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学校体育 にお ける器械運動 の特性 に関 す る一考察

Bine Betrachtung iiber die sportliche Charakteristik
des Geriitturnens im Schulsport
岡 端

隆

Takashi OKAHANA
(平 成 6年 10月 11日

受理)

Zusanllrlenfassung
ln der japanischen Schulsportgeschichte haben wir das Geratturnen im Sinne F.L.

JAHNs alS die Gymnastik auf der Turngeraten im sinne P.Ho LINGs sehr lange
nli3verstanden.Aber beirn verbesserten Lehrplan der Grundschule(1968)vom japanischen
Kultusrrlinisterium wurde es als ein lreil von der Sportarten anerkannto Au3erdem irn Jahre

1977 wurde neues Lemziel,doh."Vertrautheit mit in)ungSformen

zu diesem Lehrplan

hinzugefugt.lDamit halten wir heute eigene Freude uber das Geratturnen fur wichtig.Unter

den Verhaltnissen ware die sportliche Charakteristik des Geratturnens iedoCh nicht
geklart.

Der Zweck dieser Abhandlung besteht darin, da3 die sporthche Charakteristik des
Geratturnens noch eirllnal vom padagOgischen― bewegungsmorphologischen Standpunkt

aus uberpruft werden soll, und daher wurde eine lehrmethodische Grundlage von der
Sportunterricht angegeben.
Beiln Bewegungslernen des Geratturnens ist es ursprtingliche lBedeutung,die physische

Hindernisse nicht zu uberwinden,sondern die Bewegungskunststucke im sinne K.GAUL‐
HOFERs auSZuftten。 1)brigens kann man derienige Freude uber die Bewegungskunste
。]Daunter
und "auSerliche Freude
zweideutig interpretieren, d.h。 ,,innerliche Freude
kё nnte

die expressive oder wettkampfsportliche Charakteristik des Geratturnens auch in

Wirklichkeit der Sportstunde berucksichtigt werden.
Zurn Schlu3 sei hervorgehoben,da3 der Sportlehrer die Charakteristik des Gerattur̲
nens elastisch je nach sportlichen Motive der Schuler erfassen sollte。
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I.問 題設定
1.器 械運動 の指導 の問題性
「器械運動の授 業 はむずか しい」 とよ くいわれ る。 た しか にその理 由を考 えてみる と、個人
的 スポーツで あ り、
生徒一人 一人の能力 に応 じた指導が行 なわれなければな らない とい う こ と、
教 える運動財 (u知 昭 sgut)ヵ ツト日常的 な性質 を もつため、
・で きない」 がはっき りし
「 で きる
てお り、それゆえで きない生徒 に対 していかに興味 をもたせ るか とい う動機 づ けの方法が問わ
れ るとい うこと、学習環境 の面 か ら、安全面 へ の配慮 が よ り周到 に行 なわれな ければな らない
とい う こ とな どが挙 げられ よう。一 方、教師の側 として も自分 がで きないために、生徒 の前 で
示範す ることがで きず、 そのはず か しさか らつい敬遠 して しまうとい うこともあるか もしれな
い。 と りわけ体 育教師 のすべ てが器械運動 のスペ シ ャリス トとい うわ けではな く、 む しろ生徒
の方が教師 よ り上手 に演示 で きる とい う場合 も少な くない。 その場合、当該 の教師 が逃 げ腰 に
なって しまっては、 で きる生徒、否、 で きない生徒 か らも器械運動の指導 に際 して不信感 を抱
かせ るだ けで、授業 が うま く成 り立たない とい うことも十分 に考 えられ る。
けれ ども器械運動 の授業 において「 とにか くで きさせれ ばよい」 とい うことになれば、異論
を唱 える人 も多 いで あろう。 その大 きな理 由は、器械運動 を学校教育 とい う枠組 みのなかで と
らえる ところにある。平成元年 に改訂 された文部省 における小学校 学習指導要領及 び指導書体
育編 によれば、体育科 の究極 の 目標 は「楽 しく明 るい生活 を営 む態度 を育 てる」ところにあ り、
単 に「運動がで きる」 とい うだけでは この 目標 に合致 した授業成果 はなかなか得 られない。す
なわち教科 の 目標 に も掲 げてい るように、「適切 な運動 の経験」、「身近な生活 における健康 0安
全 についての理解」、
「運動 に親 しませ る」、
「健康 の増進 と体力 の向上 を図 る」 とい う各部分 目
標 が相互 に緊密 な関連 をもちつつ、上記 の究極 の 目標 をめざしてゆ くものでなければな らない
(4‑98頁 、5‑8頁 )。 そ こにおいて器械運動 の授業では、なにを生徒 に学習 させてゆ けばよいの
か とい う ことが浮 き彫 りにされて くる。

2.器械運動の特性 をとらえる視点
い うまで もな く学習 の内容 は 目標 か ら導 き出 される。 日標 を無視 した ところで、内容 が一人
歩 きをして しまえば、 た とえ とび箱 が とべ よ うが、逆上が りがで きようが、 そこで器械運動 を
行 なうことの意味 はない。本論 では、体育科 の 目標 につ いて批判検討 を加 えてゆ くものではな
いが、器械運動の特性 を考 えるとき、 この 目標 とい うことを無視 して論 を展 開 してゆ くわ けに
はゆかないで あろう。
そ もそ も体育科 の 目標 はこれ まで固定的 に考 えられて きて い るわけではな く、 その ときどき
の時代背景 に応 じてたえず問題 にされて きた (13‑19頁 以下)。
戦前 の体育 では、主 として身体各部 の調和的発達 を目標 として基本的 には体操中心 に教材 が
考 えられてきた し、終戦後 にお いて も、た とえアメ リカの 占領下 にあって軍事的色彩 をもつ も
のが否定 され、遊戯 やスポー ツが奨励 され るようにはなった とはい え、運動 はもっぱら「発達
刺激」 として とらえ られ、身体的発達 を中心 に、精神的発達 お よび社 会 的発達 の二 つの角度 が
問題 にされていた。 もちろん この「発達的 目標」 は、今 日にお いて もその重 要性 が一貫 して指
摘 されてい るのはい うまで もない。しか しなが ら昭和 28年 改訂 の小 学校学習指導要領体育科編
で「学習の内容」を「 目標」 とは別 に章 をお こして取 り上 げた こ とによ り、 この「発達的 目標」
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以外 に「学習内容 に関す る目標、学習内容 を方 向づ ける目標」 が扱われ るようになった。 さら
に昭和 33年 改訂 の小学校学習指導要領 で も、この考 え方は引 き継 がれ る ことになる。しか しそ
こで学習 され る運 動領域全般 が体操 的 に扱 われ る傾 向は拭 い きれず、 また昭和 39年 のオ リン
ピ ック・ 東京大会誘致 を契機 に、体力中心主義 のスポーツ学習 が行 なわれ るように もなって く
る。 その ような情勢 の もとで、 スポーツ とはなにか、 ダ ンス とはなにかが根本 か ら問われ るよ
うにな り、昭和 43年 の小学校学習指導要領改訂 で は、運動 の特性 を これ まで以上 に生かそ う と
い う趣 旨で、「体操・ スポーツ 0ダ ンス」 の分類 が試 み られた。 ところが生徒 の学習意欲 の向上
はそれほ ど期待 で きず、 いわゆる「 スポーツ好 きの体育嫌 い」 とい う現象が、一 方で現われ て
くる ようになる。 それ は、体育関係者 にとって「体育」 の あ りかた を根底か ら考 えさせ られ る
ものであった とい えよう。そ こで次 に登場 して くるのが、昭和 52年 改訂 の小学校学習指導要領
における「運動 に親 じむ」 とい う目標である。 この改訂 で は、「『運動 を行 なう人 と運動 とのか
かわ り方』に眼 を向 けた内容 の特徴化 を試 みるに至 った。」 (15‑145頁 )つ まり「運動す る楽 し
さ・ 喜 び」 を とお して、生徒 自身 が能動的 に運動す る習慣 を身 につ けるとい うことが めざされ
たのである。 この 目標 は、生涯 スポーツ とい う標語 を ともなって、平成元年 の改訂 で も受 け継
がれ、 その重要性 はます ます指摘 されて きてい るのはい うまで もない。
けれ ども楽 しければ どの ような授業 をして もよい とい うわ けにはゆかず、やは り「何 につ い
ての楽 しさ」 なのか を明確 にしておかねばな らない。 た とえば個 々 に とりあげる運動種 目を手
段的な もの として とらえ、 そ こにお ける運動学習 の行動様式 に「楽 しさ」 を求めるとい う こと
もで きるであろう。 ところが運動種 目を手段的 な もの として とらえて しまうと、最終的 にはそ
れ を行 なう ことの意義 が問われて しまう ことに注意 しなければな らない。換言する と「楽 しさ
を体得」す るのに、 なぜ器械運動 でなければな らないのか、 なぜ ボール運動 でなければな らな
いのか とい う ことが 問題 にされ るのである。 その意味で、体育授業では「運動種 目固有 の楽 し
さ・ 喜 び」 とい うものが追求 されなければな らない。
ところで このように学 習者 の立場 か ら見た運動の特性 は、「機能的特性」と呼 ばれて い る。一
方、運動 は客観的 に も観察 され るので、学習 され る内容 である運 動技術、戦術、ルール、マ ナー
とい った「構造的特性」も理解 しておかねばな らない。 なぜな ら「 その運動 に固有 の楽 しさも、
これ らの客観的 な特性 にかかわって生 み出 され るか らである。」 (11‑94頁 )
本論 で はそのような点 をふ まえて、器械運動 の特性 を再検討 し、体育授業 における指導方法
論的基礎 を提供 す る ことを 目的 とす る。 そのためにまず器械運動 の概念 を運動学的立場 か ら明
確 にし、 それに もとづいて過去 における特性 の とらえ方 の問題点 を整理 、検討 してゆきた い。

II. 器械 運 動 とはな にか

歴史的 にみると、わが国 にお ける学校体育 は、体操・ 器械運動 を中心的教材 として扱 ってき
た といわれ る (8‑28頁 )。 しか し不幸 な ことに、明治、大正期 にいたっては、体操 も器械運動 も
その概念理解 が曖昧な まま「体操」 とい う一語 で片付 けられて きた経緯 をもってい るのは特筆
すべ き こ とであろう。現在 において、専門家 の間 ではまちが う ことが ないのに、一般 には、 ま
だ「器械運動」 や「体操競技」 の ことを「器械体操」 とい うのは、 その ときのな ご りが執拗 に
残 って い るか らといわ ざるを得 ない。
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1.体 操 と器械運動
そ もそ も「器械体操 」とい えば、「器械 を用 いた体操」で あるとい う答 えが返 って くるのが一
般 である。 その点 では器械運動 も体操競技 も器械 を用 い る こ とにかわ りはない。 けれ ども問題
は器械 ではな く「体操 」 の方 にある。
体操 の起源 は、古 くさかのぼればギ リシャ時代 のギムナステ ィケー (″
滋″η)に あると
もいわれ るが、学校体育史的 にみれば、 その語 に由来 され るとい うドイツ"ぼ
のギムナーステ
語
ィ
ク (Gymnastik)に 求 めるのが妥当で あろう。 この語 は近代体育 の父 JoC.グ ーツムーツが、 そ
の著「青少年 の体育」 (Gymnastik mr die Jugend,1793)に おいて、体育運動 のギ リシ ャ的意
義 を鼓吹 してか ら一般的 になった とい う (1‑4頁 )。 そして この グーツムーツの体操 に影響 され
て、欧米 の体操 が展開す る ことにな り、と くに P.H.リ ングによるスウェーデ ン体操 は世界 の近
代体育 の展開 に決定的な影響 を与 えるまでになった (6‑89頁 )。 ところがスウェー デ ン体操 で い
われ る「体操」 は、本来、
「解剖学・生理学 の知識 を動員 して健全 な身体 の育成 を目指 した運動
で あ り、運動能 力 の最高 を競 い合 うことは全 く考 えられて いなかった」 (1‑4頁 )こ とに注意 し
なければな らない。言 うなれば体操 の 目的 は運動経過 その ものにはな く、運動 を行 なったその
結果 か ら導 きだされ るものである。 したが ってその よ うな目的が達 せ られない運動形態 をい く
ら練習 して も、 それは体操的視点 か らは無意味な こととされて しまうのに多言 は要す まい。
ところが器械運動 では、運動経過 その ものが 目的 とな り、 そので きばえを判断 し評価す るも
のである。 したがって運 動経過 を手段的に とらえる「ギムナースティク」 の概念 を、安易 に器
械運動 に も適用す るわ けにはゆかない。 なぜな ら体操的視点 か らみて不合理 な運動形態 であろ
う とも、 それ を器械運動 として行 なえる可能性 はあるか らである。 ではその可能性 はどうや っ
て導びかれ るので あろうか。 それ を探 るには、人 々が なぜ その運動形態 (そ の運動形態 でな け
ればな らない)を 器械運動 として行 な うのか とい うことを考 えなけれ ばならない。
い うまで もな く器械運動 のルー ツは、当時、 ナポ ンオ ンの支配下 にあった ドイツ国民 の士気
を高 めるために考案 された体操、すなわち ドイツ体操 の父 FoL.ヤ ー ンによる トゥル ネ ン (Tur‐
nen)に 求 めるのが専門家 の間 での共通理解 である。ヤー ンの トゥル ネ ンはもともと政治的教育
的意図 の もとに生 まれたため、やがて政府 の保守派 と対立 し、1820年 か ら 42年 まで体操禁止令

(Turnsperre)に よって弾圧 を受 ける こ とになるが (そ の間 は非政治的 な名称 であるギム ナー
ス ティクが使 われ る)、 それ までヤー ンは若者 たちの間 で熱狂的 な支持 を得 た とい う。 しか し
ヤー ンが支持 を得 たのは、 ヤー ンの人柄 やその思想 だけにあったのであろうか。 もし仮 にヤー
ンの トゥル ネ ンが純粋 に政治的 目的 のみで、なかば強制的 に国民 に行 なわさせて いた とすれば、
今 日までそれが生 き残 っていたか どうかは疑わ しい。 けれ ども人 々は体操禁止令 の あいだ もひ
そかに屋内で トゥル ネ ンを楽 しんで いた し、 また体操禁止令 の解除 とともに各地 で腕 自慢的 な
競技会 が爆発的な人気で行 なわれた こと (1‑10頁 )を 考 えてみれば、当時 の人 たちはまぎれ も
な く政治的教育的な目的以外 に も、 トゥル ネ ンにおける「運動 その ものの魅力」 を十分 に感 じ
とつて いたにちが い ないであろ う。器械運動で行 なわれ る運動形態、すなわち
「 わ ざ」は、 ヤー
ンの時代 か ら今 日まで「すば らしい、 自分 もや ってみた い」とい う人 々の欲求 にささえられて、
あるものは捨 てさられ、 また、 あるものは新 しく認 められ とい うように文化的 に受 け伝 えられ
て きた ものである。 い った い人 々 を夢 中 にさせ る「わざ」 とは何 であるのだ ろ うか。 ここにお
いて器械運動の特性 を考 えるとき、 この「わざ」の特性 をまず もって明 らか にしてお く必要 が
ある。
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2.巧 技 としてのわ ざの特性
人間の身体運動の世界 は、大 き く分類 す ると「労働」 と「遊 び」 の世界 に分 けられる。 もち
ろん ここでい う労働 とは広 い意味 で とらえられ るものであって、た とえば日常生活 において歯
を磨 いた り、顔 を洗 った りす る とい うことも含 まれ る。 つ まり労働 の世界 における運動 とは、
生活上必要 とされ るある 目的 をもって行動す るとい うことを意 味 し、 そのか ぎ りにお いて 目的
に対す る手段 として理解す る こ とがで きる。一 方、人間 の生活 のなかには、運動 その ものを 自
己 目的化 して「遊 ぶ」 とい うことが ある。 それ はなにか (外在 す る目的)の ために行 な うもの
ではないため、本質的 に「 それ をや りた い」 とい う内発的動機 がなければ発生 して くるもので
はない。 その点 をふ まえ、オ ース トリアの 自然体育提唱者、K.ガ ウルホーフ ァー と M.シ ュ ト
ライ ヒャー は、人間 の「生活形態」 (F。 エ ッカル ト)を 「 目的形態」 と「巧技形態」 に分類 し、
そ こにお ける運動の本質的特性 を明 らか にした。
目的形態 は労働運動 の本質 を有 して い る。す なわち「ある状況 のなかで、外在す る目的が設
定 されてお り、その 目的達成 のためにで きるだけ効 率 よ く運動する」(3‑73頁 )と い う合 目的性
の原理 と経済性 の原理 に支配 されて い る。 この点 に関 しては、 スポーツにお ける陸上競技、競
泳、球技 な ども同様 の原理 に支配 されてい る。 た とえこれ らの スポー ツ種 目が遊戯的動機 では
じめ られ るとして も、動機 は関係 な く、運動形態 の本質的特性 をとらえておけば、木村 の い う
よ うに「運動の目的形態 で もって遊 ぶ」 とい う ことがで きよう (3‑73頁 )。
一 方、巧技形態 は遊戯形態 の本質 をその基礎 とする。 まず遊戯形態 の特徴 は、運動者主体 の
内発的動機 が つづ くかぎ りにお いて、 それが何回で も反復 され るところにあるであろう。 しか
し この ことは、第二者 か らみれば、 その運動形態 が どのような運動原理 に支配 されて い るのか
をわか らな くさせて しまう点 に注意 しなければな らない。なぜな らた とえ非経済的 であって も、
本人 が納得 さえすればそれでか まわない とい う ことが あるか らである。 こどもの遊 びをみてい
ればわか るように、彼 らは意 図的 に遊 びを訓練 しようとはしないのが普通 で ある。その場合、
その時 々 の運動欲求 が満 た されれば、経済性 の原理 は必要 ないので ある。 ところがだれか に自
分 の運動 (遊 戯形態)を みて もらいた い とか、 かっこよ くで きた い と思 うようになると、遊戯
形態 はある特徴 を有す るようになって くる。すなわち行 なわれた運動経過 に対 して「 うまい・
へ た」 とい うことが 問題 にされ はじめて くるわ けで ある。 この ことは単 に自分 が行 なった こと
自体 に満足す るので はな く、 なにかある判断基準 を設 けて、 そ こか らそれ を評価 するとい うこ
とを意味す る。 この判断基準 は、 その運動 が発生 した初期 の段階 で は個人的 に設定 され るのが
普通 であるが、 その運動のすば らしさに他人 も共鳴 し、 やがてその運動 をや ろうとす る人が増
えるにしたが って、個人 の レベル を越 え、あ る一定 の集団 (遊 戯共同体 )の なかで設定 され る
ことになる。 ここにおいて「個 々人の間 で発 生 した遊戯形態 は、意図的 に繰 り返 され、対象化
され、他人 に伝承 され、 ついにその社会 の文化 として定着す るようになる。」 (3‑77頁 )こ の社
会的 に承認 された遊戯形態 が「巧技形態」である。 したがって巧技形態 は、意図的 に訓練 され
るのが特徴 で ある とい える。 その意図 とは、す なわち「 よ り難 し く」、
「 より美 しく」 とい う方
向性 をもって発展 させ られてい くのである(3‑78頁 )。 一 方、目的形態 で述 べ た合 目的性 と経済
性 の原理 もそ こで はた らくこ とを無視 してはい けない。 なぜな ら合 目的性 に関 してはその運 動
を行 な う こ とで達せ られ るし、 また経済性 に関 して も、 よ り難 しい ことをより簡単 に、換言す
ればいか に余分 な力 を使 わないで行 なえるか とい うことに人 々の関心 が 向け られてい るか らで
ある。
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さらにガウルホー フ ァー は、主 として難 しさに方向づ けられる巧技 を
「驚異的巧技 」、美 しさ
に方向づ けられ るものを「 ダ ンス的巧技」 として区別 した。 その 区分 にしたが えば、非 日常的
運動形態 を中心的 に扱 う器械運動 を「驚異的巧技」 の範疇 に含 めるのに異論 はないであろう。
またガウルホー フ ァー は、使用す る器械 によって、驚異的巧技 を以 下 の 3つ に分類 した (3‑242
頁)。

1.徒 手巧技 (Freie Bewettskunststucke)
2.手 具巧技 (Kunststucke mit Handgeraten)
3.器 械巧技 (Kunststucke auf Geraten)
「 この中 の手具巧技 は他 の二つ とは異 な り、物 を巧 みに操作 で きる とい う技能が 中心
金子 は、
であ り、その運動形態 その ものに驚異性 を もつわけではない。むしろ風変わ りな運動経過 を見
せて も、物 を巧みに操 れず に失敗 したのでは全 く意味 がな くなって しまう」 (1‑12頁 )と して、
体操競技 にお ける巧技 を、徒手巧技 と器械巧技 に限定 して い る。 もちろん器械運動 にお いて も
これ と同様 の こ とが い えるのはまちが いない。 しか しなが ら金子 も指摘 してい るように、競技
性 とい う観点 か ら(器 械運動 も体操競技の ように公 ではない にして も競技 はで きる)、 器械巧技
で いわれ るところの「器械」 を限定 してお く必要 が あるであろう。 なぜな ら競技 では、各人 が
一 定 のルール に基 づいて競 い合 うの を原則 とす るため、 どの ような器械 で もか まわない とい う
わけにはゆかないか らである。 したが って「競技 として組織 されてな く遊 びの一種 として親 し
まれ、 また職業的 にサーカスな どで行 なわれてい る競技体操様式の特性 をもった運動 は少 な く
ないで あろうが、 それ らは一般 に巧 技 (ガ ウル ホー フ ァー)と して競技体操 の母体的土壌的存
在 と捉 えるのが妥 当」である (1‑15頁 )。 この器械 を限定す る こ との問題性 につ いては後 でぶれ
るが、 とりあえず ここで は、器械運動 にお けるわざの本質的特性 を、「巧技」とい う点 にお いて
「驚異′
性」 (Erstaunlichkeit)と 「 芸術性 」 (Schё nheit)に 認 めてお きた い。
Ⅲ .器械 運動 の 特 性 の と らえ方

1.ス ポ ー ツ としての認識
先 にも述 べ た よ うに、わが国 における器械運動の歴史 は必ず しもその概念 が正確 に理解 され
て発展 してきたわ けではなかった。金子 による と、わが 国 に「体操 とい うもの」 が移入 された
のは、古 くは幕末 か ら明治初年 にか けて とみなされてい る。当時 は激動 の時代 にあ り、
「諸藩 は
競 って洋式 の兵制 を採用 し、新兵 の訓練 をす るのにまず体操 か ら始めた」 とい う (1‑3、 4頁 )。
明治 5年 には「学制」 が公布 され、 そ こでは「体術」が教科の一つ として示 され、 それがのち
に「体操」 として改 め られ るようになる。明治 11年 にはアメ リカ人の GoA.リ ー ラ ン ドによっ
て体操伝習所 が設立 され、徒手体操 と手具体操 が紹介 され るが、 それ は健康 の維持増進 を 目的
にした ものであった。 そ こで行 なわれた「体操」 は「普通体操」 と呼 ばれ、 その後、富国強兵
主義の もとに「兵式体操」が指導 され るようになった。「普通体 操 はか らだづ くり、兵式体操 は
か らだに魂 を打 ち込む"た めの もの として、徳育 につなが るもの として、規律訓練 が重視 さ
れた」ので ある (13‑14頁 )。 明治 33年 にはスウェーデン体操 が導入 され、 その影響 で、 日本全
国 の学校 を対象 に初 めて教授 内容 が示 された大正 2年 の「学校体操教授要 目」か ら大正 15年 に
お けるその改正 にいた るまで、普通体操、兵式体操、 ス ウ ェー デ ン体操 とい う形式体操 の重視
はつづいたのである。一 方、大正期 には海外 か らのスポーツ競技 が導入 され競技運動 が盛 んに
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な り、それ は学校組織 にまで浸透す るようになった (17‑43頁 )。 そして大正 15年 における学校
体操教授要 目の改正では、 スポーツ教材 が学校体育 のなかに取 り入れ られ るようにな り、体育
は体操 を中心 とした「身体 の教育」 ではな く「身体活動 を通 しての教育」 であるとい う考 え方
が強 くな って くる (13‑16頁 )。 しか し依然 として器械運動 は器械体操 の ままであ り、 その名称
変更 は昭和 24年 の学習指導要領 小学校体育編 (試 案)ま で待 つ ことになる。 そしてその名称変
更 に ともない、器械運動 はスポーツ としての内容 を漸次濃 くしてゆき、ついに昭和 43年 改訂 の
小学校学習指導要領 にお いて「 スポーツ」 の領域 に組 み込 まれ ることになるのである。 この よ
うに器械運動 がスポーツ として認識 され るには、学校体育史的 にみてじつに長 い経過措置 を必
要 としたのだが、その陰 には競技 スポーツ としての体操競技 の影響 を忘れ るわ けにはゆかない。
もちろんわが国 にお いて体操競技 も、 はじめか ら純粋 にスポー ツ として認識 されていたわ け
ではなかった。 いわば「器械 による体操」 として、 た とえそれが腕 自慢的 な場面 をもちなが ら
も、競技的 な考 えの もとで運動 の良否 が判定 され る ことはな く、あ くまで も健康 な身体 をつ く
るとい う大前提 がそ こにはあ った。しか し一 方 で、明治 35年 の慶応義塾器械体操倶楽部 の発足
(17‑44頁 )と ともに、器械体操 の競技会 が徐 々 に普及 してゆき、つい にわが 国 は、昭和 5年 に
国際体操連 盟 (FIG)に 加盟 し、第 10回 オ リンピ ック・ ロサ ンゼルス大会 (昭 和 7年 )に 選手
団 を送 り込 む まで になったのである。 ところが初参加 で もあ り、 いわば暗 中模索 の状態 で この
大会 にい どんだ日本選手団 は、外国選手 の異様 な (体操競技 としては正 当 な)わ ざさばきを目
の あた りに見 せ られ、体操競技 の とらえ方 に対す る諸外国 とのギャップに大 い に悩 まされた。
「 日本選手 は、学校体育 の器械体操 にな らって真剣 に演技 したのにもかかわ らず、採点す る審
判員 の失笑 を買 い、観衆 はあまりにも珍妙 な演 技 に唖然 とし、 ついには手 をたた いて笑 つた と
い う。」 (2‑18頁 )こ の ように結果 は参加 5チ ーム 中 5位 とい う惨愴た るものであったが、競技
スポーツ としての体操競技 の認識 を少なか らず ともそこで得 た ことは大 きな成果 で あ つた。 ま
た 当時 の 日本選手 の活躍、健闘 が、来 るべ きオ リンピ ック東京大会 (昭 和 15年 )に 向 けての大
きな原動力 になったのは特筆 すべ き ことで あろう (17‑54頁 )。 しか しなが ら「 このオ リンピ ッ
ク大会 での貴 重 な反省 も、たん にオ リンピ ック用 の技術 としての うけ と りかたが強 く、本来学
校体育 としての器械体操技術 に影響 を及 ぼす ことがで きなかったので あ る。」 (17‑48頁 )そ の
後、日本 は太平洋戦争 に突入 し、諸外国 との交流 を絶 たれる ことになるが、昭和 25年 に FIG復
帰 が認 め られてか らは、 ふたたび世界 へ と関係者 の 目が 向け られてい った。
ともあれ練習 の内容 に関 しては、「外国選手 にいかにして勝 つか」とい う ところに照準 が合 わ
されたのはた しかである。戦前 は、 た とえオ リンピ ック参加 とい う事実 があるにせ よ、学校体
育 を基礎 とす る器械体操 を一 気 に競技 スポーツ としての体操競技 に切 り変 えるのが むずか し
かった とい えるが、 ここに きて競技 スポー ツ として正 当化す る思想 に脱皮 し始 めた と考 えられ
てい る (2‑19頁 )。 やがて 日本の体操競技界 は、昭和 35年 のオ リンピ ック 0ロ ーマ大会男子団
体優勝 を皮切 りに、 めざましい活躍 を示 したのは周知の とお りである。 そ こにおいて、 い ちは
や く学校体育的 な枠組 みか ら脱 し、競技 スポーツ としての特性 を日本国民 に認識 させた、 日本
体操協会 を中心 とす る関係者 の功績 は非常 に大 きい とい える。 いずれにせ よ器械運動 が体操的
認識 か らなかなか抜 け出せ なかったの とは対照的 に、体操競技 は世界的動向 にしたが ってい ち
はや くスポーツ としての地位 を固 め、 その結果 として逆 に、器械運動 もスポーツ として認識 さ
れ るようになった と考 えられ る (18‑40頁 )。 しか しなが ら学校体育 を基盤 とす る器械運動 は、
競技 スポーツ としての体操競技 の考 え方 を必ず しも受 け入れた とい うわけではない。否、 む し
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ろ競技す るとい うこ と自体、教育 的 目標 において は否定 されて きた とい うのが現状 であるとい
わざるを得 ない。

2.達 成型 スポ ー ツ としての器械運動
スポー ツ としての器械運動 の特性 を、体操競 技 にな らって、わざのできばえを
他人 と競 い合
うところに求 めて しまえば、少 なか らず大 きな問題点 を抱 える こ とになるだ けであった。 なぜ
な ら「で きる・ で きない」 が端的 に示 され るスポーツ種 日で あるだけに、個 々の生徒 にお ける
学習意欲 の差 が顕著 に現われ るようになるか らで ある。 また一 方 で、技能中心、体力中心主義
の体育授業 は、器械運動 に限 らず他 のスポーツ種 目で も同様 に見 られ、生徒 の学習意欲 をどう
やつて向上 させ るのかが大 きな課題 となって きた。そ こで文部省 は昭和 52年 の小学校 学習指導
要領改訂で「
、運動 に親 しむ」とい う新 しい体育科 の 目標 をつ け くわえることになったので ある。
お りしも社会人 の運動不足が 同時 に問題視 され、
「 生涯スポー ツ」へ の関心 が高 まって い る時期
で もあった。
それでは昭和 52年 での改訂 で、
器械運動のスポーツ特性 はどの ように とらえられたのであろ
うか。結局 、特性 を学習者の側か らみる と、器械運動 には他人 との競争 ではな く、人工 的 な
障
害 に挑戦 し、 それ を「克服」す るとい うスポーツ特性 が あ り、そ こに こそ運動す る楽 しさが あ
るとい う考 え方が されるよ うになった。 と りわ け とび箱 は高 さと幅 をもった物理的障害 で
物 あ
り、克服 の認識 を もたせ るうえで好都合 の器械 で ある。 とび箱 が とべ ない生徒 に とって とび
、
箱 は恐怖心 がそそ られ る障害 の何物で もな く、 そ こにおいてはまず「 とび越す」 とい う こ とが

最大の関心事になるのはいうまでもない。
運動経過がいかに貧弱なものであろうとも、
「とべた」
とい うこ とが肝要なのである。

しか しなが ら「克服」 とい う概念 は、障害 としての器械 を克服 するとい う意 味 だけに
限定 さ
れたわ けではない。宇土 によれば、
「 克服 され る環境課題 は、器械・器具だ けでな く、運動 の技
術 もそれに関連 しあった形で構成 され、挑戦者の性質 (発 達、技能 な どのちがい)に 対応 して
その難度 を提供す る」 と説明 されてい る (14‑15頁 )。 つ ま りここで い う「克服 は 一 で
」 、 方 物
理 的な障害 の克服 を、 もう一 方 で よ り難 しい運動課題 の克服 が意味 されてい ると考 えなければ
な らない。 けれ どもこの ように「克服」概 念 を とらえて しまうと、 その両義性 か ら器械運動の
本質 を見失って しま うのではないか とい う ことをあえて指摘 せ ざるを得 ない。 なぜな ら前者 は
「 目的形態」、後者 は「 巧技形 態」がそ こで理解 されてい るか らである。先述 の とお り、器械
運
動 として行 なわれ るわざは「巧技形 態」 としての特性 を有す るものでな けれ ばならず、高 さや
距離 をもつ物的障害の克服 が 目的なのでは決 してない。 そこで、 この「巧技形態」 としてのわ
ざの特性 を考慮 した考 え方が次 に と りあげ られて くるようになる。
スポー ッ としての器械運動 の特性 を、改めて検討 しなお した結果、平成元

年改訂 の小学校学
習指導要領 では「克服 」とい う表現 が消 え、かわって「達成 」とい う表現 が使われるようになっ
た。 けれ どもこの こ とによって器械運動の特性 の とらえ方が大幅 に変わ った とい うわ けではな
い (7‑10頁 )。 なぜな ら先 の克服概念では、
「障害 の克服」だけでな く、
「 わ ざ (課 題 )の 克服」
とい うことも意味 されて いたか らで ある。 あえて変わ った とい うな らば、器械運動では
後者 の
意味での克服、すなわち「 ゎざの達成 」 がその特性 として浮 き彫 りにされ、前者 の意味での
克
服 は、
技 の達成が困難 な初歩的段 階 において考慮 されるとい うようになった とい うこ とで ある。
西 によれば、
「克服」か ら「達成」へ の名称変更 は、JoW。 ロイの競争的ゲーム の分類論が影響 し
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ているといわれるが (7‑11頁 )、 これまで両義性 をかもしだしていた克服概念 を明確にとらえな
おしたことは、器械運動の特性 を考 える上で価値が大 きかった といえるであろう。 これによっ
て器械運動では、与 えられた物的障害 を克服す るとい う、いわば運動 した結果 にその意味や価
値が認 められるのではな く、わ ざそのものをどう行 なうか とい う、運動の過程 にそれが根本的
に求 められるとい うことになった。要するに「目的形態的認識」 と「巧技形態的認識」が混在
してい る段階から、明確 に「巧技形態的認識」 によって、 その特性が とらえなおされたのであ
る。
しか しその ことによって、器械運動 における「 目的形態的認識」 が、完全 に否定 されたわけ
ではない とい うことに注意 を払 う必要 がある。 なぜ な ら、学習 の初期段階 にい る生徒 は、一般
に運動経過 その もの よりも、 む しろその達成結果 の方 に多大 な関心 を寄せてい る場合 が少 な く
ないか らである。 た とえば とび箱 が とべ ない生徒 に とって、 それが「 はじめて とべ た」 とい う
「マ ッ
のは、
何物 にも代 えがた い貴 重 な運動体験 になるで あ ろう。同様 に、.憔 に上が った」とか
「結
ト上で立てた」とい うの も、ある生徒 に とっては重 要な達成課題 にな りうる。ただ しここで
い
い
こと
に
と
どのようにで
きたか
も暗
にではあれ「
う
として〜で
と
きる」
う場合、副次的
」
果
含 まれてい る ことを見逃すわけにはゆかない。「 とび箱 が とべ た」とい うのは例 えば「開脚 とび
で とべ た」 とい う ことが、随難奉に上が った」 とい うのは例 えば「逆上が りで上がった」 とい う
ことが意味 されてい なけれ ばな らないのである。 この ように考 えてゆ くと、ただ単純 に「 で き
る」 とい うだけではい けない。巧技 としての性質 をもつ運動形態 を「 目的形態的認識」 か らと
らえた上で、「で きる」としなければな らないのである。一 方、学習 の段階 が進 むにつれ、生徒
の方 もただ「開脚 とびが とべ る」 とか「逆上 が りが上が る」 とい うだけでは満足 しない ように
なって くる。 なぜ な ら自分 より
「上手 に行 な う ことので きる」生徒 や教 師 を観察 す る ことによっ
「難 しさ」
て、 自分 の運動経過 の質 の低 さを痛感 せ ざるを得な くなって くるか らである。 ここに
と「 美 しさ」 とい う巧技形態本来 の運動原理 が、明確 に機能 して くる ことになるで あろう。
上記 の ように器械運動 においては、物的障害 を克服 す るのではな く、わ ざの達成 を本義 とす
るのであるが、物的障害等 の克服 が、 ある生徒 に とっては非常 に重 要な関心事 である ことも顧
慮すれ ば、当該 の生徒 が どのような楽 しさを求 めてわざを行 お うとして い るのか を、 あ らか じ
め教師 は把握 してお く必要 がある。す なわち とび箱 が とべ ただけで小躍 りする生徒 もいれば、
ただ単 に とべ ただけでは満足 せ ず、 きれ い な姿勢 や雄大 な空 中局面 が示せなければ満足 しない
とい う生徒 もい るのである。 この ように「で きる楽 しさ・ 喜 び」 とい うのは、生徒 の技能 ンベ
ル に応 じて変化す るのが一般 であ り、教師 の方 で一 方的 に、「〜で きたか ら楽 しいだろう」とき
めつ けて しまうわ けにはゆかない。 ここにおいて、わ ざの達成 は 2つ の観点 か ら眺 め られ る。
それは「第 1に 外在す る目的が達成 されたか どうか とい う目的形態的観点、第 2に わざ自体 が
よ り難 しい実施 で、 しか も美 しくで きたか どうか とい う巧技形態的観点 で ある。」 (9‑115頁 )

3.内 発的楽 しさと外発 的楽 しさ
これ まで考察 して きた楽 しさ とい うのは、技 の達成 その ものにかかわ る楽 しさであつた。で
きないわざができるようになれば楽 しい し、 また、以前 よ りももっ と上手 にで きるようになれ
ばなお さら楽 しい とい うのはい うまで もない。 そのような快 の感情 は、生徒 の器械運動 に対 す
る内発的動機 づ けとなるもので ある。 ところで この ように運 動 の 内発的動機 が満 た されて生 じ
る楽 しさは、運動 の「 内発的楽 しさ」と呼 ばれてい る。杉原 によれば、「運動 の内発的 な楽 しさ
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とは運動 が上達 した り、 自分 の もて る最高 の力 を発揮 してプ レーす る楽 しさ」 (10‑11頁 )と し
て理解 され る。
一 方、内発的楽 しさと対比 して「外発的楽 しさ」とい うの もある。
「運動 は我 々に様 々な報酬
をもた らす。 そ こで、 それ らの報酬 を得 るために運動 をお こない、報酬 が得 られ ると楽 しい と
い う感情 が生起 す る。」(10‑12頁 )内 発的楽 しさにおいては運動 その ものが 目的化 されてい るの
に対 し、外発的楽 しさでは手段化 されているのが特徴 で ある。極端 にい えば、外発的楽 しさに
関 しては、 その運動 でな くて も、他 の運動、あるい は運動以外のなにかで も、 それ に類似 した
楽 しさを味わ うことが可能 である とい える。 しか し器械運動の授 業 において、外発的な楽 しさ
をわ ざの達成以外の ところに求 めて しまうわ けにはゆかない。 もし仮 にそ うなって しまえば、
体育 の授業で、器械運動 を行 なうことの意義 が根本 か ら問われ ることにな りかねないか らであ
る。器械運動 を器械運動 た らしめてい る本質的 な構造要因 は「わざ」 なのであ り、 それ を抜 き
に器械運動 の楽 しさを語 る ことは許 されない。
それで は技 の達成 にかかわ る外発的楽 しさを、 どのよ うに考 えた らよいで あろうか。浦井 ら
によれば、現行 の学習指導要領では、器械運動 の表現的特性 の側面 が鮮明 にされて いな く、今
後 の改訂 では、学習 のね らい に「演示がで きるようにす る」 を含 めるのが望 ましい と言 われて
い る (16‑36頁 )。 まさし く巧技形態が遊戯形態 か ら発展 してゆ く過程 に、 その遊戯形態の社会
的認知、すなわち他者 との関わ りがあるとい うことを考 えてみれば、 この「表現」 としての特
性 は首肯 しうるものが ある。とび箱 が はじめて とべ た生徒、あるい は逆上が りがは じめて上がっ
た生徒 は、 自分 がで きた ことに対 して喜 びを感 じるだ けでな く、教師や友達 にそれ を認 めて も
らいた い とす るのが普通 で あろう。 またそれ は学習 の初期段階 にい る生徒 だけでな く、 どの段
階 の生 徒 に関 して も同 じ こ とが い える。

、

さらに 自分 のわ ざの表現だけでな く他者 のわ ざの表現 との関わ りを考 えると、器械運動 には
「競争 」 とい う特性 も考慮す る必要 が ある とい えよう。 なぜ な ら表現するとい うことは、客観
的 に 自分 の運動 を他者 に呈示す るとい うことを意味するので、 それ を他者 の行 な う同 じわざ と
比 較検討す ることがで き、 その こ とによって「 うまい・ へ た」 が客観的 にも問われ る ことが可
能 になるか らである。
この ように器械運動 を楽 し く行わ させ るためには、生徒 一人一人 が運動 に対 して どの ような
動機 をもってい るのかを判断 し、 それに基づ いて特性 をとらえてゆ く必要 が ある。 この点 をふ
まえ、本論 では、外発的な楽 しさをみちび く「表現」、「競 争」 の特性 を、実際の授 業 のなかで
どう生かすべ きかが、今後 の指導方法論上 の課題 で ある ことを強調 してお きた い。

Ⅳ 。結

語

これ まで考察 して きた よ うに、器械運動 は、学校体育 にお ける体操的認識 か らなかなか脱す
ることがで きず、 それが原因 で、
「 巧技形態 としてのわ ざ」その ものを学習す るとい うことが き
わめてあい まい にされて きた。 ところがそれ とは対照的 に、わが国 における体操競技 は、世界
的動向 に したが って、 いちはや くスポーツ としての認識 が もたれ るようになった。 と りわ け昭
和 35年 のオ リンピ ック・ ローマ大会優勝 を皮切 りに、
「体操 日本」 とまで いわれ るようになっ
た当時 の 日本選手 団 の活躍 は、陰 なが ら器械運動 をスポーツとして認識 させ るのに貢献 をした
とい えるのではないだろ うか。
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けれ ども「他 のスポーツ と異 なって、器械運動 の場合 は、元来、社会現象 としてのスポーツ
が教材 として導入 されたわ けで はな く、学校体育 の中で独 自に発展 してきた部分 が大 きい。 そ
してい まだ にスポーツ としての体操競技 と教材 としての器械運動 には統一 され得 ない部分 が大
き く、 また将来的 に も一致 で きない と予想 され るし、一体化す る必要 もない と考 える」 と高橋
も指摘 す るように (12‑35頁 )、 体操競技 と器械運動 では、本来、 めざすべ き目標 が異 なってい
る。す なわち体操競技 で は「競技」 とい う ことが、器械運動 では「達成」 とい う ことが 問題 に
されてい るのである。 もちろん体操競技 におけるわざの達成 を ここで無視す るわけではない。
しか し競技 とい うレベルでは、わ ざの達成 その ものは必要条件 であつて も、十分条件 にはな り
得 ない。 なぜ な らある一つのわざに失敗 して も、得点上 、競争相手 に勝 てば 目的 を達 した とい
えるか らである。「失敗 して勝 って も納得 が いかない」あ るい は「負 けて しまったけれ ど、精一
杯 自分 の力 を出 しきれたので満足だ」 とい う こともあるだ ろうが、 この ような主観的評価 は体
操競技 にお いて副次的 な もので しかない。競技 とは、本来、客観的 に評価 され るべ きものであ
る。
一 方、わ ざの達成のなかに喜 びや楽 しさを見 いだす とい う器械運動 では、生徒個人 にお ける
主観的な評価 こそ大切 で ある。 つ ま り教師 は、 わ ざの達成 を客観的に評価す るのではな く、 そ
の生徒 が どの ような動機 をもって い るのか を前 もって探 り、そ こか ら生徒 のわざの達成 を評価
す る ことが大切 なのである。要す るに、わざの達成 は生徒 の動機 が満 たされたか否か とい う点
で評価 されなければな らない。この ように考 えてゆ くと、器械運動 では高橋 も主張す るように、
体操競技 の技 の体系 とは関係 の な い豊 か な巧 技 形式 のわ ざが 考 え られて しか るべ きで あ る
(12‑35頁 )。 とりわ け初心 ンベ ルの生徒 に対 して、器械運動 を興味 づ ける鍵 はまずそ こにある
とい って も過 言 ではない。
さらに動機 には、内発的動機、外発 的動機 が あ り、 それ を考慮す ると器械運動 の特性 はわざ
の「達成」 を基点 に拡 が りを示す。 したが つて本論 では、浦井 らのい う「表現的特性」 に加 え
て、「競争的特性」も器械運動 で は考慮すべ き点 を結論 として まとめておきた い。す でに体操競
技 にお いては、ジュニ ア トレーニ ングの一環 として、競技法 が細部 にわた り検討 されて い るが、
器械運動 にお いて も、生徒 の発達特性 に見合 った競技規則、採点規則 とい うものが考案 されて
もよい よ うに思われ る。
今後 の課題 として、 た とえば特定 の器械 に こだわ らないユニ ー クな練習法や個人 ではな く団
体 で演技 を行 うな どとい った実践 での事例研究 を通 して、器械運動 の楽 しさをより追究 してゆ
きた い。
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