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1． 文化としてのスポーツ
　
スポーツは、結びつけ、命を与える　―ヨゼフ・

レックラー（オーストリアのスポーツ哲学者）

　
　今日、スポーツは、グローバルな視点で見る
と、極めて重要なものとなっている。文化、社
会、政治、教育、医療、福祉等、スポーツの本質
は引き継がれながらも、その形態や特性は世界
の人々の全ゆる領域に直接的・間接的に大きな
影響を与えている。即ち、スポーツは、かつて
一部の学者が解説した単なる気晴らしや娯楽、
或いは競技としての存在から、人間の生活の全
域に影響を与え、行動による人間教育に不可欠
のものとして、精神的な領域でも重要な役割を
果たすものとなってきた。
　種々の問題を抱えながらも、オリンピック・
ムーヴメントが人間育成と国際間の相互理解や
交流に多大な貢献をしたことに口を挟む人はい
ないだろう。過去に、オリンピックを様々なか
たちで利用しようとした忌まわしい歴史があ
るものの、それを乗り越えてオリンピックはス
ポーツ文化を底流として世界平和に貢献してき
たのである。
　それは何故か？それは、スポーツが人間の身
体に依拠した文化であり、その本質的特性は遊
びと祭典（儀式）であり、人類が有史以来数千
年にわたり培ってきた生命の発露としての行動
だからである。つまり、スポーツ文化とは、人
間の生活を単なる機能性・利便性だけでなく、

そこに意味を与えて、人間一人ひとりが唯一無
二の存在であるとし、人間がよりよく、より満
足できる生活様式を考えた中で生まれてきたも
のだ。人類は、宗教（神）を創り、制度（政治、
経済等）を創り、これを礎として芸術（美術や
彫刻、歌や音楽）を創り、身体競技（スポーツ）
を創り出したのである。
　人間がただ営存するのではなく、よりよく生
きる、即ちよりよき関係性を創り出そうという
意図をもって考え出したとすれば、それは倫理
性を強く有したものである。従って、スポーツ
とは行動そのものを手段としてではなく、目的
として楽しむ為の文化なのである。それは、個
人の全てを抱えると共に、人間生活の全ゆる分
野を包括する、複雑且つ多様な形態を呈する。
しかし、あそび、儀式、体育、スポーツと種々の
呼称があっても、その本質は「結びつけ、生命
を与える」ことにあると言ってよい。
　一方で、現代のスポーツがあまりにも肥大
し、雑白になったという観方もあろう。文化と
しての資格を更に確かなものとするには、質の
向上が必要である。それは、スポーツの理念、
アイデンティティを明確化することであるが、
究極的には倫理性にある。つまり、人間の個と
全の問題であり、個人の尊厳と不可侵性、そし
て社会貢献と幸福の具現化への貢献の問題なの
である。スポーツ独特の身体性から発する価値
と意味のモデルの構築、即ちスポーツ哲学の確
立が望まれる。
　

現代におけるスポーツの意義と役割
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スポーツという理念は、文化的、社会的につく

られたものである。つまり、スポーツは自然の

生物学的基礎の上に立つひとつの文化現象なの

である

―ハンス・レンク（オリンピック・金メダリスト）

2． スポーツの本質

　スポーツの基本は、遊びである。遊びとは、
「非実用的でそれ自身のために追及される身体
的・精神的な活動」であり、それは「目的のない
活動であり、それ自身のためのものであり、仕
事の反対語」でもある。また、「遊びとは、あく
までも自由な領域にあるもの」である（カール・
ディーム『スポーツの本質と基礎』）。「遊びは、
自然発生的な遊びと組織化されたものに分けら
れ、後者はゲームとなる。ゲームは、競争しな
いゲームと競争するゲームに分けられ、後者は
競技となる。競技は、主として頭を使うものと
身体を使うものに分けられ、後者をスポーツと
呼ぶ」〔アレン・グッドマン（アメリカのスポー
ツ社会学者）による分類〕。いずれにせよ、スポー
ツは、遊びを母体として発達したものである。
　フランスのロジェ・カイヨワは、スポーツと
遊びを厳しく分けたが、彼が述べた遊びの4つ
の特性、アゴン（競争）、アレア（運に任せる、
賭けの要素）、ミミクリー（擬態）、イリンクス（身
体を陥れる幻惑）は、スポーツに継承され、そ
の要素はスポーツに全て含まれていると考えら
れる。オランダのヨハン・ホイジンガーは、『ホ
モ・ルーデンス（遊戯人）』の中で、スポーツか
らプレイ気分は失われたと述べているが、基本
的には両者の等質性が主張されている。遊びと
スポーツが共有しているその中核的な意味は、
無目的性と自発性にあると言ってよいだろう。
かつて『愚神礼賛』を著したエラスムスは、そ
の中で遊びは「痴愚」と分類しており、「無目
的な中でひとつの関係性を構築することこそ
人間にとって魅力的なことなのだ」と述べて

いる。
　もともとスポーツの語源は中世ラテン語の
disportare（運び去る）で、免除、娯楽、くつろ
ぎを意味した。これがフランス語を経て英語と
なり、接頭語が消滅したsportになった。元の意
味には、離れるということから船が出帆すると
いう意味もあったという（オルテガ・イ・ガセ
の解釈）。つまり、ひとつの場から解放されると
いうニュアンスが強く、気分転換がなされる行
為と考えてもよい。
　遊びの歴史は長い。古代から人類は狩猟や漁
労、或いは農作業の技能向上や宗教的・呪術的
行為として、遊びや儀式の形式を生活の中に構
築していた。これらは、有史以前から原始の文
化としての形式をつくってきたと考えられる。
アルタミラの洞窟の壁画やインドの石画など
に、それらの形跡を見てとることができる。こ
うした中で伝承されたものを形式化したのが古
代ギリシアで、スポーツとしての基礎が固めら
れ、オリンピアの祭典（古代オリンピック）と
なったと思われる。当時のギリシアには、類似
の祭典は他にもたくさんあったが、オリンピア
が最も著名である。これらは、やがてローマの
コロッセオでの興行的なサーカスにかたちを変
えて堕落しつつ、引き継がれてゆく。
　キリスト教が支配し、身体が軽んじられた禁
欲主義的な暗黒の中世時代に、騎士道精神とし
て僅かに生き残ったスポーツ・スピリットの
ルーツは、ルネサンスで再び息を吹き返す。そ
の後は、産業革命とともに、スポーツはイギリ
スの貴族を中心にみるみるかたちを整え、具体
的なものになっていった。産業革命のモットー
である成果主義とスポーツの達成（能力主義）
は、軌を同じくするものだからである。二度の
大戦を経て浮沈があったが、世界的な経済発展
と民主主義体制の拡大により、スポーツはオリ
ンピックという媒体を通じてビックバンの時
代を迎え、世界宗教（アベリー・ブランデージ）
と言われるものにまで発展した。今日の高度な
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競技能力を追及する能力スポーツの分野が確立
したのである。一方で、技術文明の発達と共に
発生してきた運動不足病（生活習慣病）の予防
や工業化社会制度の確立による労働時間の短縮
や余暇の活用手段として、スポーツ・フォア・
オール・ムーヴメントが1970年代からヨーロッ
パを中心に拡がり、今ではスポーツ＆ヘルス・
フォア・オールは自明のこととなり、市民権を
獲得した。
　現代におけるスポーツ活動は、これらの流れ
を踏まえていて、動機別に分類すると、能力ス
ポーツ、あそびのスポーツ、健康スポーツが主
たるものになっている。また、スポーツは、グ
ローバル・ローカリゼーションの中で、その特
性は今後もさらに変化すると思われる。

3． スポーツの人間学的意義

　情報化社会のなかで、人間の活動が特定の機
能に限られたものとなる傾向が顕著になってき
ているが、人間は全人格的な存在であり、日常
生活において生理的・物質的な満足感を得るだ
けではなく、自己実現・自己創造や連帯意識の
獲得、或いは達成がなくてはならない。スポー
ツ・フォア・オール運動こそ、実は、誰もが自ら
の希求する形式で、スポーツ活動をとおして人
間性を見出し、体験する場であった。
　技術環境の影響で疎外されがちな人間が、ス
ポーツを行うことにより、身体的教養＝スポー
ツ・ヒューマニティーを得ることが必要であ
る。人間が人格を形成する要素として、東洋哲
学では知・徳・体といい、特に王陽明（1472～
1528年）は、朱子学とは異なり、強く知行合一
（思考と行動の一致）を説いている。そして、そ
の本質として、「至善（絶対的な理想）の理をわ
が心にだけ求めるなら、天下の事物の理を究め
尽くすことができないのではないでしょうか」
という弟子の問いに対して、「心がすなわち理
である。この心をおいてほかにどんな事物があ

り、どんな理があるというのか」と答え、心即
理、つまり人間の心こそが万物の主宰者である
としている。これこそ、現代の宇宙論における
人間原理を示唆するものであり、私達のこれか
らの価値観であるコスモロジーの中核をなす理
念であろう。
　知識教育や技能教育はむろん重要であるが、
これらは歴史的にみると、人間性にとって付加
的な価値（software）であり、本質的な価値では
ない。本質的価値とは、生命（いのち）、情熱、
風格、安心、立命（志）などである。技術文明の
存在する遥か2000-2500年も前に、孔子や孟子、
そして釈迦、キリストは出現しており、高度な
精神的世界を開いている。知識・技能の習得の
みならず、何故生きるのか、どのように生きる
かという、心や感性を含め健全なる人格の形成
を人間学的視点に立って行うべきである。
　従って、青少年教育においては、広義の倫理・
道徳についても理解させ、ともすると閉鎖的な
全能感に陥りやすい若者達に、自然と人間、人
間と人間、自分の心（深層）、そして技術環境と
も対話のできる、いわゆる環境倫理学的な観方
を可能とする教育や自己形成の場が必要であ
る。ここで重要となってくるのは、知行合一の
生活態度や行動であるが、スポーツには、自己
実現活動としてのライヴな体験の中でこれを具
現化してゆくことができる。即ち、スポーツは、
自己解放、自己制御、自己実現等の要素を行動
における語り（思考）と振り（動作、演技）の一
致の中で自然に行なうことが可能となるからで
ある。
　最後に、スポーツ活動の意義を高めるものと
して、擬似共同体としてのスポーツクラブの役
割を挙げねばならない。ゲーテは、『ファウス
ト』の第二部で、「ひとつの信念のもとにあつま
り、運命共同体をつくってゆき、力を合わせて
仲間と行動するとき、人間は至福の瞬間を味わ
う」、そして「その時こそ永遠なれと思うような
時が止まって欲しい瞬間だ」と述べている。こ
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れによりファウストはメフィストとの賭けに敗
れるが、人間として満たされるのである。スポー
ツクラブは、この運命共同体としての魅力を有
しており、技術文明社会の中でオアシスとして
の大きな役割を果たすものと考えられる。この
ようなスポーツクラブ活動の教育学的効果は極
めて大きいといえる。
　以下に、スポーツ活動がどのようなもので、
またどのような能力を培うことができるかをま
とめた。
① 自己実現活動（体験活動）：機械化、分業化、
専門化、標準化、画一化が進む生活形態の中
で、全人格の関与する活動として、自己実現
が可能な活動である。

② 自己創造活動：より高品質な自己存在、自己
創造を目指す全人的活動。

③ 健康体力づくり活動：フィットネスから
ウェルネスの獲得と、よりヘルシーな自己パ
フォーマンスを目指す行動。

④ 生物として生きる継続的意志と、ヴァイタリ
ティを涵養する行動としてのスポーツ。

⑤ 自己の心身の自発的制御能力の向上（力の
行使と制限）と、異環境への適応能力の向上、
自分の思ったとおりに自分の心身をコント
ロールする。

⑥ 極限状態での精神集中能力：人間の体力の
極限的状況下での、精神集中における自己貫
徹と最適値制御の実現（コンセントレーショ
ン能力）。

⑦ 自己の行動（未知な領域を含む）に対する自
己信頼能力：自己の行動を信頼し、たとえ未
知の領域における行動であっても確実な予
測と、冷静な態度でプログラム化された行動
を実施していく能力（self confidence、自己
信頼）。

　自己投企による勇気を有する思い切った行
動をおこし、実施する能力は、快適な環境に慣
れた現代の青少年にとり貴重な体験の場でも
ある。

　次に、チーム（グループ）における人間関係
がある。この領域には、以下のようなものがあ
る。
① フェア・プレイ：正々堂々と行動し、ルール
に則り、フェアに振舞う。

② チーム・ワークとロール・プレイング：One 
for all, all for oneというように、task（課題）
に対してチーム一丸となって対応していく
ことを学ぶ。そして、与えられた役割やポジ
ション（ロール）をこなす、いわゆるロール・
プレイングをしてトランス・パーソナルな
フィーリングを持ち、相手の気持ちを理解し
ながら、共に生きること、そして課題に対し
てベストを尽くして努力していくことを学
ぶ。いわゆるシンバイオシスという感覚もこ
のような行動により理解されよう。

③ リーダーシップとフォロワーシップ：チー
ム・ワークとも関連するが、リーダーである
と共にフォロワーであることの双方を学ぶ
ことができる。

　最後に、対環境（自然環境や施設、用品、用具、
機器）との対応について以下に述べる。
① ロール・シェアリングとハンドリング：どこ
まで用具や機器にまかせ、どの部分を自分で
分担するかを瞬時に判断し、技術を駆使して
いく。

② セーフティ＆アメニティ：安全に快適に環
境と共に溶け込んで体験行動をする。

③ セキュリティ＆アドヴェンチャー（チャレン
ジ）：時には危険に身をさらしたり、冒険を
したりして、自己投企的活動をする。特に、
チャレンジ精神は環境により生じた恐怖を
克服したり、耐えることにより養われる。

　このようにして、ナイスピープル・ナイスコ
ミニケーション、ナイスネイチャー・ナイスコ
ミニケーション＆インターフェイスということ
が達成される。
　現在のところ、スポーツはナチュラル・リア
リティを追及するエコスポーツ（アウトドアス
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ポーツ）と共にアーティフィッシャル・リアリ
ティ（artificial reality、人工的リアリティ）を追
及する高度に機能的なものとの双方向へと展開
するトレンドが見られる。
　このうち、ナチュラル・リアリティを志向し
ていくスポーツでは、当然のこととして、「自然
を知り、己を知る」ことから、Human（ヒュー
マン）in nature、或いは「ともにある」といった
自然と一体化した調和格合の心境（心理構造）
が獲得される可能性がある（エコロジー＆シン
バイオシス）。これは、自然環境への愛着をとお
して、その保護や保全理念の形成に大きく寄与
する。
　これに対して、アーティフィッシャル・リア
リティの場合には、最適或いは極限の場におけ
る行動をとることにより、そのプレイを通じて
の高度に統合された自己実現行動の体験が可能
となるのである。これは、自己創造へとつなが
る行動といえよう。

4． 日本人とスポーツのかかわり

　日本人は、古来より遊び好きの国民であっ
た。中世の今様に「遊びをせんとや生まれけ
む・・・」とあるように、日本人は様々な遊びを
してきた。しかし、それが禁欲的な自己克己や
鍛練的な方向に転じたのは、江戸時代の儒教（朱
子学）の影響によるところが大きい。幕府の都
合もあり、遊びから「道」というように身体行
為を通して精神を磨くという伝統が強調された
のだ。
　明治開国以後、スポーツが導入されたが、ス
ポーツにおいて遊び（プレイ）を楽しむ以上に
精神修養や教育効果が重んじられ、ここに日本
独特のレジャーと体育という二重構造が誕生し
た。軍国主義の時代、体育は軍事教練によりさ
らに強められた。現代でも、体育的な全体主義、
鍛練主義は依然として横行し、スポーツは身体
を鍛えるための手段としての体育であるという

考え方が根強い。これは、1970年代にスポーツ
の自発性を重んじ、全ての教育機関で体育とい
う言葉が消えてスポーツになったヨーロッパと
は対照的である。
　我が国では、体育という名のもとに理不尽な
しごきや暴力、個人の尊厳を犯すようなことを
そのままにし、企業や組織がスポーツ＆ヘル
ス・フォア・オールをないがしろにして、プロ
スポーツばかりを意図的に盛んにし、国民を愚
かな観客に仕立てあげてしまっている。青少年
の活動までが興行スポーツとなり、メディアに
利用され、特定の者の利益に貢献している様子
は、我が国のおかしな状況を現している。因み
に、ドイツのスポーツの哲人と言われるカー
ル・ディームはプロ（興行）スポーツを真のス
ポーツとは認めていない。
　我が国のスポーツ政策の目下の急務は、人間
性を重視し、質の高い文化として、一人ひとり
の生命の甦りや喜びのためにスポーツ活動が
行われるようにすることである。その点で、ド
イツにならったJリーグの創立理念である「地
域に根ざして」ということは、好ましくまた当
然のことである。スポーツの豊かさは、贅沢で
はない。ゆとりある生活文化の風景としてのス
ポーツ活動が創出されねばならないのだ。ス
ポーツは国の無形文化財であるという認識を
もって、地域から世界へと羽ばたく素晴らしい
文化として創り上げていく必要がある。

　かつて、哲学者オルテガ・イ・ガセは、「科学
上ならびに芸術上の創造、政治的ならびに道徳
的英雄精神、聖者の宗教心はスポーツ本能の崇
高な所産である」と述べている。つまり、スポー
ツ活動は、本質的には冒険、遊戯とも共通の心
理構造を有し、人間がいかなる義務からも完全
に自由であり、自発的な衝動から身を投げ出す
自己解放、自己実現活動なのである。
　こうして考えると、冒険・遊戯・スポーツは、
その根源において愛と結ばれていると言ってよ



－   150  －

い。何故ならば、愛には自らを投げ出すこと、
与えることによって、己が失った根源的な一体
感を回復するからである。それは、大きな喜び
であるとともに、自らのアイデンティティが、
その一体化により失われないか、という不安や
おののきも表裏一体としてあろうと考えられ
る。これこそ、自立と連帯という人間が生きて
いく上で避けて通れない二つのものの間の張力
である。
　このような考え方は、コスモロジー（宇宙主
義）に包含されるものであるが、この自己投企
的な生き方は、人類の発達過程で主として人間
のかくありたいという空想力（ファンタジー）
の絶え間ない拡大が、人間が、対自然、対人間、
対技術環境の中で、現代の文明までをも構築し
てきたものと、源をひとつにするものである。
つまり、人間の創造力の根源は、原始以来、遊
戯的（ファジー的、ゆらぎ的）行動にあるといっ
てよい。古事記が古代の、能楽が中世の神話で
あるとすれば、スポーツこそ現代において最も
神話性を有したものになり得ると考えられる。
　人間疎外に陥りつつある現代の学校教育で
は、全人教育が必須である。その中核は人間学
である。スポーツ活動は、この領域のものだ。
それは、究極的にはスポーツの有しているファ
ンタジー性（神話性、空想力）にある。我々人類
のよりよき、より楽しい人生（JOY OF LIFE）
にとって、持続する発展を具現化するという使
命感とともに、人間が人間性を発露できる動
機づけこそ最も重要なものとなろう。JOY OF 
LIFEは、知、情、意の統合が前提となるからで
ある。

5． スポーツの効果

（1） バイオ・サイコ・ソーシャル・ヘルスの視

点よりみたスポーツの効果

①身体的側面（バイオ・ヘルス）
　・気道（呼吸器）の機能向上

　・心循環器系の機能向上
　・運動機能の向上
　・柔軟性の向上
　・安静時心拍数の低下
　・関節系の機能向上
　・筋肉系の機能向上
　・骨格系の機能向上
　・内臓機能の全体的向上
　・健康度の向上と全般的な元気度の向上

②心理的側面（サイコ・ヘルス）
　・個人の安全・安心感の向上
　・自己信頼の増大
　・忍耐力の向上
　・満足感の獲得
　・倫理的価値観の強化
　・フェア・プレイ
　・自己表現能力の強化
　・失敗の容認
　・謙虚に学ぶ気持ち
　・日常生活に立ち向かうレディネス

③社会的側面（ソーシャル・ヘルス）
　・人間関係の豊かさを増す
　・家族の結束の強化
　・友情の強化
　・共同精神の育み
　・帰属意識の増大
　・愛国心の強化（国家の専属意識）
　・社会性の獲得
　・ボランティア精神の強化
　・ルールや規範の容認
　・他人に対しての尊敬の念
　・知的理解の強化
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（2） スポーツによる包括的且つサステイナブル

な能力強化（年齢別）の必要性

①0～ 3才
　運動能力や行動能力の強化は、こどもにとっ
て決定的である。この年齢層のこどもは学校に
行かないので、自宅や居住地の近くのセンター
で適切な運動をする必要がある。これには、原
則として両親または親のどちらかが付き添いを
することが必要である。

②4～ 6才
　この年齢層は、幼稚園やプリスクールでケア
される人が増えている。これは途上国でも同様
である。この年齢層に必要な運動形式は、複雑
な運動能力及び自由時間活動能力をあそびの形
式をとった運動或いは冒険あそびにより行う必
要がある。前提条件として、幼稚園・保育園や
プリスクールのスペースや器具がコミュニティ
センターや居住地或いは公園に必要となる。

③7～ 12才
　小学校の6年間が該当する。この年齢層は、
スポーツ授業、種々のスポーツ種目へ導くこ
と、運動能力とコーディネーション基礎体力の
強化、あそびとスポーツなどが必要である。非
常に厳しい負荷や筋力を要求される活動は好
ましくない。これらの活動には、屋内と屋外の
施設として質が高く、利用者の数に見合ったス
ポーツホール、遊び場やスポーツ広場が必要で
ある。これらの殆どは学校にあることが望まし
いが、コミュニティにもこれらを備える必要が
ある。特に、学校のスポーツ授業に属していな
いものについては必要である。

④13～ 18才
　殆どの国で中等教育或いは7～ 12年目の教育
に該当する。この年齢層では、運動に対するニー
ズが極めて大きく、これらはスポーツ授業、ス

ポーツトレーニング、スポーツ競技、積極的休
養、或いは目的を絞った身体トレーニングによ
り行われる必要がある。必要なスペースは教育
施設に確保されねばならないが、それのみなら
ず都市やコミュニティにもこれらを確保するこ
とが必要である（望ましい）。

⑤19～ 30才
　この年齢は、大学教育、軍事教育、また成人
として能力スポーツを行ったり、積極的な自由
時間を行える世代である。全ゆる形式の身体運
動が行える年齢層でもある。一部の人々はトッ
プスポーツを行うこともできるし、その他の
人々もスポーツや自由時間活動の全ゆる形式を
行うことができる。必要なのは、スポーツホー
ル、遊び場、スポーツ広場、プール、自由時間
施設であり、これらが都市や地方自治体に整備
され、また競技や行催事に対応できる施設が地
域、国或いは国際的なレベルで整備されるべき
である。

⑥31～ 55才
　中年ともいえる概念は、途上国では55才ま
でであり、先進工業国では62～ 65才までと考
えてよい。この年代は積極的に職業に従事する
歳である。人生のほぼ50％の時間に相当する
と考えられる。人々の半分がこの年齢層に属す
る。身体活動は休養し、体力を保つために使わ
れる。これは高いQOL、より健康な状況、より
快適さを求めることにつながる。この年齢層の
人々は、競技施設ではなく、多様な種類のスポー
ツ施設を必要とする。もっとも、最近は多くの
人々が競技スポーツに参加する傾向も見られ
る。これらは既存の施設で充分に対応できる。
今日のスポーツブームの時代では、人々は多様
なスポーツ施設を居住地、都市、或いは自治体
に必要とし、これには公園や自由時間施設も含
まれる。先進国の中にはこれらに対応し、都市
計画のコンセプトを変更する傾向もみられる。
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スポーツや自由時間の施設がますます活動的な
人間のニーズとなっているからである。

⑦55才以上
　この年齢層は、成熟年齢、黄金の年齢層とも
言われるが、自由時間施設が共同体での人生の
充足をはかるために必要である。スポーツ活動
も運動能力を保持するため、また健康を保持す
るために必要となる。全ゆる種類の自由時間活
動を積極的或いは消極的に行うことができる自
由時間施設、保養のための施設が居住地のすぐ
近く、居住地域、地方自治体に整備される必要
がある。

（3）社会経済的及び文化的視点への配慮

　上に述べたような年齢層毎のニーズとは別
に、人々のニーズは以下のような状況によって
影響を受ける。
・ 歴史的な状況
・ 民族によって異なる行動形式
・ 民族の社会的形態と個人の参加の形態のあ
り方

・ 経済的発達の状況
・ 教育、キャリアーの相違、特に大学教育が
大きな影響を及ぼす

・ 芸術の志向による相違
・ 宗教の影響
・ 技術文明の発達
など
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