 と,「 特 に其 の国家 は何 を必要 とす るか,又
国家 の方針 は斯 く斯 くなれ ども,特 に其 の府県 は何 を要求するか」0を 吟味す る特殊 な立場か ら決定
されるべ きであ り,「 広 く世界 を見 ,国 家 を見 て,理 想 を立 つ ると同時 に,実 際各 自の境遇 を考 へ
,

之れに適切 なる教材 を選択せ ざるべか らず。 (中 略)先 づ第 一 此 の二十世紀 の世界 の大勢 を洞見 し
之れに従 はざるべか らず」つと述 べ ている。

,

(2)明 治体育批判
社会 ダーウ ィエ ズム と社会有機体説の立場か ら,国 家主義的な体育論 を標傍す る永井 は,第 一次
世界大戦の勃発 を迎 えるにおよび,よ リー層の危機感 を駆 り立 て られていった。
彼 は,「 此 の戦乱 の大 機会 に当たって,我 が国民上下 の大 々 的覚醒 を要す る」かことは論 をまたない
が,「 而 して此の国民体育 の覚醒 に付 いて は,是 非徹底 的 の実行 を要す る体育 を奨励 す るといふ上面
の言葉 では役 に立 たな い,実 行す ると言 って も,浅 薄なる実行 ,軽 率 なる実行 の如 きは,或 は害 あ
って益がない,熱 意 と断行 とは,個 人 も名将 も其他心ある人の言 はる ゝ通 り,総 ての事 を行 ぶに当
っての大切な要件 であ る」9に もかかわ らず,し か しなが ら,体 育 の実情 はどうなのか と自問す る。
この点 に関す る永井の考 え方につい ては,機 会あるご とに指摘 してい るので割愛す るが,そ の一

部 を引けば,彼 は「従来我が国にお ては,体 育 の思想幼稚 なるが為 に,比 の社会 一般 の体育 の振 はざ
るは勿論 ,学 校 の体育 も,又 軍隊の体育 も,之 を欧米先進 国 に比 すれ ば,甚 だ遅れて居 ったのである。
善 く耕 され る作 物 は繁栄 し,善 く養 はれた動物 は繁殖するものである。耕 さず,養 はず して,繁
栄繁殖 を望 む程無理 の事 は無 か らう。我国民健康 の不良なる事 は,此 の体育の振 はざる点 よ り考 ふ
れば寧 ろ当然の結果 ,敢 て怪 しむを要 しない」0と

,全 般的な体育施策の貧 困 を批判 す る一方,国 民
的責任の遂行 と国家的富強 を実現するうえで,身 体 の強健 が不可欠であると述 べ ている。
「文明時代 に至 りては,各 人の分担 の事業繁劇 を極 め,之 に応ず る身体 の益々 強健 なるを要す るど
同時 に,漸 次 自然生活 に遠 ざか り,精 神 を労す ること急 々 多 く,身 体 を養 ふ べ き機会愈々少なきを
以て,特 別 なる身体養成 の手段 を要す ること,一 層痛切 なるものあ り。(中 略 )翻 って思ふに,現 時
の我 が帝国は既 に昔 日の帝国にあ らず。夙 に文明諸国の間 に伍 せ りと雖 も,而 も百事百物其 の進歩
の後れ居 ること争 べ か らず,即 ち我が帝国民 は此の際駈歩的大努力 をなすにあらざれ ば,欧 米列強
に追及する こと能 はず。従 って斯 か る大 責任 を有す る国民 の体格 は,極 めて強健 な らん ことを要す
ること論 を倹たざるな り。然 り而 して,我 が国民の体格如何 を願 れば,国 民中最 も壮健 なるべ き全
国 の壮丁 は,其 の検査 におて,身 体 の虚弱なる者,若 しくは病 に羅れ る者の少か らざることを証 し
,
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又最 も元気なるべ き青年 を見 るに,其 の病気 に鉛沈 し,其 の体格 の虚 弱なる驚 くべ きものあ り,惟
ぶに我 が国民 は,列 強 との競争上 先 づ体力 にお て劣敗者 た らざるなきか。誠 に寒心 に堪 へ ざるな り。
現時我国民 の体育 が一 日緩 うする こと能 はざる所以 の もの,極 めて明 白な りと謂 ふべ し制
さらに永井 は,「 之 を要す るに国民の主なる代表者 は,斯 くの如 き弱 き処の体格 ,病 身的な不健全
な身体 を有 して居 ると云ふ事 は,如 何 に生 きて居 って も,到 底充分 なる仕事 の 出来得 るものではな
い。況んや また其の命 は短 かに船ておや。鳴呼大 なる責任 を有する国民が ,斯 くの如 き体力である
と云ふ事 は,何 とも慨嘆 に勝 てざることである。何が故に我が国民は斯 くも憐れな健康状態 であ ら
う力せ0と 述 べ ている。 こ うして永井 は,国 民体力 の危機的状況 に対す る焦燥感 を背景 に(1)生 命 を尊
重す る上の 自覚 ,鬱 )国 力問題 よ りの自覚 ,(3)実 用本体の認識 とい う観点 か ら体育 の重要性 を力説 し
てい る。

(3)形 式 主義体 育 批判
永井 は,こ うした脆 弱 な国民 の体 格 が明 治以来 の伝 統 と も言 え る形 式 主義 的 な体 育 の現 実 にあ る
と批半」して い る。
「維新 以前 にお ける武士 の体 育 は,国 民 の 中堅 た る者 の体 育 として,誠 に立 派 で あ って,其 の普 及
徹底 して居 った こ とは,世 界 の体育 史上 で も,其 の匹儒 を希臓 に求 め る こ とが 出来 る位 な もの と思
はれ る。然 るに維 新後 は武 士 の帯 刀 を廃 した る と共 に,俄 然其 の体育 迄 も捨 て ,而 も維 新 の大 精 神
な る,大 に智識 を世 界 に求 めて盛 ん に経倫 を施 す とい う大 方針 の下 に,世 界体 育 の移 入 を為 す こ と
もな く,結 局 新 旧併 せ て捨 て た るが故 に,我 国民 の体 育 として は,殆 ど全 く無 きに至 り,唯 僅 に 学
校体 育 ,而 も貧 弱 な る其 の形 式 を備 ぶ 位 で あ った し,而 して此 の廃 頼 の 結 果 は,当 然 国民体 力 の衰 頼

とな りて,或 は国民の花 といふ べ き壮丁 の検査 上 に現はれ,或 は将来国民 の言 ともいふべ き壮丁 の
検査上 に現 はれ,心 ある人 をして実に心 を寒 か らしめた こと久 しかったが,日 清 日露の戦争 を経 て
今 日世界の大戦乱 に至 り,我 国民 の上 下 は,姦 に始めて我 が国民の体育 の忽がせ にす可 らざる こ と
に,日 が覚 めてきたざPし か し,「 維新以来我 が 国教育 の発達 は,頗 る顕著 に,其 の功 を国家 に到 し
たる事 の多 きは,我 々の信ず る処 なれ共 ,是 れ と同時 に急造 の家屋 の如 く一夜作 りの品物 の如 く,形
式は備 はれ共 ,其 の内容 の充実 しない事 の多ひの を認 めて居 る。是 は教育全般 に亘 りて今 日我 々 の
最 も反省す可 き事 で あるが,就 中最 も整理 を要す る体操科の仕事 に船 ては,殊 に警戒 す るの必要 を
認めたのである。
」9
また永井 は,い わゆる精神主義的な体育 に対 して も「体操遊戯 とも其 の精神主義 を研究 して,之
を運用するは結構 であるが,偏 する ことは頗 る悪 い甲 と批判 し,教 授法や内容 につ いて も「従来体
操科教授 が,生 徒 その者のためにす ることを忘れ,唯 教師 の命令 で一 緒 に揃 へ て行 はるれば宜 い と
云ぶや うな,極 めて皮相 なる教授 を行 って居たが,教 育 の真髄 か ら見 ると,其 教授 の方便 こそ種 々
あるが,結 局 は各生徒 を,人 々 その分 に応 じて,出 来 るだ けの発育発達 をさせ なければな らぬ もの
で,之 は総 ての教科 におて同様 な ことで,体 操科 に船ては亦是非 さう為 さなけれ ばな らぬのであるYの
と,教 師中心 による画 ― 主義体育 を論難 してい る。
独)科 学的体育 の唱導 と個性 の尊重
こうした批判 を通 して永井 は,「 我国の教育 も余程進んで,諸 外国 の教育 に比 較 してあ まり恥ず か
しくない様 になった ことは,是 に結構 な ことで ある。併 しよ く考 へ て見 ると,内 容上 の ことに至 っ
ては余程改善 しなければな らぬ ものがあ らうと思ふ。其 の 中で も体操科 の如 きは,最 も改善 すべ きも
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の ゝ随―で あ らうと思ふYり と,今 日が体育改造 へ の転換期 にほかな らず,そ の改造 は子 どもの身体
発達 に関す る生理 学的,解 剖学的,そ して心理 学的 な科学的研究 と,そ れ に もとづ く教育実践 によ
って実現 され るとしてい る。
永井 は,東 京高師 で博物学 を専攻 してお り,彼 が 自称す る科学的体育論 に少 か らぬ影響 を与 えて
い ると推察 される。
「従来の体操 は人の身体 を基礎 とせな いで他 の ことを基礎 とした。器械 を基礎 として唖 鈴 を持 って
や るか ら唖 鈴体操 ,器 械 を持 ってやれ ば器 械体操 として器械 のために子供 を持 って往 く,所 が今 日
はそういぶ ことは段々棄 て られ まして,子 供 の身体 を上台 として此 の身体 に斯 うす る,是 をや る と
いぶ風 に児童 の身体 を基礎 として体操 の工夫 をす る主義 である。是 は最初瑞典 にお いて考 へ られ ま
した。人 は能 く瑞典 の体操 と申 しますが ,何 も瑞典 に限 った ところの もので はない,児 童身体 の こ
とを基礎 として考 へ まして,其 の形 式のや り方な どは第 二 に置 いて,先 づ以て児童の身体 を考 へ る
,

言葉 を換 えて言 へ ば則 ち生理解剖等 の原則 に依 り,心 理上の原則 に従 った体 操 ,之 が児童 に適用 す
るといぶ風 になる。 (中 略)我 邦今 日の有様 は,此 の体操科 におて迷ひの時 よ り目が醒める時代 に移
り
る所の過 渡期 である。
子
そして永井 は,子 どもの発達 に即 して「真 に其 の運動が 自己の為 に行 はふ る ゝこと,並 びに運動
は生活上 一 日も欠 くべ か らざるものなることを自覚 せ しむる!0べ きであると,体 育 の生活化 を標傍
し,か つ個性 に応 じた教授法が確立 されるべ きである としている。
以上のように,第 一次大戦後の軍事的,経 済的競争 に耐 え得 る体力 の養成 と国家的富強 とい う課
題 を担 うにたる人 物 の淘冶 を主張 し,そ のための個性的,科 学的体操 の実践 を鼓 吹す る永井の体育
論 は,決 して明治30年 代以降 の社会的教育学や高島二郎等 の帝国主義的な活動主義教育論の限界 を
越 えるものではなかった。 とは言 え,そ の方法 手段 としてスエー デ ン体操の摂取 と普及が ,そ の実
現 にとって妥当で あったかについて は疑 間 の残 る ところであ り,そ こに国家富強 とい うイデオ ロギ
ー的立場 を同 じくしつつ も,方 法論 において高島 との決定的 とも言え る相違点 が あった。

ω其 の時間 に課す べき教材

めに全国 を駆 け巡 って い るが,永 井 ,そ して教授要 目の限界 は
その教授過 程論 にあった。永井 は,「 教授綱領」として「第 一 ,体
,

操科教授の主体 は, 生徒其の物 にあることを忘れるべ か らず。」
「第二 ,体 操科の教授 は,団 体的教授 に依 り多数 の生 徒 をして
共同的 に運動 せ しむると同時 に,常 に各生徒 の身体及び精神発達
,

の状態 に留意 し,適 当なる指導 をなす を要す。」「体操科 にて行 は
しむる事項 は,生 徒の身体及 び精神 を洵冶するに在 るを以て,常
に其 の 目的 に副 はん ととを期 し,技 術 の末 に走 るべ か らず。」「第
四,運 動 は,生 活上 一 日も欠 くべ か らざるものなれば,生 徒 をし
て漸次其 の必 要 を自覚 せ しめ,家 庭 に在 るとき,又 は卒業 の後 に
お て も,常 に之 れを行ぶ習慣 を養成せ ん ことを務 るを要すY。 こと
等 を掲 げ,そ の教授過程 を 3段 階 (始 の段 階,中 の段階,終 の段
階 )に 区分 し,教 材配列 の例 をあげてい る (表 1〜 3参 照 )。 99こ の
号令 による体操 に始 まって体操で終わ るとい う教授過程 は,従 来

(表 1)

尋常小撃 一年頃 の例

太
遊戯
︷
鞘
動
翔
醐醐
螂

低)授 業過程 の伝統化
永井は,自 らの体育論 のみな らず,教 授要 目の普及 と定着 のた
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の形式主義的な土 壌 のなかで容易 に定着 し,か つ定型化 して い った。 しか も,今 日に至 って もなお
依然 として この 教授 パ ター ンか ら脱却 しきれないで いる。

,

一
開脚一上證後属

斜懸垂

一
直立一上證前屈

上一
手腰一
證従例

上伸 一
開脚一
上證左右屈

高跳

側下

︑右 ︵
左︶
向︑側面行進

後屈

左右及び 下伸

(表 2)

尋常小學 五年頃 の例 ︵
男こ

再こ頓

其 の時間 に授 く べき教材及び其 の教授段階

側 右 整

中
の
段
階

始の段階 一蜘呻
﹁蜘呻中韓 抑甘﹈﹁陣
れ
及び下伸

練

進 向

上

上
下 途

絡
の
段
階
︷

働其 の教授段階

︑
醐
醐
始
の
段
階
一

中 の段階 一
遊戯

絡 の段階 一
證操

動

呼

教

(表 3)

2.可 児徳 の国家主義体育論 と遊戯・ 競技論
(1)国 家富強 と遊戯
国家主義体育 を鼓吹 し,日 本的 スェーデン体操 (=要 目体操 )の 伝播 にエ ネル ギ ッシュな活動 を
展開 した永井の対極 をなす位置に可児徳が い るY° 可児 は,大 正 4年 か ら同 6年 までアメ リカに留学
してお り,そ の影響 か らスポーツや遊戯 の教育的価値 を認識するに至 った。 そうした可児の経歴 が
彼 をして永井が 日本的 と自賛す る要 目体操 に対 す る批判者 としての立場 に立た しめ,究 極 的 には

,

,

永井 とともに職 を賭 しての論争 へ と展開 させ ることになった。二人の東京高師 か らの辞職が,た ん
°
に論争の結果 だけによるものではないことについては,別 の機会 にふれてお いたがΥ 客観 的 には可
児,永 井 ともに,体 育 によって国家的伸長 をはか る活動的人物の洵冶をめざす点 で,ま た両者のイデ
オ ロギー的本質 か らい って も,決 定的 に対立 し合 うもので はなかった。既 に指摘 した ように,そ の
方法論 にお いて相入 れなか っただけである。
可児 の主著 には石橋蔵五郎 ,寺 岡英吉 との共著『現論実際 競技 と遊戯』 (大 正 8年 )が あ るが
可児 も永井 と同様 に,富 国強兵 とマ ン・ パ ワーの 開発 に とって国民体育 の振興が重大 な鍵 を握 って
,

い ると,次 の ように言 って いる。
「国民 の隆運 と国力 の発展 とは国民各個 の能率 に基 囚 し,人 的活動 の根源 は体力 の強盛 に存 して
心身の強健 と能率 の増進 とが人生の幸福 を輪扇 す べ き最大要件 たるを感得す るとき,誰 か体育 の必
要 を絶叫せ ざるものあ らんや,欧 米 の諸国が夙 に体育 に重 きを置 き,之 が奨励 に莫大 なる時 と金 を
,

入江克己 :日 本近代体育 の思想 と実践(働

投 じて菩 まざるものある,皇 に ところあ りといぶべ し。然 り而 して,文 運 の進 化 は一面 に益々 業務
の煩瑣 を加 へ て,精 巧 なる機械の発足 を促 し,以 て愈々 吾人 の体力 を減退せ しむるの傾 向あ らん と
す。 されば世界文化の潮流 に樟 し,人 類発展の方規 に遅 れ ざらん とす るもの,豊 一 日も体育振興 の
大業を講 ぜ ず して可な らんや。噴古 の戦乱 は今 や全 く終慮 して,平 和 の曙光 はヴェルサイユの一 角 よ
り将 に耀 々 の光輝 を放射せん とす。由来戦争 の悲惨事 を没道具 とは誰 しも険悪す る所な り。乍併
比者 が 蒼 らすべ き自然の結果たる人類の覚醒,努 力向上 ,進 展等 の妙なる行跡 に至 っては,吾 も人
も否認 し得 べか らざるの事実 な りとす。惟 うに向後 の世界 は文物 学隆 の一大転期 な り。沼々の風潮
,

は宇内を浸涵 して,理 化 は殖産 に,将 又,凡 (韓 )百 の技芸 に疾風迅雷 の状勢 を以て革新 の紀元 を
画 せん とす るもの あるべ し。此時此際,吾 人 は何事 を措 いて も真 っ先 に国民体育 の振興 の方術 を講
じ,人 間生活 の根本能力 を向上 せ しむるの急要事 たると思 はずんばあ らず。我国体育 の振 はざる こ
と真 に久 し,こ れ果た して何 に因れ るか,学 者,先 覚者 ,為 政者 の指導者其宜 しきを得 ざ りしによ
るか,教 育者 の怠慢 な りしによるか,或 は又,将 来 の教育 が知 識 の収得 に急 にして,体 育 を省み る
の違 なか りしに因す るか,想 うに幾多原因の其間 に重畳 して此所 に至 りしものなるべ しと雖 も,抑
も亦 ,体 育家 の多 くが,理 論 を無視 して実際 を先 にし,思 想 を培 はず して,徒 らに実行 を強要 した
るの実際 に非 ざるなきか,何 れに しても体育 に携 はるもの ゝ大 に考慮 を運 らすべ きの緊要事 な りと
信ず。子9
この可児の論理 は,明 らかに経済教育論 の反映で もあった。また可児 は,「 我国 に船て遊戯書 の刊
ヘず
行 せ られ る決 して少 しとせず,其 多 くは菅に実際の解説のみに止 りて,何 等学究的説述 をカロ
,

教育的考察 に欠 きた るが為 に,斯 界 の誘絞 に力弱 き感 あ りしは夙 に吾等 の遺 憾 としたる所 な り。力日
之時代 の進運 は猛然 として競技遊戯 の勃興 を順致 し,今 や我国 にお ける体育的手段 は,斯 くの如 き
人類 自然 の欲求に応 じて発生 し来 れ る淡刺の良材 を力日
味 して,戦 後 の革新 に突入せん とするの勢 を
呈 せ り子9と スポーツ,遊 戯 の教材化 が,時 代 の趨 勢 にな りつつあると述 べ るとともに,し たがって
,

スポーツの大衆化 こそが,国 家富強の立場 か らみて も極 めて重要であると綴 って い る。
「国民一般 に普及すべ き競技及 び遊戯 は,其 の種類 によ りて,又 年齢 によ り,又 男女の性格 によ り
て各々相違あ りと雖 も,之 を要す るに国民の体 力 と健康 とを増進 し,国 民の人気 を喚び,国 民性 に
適 ひ,又 普及 し易 きものにして,以 てよ く精力絶倫燃 ゆるが如 き忠碧愛国 の念 を有す る国民 を養成
せんことを主眼 とせざるべ か らずgの と。
可児が,ス ポーッ と遊戯 の大衆化 を執拗に説 い たのは, もし,そ れが実現 されない場合 には,第
一 に,ほ かで もな い国民体力 の慢性的低下 を原因 とす る軍事的危機,ひ いて は国家存亡 の憂 き目を
招来する との認識 にもとづいている。彼 は,こ う言 って い る。
「現今 にお ける我国徴兵検査の結果 を見 るに,壮 丁 の体重年 々減少す るの傾 向あるのみな らず,結
核 ,柳 病 , トラホーム其 の他 の疾病 に冒 され居 る もの又年々多 きを見 る,是 れ全 く我国民体格 の衰
退するに因る ものにして,将 来斯 くの如 き状況 によって進 まば,益 々 国民 の体力 を減退 し,遂 に国
家勢力の上 に恐 るべ き影響 を及 ぼ し,国 家百年 の大 計 を誤 るべ き結果 を見 るに至 るべ し。斯 くの如
く国家 の前途 を観 じ来 らば,韓 た戦慄 に堪 へ ざるものあ り,是 れ決 して軽がるに看過す べ き ことに
あらず して,宜 し く国家社会 は国民 のために遊戯場 を国費 ,又 は府県費 を以て諸所 にこれ を建設 し
,

善良なる国民遊戯 を選択 して之 を盛 んに行 はしめ,以 て国民体格 の改良 と体力増進 とを計 るは目下
の最大急務 な りとす。すり
その第 二 は,た んに国民体力の養成 とい う観点 か らだ けではな く,そ れが国家的観念 の培養 に と
って も格好 の手段 と見 ていたか らで もあった。可児 は,ス ポーッがイ
回人の欲求 を充足 させ るとい う
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点 で,確 かに 自己 中心的 な要素 をもってはい るが,「 然れ ども心身の補発達 す るに及 び,衆 と共 に遊 戯
して これを経験 し,漸 次社会的 に進み,社 会 の一員 としての 自己 なる ことを遊戯 によりて朧 げなが
ら知 るに至 るものな り。即 ち自己の欲望のみを満足 せ しむる能 はざる事情 を知 り,社 会の事情 に順
応 せざるべ か らざるを自覚するに至 る。而 して学校 に入 りて衆 と共 に楽 しむは寧 ろ幸福 なるを感ず
るに至 るものな り,是 れ 国家的観念 を換起す るの第一 段階な りとす。斯 くて社会 の意志 に従 ひ,国
家 の意志に:睫 従 す るは自己の義務 なる ことを了解す るに至 る。遊戯 はか ゝる場合 に遭遇す ること極
めて多 きものなれば,国 民性 と相関す る事 自 ら明 らかなるべ し。 (中 略)社 会の文化開け,人 智進 む
に従ひて,適 当なる国民的遊戯 を考究 し,こ れ を国民 に行 はしめ,以 て国民心身 の発達 に資す ると
共 に,之 によ りて我国の風教 を改良する,実 に緊要 なる国家的事業 にして,一 面国運 の進歩発達 を
来 す所以な りとす。 (中 略 )世 の識者 ,教 育者 ,為 政者 たる もの将来益 々此 の点 に留意 し,運 動遊戯
り
を奨励 し,以 て国民体格 の改良 に資す ると共 に,社 会風教 を改良せ ざるべか らず」 と述 べている。
この論理 は,言 うまで もな く国家 に対 する自由な服従 を説す国家的,あ るい は社会的教育学中の
体育論 その ものである。
鬱)遊 戯 の教育 的価値 と運動場
国家的富強 と社会風教 の改良 という立場 か らスポーツ,遊 戯 の価値 を明 らかにす る可 児 は,他 方
で教育方法 の遊戯化 と,教 材 としての遊戯 の組織化 の原理 を統 一すべ きであると言 う。
「競技及 び遊 技 を教育学上 より解釈 したる説 に多種 あると雖 も,要 す るに其の根本義 に至 りては二
種 の見解 なるべ し。其 の一 は教授 を遊技的に為す ことにして,換 言すれば遊技 を教授の方便 と為す
ことな り。即 ち幼童 を教育 するにあた り,遊 技 を教授の方便 とし,之 に依 て不知不識 の間に彼等 に
有用 なる知識 とを授 けん とす るにあ り。(中 略)他 の一 は遊技 を教育的に組織 せん とす る説 にして,こ
れ を換 言すれば遊技 を具案的ならしめ,以 て教育的教授 をなさん との説 な り。即 ち遊技 をして身体
教育 の上 に効果 あ らしむると共 に,道 徳精神 を発揮 せ しめん とするが如 く,又 一 面 におて心身発達
の上 に悪効果 を及ぼさる ゝが如 く,積 極 ,消 極 の二 面 よ り之 を考察 して,遊 技 を教育的 に組織 せん
とす るにあ り。以上 の二 説 は教育的見地 よ り観れ ば,何 れ も必要なる説 にして,両 者何 れにも偏 す
る能 はざるべ し。何 となれば遊技 に由 りて養成せ られ るべ き知識 ,感 情 ,意 思 は頗 る多種複雑 なる
ものを以て,或 時 は知 識 ,技 能 を (知 識教育 を主 とする場合)授 けんが為 に其 の方便 として遊技 を
用 ふ るあるべ き,又 或時 は遊技 を (身 体教育 を主 とす る場合)主 とし,之 に基づ きて道徳的品性 を
養 はん とす る場 合等 あれ ばな り。甲
ところで,可 児 は,遊 戯 の発展段階 を(1)感 覚遊戯時代 ,(2)模 倣遊戯時代 ,(3)想 像遊戯時代 ,(4)思
考遊戯時代 ,G)競 争遊戯時代 とい う過程 において捉 え,ま た遊戯 の理論 的根拠 を K。 ブ ロー スのそ
れに求め,「 厳粛生活 の記憶 の消滅甚 だ しきに至 るに従 ひ,恢 復作用の一 層強力 となる。姦 に至れば
遊技 の価値 は単 に生活 の補充的意義 を有するのみな らず,更 に東縛 の離脱 ,自 由開放 の意義 を力日ふ
るに至 る。実生活 よ り遊技の生活 に入 るや義務 の東縛 よ り離脱 し,自 由開放 の気分 に充 たさる ゝこ
と,恰 も紅塵万丈 の巷 よ り幽遂の仙境 に入 るの思 い あ り。此の気分 は実に遊技の全部 に漂 う所 に し
て,若 し此の自由,開 放 の生 活 なか りせば,吾 人々類 に遠 き過去 におて己 に絶滅 せ るべ し写°と言 い
特 に,そ の仮象性 に着 目し,そ の視点 か ら運動場の意義 を指摘 して いる点 は希少 である。
「学校 にお ける運動場 も又 一の教室 に して,殊 に管理訓練 を施す上 にお いて最 も重要なる教室 とい
,

はざるべ か らず,課 業 に疲労 したる児童 は運動場 に出づ るや,左 往右往少 しも停止す ることな く活
動 し,何 等 かの運動 をな し喜々 として遊 べ るは何 人 も知 る所 にして,運 動場 は実 に彼等 にとりて唯
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―の楽園 たるべ し。子働
そして,彼 は,み だ りな干渉や束縛 を廃 し,遊 戯 を教育的,訓 育的 に組織すべ きである としてい
る。
「此の楽 園 にお ける児童の喜戯 の状態 を観察するに,無 邪気 にして且つ元 気 に愉快 に遊 ぶ と雖 も
仔細 に之 を観察す る時 は,其 の反面 におて訓練上特 に注意すべ き事項亦少 しとせ ず。即 ち弱者 は強
,

者 に年少者 は年長者 に,女 子 は男子 に圧倒抑圧 せ られて 自由 に運動するを得 ざるの事実 あ り。又危
険なるもの,野 卑晒劣 なる遊戯 残忍なる遊戯 を行ぶ児童な しとせず。之 を禁止せ ざるべ か らず。然
りと雖 も猥 りに干渉 し,児 童の活動力 を殺 ぐが如 きは宜 しか らず,即 ち干渉の度 自か ら限 りあ りて
厳 に失せず,寛 に陥 らざる程度 にお て管理訓練 し,一 面善良なる遊戯及 び競技 を授 け以 て是等 の悪
風 を一掃せざるべ か らず。99

0)学 校 。学級文化 としての競技・ 遊戯
スポーツ,遊 戯 の教育的価値 を積極 的 に評価 す る可児が,子 どもの興味 にF日 した教材内容 の多様
化 と,そ の適′
性化 がはか られるべ きであるとするの は自然 の論理 である。
「遊技 は或 る程度迄反復練習 なさしむは極 めて必要 なる事なれ ども,一 教材のみ を余 り長 く継続 し
て行 はしむるは,独 り其の興味 を感ぜ さるに至 るのみな らず,体 育 の上 よ り之 を見 るも,価 値 を減
少するに至 るものな り,就 中幼稚 なる児童 にあ りては,種 類 を多 く変換す る必要あ りとす。最 も特
別 に属す る技術的競技 は,長 く之 を持続 して反復 練習せ しむるも何等興味 を殺 ぐ事 な く,寧 ろ技術
の発達す るに従 ひ:其 の興味 を感ず る患多 きに至 るものな り。例 へ ば弛郵 の如 き其の他此種 に類す
る遊技 を然 りとす。然れ ども是れ等特殊 の遊技 を除 きた る一般的遊戯 にあ りては,永 く一教材 を継
続す る其 の多 くの場 合 にお て決 して有利 といぶ を得ず。故 に教師 は年齢 と遊戯 の種類 とに鑑 み,或
程度迄反復練習せ しむると共 に,多 種乱発 の弊 に陥 らざる程度 におて,教 材変換 を適当に行ふ は教
育上極 めて必要 なる ことな りとす。雪つ
彼 の体育論 で注 目 され るのは,子 ども文化 としてのスポーツ,遊 戯 を構想 して い ることである。
可児は,「 学校 としての中心競技」 で ある「校技 Jと ,「 級 としての中心競技」 である「級技」 を
構想 し,「 校技 は学校全体 が全力 をつ くして行ぶ べ き重要なるものにして,級 技 は級 として各学年 に
適当せ るもの と共 に,各 々級別 に独特の妙味 あ り価値 あるものた らざるべ か らず甲 と記 して い る。
可児 は,学 校 な らびに学級文化 を創造 し,教 科 にお ける体育の学習 が,教 科 の枠 を越 えて学校経営
あるい は学級経営 の有効 な手段 として発展 させ るべ きであると主張 して い るもの と理解 され る。
に)可 児 の教授要 目批判
スポー ツ,遊 戯 に高 い教材価値 を認 める可児 の体育観 は,ス ェー デン体操 (し ば しば繰 り返すが
日本的なそれ)を 主内容 とす る教授要 目や,ひ いては理 論的指導者である永井 とは,国 家主義 とい
う彼等の世界観 では一 致 を見 せつつ も,そ の内容 。方法論 において矛盾 せ ざるを得 なか った。可児
にとって機械論的なスェー デ ン体操や教授要 目の画一 主義 ,形 式主義的な性格 は,当 然批判 される
べ き対象であったので ある。可児 は,こ う批判する。少々長 くなるが引 いてお く。
「最近には体育思想 は,非 常 な進 歩 を来 して,体 操 の外 に競技 とは或 は遊戯 とか云ふ もの ゝ要求 が
痛切 になって来 た。 之 には種 々の原因 もあろうが,一 は欧米の自動教育主義の影響 と従来の画一 強
制 とに対 する反動 に由る ことで,元 来教授要 目は体操教授の参考 に供す る為 に出 した ものであるに
不拘,之 を喧伝 する人が全 く此教授要 目に囚 はれ,一 歩 も此範囲外 に出る ことを許 さぬ とい う如 き
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態度であった ことや,理 論 よ りも実行 とい うて盲従 を逼 るという傾向があったの で,大 正六 年 に は
遂 には体育家大会 が高等師範学校 にお て開 かれ,自 由研究 の叫 を挙 げるに至 ったので ある。此時分
か らして我国 の体育思想界 には著 しき変化 を来 し,理 論 の上 のみでな く,其 実際 にお て も生新の気
が浜 って来 た とい うてよい。現今 の体操 ,所 謂教授要 目に依 るものは全 く身体 を作 る と云 う立場 か
ら割出 された所 の生理 的体操 であって,前 に も述 べ た如 く其 の運動が部分的 に分かれ て居 る。従っ
て吾 々の身体 を一 つの有機的統 一 あるもの として考 へ た時 に,全 身 の調和的統合的 の運動 と云ふ も
のが欠 けて居 る。 それは解剖的 の運動であるが為 に,そ うなって居 るのは当然の ことで あるけれ ど
も,今 少 し此点 に就 て攻究す る余地がある。又内臓機関 と筋肉系統 の調和 を保 つ とい うや うな点 に
船 て,以 前 の筋肉鍛練 を主 とするもの よ りは一段 と進 歩 をした もので,美 しく整 える,体 格 を造 ら
ん とする点 に注意す ることも当然の ことで あるが,体 育 と云ふ大 きな眼か ら見 る時 は,機 敏 な動作
を練習するとか,或 は自分 の思 った通 りに自分の身体 を自由に動かそうとするや うな ことや,又 強
い意味の鍛練的 の運動 と云ふや うな方向が余程欠 けて い る。同時 に又精神 の訓練 と云 う方向に船 て
も,体 操科 の要求す る剛気 ,勇 敢 の気性 を養 うことや,其 他種 々の徳 目をば養成す る上 には十分 で
ない点が ある。心理作用 の練習 に船 ても,今 日行 はれて居 る所の受動的の体操のみでは,到 底児 童
の脳 を練 ることは出来難 いので ある。要す るに現今行 はれて居 る所の体操 は,生 理的か ら考 へ られ
て居 る所 の整形的,又 は医療的意味 をもった体操であって,身 体 の軽捷 ,機 敏又 は巧 等 を期す る運
動機能の方面や,精 神訓練又 は心理作用の方面か ら見 た場合 には,到 底満足 なる体操 ということは
出来 ない。是 れ等の欠点 を補 う為 に,体 操 の教材 について,尚 考究す るの余地 はあるが ,今 日で は
此精神訓練又 は心理作用 に最 も効果ある自動的,自 治的 の遊戯又 は競技 を以て,其 足 らざる点 を補
はなければな らぬ という考 が一般 に普及 して来 たので,今 や此新思潮 は酒々 として 日本 の体操教授
界 に波 りつつ あるのである。尚又最近 の体操学 と云 うものが まだ まだ幼稚であって ,学 校体操教 授
要 目を実際 に適用 して居 る上 にも,生 理解剖上か ら考 へ て も,間 違 って居 ると云 うや うな ことが沢
山あ るのみな らず,其 教授法 が形式 に流れ て,力 ある意気充実 せるものではな くて,一 か ら十迄
殆 ど一斉教授 で単 に形が揃 うとい う事 のみを目的 として,個 々々人の体格如何 を顧 み るとい うこと
がなかったけれ ども,此 点 に就 いて も一段覚醒す る所 あるようになって,脊 柱 の湾 曲 に対 して も
,

,

一段躯幹練習 の外 ,そ れを個人 に対 して矯正 しなければな らぬ。即 ち個別取扱 をもう少 し徹底 させ
なければな らぬ とい うような説 も起 った。即 ち体操 は隊列運動 の外 は,必 ず しも多勢 一所 に行 はな
ければな らぬ と云 うものではな くして,仮 令 ,団 体教授 であるにして も,今 少 し個性発展 に重 きを
置 かなければな らぬ という説 が行 はれるようになった。如此要 目に対す る批半Jは 兎 も角 ,体 操 の実
が追々現 はれて来 るようになった ことは,大 勢 の然 らしむる処 とはい え,体 操科教師 が興 か って力
ある ことは申す迄 もない8]

(5)永 井 の反論
教授要 目に対 す る批判 は,な に も可児だけによるものではなかった。既 にこれ まで論述 してきた
ように,「 個性」,「 自治」,「 自動」といった観点 か らの全般的な体操批判 は,も ともと明治 20年 代 か
ら潜在的 に も,ま た顕 在的 にも繰 り返 されて きた ものであ り,第 一次大戦後 の体育経営 をめ ぐる論
点 で もあった。例 えば真行寺朗生 も,教 授要 目が公布 された時点 で,以 下 のような批判 を行 ってい
る。
「遺憾 なが ら,我 が学校体操教授要 目は明 らかに其の研究態度が不公平 にして,而 も徹底 を欠 きた
る点がある。具象的 に言 えば体操 を過重視 して,遊 戯 を軽視せ るが如 き観がある。故 に其 の現象 は
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体操 に深刻 に して, 遊戯 に浅薄 に, 而 も体操 に 精細 を極 めて 遊戯 を粗祭 に した ところの欠 点 があ
る。是 れ本要 目を研究実行す るもの ゝ等 し く認 める所 であって,決 して著者 一人の偏見で もあ るま
い。従 って実 際 の教授 に当たるものの亦其の傾向・色 彩 があって,体 操科 の教材に教練・ 体操・ 遊
戯 の三者 があって,而 も其の根底 にお いて調和・ 統 一せ なければな らぬ事情 を認めなが らも, 尚ほ
遊戯 を軽視 ,(中 略 )等 閑 に附 して,(中 略)寧 ろ継児扱 いにす るが如 きものが多数あるに至 りて は
真 に嘆 か ず可 き限 りである。著者 としては学校体操教授要 目は兎 に角我 が学校体操科の燈明台たる
,

以上 ,其 の研究 を普遍的 に徹底的にして欲 しか ったのである。尚切言すれば遊戯 に今一 層 の努力 を
以て研 究 と工夫 を積 まれなかったのである。!°
ところで,こ れ らの批判 に対する永井の,受 け とめ方 はどうで あったのか。
永井 の次の言葉が,「 反論 Jに 値するか疑間があ るが ,彼 は,「 現在見 る所 の余 り好 ましか らざる
風 は,軽 薄なる教材の優劣論 ,例 へ ば体操が よいか,遊 戯 がよいか といぶ論 をして,此 の両者 の相
倹 つべ き事 を忘れ,或 は曲学阿世的の消長論 ,即 ち之れ までは体操 を課 し過 ぎたか ら,之 か らは遊
戯 を多 くやれ とか云ふ逆進的な傾向を見 ないこ ともない。併 し斯 かる事 は世 の常 として深 く念頭 に
かけて居 ない!う と一蹴 し,「 議論ばか りしていな い で,先 づ熱心 に実行 せ よ。実行 して悪 い所 が あっ
たな ら,初 めて内容 を改善 すべ きである!り と反発 して い る。

可児 と永井の反 目は,た んなる体操か遊戯か といった教材の レベルの矛盾ではなかったはずだが
少なくとも永井 には,教 授要目に対する批判の時代的,社 会的背景の認識が欠けていた と言えよう。
,

永井が,東 京高師内部における派閥や抗争の結果 として「遂 に両並立たず といふた具合 に (中 略)
0と しても
教授の職 を退 いた」
,彼 が,以 後 アウ トローの立場に立 つことを余儀な くされた一 つの困
がここにあった と考 える。何故ならば「その頃か ら永井氏が畢生の努力 と熱誠 とを払って築 き上げ
られた要 目も,世 の研究益々深甚を加ふると共 に,漸 次其の新味が薄 くなって,局 面転回を中央か
ら叫び出すやうになった。加 ふるに総合的体育研究 への 自覚,人 間性 の重視に,さ ては競技精神 の
力日
味 と言 った具合で,大 正三年制定の要目では到底満足することが出来な くなってきたYOか らであ
る。
それ に もか かわ らず ,真 行 寺 が 指摘 して い る よ うに,教 授要 目の理 論化 と伝 播 に あれ ほ ど熱 意 を
もって い た永 井 が ,東 京 高 師辞職後 は一 転 して教 授 要 目 に対 す る批判者 の立 場 を とるの は,依 然 と
して大 きな謎 として残 るが ,可 児 と永井 の対立 ,そ して辞 職 は,あ る意 味 で明治体 育 か ら大 正 自由
体 育 へ の転 換 を告 げ る分 岐 点 で もあった とは言 え な いだ ろ うか。
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