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運動を継続す る身体 の人間学的意義
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言

平成 10年 12月 告示 の学習指導要領 において、文部科学省 は 「児童 に生きる力をは ぐくむ ことを目
指 し、創意工夫を生か し特色あ る教育活動 を展開す る中で、 自 ら学び自ら考える力の育成 を図るとと
もに、基礎的・基本的な内容 の確実な定着を図 り、個性 を生かす教育 の充実 に努 めな けれ ばな らない」
とい うように、「基礎・基本」 (註 1)の 重要性を改めて指摘 した。 しか しなが ら、その 「基礎・基本」
が各教科 においては何 で あ り、またそれが週休二 日制 によつて厳選 (註 2)さ れ、従来 よりも限 られた
授業時数 しか存在 しない学校教育 において「確実な定着を図」る こ とが、はた して実現可能な「目標」
であるのかについては、大 きな疑間の残 るところで ある。
一方、体育 とい う特定 の教科 において も、学習指導要領 において提示 された学習内容を実践するな
かで、 中学校教員 か らは、小学校時代 の個 々の身体能力 にお ける 「基礎・基本」 の定着 の無 さが指摘
され、また小学校 においても、それまでの就学前教育 (家 庭 にお ける教育 も合 めて)に おける「基礎・
基本」 の欠如を指摘す る教師 は、少な くない と受止め られる。
こ うした背景 には、様 々な要因が考 えられ るであろ う。まず指摘 されるのは、子 どもたちをとりま
く生活環境 の変化 である。平成 13年 度発行 の文部科学白書 で も、過去 20年 間 において、生活体験や
自然体験等 が少な くな つてきている傾向を示唆 している。そ うした例 として 「ある調査 では、20年 前
、 洗濯物 を
、
『カエルにさわ つた こと』
と比較 して、例 えば、
『 自分 で リンゴやナ シの皮をむ いた こ と』
、の体験 の度合 いが低下 している」ことをあげているが、これ らはいずれ も、自らを取 り
干 したこと』
.『

巻 く環境 と対峙 し、そ こでの試行錯誤 を通 して、いわば 「練 り上 げられた身体」を形成 していない子
どもたちが多数 い ることを示唆 している と考 えられ る。

もちろんこれ らの体験の欠如が、即、我々が生きてい くうえでの 「基礎・基本」でないことは、明
白である。とい うのもこれ らの「基礎・基本」がな くても、便利 になつた道具がこ うした欠如をカバー
す るには十分過ぎるほど、科学技術 に支 えられた社会に我々は生活 しているのであり、 こ うしたこと
をことさら問題 として取 り上 げること自体が、瑣末な問題 に対 して拘泥 しているとする意見も多々想
像 されるところである。
しかしながら、我々の身体活動が科学技術力によつてカバー され、そ うした環境の中に生きること
で良 しとす ることが楽観視できないことは、小学校や中学校での体育授業 における問題 に見 られるよ
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「基礎・基本」の欠如がさらに発展 した身体的諸能力を身につ けるための障碍 となるだけでなく、
うに、
その挫折の経験が運動嫌いの増加、さらには身体を使 つて何かを体験することすら避 けようとする傾
向とを関連させて考えるならば、看過できない問題であると言えよう。
そ こで本研究では、発展的身体諸能力の顕現化のための 「基礎 0基 本」とは何であるのかを探求す
ることか ら、身体運動を継続することが、身体を基盤 として生きるわれわれに対 して持つ意義につい
て明らかにすることを目的 とするものである。
2。

「知」の獲得における「基礎・ 基本」の周辺問題
「基礎・基本があれば、発展的な問題について も解 くことができる」とい う命題は、果たして 「真」

なのであろ うか。
例 えば、佐伯は 「
『基礎・基本』を身につ ける手段 には、かならず といって よいほど、
『や さしい問
題か ら順 に難 しい問題 に進む』とい う、階段を上るよ うに一歩一歩、練習問題を解いてい くコースが
設定 され、それぞれの段階での『 反復練習』が強調 される。このようにして獲得 された反応様式が、
新 しい課題状況で も発揮 されることによって、基礎技能が『 活用』できるよ うになる」(佐 伯,p.5)と
い う、行動主義心理学か らもたらされた行動主義的学習観を批判 しつつ、以下の ように述べている。
この よ うな学習観のもとでは、学習者 とい うのは、どの段階で何を学習すべ きかについての決定
権がまった くないもの とされている。 目隠 しをした人が他人 に導かれるように、最終地点 に到達す
るまでは、すべて 「その都度あたえられる問題を解いてい く」以外のことはできないし、してはな
らない とされる。さらに、このような学習観での学習のコースは、「基礎から順 に積み上 げる」コー
スであり、それは万人共通のものであ り、むしろ、知識の論理的体系から導き出されるもの とされ
る。そこか ら、教育実践には教材研究が重要だとされる。教材にふ くまれる知識の系統性を明らか
にし、学習課題を細か く設定 し、子 どもが学習 しやす く、つ まずきが生 じない ような「最適 コース」
を構成すべ きだとされる。 (佐 伯,pp.5‑6)
要するに、「最適 コース」が設定されれば、先の命題 「基礎・基本があれば、発展的な問題について
も解 くことができる」 ことは可能である、 と考 えられてきたのが、行動主義的学習観であつたと言 え
よう。その結果教師に求め られることは、「教材を徹底的に分析 して学習課題を細大漏 らさず抽出 し、
それを最適 コースに系統立てる授業案」(佐 伯,p.6)づ くりであり、それによって「子どもの学習行動
「確実 に効率的 に学習をコン トロールできるのが、優れた教師の『力量』
のすべてを予沢Iし 制御でき」
、
とされるのである」 (佐 伯,p.6):
こ うした認識 に立つならば、文部科学省が定める学習指導要領の 「基礎・基本」の 「厳選」がいか
に大事であり、教師の 「力量」が子 どもの後の学びに与える影響は、計 り知れない影響力を持つ こと
になるであろう。
この ような考え方か ら垣間見えて くるのは、18世 紀 に開花 したフランス唯物論のもつ とも尖鋭な代
表者 といわれ る医師ラ・ メ トリ Oulien Offray de La Mett五 e1709‑1751)に よって、人体を構成す
る個体 と流体がまった く物理的法則に従 つていることを看取 し、宗教界 に激 しい憎悪の嵐をまきお こ
した『 人間機械論』(1774)で ある。しかしながら学習者が「ただ受け身で『 与える刺激』に対 して『 正
しいとされる反応』を連合」(佐 伯,p.7)さ せ るよ うな単純な「機械」であつて欲 しくない とい うこと
は、誰もが望むところであろう。
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さらに 「基礎 0基 本 があれば、発展的な問題 について も解 くことがで きる」 とい う行動主義心理学
か らもた らされ た行動主義的学習観 に対す る批判 の対象 とされたのは、「転移」 とい う概念 で ある。
佐伯 によれば「転移」(transfeう とは、「ある一つの ことの学習 が、別 のこ とを学習する ことに役立
つ こ と」 (佐 伯,p.10)を い うが、

Aと い う課題場面ない し文脈 でXと い う知識 を獲得 し、そ の知識 Xを 使 えば Bと い う新 しい場面
での課題解決 は、論理的には容易 になるはず、 とい うような実験状況 で、学習者 は 当然、先 の知識

Xを 使 つて くれるもの と期待す るわけだが、残念なが ら、学習者 は先 の知識 Xを 全然利用 しよ うと
しない一―多 くの学習者 は Bと い う課題場面 は 「まった く新 しい場面」 として 「それな りに」対応
して しま う、とい うわけである。実験者 ない し教師がい くら論理的に考 え、「すでに知 つてい る者 の
知識」か ら考 えると、当然、「Aで の知識 Xは Bで 活用 される (Bに 転移す る)べ きだ」としていて
も、学習者 にAと Bと がま った く「別 の話」 として しか理解できなか つたな らば、知識 Xは ま った
く活用 で きないので ある。 (佐 伯,pp.10‑11)
「学習者 にAと Bと が まった く『別 の話 』 として しか理解 で きなか つたな らば」 とい う条件 はある
「す でに知 ってい る者 の
ものの、Aの 課題場面 とBの 課題場面 に何 らかの共通性 を持つ とい うこ とは、
『教師だ けが知 つてい る』知識体系にもとづ いて、基礎か ら応用・展開へ と知識
知識」 なのであ り、「
項 目を並べ てカ リキ ュラム を構成 し、学習者をそれ に従 って指導 してゆ く、 とい うことにはいかに大
きな無理 があるかを明 らかにしてい る」 (佐 伯,p.11)こ とになるであろ う。
では我 々は、学習者 にお ける 「基礎 0基 本」 の獲得を どの ように考える こ とができるで あろ うか。
これまでに述べ て きた 「基礎・基本 があれば、発展的な問題 について も解 くこ とがで きる」 とい う
命題 は、行き着 くところが 「す でに知 つてい る者 の知識」 によつて設定 された文脈 の 中にあると捉え
｀
ることが可能であろ う。すなわち、常に課題 に対する 「解」 が用意 された知識体系が前提 され ている
か らこそ、逆説的 にそ の 「解」 に到達するための 「基礎・基本」を導き出す こ とが可能 となるので あ
る。 しか しなが ら、果 た して この世界 に生 じてい る問題すべ てに 「解」 は存在す るので あろ うか。
西垣 は、「
『絶対 的な知』は存在す るのか」(2004年 9月 16日 朝 日夕刊)と い うタイ トルで以下 の よ
うに述べ ている。
知能 を論理操作能力 と記憶力の組み合わせ ととらえるとい う発想 の基礎 には、 この宇宙 に絶対的
な知 が存在す るとい う仮説 が横 たわ ってい る。 この絶対知 は 「真理 の大陸」 であ り、あ えて言 えば
神 の もので ある。われわれ ヒ トはその一部を分有す るにすぎない。 (中 略)
しか し一方、別 の仮説 も考えられ る。知 とは絶対的 なものではな く、あ くまで ヒ トとい う生物種
に特有 の、相対的なものだ とい う仮説 だ。われわれは、 ヒ トとい う種 に特有 の知覚器官 と脳神経系
を通 じて環境世界 に対処 してい る。それ らは生物進化 の結果 いわば偶然得 られ た もので、別段絶対
に正 しい とい う根拠な ど存在 しない。われわれ の知識 とは、所詮われわれ ヒ トにとつて役 に立つ だ
けのものなのだ。
意識 によつて とらえられる論理的な知を説明す るには、絶対知仮説 が比較的有効 であるとす る西垣
の一つの視点 は、まさに これまでに人類 が明 らかに してきた 「真理」に向 けて、まず はその文化的遺
産 としての知 を獲得 し、 さらに未だ明 らかにされていない科学法則 な ど、真理 の大陸 の新領域を発見
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するために、実験を した り理論を作 つた りして探索を続 けるための方法論 を学ぶ 「学習」 としては、
意 味があると思われる。またそのための 「基礎 0基 本」 は、必然的 に導出する こ とが可能であると予
測 される。 しか しなが ら、西垣 の もう一方 の考 え方、すなわち相対知仮説 の視点 に立つ場合、 これま
でに人類がそれぞれの環境世界にその時その時 に対処 して来 た経緯 か ら考えるな らば、あらゆる状況
に適応可能な 「基礎 0基 本」を導出する ことは果 た して可能なのであろ うか。付 け加 えるな らば、先
に述べ た 「転移」 の問題は、 こ うした 「相対知仮説」を支持することになるのではなかろ うか。
西垣が述べ るよ うに、
われわれ が行動すると、 ヒ ト特有 の環境世界 が身体を介 していわば 「立 ち現れ て」 くるのだ。 こ
れは、環境世界 が独立 して存在するとい う、絶対知仮説をささえる思考 と鋭 く対立するものだ。相
対知仮説 の もとでは、永遠 の真理 と見えた科学法則 さえも、 ヒ トの知覚器官 と脳 神経系で とらえら
れる環境世界 の枠組み と うま く適合する、一種 のル ール とい うこ とにな って しま う。
ヒ トの身体内 に うごめ く情報 は、意識 されない もののほ うがはるかに多い とするな らば、われわれ
の身体 にとっての 「基礎・基本」 とは何を意味するので あろ うか。

3.身 体知 に関わる 「基礎・ 基本」について
われわれ の身体 にとっての 「基礎・基本」 とは何 であるのかについて考えるために、まず これまで
に明 らかにされてきた、身体 が 「技」を獲得するプ ロセ ス とはどの よ うなものであるのか、またそ こ
か ら導出され る身体運動 の 「基礎・基本」 とは何かにう いて、金子 の『 わ ぎの伝承』か ら、前述 の問
題 につ いて考察 を加えてみることにす る。
金子 は、科学的で ある こ とを根本 とす
る機械論的運動分析からの脱皮を志向 し、
現象学的運動分析 の立場 か ら運動 の発生
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は以下、①原志向位相、②探索位相、③偶発位相、④図式化位相、⑤ 自在位相の五位相に区別 される。
これ らを金子の説明をもとにしながらそれぞれ概観 してみることにする。
① 原志向位相 :自 ら運動することや他者の運動 との関わりをもつことに違和感なく、その運動世界
になじんでお り、そ こにはすでに身体状態感や全身感覚な どの 「体感能力」の芽生えが存在 してお
り、それらを敏感にとらえることが肝要 となる。
② 探索位相 :私 の運動の形態化に向けて、おぼろげながらも、私の運動感覚的類図式を駆使 して探
り入れをしてい く。いわば、運動形態の発生を志向 して、まだ頼 りない運動感覚の触手を伸ばして、
探索の営みを始める。承け手のコツは、少 しずつ分化ないし類化されて、運動感覚の 「連合化Jが
起 こり始める。こ うして、学習者は運動感覚の触手をおずおず と伸 ばしながら、その図式化を試み、
やがて運動感覚の素描形態がぼんや りと浮かび上がってきて、何 とな く動 く感 じが 「わかるよ うな
気がす る」 と思われるようになる。
③ 偶発位相 :偶 然 に出現す る運動形態。 どこかに紛れ込んで隠れているコツやカンに偶然 に出会 つ
て、いわゆる 〈
今 ここの直感〉 として、さらに
まぐれ当た り)に 成功す る。それは動きつつある 〈
は〈
直感の直感〉として生 き生きとした生身の運動メロデイー として想起されるとともに、類似 して
いない、
異質な運動図式 を私の身体で感 じ取 り、またそれを切 り捨てることができなければならない。
④ 図式化位相 :ま ぐれ当た りの頻度を高めるために、さまざまに現れてくる運動感覚能力のなかか
ら、その類似図式 を統覚し、目標 とする運動形態へ と図式化 してい く位相である。 コツやカンとの
出会いも少 しずつ増 えて、私のコツはしだいに 「身体化」されて、確信できるようになる。
⑤

自在位相 :他 者 との関わ りのなかで、 自ら動 くのに何 ら心身の束縛も障害 もなく、まったく思 う
ままに動いてすべて理に適 っているとい う、運動身体感覚の織 りなすわぎの最高位相。
以上が、金子 による 「運動形成の五位相」である。
金子は運動感覚論 に基づ く運動形態の伝承 とは「私一般の運動感覚能力から本質的な位相 (Eidos)

へ と結晶化 し、その身体化方法論 に裏打ちされて、世代を超えた運動伝承を保障す るものでなければ
ならない」(pp.62‐ 63)と 述べているように、ここで考察 された運動形成は常 に目的的である。例 えば、
リハ ビリテーションやスポーツの筋力養成を目的 とした運動などの 「動きた くて仕方がないよ うな内
的衝動から出現す るもので もない し、動 こ うとする主体の内在的論理を起点として生じるもので もな
い」(金 子,pp.90‑91)媒 介動作 としての運動 とは明らかに区別 されている。それだけにここに示され
た運動形成の位相は、いわば 「最高位相」 までもを対象 としてお り、そ こか ら導出された発生論的運
動分析 は、多岐 に渡 つている。
とするならば、この広大な分析の中から、われわれは如何 にして 「基礎・基本」問題を考 えるべ き
であろ うか。ここに金子がフッサールか ら援用する 「原身体」 とい う概念が、何らかの視座をわれわ
れに与えて くれるのではないか と考 えられる。
「原身体」とは、「私 の身体、さらには、私の運動感覚身体 として、必然的にその存在意味を失 うこ
とのない『経験の大地』 をなすものである。今 ここでの私の身体 こそ、その『絶対零点』を極限点 と
して、あらゆる運動メロデイーの体験流 を生み出す根源的な身体」(金 子,p.470)で ある。とするなら
ば、まさにその出発点を運動志向性の原点 としての「原身体」に求め、それがあらゆる運動生成の「基
礎・基本」 と同一視できるとするならば、「体感能力」 こそが、それに該当す ると思われる。
体感能力について金子は、以下の ような説明を加えている (金 子,pp.470‑481)。
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零点体感能力 :私 は直感 の今で感 じつつ、 同時 に鋭敏な 〈
触手〉を伸ば して予感 の今 で動 くこ と
がで きる

②

保

(そ れを感 じ取 る原 身体 )。

遠近体感能力 :私 の

(私

にとつての)遠 近を感 じ取る端的把握能力。敵 との遠近 を察知できる体

感能力。ボールや手具 との遠近把握 の体感能力。
③

気配体感能力 :私 の身体を取 り巻 く情況か ら、 自らのか らだ全体で感 じ取れる能力
きそ うだ と感 じ取 る能力。「気分」ではない)。

(も

うす ぐで

この よ うに、 自らの身体を環界 と結びつ けることので きる身体がまず想定 され、そ こに様 々な運動
形成へ 志向し、それ を自 らの運動課題 として設定 し、探索位相→偶発位相→ 図式化位相→ 自在位相ヘ
と進む 中で、創発能力が必要条件 として形成 されてい くと考えられる。
以上、身体 が 「技」を獲得するプ ロセス について、十分 ではない ものの検討を試み、金子 の先行研
究か ら、多 くの示唆を得 ることがで きた。原身体を始点 とす るわれわれ の身体能力の 「基礎 ・基本」
「体感能力」に求め られ、そ こか らの発展形 が、様 々な運動形成へ と導 くこ とであるとす るな らば、
は、
緒言 で設定 した問題は、 どのよ うに考える ことが可能 で あろ うか。 それ につ いて、次に考察 を進める
こ とに｀
する。

4.子 どもの身体環境 と段階的指導 の困難性
発展的身体諸能力の顕現化 のための 「基礎 0基 本」 とは何 であるのか を明 らかにするために、 ここ
まで「基礎・基本があれば、発展的な問題 につ いて も解 くこ とができる」とい う命題 は、果 た して「真」
なのであろ うか、 とい う間をたてるこ とによって、考察 を展開 して きた。そ こか ら、従来 の ような行
動主義的心理学 の立場 にたつ学習観か らするな らば、段階的指導論 の妥当性 に疑間が生 じること。 さ
らには、「基礎・基本」 の「転移」 につ いて も、その確証 が得 られないこ とが明らかにされた。また運
動形成 のための 「基礎・ 基本」において も、結局 の ところ、あ らゆる運動を生起 させ、それを発展 さ
せてい くための根本 は、金子 の述べ る 「体感能力」 とぃ った要素 が、始動因 とな つていることが明 ら
かにされた。
こ うした視点を基 にして、 さらに子 どもたちの今 日的問題 を加味 しなが ら、発展的身体諸能力 の顕
現化 のための危機的状況 につ いて、検討 してみ たい と思 う。
西垣 の論 として先 に引用 した 「相対知仮説 の もとでは、永遠 の真理 と見 えた科学法則 さえも、 ヒ ト
の知覚器官 と脳神経系で とらえられ る環境世界 の枠組み と うま く適合する、一種 のルール」 であると
い う視点か らすると、われわれの身体 がまずなすべ き こ とは、環境世界をどの よ うに捉える ことがで
きるかが重要な鍵 となる。 これほどまでに科学技術が発展 していなか つた世界は、まさにわれわれの
知覚器官 と脳神経系が環境世界 との唯一の接点 であ り、その時代 に生 きる こ とは、まさし く 「体感能
力」 が必要 とされ、 自らそ の感度を高 める必要 があつた と思われる。それは、私 の直感 で今 (原 点 と
しての時空間)を 感 じることがで きるか らこそ、遠近 を感 じ取 る端的把握能力が生 じるとともに、敵
との遠近を察知できる体感能力が顕現化 され、そ して私 の身体を取 り巻 く情況 か ら、 自らのか らだ全
体 で、 自らの周囲や未来 を感 じ取れる能力が発揮 された と言 えよ う。 このこ とはすなわち生 きるため
の全責任 が、 自らに課せ られていた と言 つて も過言 ではないで あろ う。
しか しなが ら、今 日の科学技術に包まれたわれわれの身体は、 こ うした能力のほ とんどを 「モ ノ」
に置 き換 えることが可能 とな り、それ故 に 自らの生命 の安全その もの を「モ ノ」に依存 した生活 とな っ
ているとも言 えよ う。すなわち生物学的な

Fヒ

ト」 として生まれ て きたわれわれが、文化的な身体ヘ
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と変貌す るなかで、いわゆる「他者」の介入な しでは生きることさえ不可能な状況 にあると言 えよう。
例 えば、モー タ リゼーシ ョンは、われわれ の身体 の移動範囲を拡大 した代表格 であろ う。そ こでは
ハ ン ドル を握 るわれわれ の意 図 に従 つて、 自由自在 に動 き回れると思 つてい る人 々がほ とんどであろ
う。 しか しなが ら視点を切 り替 えてみるな らば、道路によつて移動範囲が限定 され、ガ ソリンとい う
エネル ギーに よつて移動距離 も限定 され ている。そ してわれわれ の安全性 も、そのス ピー ド能力や車
自体 の安全装備 の有無 に委ね られ ているのである。またテ レビも しか りである。世界 のあ らゆる情報
を入手可能な錯覚を与えられているが、 しか しなが ら、その情報その ものがカメラのア ングル、ある
い は編集者 の編集 とい う手段 によつて、われわれが知 り得る情報 は制約 されてい るので ある。子 ども
たちを取 り巻 く状況 も類似 の様相を示 している。子 どもたちに人気がある体験型バ ーチャル リア リテイ
の一例 として、「動物園 に行 こ う」とい うソフ トがあるが、これは、立体視映像及 び音声を使用 して動
物園を仮想体験 をするもので、子 どもたちはジ ョイ ステ ックを使 うことに よって、 自分 が見たい動物
の前 にいつた り、離れ た り、見回 した りす る こ とが可能 とな つてい る。 しか しなが らこ うした仮想体
験 の臨場感を出す ための立体視映像 は、製作者 があ らか じめ利用者 が見て回 りたいであろ う範囲を映
像化 しているので あ り、それ故 、子 どもたちが見たい と思 うものすべて を擬似体験する こ とは不可能
となる。動物 園 にいるオ リの 中の動物を見 ることは可能であるが、動物園の ごみ箱 の 中やベ ンチの下
を覗き込んだ りするような、子 どもたち特有 の意外性 のある視点

(も

ちろんそれ らも動物園 とい う世

界 の一部を構成 しているわ けで あるが)は 、欠如せ ぎるを得ない こ とになる。 この ように、科学技術
の成果 として産出 されるモ ノにわれわれ の身体 が取 り囲まれた現在 の状況 は、常 に「他者 (物 )」 の意
図 によつて支配 され、 自らが潜在的 に もつ 身体 の諸能力、特 に 自らの生命そ の ものを守るに等 しい能
力まで もを十分 に引き出 される こ とな く、あたかも 「他者 (物 )」 に依存 した状態 にあると言 えよう。
こ うした無力な身体、いわゆる生 きるための 「基礎・基本」をも持ちえていない身体 が、後 の さら
に発展 した高度な運動形成をな しえない のは、必然的で もある。そ して この こ とは、佐伯が行動主義
的学習観を批判す るよ うに、子 どもの学習行動 のすべ てを予測 し制御 でき、確実 に効率的 に学習を コ
ン トロールで きるように見 える段階的指導 も、実 はこ うした問題 を隠蔽 したまま、見事 にモデル化 し
た 「プ ロセス」 として立ち現れて くる こ とになる。
先 に、段階的指導 は、「解」が予 め想定 されてい ることを前提条件 として成 立す る指導 である、と述
べ たが、 ヒ トの知覚器官 と脳神経系で とらえられ る環境世界 の枠組みが変化 している今 日の子 どもた
ちに対 して、旧態依然 とした枠組みで想定 された「解」を前提 とした としても、そ こには大 きなギャッ
プが生 じるであろ う。すなわち自らの体感能力を持ち えていない原身体をもつて して、段 階的指導 の
ある段階 と次な る段階のギャップを埋めるために、私 の運動 の形態化 に向けて、おぼろげなが らも私
の運動感覚的類図式を駆使 して探 りを入れ てい く探索位相 の段階を突破す ることは、不可能 であると
思われ る。
この ように考 える時、時代を湖 り、科学技術 がもた らした生活世界 か らもはや逃れる こ とので きな
い状況 にあるわれわれ の身体 にとつては、残 された道がないので あろ うか。
運動を生成する継続的な身体 の必要性
われわれ の身体 は、 同 レベル程度 の身体を持 って生まれなが らも、後 にどの よ うな 「身体 の配置」

5口

がなされ、また どの ような 「空間 の履歴」 に投 げ込 まれるかによつて、まった く独 自の 「身体 の配置
と履歴」を持 つて現在 に至 ってい る、とい う観点か ら、ここ数年 にわた つて「身体 の履歴」(新 保,2003)
を学生に問 うて きた。その資料 か ら概観 で きる こ とは、学生たちの 「身体 の履歴」は、「労働空間」に
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おける身体の履歴の限 りない欠如であり、「遊び空間」においては、指導者のもとでのスポーツ活動が
主体 となっているとい うことであつた。水泳 にして もボール遊びにしても、それ らは子 ども同士の「遊
び空間」で展開される活動ではな く、常 に指導者 によって指導される 「空間」での活動 となつている
ことが見て取れるのである。
そ こか ら想像 されることは、商業的 に展開されるスポーツ教室やスポーックラブ等では、常に管理
された 「空間」 において、指導者 による、ある運動課題の達成に向けた 「段階的指導」がなされてい
たであろうとい うことである。このことから推測 されるのは、学生の身体が、誕生時点 においては理
論的 には無限の可能性を秘めた身体であつたにもかかわらず、管理 された、すなわち制限された 「空
間」 と「時間」によって、金子の言 うところの 「体感能力」も限定されたもの とな り、指導者の意図
に従 った制限された身体、再び佐伯の言葉を借 りるならば、「学習者 とい うのは、どの段階で何を学習
すべ きかについての決定権がまった くない もの とされている。 目隠 しをした人が他人 に導かれるよ う
に、最終地点 に到達するまでは、すべて『 その都度あたえられる問題を解いてい く』以外のことはで
きない し、してはならない とされる」状況において養成 された身体 として、履歴が重ねられてきてい
るとい うことであろ う。
それはまさしく主体性を持ちえていない身体であり、様々な身体に関わる相対的知に対して適応が
困難 (転 移の不能性)な 身体が形成されているのである。 このことは、科学技術の発展 によって産出
された 「モ ノ」 に包まれたことによる、われわれの身体の危機状況 とはまた異質な問題がそ こにある
と捉えることもできよ う。 ̲
こ うした身体 に関わる相対的知に対 して、常 に主体的に継続的な働きかけを続けることができる身
体 こそが、始源 としての身体であるとするならば、矢野が述べ る 「非知の体験 としての身体運動」 こ
そが、その状況を打破するための鍵 として考えられよう。
「非知の体験 としての身体運動」の視座か ら捉えた 「遊び」について、例えば矢野は、以下のよう
に記述 してぃ る (矢 野,1999,o.109)。
遊びは体を丈夫にするとか、ルール を学ぶ ことができるよ うになるとか、人間関係を学ぶ とか、
自然の認識能力を高めるとか、言われてきた。なるほど、どれも間違 つてはいないのだが、遊びの
教育的効果が前面 に押 し出されることによって、遊びが本来もっている生成の力と奥行きは縮減 し
てしま うのである。言 うまでもなく、遊びは遊びを超える目的をもってはいない。また遊びは善悪
といつた道徳 とも関係 しない。 しかし、教育の世界では、遊びが結果 としてもたらす発達的効果を
もって、遊びの本質 にしてしま うのである。
「動物性を否定することにようて人間化す るプロセスヘの企てを、
矢野は、
」(矢
『発達 としての教育』
「有用な生の在 り方を否定 して、至高性を回復する体験を、
野,2000,p40と よび、
『生成 としての教
育』
」(矢 野,2000,p.40)と よんでいるが、労働をモデル としている今 日の「発達 としての教育」によっ
て、「有用性￨の 原理に支配された生のなかでは、生きていることのすべてが『 事物の秩序』に組み込ま
れることになるのだが、その結果、私たちは生命 との全体的な関係か ら切 り離されて、世界 との連続
性を失い、深いコミ ュニケーションが困難 になる」 (矢 野,1999,p.109)と 捉えている。
こ うした視点から今 日における小 0中 学校において見られる 「基礎・基本」の欠如 とい う指摘 につ
いて今一度思いをめぐらすならば、それは、子 どもたちの身体が 「有用性の論理」からの逸脱を意図
的に成 した結果であるとも捉えられるのではないであろうか。そして このことは、まさに矢野の述べ
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る 「遊び」その もの を幼児期か らのスポー ツ教室通 いに よつて体験す ることもな く、「有用性 の原理」
の世界 で しか身体を動 かす ことの知 らない世代 の悲劇であるのか しれない。
では、「発達 としての教育」を視点 とす るので はな く、「生成 としての教育」か ら生み出される身体
とは、 どの ようなもの と考 える こ とが可能であろ うか。
「何 かのために役立つ とい う手段 一 目的回路か ら離脱する ことによつて、全体的な コ ミュニケー シ ョ
ンが可能 となる。 この ような事物 の秩序を破壊す る瞬間」 (矢 野,1999,p.109)を 「生成」 とし、それ
によつて 「自己変容」を遂 げる ことが可能な身体は、身体 に関わ る相対的知に対 しても、常 に主体的
に継続的な働 きか けを続 ける こ とができる身体 となるのではなかろ うか。
われわれ の身体 は、「有用性 の原理」に基づ く運動形成 の 目的 に向けて、常 に、一直線 上を他者 か ら
の働 きか け (段 階的指導)に よつて突き進み、 しかも限 られた時間内 に到達する こ とが求め られ てい
る。それがわれわれ の今 日的な身体 の状況 で あるとするな らば、そ こでは常 に優劣 が生 じ、あるいは
制限内で達成 されない限 り、常 にその直線 か らの ドロップアウ トを体験する ことになる。そ してそ こ
に補完的な 「教育 の場」 が存在 しない限 り、 ドロップア ウ トした人 々はその場 に留 ま り、身体的な自
己変容を停止 して しま う可能性 を常に潜在的に持 つてい ると言 えよ う。
も し、補完的な 「教育 の場」 を子 どもたち とその周囲が準備す る ことがで き、個人 にとつての 「生
成」 の瞬間を感 じとることができる身体 を認 め合 うこ とができるな らば、子 どもたちは継続的 に身体
運動 を続ける こ とで、 自己変容を遂 げて行けるのではなかろ うか。
「わた したちが直面 してい る問題は、厚みをもった社会的経験 が喪失するとともに、生命 の奥行き
をもった体験 が衰弱 してい る こ とである」(矢 野,2000,p.186)と す るな らば、われわれ の身体 による
継続的な体験 こそが、今まさに求 められているとも言 えよう。

註
註 1:基 礎 0基 本 につ いては、柴田の 「学び方 の基礎・基本 と総合的学習」 に詳 しい。
註 2:第 15期 中央教育審議会 では、従来 の 「精選」にかえ、あえて 「厳選」 とい う言葉 が使用 され て
レヽる。
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