
:r+'*t?~~~~~:rf~~-F~f*1~i;Pf'~~~: Bull Health & Sports Sciences Univ of Tsukuba 8 ･ 9-21 1985 

(~~=1~ ~~~ CC ~; Ct ~ ~^OM~~~a~~~:*) 

4~~=~~ ~~{:.~~"~i~ ~1t ~ r*'*~~~~~~'~^~)~}t~Ij ~~~~. t ~, *~ L C 

Categoric Approach to the Concept of Physical Education 
- Critical Analysis of Dr.Yuzo KISHINO's Theory on the Concept 

of 'TAIIKU (physical education)' in Japanese 

Tomihiko SATO 

'TAIIKU' is the Japanese equivalent for the E~glish 'physical education', the French '~ducation physique', 

and German 'Leibes(K~rper)erziehung' etc.. But, the denotation of this term has now expanded, and 

implicated such as human movement like sport. While this situation signifies an increase of the extension of 

this term, it results in a decrease of its intension. As a necessary consequence, this situation should introduce 

the concept into obscuring of its implication. Obscuring of the concept of physical education makes it difficult 

to establish in both scholarly and practical senses. 

Dr.KISHlNO's examination of its concept was scholarly works to overcome such a situation, and he 

wanted to recognize it by organising as 'Kbrperkultur>Kdrpererziehung>Kdperubungen'. In spite of his 

sincere intention, his last analysis of it has met with the expansion of its extension, because of his 

miscomprehension about categoric basis among the concepts formulated by him. Such miscomprehension 

depends on a failure to understand the 'concept of education'. Categoric basis of this concept is 'relation', 

which is related to 'function', and can be defined: 

On a condition of P., E= F ( a , b , c ) 

(E=education, P=purpose, a=tutor, b=pupil, c=media) 

and also the concept of physical education can be defined: 

On a condition of P.. PE= F ( a , b , c ) 

(PE=physical education, P=purpose, a=tutor, b=pupil, c=media) 

The most general purpose in physical education is 'humanizing our mankind from the physical aspect'. 

In that case, categoric basis of 'media', although its concrete contents are various human movements, present 

itself as 'substance', on the other side, that of 'physical education' as 'relation'. 

Therefore, categoric basis between 'physical education' and human movement like sport should be 

distinctly differentiated. 
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態が生じ来ており，それが，学間上の，あるいは

実践上の様々な問題の源となっているように思わ

れる。

　例えば，われわれには馴染みの「体育の日」，あ

・るいは「国民体育大会」といった語法での「体育」

に，「教育」という含意を見出すことは不可能だろ

う。東京オリンピック開会式の貝に因んで，1966（昭

和41）年に祝日として制定された「体育の日」は，

その英訳が‘Health－Sports　Dayj3〕に，独訳が‘Der

TagdesSports’4）になることからも伺われるよう

に，、皆がスポーツなどの運動を行ない，それが少

しでも健康に資するようにと期待されている祝

日’5〕，に他ならず，また「国民体育大会」も，海外

へは‘N早tiona1Sports　Festiva1’と紹介されている

ことからも明らかなように，その実態は，数十種

’目に及ぷスポーツの一大総合競技大会なのである。

要するに，ここでの「体育」は，当初，含意され

ていたはずの「教育」という意味内容の欠如した，

単にスポーツなどの身体運動現象を指し示すに留

まる用語となっている。

　こうした事態，即ち，知識としセは「体育」が

　「教育」の一部であること，つまりその種概念

（specificc㎝cept，Artbegriff）であることを承知

していながら，実際の運用の際にその意味を逸脱

して用いてしまう，という事態は，「体育」と「教

育」それぞれに伴うわれわれの語感を少しく反省

してみれば，相当，深刻な程度にまで達している

ことが了解されるはずである。

　　「教育する」と言った場合，われわれが一般に

表象するのは，教育者が或る意図や目的をもって

被教育者に働きかけている，という場面，すなわ

ち，なんらかの「関係性」のもとにあるそれであ

ろう。しかし，この「教育する」と類比的な「体

育する」という語法の場合には，体育教師が生徒

に対して何事かを教授している，という関係的状

況の思い描かれることはほとんどない。せいぜい，

何かの「運動」をする，といった程度の表象がな

されるにすぎないのである6）。

　1．2外延の拡夫と意味内容の陵昧化

　こうした事態を，逸脱現象と見るか，或いはや

むを得ない不可避的現象と見るのかによって，そ

こに「体育」概念をめぐる立場の相違が形成され

一ることになる。

　例えば，高部岩雄は，「体育の概念はもともと，

教育に対する即自性があったのだが，現実の現象

が，その枠を突き破ってしまった」7〕として，「子ど

もの走る姿」「キャッチボール」「仲問との登山，

スキー，スケート」「ダンス」「スポーツ観戦」な

ど，「視覚的に変化像として映る身体活動」それ自

体がわれわれに「体育」を意識させる，という8）。

彼は，「体育」を，「語義どおり，教育の枠内に押

しこめようと思えば，よほどの自制ときゅうくつ

が要求され」9〕ることに壬るとして，「ただ，人間が

走った，とんだ，ボールを追ったというだけの」lo〕

「身体活動という一義的なもの」11）を「体育」とし

て認めよう，と主張する。

　また，木下秀明は，「体育」概念のわが国におけ

る受容とその変容過程を綿密に跡づけた『日本体

育史研究序説』の結論的部分において，現代の「体

育学」は，「必ずしも運動の教育的価値をめぐる領

域だけに限定されたものではな」く，「現象として

の運動そのものを意味する『体育』に関する科学

という性格を示している」が故に，「当然，現象と

しての運動そのものを意味する『体育』の概念を

認めねばならぬ」との主張を展開している12〕。

　こうした言明は，すでにr体育」をr教育」の

枠内で理解しようとするものではなく，それを人

間の身体活動という運動現象それ自体にまで拡大，

同化させようとするもので，この場合の「体育」

は，先の「体育の日」「国民体育大会」などにおけ

る「体育」の語法と軌を全く一にしている，とい

ってよい。

　確かに，現代の日本語の体系にあって，「体育」

という用語が，いわゆる「教育」を含意する言葉

として機能していると同時に，人間の身体活動と

いう運動現象それ自体を指し示す用語としても機

能していることを，われわれは事実として認めね

ばならない。しかし，概念論の立場に立った場合，

或る用語の意味内容が多岐に渡るというのでは極

めて不都合なことになる。

　一般に，或る用語によって指し示される事象の

範囲が拡がれば拡がるほど，その用語の意味内容

は暖昧となり，その語を明証的に規定することが

次第に困難となってくる。このことを哲学用語で

ある「内包（intenSiOn）」と「外延（eXtenSion）」

とを用いて説明すれば事の次第がはっきりするだ

ろう。

　「外延」とは，当該の概念の遭用される事物・

事象の範囲，の謂であって，例えば，動物の外延
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は，動物と呼ばれ得るもの，すなわち，人間も犬

も鳥も昆虫も，とにかく動物と呼ばれ得るものの

凡てがこれにあたる。一方，「内包」とは，その概

念が適用される事物・事象をそれたらしめている

本質的徴表の総体のことであって，動物のそれの

場合，例えば，運動器を有すること，食餌（有機

物）を栄養として摂取すること，などが動物一とい

う概念の内包ということになる。

　この「内包一外延」という範醇（カテゴリー）

は，逆比例関係にあるものとして定義されており，

従って，外延が拡がれば内包は乏しくなるし，逆

に，外延が狭まれば内包は豊かになる，という関

係のもとにある。とすれば，「体育」という用語に

よって指示される事象，即ち，その外延が拡がっ

ていくことは，当然，その内包の貧困化を招かざ

るを得ない。それは，他ならぬ「体育」概念の本

質的徴表自体が，より漢然としたものになってい

く，ということを意味していて，われわれの「体

育」という用語／概念が直面しているのは，まさ

にこうした状況に他ならないのである。

　1．3本稿の主題，そして方法

　本稿の主題は，上述のごとく外延が拡木し多義

的になっている体育概念を，今二度その原義に立

ち戻って範曙論の立場から再検討することにある。

　「体育学」或いは「体育実践」に関わっている

われわれにとって，「体育」がその専門’性を規定す

る限定詞となっているのである以上，専門の専門

たる所以は，この「体育」という用語の意味内容，

即ち，概念に懸ってくるはずである。そして，専

門性はまず当該の領域がその対象を特定，あるい

は限定することによって成立するのであるから，

限定詞たるわれわれの「体育」が依然として荘洋

たるものに留まるなら，それは，「体育学」或いは

「体育実践」における専門性が，本質的には未確

立なのだ，ということに帰着せざるを得ない。

　こうした状況に最も白覚的であった先行者の一

人としてわれわれは岸野雄三の名をあげることが

できる。岸野雄三の体育学における幅広い学問的

営為は，こうした「体育」の未開性という現状へ

の鋭い自覚に基づくものといってよい。その仕事

は，彼の専門とする一連の歴史学的，文献学的研

究，すなわち，特にギリシャ・ローマを中心とし

たヨーロッパの体育やスポーツの研究13）に始まり，

わが国における近代体育を対象とした研究14〕，体育

史的・メポーツ史的研究の基礎を提供する「年表」

の作成15）や「史学論」の構築16〕，さらには，体育お

よびスポーツー般に関わる学問論の展開17〕，新興学

たる「運動学」の紹介18〕，「身体文化」各論19〕，テ

ルミノロギー（術語学）への言及刎〕等々に至る，凡

そ学問としての「専門’性」を確立するに必要な条

件のほとんどにその業績が及んでいるのである21）。

　本稿は，こうした岸野の白覚的な学問的営為の

うち，特に体育概念に関する彼の所論を見届け，

それへの批判的かつ原理論的検討を加えることを

もって方法とする。

　次章以下でみられるように，岸野の議論は，確

かに体育概念の暖昧性への自覚か一ら出発した1もの

’ではあったが，しかし，給局のところ体育概念の

多義性をそれ自体として認め，その体系的把握に

よる理論化を目指そうとしたもの，といってよい。

従って，その批判的検討は，岸野の所論が学問的・

理論的であろうとしているが故に，かえって体育

概念に関わる理論上，学問上の基本問題を明確に

顕在化させるはずである。

　こうした方法上の仮説に基づいて，以下，岸野

の所論を検討するわけであるが，先行者の貴重で

かつ優れた試みを真撃に考究することは，後学の

徒の怠ってはならない学問的責務であろう。

　批判を通しての体育概念に関する原理論構築は，

「体育哲学」に課せられた固有の課題である。そ

してその達成の可能性は，範曉論に基づくことを

ほとんど唯一の方法として開示されて来ることに

なるはずである。

　2、岸野雄三における体育概念体系化の試み

　2．1岸野による問題提起

　体育概念に関する岸野の所論のうち，最も重要

かつ纏まった言及が見られるのは，彼の主著，『体

育史』においてであって，この著は，まさに「体

育概念の変遷」をその巻頭第一章として始まる。

　「体育を学問と称するレベルで研究する場合

に1チ，．件百牢研琴をも含めて，研究？材率÷な

る体育自体の概念と，それをめぐる基本的諸廠

念を明確に理解しない隈り，その研究領域も研

究法もぼやけてしまい，ついには学問としての

十分な資格を欠く結果になりかねない」22〕（傍点

引用者）
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　ここに述べられている問題意識それ自体は，わ

れわれのそれと一致する。すでに，1．3で述べたよ

うに，「体育学」という専門的学問領域が成立する

とするなら，その学問領域における専門性は，「体

育」という事象（外延）による限定性を根拠とし

て初めて成立するはずのものだろう。しかし，わ

れわれは，今もって「体育」という事象を特定し

得ていない。

　岸野は，われわれの陥っ’ているこうした状況に

最も自覚的な一人であったが故に，彼の主著であ

る『体育史』を，改めて「体育概念」の検討から

始めねばならなかった。本来なら，「体育史」とい

う「通時白ケdiachronique」研究は，「体育」それ自

体の「共時的synchronique」研究，例えば「体育

哲学」などの成果を侯って初めて可能となる性質

のものであろう。何故なら，「体育」という事象の

史的研究ならびに史的叙述が「体育史」という領

域の果たすべき役割であるとするなら，ここでも

やはり，「体育」は，理論上，「体育史」に先立っ

て明らかになっていなければならないからである。

　しかし，現状はそうでない。岸野の『体育史』

は，本来なら，すでにその学的前提となっていな

ければならないはずの「体育」の「共時的」次元

での研究をも，同時に自らの課題として担い込ま

ねばならなかった。岸野自身も言う。すなわち，

人は，「体育史」という書物の第1章に，「体育概

念の変遷」と題した章が置かれていることに意外

な感をもつかもしれない，しかし，「体育史」の研

究にも，まず，「体育」の概念が問われねばならな

いことこそ，今日の体育学の一般的状況を反映し

ているのだ23〕，と。

　結果として，この著作は，「体育史」という書名

でありながら，「体育」に関する史的堺述は，つい

に展開されることなく，専ら「体育史学への試論」

（傍点引用者）という「過渡的・中間的著作」に

留まることになる24〕。しかし，このことは，この著

作の意義をいささかも減ずるものではない。われ

われは㌧依然としてこの「体育史学への試論」か

ら多くりものを学びうる。と同時に，われわれが

さらに批判的に克服していかねばならない論点も

ここにはあるbむろん，ことは，「体育概念」に関

わってくる。ここでは，その検討を，さしあたり

先の引用文にみられる「研究の対象となる体育自

体の概念」および「それをめぐる基本的諸概念」25〕

の考察をもって始めることにしよう。

　2．2岸野における「体育自体」という概念

　先にも引用したように，彼もまた，体育を学間

的に研究しようとする場合，まず，その研究対象

たる「体育」それ自体の概念が，明らかになって

いなければならない，と指摘する。それでは，岸

野自身，この「体育」それ自体の概念を，どのよ

うに考えているのであろうか。

　彼は，『体育史』第2章第2節において，「体育

史をも含めた体育科学の一般的対象は何か」と間

いつつ，自らそれに「身体＝運動」である，と答

える26〕。上に述べたことからも明らかなように，「体

育」に関する学問的研究を遂行する「体育学」や

「体育科学」の研究対象は，もちろん，「体育」と

いうことになる。従って，ここでの「一般的対象」

とは，当然，「体育」’を指し示すことになるはず

で，とすれば，必然的に「体育」即ち「身体＝運

動」という等式が成り立つ。で二は，この「身体＝

運動」とは何なのか。

　岸野の場合，この「身体＝運動」という表記に

よって，「身体」そのものと「身体運動」との双方

が含意されている。ただし，後者の「身体運動」

ぽ，医学や力学などの取つ扱う「自然概念」とし

てのそれではなく，より広義の「文化概念」とし

てのそれであることが注意され，さらにこうした

「身体運動現象」は，（I）身体の養護をめぐる諸

現象，および，（II）身体文化現象としての積極的

な運動現象，とに大別され27〕，以下のような事柄が

その内実として掲げられることになる。

　前者の具体例としては，「栄養や食餌法」「休、自、

や睡眠」「乾布摩擦や日光浴」「呼吸法」「身体矯正」

が，また関連するものとして，「美容や整形」「姿

態や服装」「顔料や化粧法」なども掲げられてい

る。続く後者の「身体文化現象」は，さらに（1）「運

動を通じて体力を養成する積極的な身体形成の領

域」と，（2）「運動表現や運動技術を通じて展開さ

れる身体形成の領域」．（傍点引用者）とに二分され

る。そして，前者の具体的内容には，姿勢形成的

な古典体操から，科学的な体力づく．りの各種トレ
」ニングに至る歴代の「身体修練の諸杉由」（傍点

引用者），および，それをめぐる「制度や組織」な

どが含まれ，後者にあっては，スポーツ的世界，

あるいは運動表現と関連する日常的，芸術的世界
にいたる歴代の「身体運動の藷杉曲」（同），およ

ぴ，それをめぐる「制度や組織」が，その内容と

されるのである28〕。
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　以上が，岸野のいう「体育史」や「体育科学」

の対象，すなわち，「体育」の概念の内実というこ

とになる。しかし，そこには，例えば，傍点で注

意したような，「形成」という概念と「形態」とい

う概念とが同時に含まれていたりして，極めて多

義的であるといわねばならない。従って，彼の「体

育史」の構想は，非常に広範なものとならざるを

得ず，一①「身体養護史」，②「身体発達史」，③「運

動形態史」㌧④「運動技術史」，⑤「運動修練史」，

⑥「運動施設・用具史」，⑦「身体・運動教育

史」，⑧「体育法制史」，⑨「体育思想史」，⑩「体

育学説史」の10領域にも及ぷものなのである29〕。

　もし，これら構想の概略を逐一，この『体育史』

というテクストに添って辿り行くなら，われわれ

は，人間の「身体＝運動」に関わるほとんど凡て

の現象を彼の構想する「体育史」の中に見串すこ

とができるだろう。「マッサージ」「入浴」「塗油・

塗粉」「美顔術」「美容術」「美容整形」「おはぐろ」

「身長」「体型」「頭型」「頭髪」「肌色」「体力」「直

立二足歩行」「姿勢」「しゃがみ姿勢」「移動運動」

「日常の動作」「身ごなし」「スポーツ技術」「訓練」

「練習。「身体修練。「スポーツ。「体操。「遊戯。

「ダンス」「運動施設」「用具」……等々。ここに

掲げた事例は，ほんの一部といってよい程である。

そして，こうした広大無辺ともいえる領域の凡て

が，岸野にあっては「体育自体」という概念によ

って包含されてしまっている。「体育」とは何であ

ったか，再び，われわれは最初の問に戻らざるを

得なくなる。体育概念の明確化を目指して出発し

ながら，結局，こうした事態に立ち至ってしまっ

たのは，一体，如何なる理由によるのか。それに

は，今一つの問題，すなわち，岸野による「体育

の基本的諸概念」についての所論をさらに検討し

てみなければならない。

　2．3岸野の体育基本概念体系化論

　では，岸野のいう体育をめぐる「基本的諸概念」

とは，一体，何か。

　彼は，その該博な知識を駆使して西欧諸語を検

討し，「体育」という訳語が与えられた当該の「原

語」には，「身体」という限定詞は同一でありなが

ら基底詞が異なる三つの系列のあったことを指摘

する。すなわち，第！，㌧erziehmg（教育）’の語

型，第2，‘一kultur（文化）’の語型，第3，‘一〇bmgen

（修練）’の語型の三つがそれである。

　この，「身体」という限定詞を共通に冠していな

がら基底詞の異なる3系列の用語，すなわち，直

訳すれば，「身体文化（Kδrperku1tur1略号KK．以

下同じ）」「身体教育（K6rpererziehmg　l　KE）」「身

体修練（K6rperubmgeh：Kむ）」となる三用語

が，わが国にあって，凡て「体育」という同一の

名辞が当てられていた，と，彼は，主として辞書

類を資料としながら明らかにする30〕。

　しかし，一方で彼は，わが国の「体育」という

訳語が，他ならぬphチsica1education，すなわち，

「身体教育」の翻訳語として成立してきた事情を

萌らかにしつつ31〕，さらに，「文化」「教育」「修練」

の原語であるcu1ture，Ku1tur；educati㎝，erzie・

hmg；trainingが，それぞれ「人為によって個人

の能力を引きだし才能を開発するという点で，こ

の三つの名辞は語源的に共通した意味をもっ」て

いた，一として三者の同義性を指摘するのである32）。

　もし，そうであるのなら，問題は極めて簡単に

解決し得るといえるだろう。「身体文化（KK）」も

「身体教育（KE）」も「身体修練（KU）」も，「人

為によって個人の能力を引きだし才能を開発する」

という，凡て同一の意味内容を有する同義語であ

るのなら，それに対して，「体育」というただひと

つの訳語（名辞）でことを済ませた先人のやり方

は，むしろ正当そのものであったと評価し得るか

らである。

　しかし，岸野は，こうした方向で「体育」概念

を収飯させるのではなく，先にあげた三概念，す

なわち，「身体文化（KK）」「身体教育（KE）」「身

体修練（KU）」を，「体育をめぐる基本的概念」と

して規定し，これらの「体系化」を試みるのであ

る33〕。彼は，グロルGro11，H．，エッペンシュタイ

ナーEppensteiner，・F．，フェッツFetz，F．，ディ．一

ムDiem，K．，マッキントッシュMcIntosh，P．，ジ

ョクルJok1，E．，ボンネベルガーWonneberger，G．，

ジーガーSieger，W．，ルカスLukas，G．，チェルネ

Tscheme，F．，トゥログシュTrogsch，F．などに

よ’る論文や著作，ウェブスターの大辞典などに拠

りつつ，rKK」「kE」「KU」各々の問に，結局，

「KK＞KE＞KUという基本的諸概念の関係」34〕の

見られることを論証しようと試みる。

　一般に，複数の概念間で，上位，下位といった

序列や包含関係が可能となるためにはヨ5〕，それら概

念の間に共通のカテゴリー的基盤がなければなら

ないが，この問題についてはしばらく措く36〕。しか
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し，仮に岸野の立論が可能であったとしても，「身

体文化（KK），身体教育（KE），身体修練（KU）

の各々が，体育をめぐる基本概念である」という

主張の論理的帰結がどのようなものになるのか，

については，当然，問題にされねばならないだろ
う。

　岸野は，一方で，「身体文化」「身体教育」「身体

修練」のそれぞれが「体育」で牟る，と主張する。

例えポしかし，ジーガプ紳学，もっと直訳

的に表現すれば，彼の『身体文化学』なるものは
　　・」37〕（傍点引用者）といった箇所や，「……株古

についての各種の表記法をめぐって，最初に『身
体土花』と直訳される概念から……」38〕（同）とい

った箇所を見れば，岸野が「身体文化」即「体育」

と把握しているのは明らかであろう。
　また，「しかし身株教古（二株古）とは訳されな

いと思われるLeibesubungenやphysica1training

が……」39）（同），という言弓準、．「アィI～カのウェ

ブスターの大辞典でも，身体教育（体育）とは，

同じく次のように……」40）（同）と’いった記述か

ら，文字通り，「身体教育」即「体育」，と考えら

れていることを，われわれは見て主ゑ三ξゲでき

る。さらに，二・∵…ドイツ語のLeibesubungenも

われわれは『体育』と和訳㌧三ヒ咋宇：．1∵1’一41〕（同）

や・「．．’’．．後岬予ようにL・ib・・ubm…は・そ

れだけで時に体育として用いられることもあった

　　・」42〕，（同）といった記述からは，「身体修練」即

「体育」としても考えられていた，と結論づけ得
る43〕。

　っまり，「身体文化（KK）」「身体教育（KE）」

「身体修練（K廿）」の三概念は，その各々が等し

く「体育」であるということになってしまうわけ

だが，それならば，上記の三概念がそれぞれ「体

育」の基本概念である，という岸野の主張は，奇

妙なことになって来ざるを得ない。なぜなら，以

上のことを命題化してみれば明らかなように，そ

れは，「体育における三基本概念の各々は，体育

（KK）と体育（KE）と体育（KU）である」．とい

う論理的循環に陥ろていることになるからである。

　普通，「基本概念」という場合，或る領域，例え、

ば「哲学」を例とすれば，その「哲学」の領域が

成立するに必要不可欠な固有の概念をそれという

のであろう。例えば，「存在」「本質」「実在」「普

遍」「理性」「認識」「客体」「主体」「形相」「質料」・

「理念」等々。「哲学」は，これらの基本概念に対

してそれらを統括する位置に自らを置くが，一般

に，或る「領域」とそこでの基本概念との関係は，

哲学とその基本概念との関係に類比的であるだろ
う。

　・とすると，「体育」とその基本概念である「身体

文化（KK）」「身体教育（KE）」「身体修練（KU）」

との関係は，「体育」が，これら三概念を統括する

位置にある，ということになる。事実，岸野の場

合も，「KK」「KE」「K廿」が，各々，独立した概

念であるとされた上で，結果的に，「体育」がこれ

ら三概念の「総称」的概念といった役割を担わさ

れてしまっている。彼の「・…・・本項では，あらた

に身体活動と身体運動の概念を吟味しながら，『身

体活動』→『身体運動』→『身体修練』→『身体

教育』→『身体文化』の系列を追うて，基本的概

念の体系化を試みてきた。これによって，体育な

るものの領域は，多少なりとも構造的に理解され

たことと思う」44〕（傍点引用者）という言葉は，端

的にこのことをものがたっているといってよい。

　このようにみてくると，岸野における「体育史」

、の構想が，人間の「身体＝運動」ほとんど凡ての

現象形態を含む，実に広大無辺なものとならなけ

ればならなかった理由がようやく理解できること

になる。彼の場合，「体育」とは，教育概念よりも

広い文化概念としての「身体文化」45〕と；この「身

体文化」を大概念として，その小概念に位置づけ

られる教育概念としての「身体教育」46〕，さらに，

その手段概念たる「身体修練」47〕，これら凡てに渡

る事柄を含むものに他ならなかったからである。

　しかし，岸野の設定したこのような統括的「体

育概念」は，彼の拠り所とした，グロル，エッペ

ンシュタイナー，フェッツ，ディーム，マッキン

トッシュ，ジョクル，ボンネベルガー，ジーガー，

ルカス，チェルネ，トゥログシュなどの所論に見

い出すことはできない。そこに見えるのは，「身体

文化（KK）」という名辞とその概念であり，「身体

教育（KE）」という名辞とその概念であり，「身体

修練（KU）」という名辞とその概念であって，論

者によって各々の概念の理解に相違は見られるも

のの，彼らには岸野の構想する「体育」，すなわ

ち，これら三概念を統括する位相に該当するよう

な名辞／概念は存在していないのである48〕。

　つまり，「身体文化」「身体教育」「身体修練」を

統括する総称的概念としての「体育」なるものは，

・実を言えば，岸野独特の概念であると結論せざる



一15一

を得ないのであって，しかも，一方では，「身体文

化・の重要な一画を担っている「亭療・厚牛・や
「美術・演劇」などの領域が，「株育た由看な接近

法」（傍点引用者）によるならば，その研究領域か

ら排除されるべきである49〕，との奇妙な主張が彼自

身によってなされているのである。この場合の，

「身体文化」から「医療・厚生」および「美術・

演劇」を除外すべく機能している「体育」とは，

一体，如何なる意味内容を担った概念なのであろ

うか。先のそれとどのような整合的論理関係を持

ちうるのであろうか。

　どうやらわれわれはまた振出しに戻ったといわ

ねばならない。われわれは，「体育」という用語

が，通常の，つまり非学問的用法にあっては，全

く，無規定に使用されているという認識から，そ

の概念を学問的に規定する必要に追られたのであ

った。そして，われわれと同一の問題意識から出

発している岸野の所論を検討してきたわけである

が，そこに見い出されたものは，やはり，「無規定

性」であった，といわねばならない。「体育」が「身

体＝運動」と関わる諸現象のほとんど凡てである，

という規定は，実は何も規定していないに等しい。

しかも，この「体育」概念は，「医療・厚隼」「美

術・演劇」だけは除外されるという恋意性の刻印

をも帯びているのである。

　「体育」概念をめぐるこうした困難性は，一体，

何に起因するのであろうか。岸野の議論のどこに

その陥葬が仕掛けられていたのであろうか。章を

改めてさらに考察を進めねばならない。

　3　体育概念の範鴫的基盤
　3．1岸野における教育概念と運動概念の同一化

　先に，1．2でふれたように，今日の日本語のシス

テムにあっては，「体育」という用語が，教育概念

として機能するとともに，「教育概念を越えた身体＝

運動的現象」剛を指し示す用語としても機能してい

る事実がある。

　しかし，考えてみれば，「教育」と「身体二運動

現象」とは，本来，同一の次元ではとり扱えない

はずである。もっと正確に言うなら，両者は，そ

の範岡壽（カテゴリー）的基盤を，全く異にする概

念なのである。互いに共通基盤を持ち得ない意味

内容を，同一の名辞の概念として担わせようとす

れば，事態が混乱するのも当然のなりゆきという

べきだろう。現に，われわれの「体育」概念は，

こうした混乱の真ただ中に置かれている。

　「教育」と「身体運動」とが，その範醇的基盤

を全く異にしているにもかかわらず，同一の名辞

／概念のもとに収束する……，ここに問題の鍵が

潜んでいるといってよい。再び岸野の所論に目を

向けてみよう。

　彼は，グーツムーツGutsMuts，J．C．F．の“Gym－

nastik　fur　die　Jugend”51）の中から，グーツムーツ

が「体育の意味に使用した名辞」として次の7種

を列挙する。すなわち：

　　①PhysischeErziehung

　　②Physika1ischeErziehung

　　③kδrper1ischeErziehu㎎

　　④KOrpererziehung

　　⑤PadagogischeLeibesubungen

　　⑥erzieh1icheLeibesubmgen

　　⑦Leibeserziehmg
がそれであって，彼は，これらの表記から，「体育」

を，「『身体』または『身体的』な教育」（傍点原著

者）と，「教育的な『身体修練』」という二種類に

整理分類するのである52〕。

　われわれの見解からすれば，後者，すなわち「教

育的な身体修練p互dagogische　Leibesubungen；

erzieh1icheLeibesubmgen」は，あくまでも「身

体修練」，直訳すれば「身体的諸活動」なのであっ

て，それ自体が直ちに「教育」となるわけではな

い。．㌧牟㌧，岸野は，この表記を，「グーツムーツ

が身体教育の意味に用いた」53〕（傍点引用者）とし

て論を展開する。

　確かに，岸野は「身体修練」に「教育的」とい
う規定詞が加えられていることに注意を促し，「株

育といわれる概念は決してLeibesubungenと同一一

視できないことが解る」（傍点引用者）と述べては

いる54〕。しかし，すく二くの直後に「Leibesubmgen

は，それだけで時に体育として用いられることも

あった」55）（同）と主張し直すのである。padago－

gische　Leibesubungenやerzieh1iche　Leibestibun－

genを等しく「身体教育」とする彼の論拠はどこ

にあるのだろうか。彼の主張はこうである。

　彼は，まず，Leibesubungenという名辞が16世

紀初期にツヴィングリZwing1i，U．によって初め

て用いられ，さらに，フィッシャルト，ヴィーラ

ント，ゲーテを経て，18世紀末に，フィートVieth，

A．によって明確な定義が与えられた，とその簡単

な語史的考察をする。
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　では，そのフィートによって与えられたLeibes－

ubungenの定義とはどのようなものか。岸野は，

「彼（フィートー引用者注）のいうLUとは，『人

体の完成』をめざし，全人教育を前提して，一定

の身体＝運動の形態を選び，それを繰り返し，修

練することから成立する」と紹介する56〕。

　しかし，この引用文からは，LeibesObungenを直

ちに「身体教育」とするわけにはいかないだろう。

あくまでも，それは，「人体の完成」をめざした「身

体＝運動」の反復的な繰り返しの位相に留まるの

であって，このことから直ちに‘Leibesubmgen’即

「教育Erziehu㎎」という等式は出てこないはずだ

からである。事実，フィートの原典ではこうなっ

ている。

　「われわれは，Leibes眈ungenという言葉を，

身体の完成を目的とする限りでの，その身体の

あらゆる運動および活動の謂であると理解する。

　　Wir　verstehen　unter　Leibesubungen　a11e

Bewegungen　und　Kraftanwendungen　des

mensch1ichen　Kdrpers，im　so　fem　sie　die

Vervo11kommung　desse1ben　zum　Zweck
haben．」57〕

　要するに，ここでの‘LeibesObungen’は，文法的

には，「運動Bewegmgen」あるいは「活動Kraft－

anwendmgen」と同格なのであって，「教育」との

同一視はなされていない。しかし，岸野は，フィ

ートのLeibesubungenを，グーツムーツの
Gymnastikと関わらせつつ，それが「身体教育」

と同義であるとする論旨の主張を展開する。すな

わち：

　「　　ここていう（フィートの　　引用者補

足）LUとは，グーツムーツの主著の標題のGym－

nastikと同様に，教育的意図を前提とした身体修

練であった。グーツムーツは，彼の意図する

Gymnastikとは．『小甲にとって唯一の，しかも

最も価値のある教亨中件堺』（傍点原著者）であ

ると述べ，それが身体教育（傍点引用者）であ

ることを明らかにしている。また彼の用いた

Leibesubungenは，時に．『勢育的』という形容

詞を加えて，それが身体教育（傍点原著者）で

あることを明示している」58〕

というのである。‘Leibesubungen’と「身体教育」

を同義とする仕掛けがここにある。ここでの岸野

の論理を整理してみれば，以下の様になるだろう。

I1フイートのLeibesubmgenニグーツムーツ

　　のGymnastik

II：Gymnastikは「教育的体操」であるが故に

　　「身体教育」である．

III1Leibesむbungenもまた「教育的」という規

　　定詞を冠せられるが故に「身体教育」であ

　　る．

　こうしてLeibesむbmgen＝「身体教育」とする

三段論法が完成する。しかし，われわれは，この

三段論法を「真」として認めるわけにはいかない

一だろう。なぜなら，小前提における「教育的体操」＝

　「身体教育」という媒概念の成立が疑わしく，従

って，「教育的Leibesubmgen」二「身体教育」と

いう等式が成りたつという論理上の根拠は，上記

の論法からは導き出せないはずのものだからであ

る。

　3．2従来の「体育」論における理論的盲点

　或る「身体運動」が，いかに「教育的」に配慮

され，構成されようとも，それによって「身体運

動」が，直ちに「教育」に同化するわけではない。

「身体運動」は，たとえそれが「教育的」という

限定詞付きの身体活動ではあっても，それ自体は，

やはりあくまでも「身体運動」に留まるのであっ

て，それを「教育」と同一視することは，範醇論

上，許されない。

　現在の日本語において，複数の熟語で複合語を

合成した場合，両者の問の論理的関係は必ずしも

明確であるとはいえない。仰えば，「身体教育」と

∵ラ惇今言芦の場合，「身体の教育」なのか，「身体

を通しての教育」なのか，などなどという議論が

生じ得るけれども，それは，「身体」と「教育」と

の論理的関係が不明確なことに基づく。

　しかし，前に置かれた熟語がその複合語のうち

で修飾の機能を持つ限定詞となり，後の熟語がそ

の複合語の基本的意味を担う基底詞となることに

ついては，文法上，はっきりしている。従って，

「教育的身体活動」と「身体教育」とは，確かに

紛らわしいけれども，それを同一の範晴のもとに

収束させることは全くの誤謬であるとしなければ
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ならないのである。

　こうした誤謬は岸野に隈らない。例えば，城丸

章夫は，「体育とは，教育的目的に従って統制され

たスポーツだ」として，スポーツという身体活動

が，教育目的によって統制されれば，それが「体

育」という教育になるかのような主張を展開して

いるし59〕，また，ジャーナリストの中条一雄も，体

育とスポーツとは明確に区別しなければならない，

と説きつつも，結局，「教育としての体育」は，「学

校でやる身体活動」である，との主張に陥ってし

まっている60〕。このように，体育概念にあって，「教

育」と「身体活動」という異種概念を混在させて

しまう範岡壽論上の誤謬が遍在し易いのは，基底詞

たる「教育」の概念的把握の困難性に基づくので

はないか。

　近藤鎮三の工夫になる「体育」という用語は，

明らかに「精神の教育」の対立概念として，すな

わち，「身体教育」を原義とする訳語として創出さ

れたものであった61〕。しかし，従来の「体育」論で

は，その重点が，専ら，限定詞たる「身体」に置

かれていて，基本的意味を担っている基底詞の「教

育」に対する検討は，ほとんどなおざりにされて

き。た，といわねばならない。

　例えば，前川峯雄は，その優れた著作『体育原

理』62）において，「身体論」には独立した1章を当

て正面から論じているにもかかわらず，基底詞た

る「教育」については，「（教育を）何と解するか

を検討しなければならないのであるが，それはし

ばらくおくとして」63）と，いわば棚上げされたま

ま，まともに論じられることなく終ってしまう。

また，川村英男も，体育概念を検討する或る論文

を，「『身体を通しての教育』といったが，その『教

育』については十分にふれていない。……『教育』

についてもさらに立ちいって考えることが必要で

あろう」64〕という，「教育」の検討を持ち越す形の言

葉をもって結んでいるのである。

　「体育」概念を明らかにしようとする場合，そ

の限定詞たる「身体」をたとえ明確に把握し得た

としても，基底詞の「教育」自体の理解が暖昧の

ままに残されるのなら，「体育」概念は，その総体

においてやはり暖昧なままであらざるを得ないだ

ろう。「身体」或いは「身体運動」が，容易に「教

育」に同化してしまうという現象は，何よりもこ

の「教育」概念が不萌確なままに放置されて来た

ことによるのではないか。

　3．3．教育の範鴫的基盤と体育概念

　ここで「教育概念」をそれ自体として，充分に

展開する余裕はむろんない65）。ここでは，当面の論

点，すなわち，その範岡壽的基盤に焦点を絞って考

察を進めていきたい。

　試みに，一般に流布している国語辞典をみると，

「教育」に「教え育てること；導いて善良ならし

めること；人を教えて知能をつけること；社会の

もつ基本的な機能の一；人間に他から意図をもっ

て働きかけ，望ましい姿に変化させ，価値を実現

する活動」といった定義が与えられている66〕。ここ

での定義それ自体は極く一般的なものであるが，

われわれにとって問題なのは，この定義に潜んで

いるカテゴリー（範岡壽）なのである。

　例えば，定義の第1に見える「教え育てること」

が成立するためには，そこに，少なくとも「教え

るひと」「教えられるひと」，そして「教え，教え

られるもの」が，実体として存在していなければ

ならない。今，これらに，より一般化した「作用

項」「被作用項」「媒体項」という名辞を与えるこ

とにするが，もし，これらが，それぞれ単独で存

在しているとするなら，・そこには如何なる意味で

も「教え育てる」という事態は生じ得ない（いわ

ゆる，自已教育の場合でもこれら三項を不可欠の

エレメントとする点で変るところはない）。つま

り，「教え育てる」という事態は，これら三項の或

る「関係」としてのみ存在可能な様態なのである。

　教育概念は，その内包，外延において「作用項」

「被作用項」「媒体項」それぞれのどれとも等しく

はない。むしろ，これらを独立変数とすると．ころ

の従属変数，要するに，「関数」としてのみ定義可

能な概念なのである。今，これに形式的定義を与

えるとすればこうなるだろう。即ち1

P（purpose：目標）を条件とする：

　　E＝F（a，b，c）
（E＝教育，a＝作用項，b：被作用項，c＝媒体項）

上の定義から明白た見てとれることは，教育（E）

が，関数（Funktion1機能）として，即ち，あく

までも「関係概念」としてあって，具体的に知覚

可能な実体として在るそれぞれの項（a，b，c）っ

まり，「実体概念」としてある各項とは，その範岡壽

的基盤を全く異にしている67〕，ということである。

　「ある多様の項を統合する系列形式Reihenform
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Fは，個別の項，a，b，c等と同じように考えたな

らば，その固有の内実を失ってしまうということ

は明らかである」68〕というカッシラーの言葉は，ま

さにこの点への言及であって，「関係概念」と「実

体概念」とを混同し易いわれわれへの警鐘として

受取めねばならない。

　われわれの体育概念も，「身体的Physical」とい

う限定詞がつくものの，それが「関係概念」とし

てのみ存在し得るという点では，教育の場合と何

等変るところはない。即ち：

P（purpose1目標）を条件とする：

　　PE＝F（a，　b，　c　）

（PE＝体育，a＝作用項，b二被作用項，c＝媒体項）

という，形式上，全く同様の定義を与え得．る．ので

ある。

　ところで，教育を条件づける目標は，教育概念

に内在する「重層性」の，どの位相であるかによ

ってさまざまな現象形態を持つことになるが69），

最も普遍的なそれは，端的にいって，「ヒトの人間

化」ということに他ならない。つまり，他の動物

と同じく，自然状態で生れ来る「ヒト」を，機能

面・関係面としての「社会」，内容面・実体面とし

ての「文化」両者の複合体たる「生活世界（Lebens－

We1t）」70〕の中で，「人問」としての生を送らせしめ

るようにすること，これが，「教育」という関係性

を成りたたしめる最も基本的，普遍的な条件であ

る。

　先の辞書的定義にあった「社会的機能の一」と

いう規定は，教育がこの生活世界の関係面・機能

面としての「杜会」にカテゴライズされる，とい

う理解があって初めて十全なものとなる。そして

この教育という杜会的機能は，当該の生活世界の

いま一方の規定性，即ち，その内実を構成してい

る様々な「文化」を媒体（即ち，C）とすること

で，「ヒトの人間化」を果たすことになるのであ

る。

　「体育」の場合，「身体的」という限定詞が伴う

ことで，その目指すべき普遍的目標は，「ヒトの身

体面からの人間化」ということになる。むろん，

「体育」が現実過程として現在するのは，まず，

「杜会的機能の一」としてであり，さらに，個別

的な「体育実践」としてであるが，その際，利用

活用されるのが当該の生活世界に「文化」として

蓄積されてきている様々な「運動様式」　　その

代表が，スポーツ，ダンス，体操などとして現象

しているのであることはいうまでもないだろう一

一に他ならない7I〕。それは，先のわれわれの形式的

定義にあっては，「媒体項C」として，即ち，「実

体概念」として位置づけられていたのであるが，

「身体＝運動」現象が，「体育」という「関係概念」

と相対して同一の次元で考えられる限り，それは

あくまでも「実体概念」として立ち現れて来るの

である72）。従って，両者を連関的に見る限り，その

範醇的基盤は全く異なるものなので，両者を互い

に包含関係のもとにおくような理解は，凡て理論

的誤謬’に陥る他はないのである。

　4　結　　語
　われわれの体育概念をめぐる混乱は，何よりも

その範醇的基盤への洞察を欠いていたところに求

めうる。その点では，岸野も例外ではなかった。

外延の拡大化した体育概念を学問的に規定しよう

とした彼の努力は，むしろ，その拡大現象をその

まま遺認した上で，それに体系的装いを与えよう

としたもの，と理解できるだろう。しかし，その

理論化には範岡壽論からみて明らかに無理があった，

と結論し得る。われわれは，体育概念を，「関係性」

という範曙をもってその理解の根本としなければ

ならないのである。

　最後に，資料収集にいろいろ手を煩せた大学院

生の林英彰氏にお礼申し上げるとともに，岸野雄

三教授の学恩には何にもまして心から深謝する次

第である。

　　　　　　　　　　注
1）本稿は，もともと拙稿「体育概念の哲学的基礎付

　け」（未干1」）の序論の一部として企図され執筆され

　たものであるが，計画の変更のため，今回独立し

　た論文としてまとめ直すことにしたものである。
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　　け」第2章「体育の基底詞としての教育概念の検

　　討」において展開している。

66）新村出編『広辞苑』第二版564頁，岩波書店

67）ここでは慣例に従って「関係概念」「実体概念」と

　　いう用語を用いたが，この場合の「概念」は，カ

　　ントのいう「純粋悟性概念reinerVerstandes－

　　begriff」，即ち「カテゴリーKategorie」の意味

　　である。Kant，I．，“KritikderreinenVemmft”

　　s，117－8　1781．1956　（Phi1osophische　Bib1iothek），

　　カント（篠田英雄訳）『純粋理性批判』上巻151－

　　2頁，岩波文庫
68）Cassirer，E．，“Substanzbegriff　und　Funktions＿

　　begriff”1910，ユ980（Darmstaat）s．34邦訳（山

　　本義隆訳）『実体概念と関数概念』30頁，みすず

　　書房　1979

69）詳しくは上掲拙稿　第2章第2節「教育概念にお

　　ける重層性」参照。なお，拙稿「体育・体育科教

　　育・スポーツ教育との関連性一その範晴論的試み

　　一」においても「重層性」について簡単にふれて

　　いる。体育原理専門分科会編『研究会レポート』

　　1982

70）「生活世界（Lebenswe1t）」については，Husser1，

　　E．“Die　Krisis　der　Europaischen　wissenschaften

　　md　die　transzendenta1e　Phanomenologie”邦訳

　　（細谷，木田訳）『ヨーロッパ諸学の危機と超越論

　　的現象学』‘中央公論社，同じく，“Erfahrung　md

　　Urtei1”邦訳（長谷川訳）『経験と判断』　河出書房

　　参照。

71）なお，「運動様式」については，日本体育学会第35

　　回大会号において，概略，ふれられている。拙稿

　　「スポーツ概念に関する基礎的研究（その2）一

　　スポーツの類概念としての運動様式とその範醇論

　　的分類の試み一」『大会号』61頁　1984

72）むろん，スポーツやダンスを，それ自体，単独の

　　概念として取り上げた場合，それらをさらに「実

　　体一関係」のカテゴリーで分析可能となるのは言

　　うまでもない。


