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近代学校の「身体規律」に関する社会学的考察

－明治期中等学校の男子制服を手がかりに－

安東由則

はじめに

明治期は欧米列強国に追いつくために様々な面で日本の近代化、西欧化が急速に進展して

いった時期である。その中で、服装も決して例外ではなかった。

明治5年、文官服が早々に洋服へ統一されたのを皮切りに、軍隊、警察など政府直轄の

職業集団を中心にして洋装の制服が次々に取り入れられ、明治19年の「文官大礼服制改正」

により官吏の洋装礼服制が一応確立されるにいたる。こうした中で、近代化政策の大きな

柱の一つである学校においても洋装制服が導入されていく。明治19年頃より男子中等学校

においては、兵式体操の導入に伴い陸軍の下士官の制服を真似たとされる制服が制定され

たのである。

和装から洋装への衣服の変化の意味は、権威付けや活動性の向上などといった表面的な機

能にのみ還元されるものではない。「洋服観の変遷･実は我々の生活に最も深い関係のある

重大問題についての思想史である」（家永1957,303頁）と家永が看取していたように、服装

の如何は当該社会にとって大きな意味をもつものであり(1)、社会学においても非常に重要な

テーマとなるのである。

バルト(Barthes,R1972)、ルドフスキー(Rudofsky,B1979)、ペロー(PeITot,Pl985)、あ

るいは村上(1967,1972a,b)などの衣服と社会に関する優れた先行研究(2)が明らかにし

ているように、衣服とは社会の「規範」や「道徳」が織り込まれたテクストであり、衣服を

着るということは社会の要求するそうした「規範」などを〈私＞自身の身に付け、組み込む

ことに他ならない。とりわけ、近代中等学校に取り入れられていった制服という衣服は、社

会的な「規範」がより強く編み込まれ、近代の権力が目指した「計画にもとづく拘束が、身

体各部にゆきわたり、それらを自由に支配し、身体全体を服従させ、恒久的に取り扱い可能

にし、しかも自動的な習慣となって暗黙のうちに残りつづける」(Foucault訳書1977,p.141)

ように身体の規律・訓練を行い、「従順な身体」を作り上げるための大いなる手段ではなか

ったのだろうか。これが本論文の問題意識である。

ところで、明治期から大正期の中等学校における制服の成立、変遷に関してはいくつかの

先行研究がなされている。（佐藤1976、西村,福田1989、蓮池1978-86)中でも、制服の持つ

社会統制的機能に着目し、制服着用という教育慣行を日常的かつ具体的に教育の事実を反映

しているものとして捉え、その成立過程を丹念に後づけた佐藤の研究は、非常に示唆に富む

(あんどう・よしのり山口芸術短期大学）
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ものである。しかしながら、そうした諸研究は女子生徒の服装に着目し、為政者や学校によ

る規制や服装の変化に焦点を当てた歴史研究であり、制服が生徒達にどのように受け入れら

れ、いかなる影響を与えていったのかという社会的過程、つまりは近代の権力が望む「規

範」・「規律」の浸透していく過程については十分に明らかにされているとは言えない。

そこで本論文では、複雑な変遷があった女子中等学校の制服(3)ではなく、むしろ導入以

降その形態がほとんど変わらなかった男子中等学校の制服を手がかりにして、近代における

身体の規律・訓練の過程を以下の手順で探っていきたい。

まず衣服を着るということが〈私〉を作る上でいかなる役割を担っているのか、中でも制

服はどのような特徴を有しているのかという点について検討する。次に、明治期男子中等学

校への洋装制服の導入経緯や為政者側の意図をみていく。そして一つの事例研究として、生

徒たちの学校内外での生活世界に焦点を当て、「生きられた制服」(4)を通してそれを読み解

くことで、いかにして生徒の身体への規律・訓練が実際になされ、規律の内面化が行われて

いったのか、為政者が望む「従順な身体」へ変えられていったのか、その過程を明らかにし

たい。

1．衣服･…〈私〉を作るもの

1）〈私〉の根源としての衣服

「｢見るもの」が「見えるもの」となり、「見えるもの」が「見るもの」となる可逆的な変

換の中で「見る」見えない存在が、見えるもう一つの身体を身にまとう。私の存在は可視的

なその表面に凝縮する。身体は私の最初の衣服なのだ｡」（鷲田1989,163頁）メルローポンテ

/f(Merleau-Ponty)の「眼と精神」を引用しつつ鷲田は上のように述べている(5)。見る存

在でありながら自分では自分を見ることはできず、同時に他者の視線には常に晒されなくて

はならない存在、これが〈私＞という存在なのである。それ故「見えるもの」である私は、

私を見ている他者の視線によってしか<私＞を知ることはできない。こうして生じるく私＞

は実体ではなく、他者の視線を介してしか自分を知り得ない不確実な関係性の中に生じる存

在であり、可視的存在自体は根源的に脆弱な存在なのだと言えよう。

一方、他者の視線は私を識別するために私の身体上に何らかの拠り所を見つけようとす

る。しかし身体の表面を被っている皮層は他者との差異がほとんどない。かといって、匂

いで識別できる能力を私たちはとうに捨て去ったのである。そこで人は、自分と他者との

媒介である第三項を作ることで他者の視線に拠り所を与える。例えばそれは皮膚に入れ塁

をしたり、穴を開けるなどという身体加工であり(Rudofsky訳書1979,Levi-Strauss訳書

1985)、衣服もまたこの延長線上にあるといってよい。他者の視線を私に集め、脆く不確実

なく私〉という存在に拠り所を与えてくれるのが衣服という物質的で、それ故可感的な媒

体なのである。

このように他者の視線が可視的な衣服の表面に注がれ、私はその視線を読み解くことで

<私＞を知る手がかりを得ようとする。読み解く確かな基準はないのだから、他者や回りの

様々な状況を掛酌し妥協しながらその視線を読み解き、自分は何者なのか、どう振る舞えば
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よいのかを不断に探っていく他に方法はない。つまり他者の視線が社会の「価値」や「規範」

の座標を私に提供してくれるのである。〈私＞は衣服に注がれる他者の視線から社会の「価

値」・「規範」を汲み取り、その枠組に叶った行為をなすことで社会に順応する。また逆に、

支配的価値に抗した意味の衣服を着ることで他者に〈私＞の存在を主張したりもする。〈私＞

と他者は衣服を媒介とし、手がかりとして相互に解釈し合いながら正解のない妥当を探って

いるのである。ともあれ、〈私〉とはこうした脆い足場の上に成り立つ存在であり、その

〈私〉に衣服は社会的な強い拠り所を与えてくれるということ、そして衣服なしに<私＞と

いう存在はありえないということをここで確認しておこう。

2）内なる自然の規律化

「見る－見られる」存在、身体的存在である私は、外からの他者の視線によって紡ぎ出さ

れる関係性の中の存在であった。と同時に、「自然」を内包している存在でもある。この身

体の内なる「自然」が暖昧なく私〉を揺さぶり、余計に不安定にする。「自然」とは理性で

は抑制できない身体の根源的な欲望、すなわちそれは呼吸や睡眠、食欲、排泄、さらには性

欲、攻撃欲などといったものであり、「関係の秩序を内から揺るがしたり、混乱させたり、

無視したりするようなさまざまの欲望の力線が交錯する訳のわからない存在、絶えざる不安

の対象でもある｡」（鷲田1989,37頁）社会や権力者は欲望や衝動といった得体の知れぬ、方

向性を持たぬ、不可解でかつ強いエネルギーに対して厳しい目を向け、規制を加えることで

これを秩序ある「文化」の統制下に入れようとする。なぜなら、理性的にコントロールでき

ない大きなエネルギーは社会や権力者にとって非常に危険なものであるからに他ならない。

その際、この統制の方法や方向が重大な問題となる。

それを統制するにはどうすればよいか。理性への働きかけだけではそうした欲望や衝動を

抑え込むことは難しい。これに代わる重要な方策として登場してくるのが「自然」を内包す

る身体それ自体への直接的、あるいは間接的な働きかけである。「文化」の要求することが

「自然で当たり前」となるように身体を訓練する、つまり身体自体に「文化」の要求する

｢価値」や「規範」を覚え込ませる方法を採用するのだ。そうした重要な手段の一つが衣服

なのである。なぜなら一つには、それが日常的に身につけるものであり、先にみたように他

者の視線を集め、社会の「価値」や「規範」が編み込まれた一種の「社会的シンボル」であ

るからに他ならない。衣服は社会の「価値」．「規範」の座標の中に人を明確に位置づけ、

見定めさせるための格好の監視対象となる。二つには、衣服のもつ拘束という機能による。

これにより自我意識を高め、緊張を高めることで、自分の中の「自然」が不意に出て来ない

ようにするのである。

このように衣服は、〈私〉が可感的に他者の視線を肌に受けて自分自身を作り上げていく

ためになくてはならないものであり、同時に権力者が個人を社会に位置づけ、「文化」の中

に飼い慣らすための大いなる手段でもあるのだ。このことは、社会がその望ましいとする

｢価値」や「規範」を人々に教え込もうとするとき衣服は非常に重要な手段であり、〈私＞の

あり方に非常に大きな影響を与えるものだということを物語っている。衣服の力は私たちが

思っている以上に大きい。
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2．制服という衣服

衣服はそれぞれの時代に、それぞれの地域の中で、ある社会集団の人々が身にまとうべく

織られ、縫い上げられたものである。その衣服は何らかのモードにそって作り上げられてお

り、そのモードには社会的、歴史的な「規範」や「道徳」が編み込まれている。衣服の色、

型、模様、素材などがそのままその社会における階層や地位、性などを表す「象徴」となり、

それに伴う「規範」や「道徳」を紡ぎ出しているのであって、衣服を着るということは社会

的な「規範」を身につけることに他ならない。つまり衣服を着ることを通じて社会に「共有

された意味の座標系のなかに自らを挿入し、定位する」という意味で、「あらゆる衣服は制

服」（鷲田1989,113頁）なのである。そうすると、「特定の身分・階級．職業．団体．機構等

において、その構成員としての挙止言動をする限りにおいて着用を義務づける一定の服装、

すなわち制定された服装」（佐藤1976,4頁）を意味する制服とは、他のいかなる衣服にもま

して社会の「意味」の座標の中に明確に位置づけされ、より強い社会的規範に貫かれている

衣服だと言うことができる。

私たちの周りで制服を見つけるのは容易である。警察官、自衛隊員、スチュワーデスやO

L、さらには中等学校生徒の制服などをすぐに挙げることができる。こうした制服は他者に

見せることを非常に意識したものであり、それを着た集団成員は他者に見られることを通し

て自分達の社会的地位や役割を再確認し、自集団の結束を固くし、ある集団の確かな関係性

の中に自分を位置づけるのだ。

社会の中で、ある集団の制服が果たしている機能を、次のようにまとめることができよう。

第一に、集団成員の匿名化、非個人化という点である。ある集団に属しその集団が制服を定

めている限りにおいて、制定された同じ色や型の服、即ちユニフォーム(uni･fOnn)を強制

的に着せられ、個人が選択したり拒否したりする自由はない。それ故、個人や個性が消え去

るとまでは言わないまでも極めて希薄になり、個々人は匿名化された「群れ」となって、集

団が前面に押し出される。第二としては、階層性の強さを挙げることができよう。制服には

その色や型、素材、装飾などによって集団内におけるランク付けがされ、厳しい区別がなさ

れている。集団の中での上下関係、地位、役割などタテの関係が明確にされているのである。

第三には連帯性の強調を挙げることができる。集団成員の誰もが同じものを着せられ、集団

外の人々から明確に切り放され、その違いが外に向けて強調されるのであるから、成員は自

集団をことさら意識するようになる。つまり、集団成員間のヨコのまとまり、集団の団結を

強めるという点が非常に大きな特徴だと言えよう。第四は多くの人々への明示性である。と．

の衣服にしても社会の規範の視線からは免れることはできないが、制服には特定集団の「規

範」が強く課せられており、制服を着た人を社会的意味の座標の中に明確に位置づける機能

をもっている。

これを着た人は、集団の要求する「規範」を表示した状態で社会に晒され、社会からの厳

しい監視の中に置かれることになるのである。
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3．男子中等学校への制服の導入

以上、衣服は私を〈私〉たらしめ、社会の中に位置づけるのに重要な役割を果たすもので

あること、中でも制服を着るということは集団的規範への強い服従が要求されているという

ことを確認してきたわけである。では次に、男子制服が明治期の中等学校に、為政者の側の

どのような意図で、そしてどのような経緯で導入されたのかを検討していこう。

明治維新後、服装は大きく変化していく。その中で、洋装とりわけ洋装制服の取り入れは

まず軍隊、官吏などから始まり、近代化政策の一つの大きな象徴であった学校もまたその例

外であるはずはなかった。明治期の学校に初めて洋装の制服が取り入れられたのは、工部省

工学寮（工部大学校）や札幌学校（札幌農学校）であり、だいたい明治7，8年(1874,5)

頃だとされている。（佐藤,1976)西洋の近代科学技術を摂取する第一線にあって、西洋人が

直接指導し、実験などが不可欠なこうした学校では、いち早く洋装の制服が取り入れられた

ようだ。中学校や師範学校などの中等教育機関では、これより遅れて明治19年の兵式体操の

導入をきっかけにして、その形態において今日までも続く制服が制定されたのである。

「山口高等商業学校沿革史」では制服が導入された当時の山口中学校の様子を次のように

伝えている。「(明治17～18年頃においては－著者）生徒の服装は従来未だ一定するところが

なく、十中七八は和服であって、偶々洋服を調製する者も、各自の任意に従ひ、その体裁

歴々であった。然るに明治十八年三月歩兵操練実施以来、長袖寛袴は甚だ不便となったので、

九月先づ生徒に対して雛型を示し、将来通学用洋服を新調する者は之に依るべきを命じたが、

十二月に至り、愈々服装統一の為、被服冠帽の制を定め懸命に経伺した上、翌十九年四月以

降生徒一般悉く洋服を着用せしむることと定めた。因に制服の新調費は大約冬服二圓五十銭、

夏服一圓であって、帽子は五十銭内外であった｡」（山口高商1940,143頁）このようにして歩

兵操練（兵式体操）の導入に伴い、小学校教員の初任給が5円（朝日新聞1981,p.19)であ

った当時としては高価な軍隊式の洋装制服を生徒達は身にまとうことになったのである(6)。

この兵式体操の中等学校への導入には初代文部大臣、森有礼が大きく関与している。明治

の初めより欧米各国で学び、怜‘刑な目でその状況を視察してきた森は、早急に近代国家を築

き、まとめあげるためにはこれまでのような知識注入式の教育では自ずと限界があることを

見抜いていた。明治12年(1879)、すでに彼は「教育論身禮ノ能力」（｢森有礼全集l」以

下、森1972,325-9頁）なる論を発表し、近代国家における身体訓練の不可欠さを主張した。

即ち、「智識、徳義、身鵲」が人間には大切なのであるが、当時の教育においては「其一方

二偏掎シテ三徳ノ調和ヲ失上、反テ其性ヲ害シ、徒二憂苦ノ犠牲ダル者多シ」と現状を捉え、

｢現今我國人ノ最訣ク所ノ者ハ、彼ノ至重根元ダル三能力ノー、即身篭ノ能力」であって、

｢其軟弱ナル真二嘆息二堪へサル者アリ」（森1972,325頁）と嘆いている。

では、彼の言う「身禮ノ能力」とはどのようなものなのか。「(身禮ノ能力の－著者）職ト

スル所ハ、則人ノ善ヲ行フニ方リテ、其力能ク之ヲ助ケ成スニ在り、而シテ此カハ独身燈ノ

健康上ヨリ來ルノミノ者二非ス、敢為ノ勇気モ亦之二加ハラサレハ完全ナルヲ得ス」（森

1972,328頁)。つまり、「身禮ノ能力」とは単に生物学的な身体の諸能力を指すのではなく、
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｢敢為ノ勇気」といった精神的なものもまたこれに含まれるのである。これを身につけるに

は「強迫禮操ヲ兵式二取り、成り丈普ク之ヲ行フヲ最良ト」し、「兵式ヲ取ルノ主眼ハ、專

ラ其教育セラルル所ヲ身禮上二行う」ことだと森は言う。そして、そのためには「現二瑞西

其他ノ國二行ハルル所ノ兵式学校ノ制ヲ参酌シ、我國相応ノ制ヲ立ツル」（森1972,328頁）

必要があると考えていたのだ。

森が当時の欧州で広がりつつあった兵式の身体訓練に注目し、これを早々に日本へ取り入

れようとしていたことが分かる。例えば森も言及しているスイス（瑞西）においては、1874

年の連邦憲法の制定により軍事教育の権限が連邦に委託されて後、学校体育が重視され、そ

の中で軍事予備教育として射撃演習等を課すようになっていた。欧州の近代諸国家では学校

における生徒の身体訓練に対する重要性の認識が広まり、それが実施され始めていたのであ

る。7）

欧米の教育状況に通じていた森は、近代国家において身体訓練を通して国民を規律化する

ことの必要性、重要性を早くから見抜いていた。それは特定の政治的イデオロギーからでは

なく、「近代社会の制度的秩序構造を反映した行動のパターンを確立する」こと、つまり

｢政治的支配の客体が同時に主体でもある」国民、「近代政治の健全な常識である自治的政治

支配を下から支える国民を形成する」（園田1993,285-6頁）ための手段として兵式体操を取

り入れ、身体の規律化を行おうとしたのである。それ故、兵式体操を「従順ノ習慣」「相助

ノ情」「威儀」を養成するための「道具責メノ方法」（森1972,484頁）として捉えていた彼は、

文部省御用掛であった明治18年(1885)、東京師範学校において兵式体操を実施させ、翌19

年には文部大臣として全国の師範学校や中学校にこれを課していった。

しかしながら森自身、身体訓練の重要性を強調しつつも衣服それ自体の重要性については、

直接的に余り述べていない。この点についてどう考えていたのか。

欧州において銃を持ったり、行進、隊列などを繰り返し行う兵式体操を見聞してきた彼が、

それを日本で行うには和服姿では不可能であり、丈夫で和服よりは動き易い衣服の導入が不

可欠だと考えたことは想像に難くない。また、「教育論身禮ノ能力」の中で日本の生活風

土、生活様式こそが日本人の身体と精神を大きく損なっているとし、衣製に関しては「袖ヲ

長クシ、且衣装ヲ各別ニセサルヨリ、身禮ノ運動二便ナラス、故二亦自ラ獺惰ノ悪習ヲ來タ

セリ」（森1972,326頁）と述べ、精神を損なう一因に和服を帰している。こうしたことから

考えると、彼が望む「身禮ノ能力」の形成には洋服の導入が不可欠だと考えていたことは間

違いなかろう。そして実際に洋装制服は大きな役割を果たすことになる。この制服は兵式体

操に伴って導入された単なる「動き易い着物」では決してなかった。それは兵式体操と同様、

いやその日常性、慣行性故それ以上に「身禮ノ能力」を植え付けるための重要な「道具責メ

ノ方法」となるのである。

4．制服による身体管理･…身体の政治学

1）制服をめぐる視線

では実際に、制服を着た彼らはどのようにして「身禮ノ能力」を植え付けられ、それを身

66



近代学校と「身体的規律」：安東

に付けていったのであろうか。兵式体操や学校内、学校外での生活世界の中で制服を着た彼

らに注がれた視線に注目しながら、為政者たちが望む「規律」や「規範」が彼らの中に内面

化される過程を検討していくことにする。

①兵式体操

明治20年頃書かれた「兵式禮操に関する建言案」の中で、森は「厳粛ナル規律ヲ励行シテ

禮育ノ発達ヲ致シ学生ヲシテ武毅順良ノ中二感化成長セシメ」るなどのため「禮操ノー科ハ

文部ノ管理ヲ離レテ之ヲ陸軍省ノ施措二移シ、武官ヲ簡撰シ純妹ダル兵式禮操ノ練習ヲ以テ

之二任スルニ在り．．」（森1972,349頁）と述べているように、実現はしなかったものの軍隊

の直接管理による兵式体操の指導を望んでいた。ということは、兵式体操の導入には、軍隊

教練の学校への導入が前提になっていたとみてよい。では、軍隊教練のあり方とはどのよう

なものであったのか、制服に焦点を当てて見ていくことにする。

洋装制服がいち早く導入されていた軍隊においては、集団訓練において制服のもつ重要性

が強く認識されていたようだ。時間的に少し遅れるが明治22年2月、陸軍より出された「軍

隊教練ニツキ監軍訓令」には、制服の役割・機能が管理者側から非常に明確に述べられてい

る。学校、特に兵式体操、教練において制服のもつ意味を考えるとき大いに参考となろう。

｢四・・・服装ハ兵卒二軍紀ヲ慣習セシムル方法中ノ最良手段ニシテ、他二服装ノ如ク絶ヘズ

兵卒ヲ監視スルモノアラザルベシ。故二服装ノ良否ハ直二其部隊ノ声価ヲ品評スルヲ得ベ

シ。・・・此目的ヲ以テ兵卒ノ身体上二監視ノ絶へザル如クナシテ、慣習久シキニ至レバ、遂

二服従ト従順トヨリ成ル軍紀ハ、兵卒第二ノ天性卜為ルー至ルベシ。是し即チ中隊教育ノ忽

ニスベカラザル所以ナリ。

五．・・兵卒ノ身体ハ絶ヘズ上官ノ監視ヲ受クルコトヲ自覚セシメ、以テ軍紀二慣習セシムル

ヲ要ス｡」（加藤他1989,270-1頁）

服装のあり方の如何が教え込むべき「規律」の内面化と密接につながっており、制服を通

して身体上に監視の目を絶えず向けることで集団が要求する「規律（軍紀)」を身に付けた

かどうか、その者の精神の具合を測ることができるというのである。

実際に学校で行われた兵式体操に眼を向けてみると、上のような軍隊で鍛えられた予備役、

後備役あるいは現役の軍人らによる指導が多く行われていたようだ。その様子を福山誠之館

中学、山口中学の学校史から拾ってみよう。「川崎辰巳歩兵大尉（上衣ハ黒デ胸二肋骨ノ飾、

｢ズボン」ハ黒デ両外側ニ太イ赤条）監督ノ許二、能宗外二人ノ下士ガ教へラレ・・・上級生

ハ銃剣ヲ執り時ニハ近村等へ軍歌ヲ歌ヒナガラ堂々行進スルノガ「プライド」デアリマシタ」

｢明治ノ半バハ・・專ラ兵式体操ガ盛ン二行ハレマシタ。コノ緊張シダ気分ガ、学問上ニモ好

都合デアリマシタ。・・毎朝兵式体操ノ時間ニハ、ラッパノ信号ニヨリ全員操練場二出、二・

三ノ若キ先生モ剣ヲ吊シテ訓練ヲ指導サレマス｡」（広島県立福山誠之館高校1988,376頁）

｢体操は三年生までは西島先生（退役中尉）であり、四、五年生は吉本岩太郎先生（退役大

尉）の受持ちで、四年生からは執銃教練となり、白い「ケートル」をはき武装するので、張

り切って計||練を受けた」（山口県立山口高校1972,203頁)。

「体操」とは名ばかり、その実、軍事的教練が学校で行われ始めたのである。剣を下げ、

軍服を着た軍人が指導するという軍隊的な雰囲気の中で、監視の視線が管理装置としての制
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服に注がれ、生徒身体への「規律」・「規範」の刷り込みが外側から厳しくなされた。また

｢プライド」をもち、「張り切って訓練を受けた」生徒達は内側から自主的に、期待された

｢規範」を十分に内面化し、その結果「コノ緊張シダ気分ガ、学問上ニモ好都合デアリマシ

タ」と感じるまでになったのである。

②学校生活

制服のこうした管理機能は、兵式体操以外の学校生活にも入り込んでくる。では、学校生

活において制服は実際どのように規定され、管理に利用されたのか。制服が導入されてすぐ

の明治20-21年の「山口高等中学校一覧」には制服に関する記述は見当たらない。明治25-26

年の「一覧」第八章に「生徒心得」が現れ、その第四条に初めて制服の規定がなされたが、

｢学校ノ出入ニハ必ズ制定ノ服装ヲ為スベシ」（29頁）とされたにすぎなかった。この規定に

大きな変化が見られるのは明治30年代に入ってからである。学校数の大幅増加、学校紛擾に

対する締め付けも絡んでか詳細な規則が作られ、学校生活の中で制服は厳しい監視、取り締

まりの対象となっていく。明治35年改正（制定33年）の徳山中学校、「生徒心得」細則第四

条「服装二関スル心得」には15項目にわたる詳細な決まりが定められた。いくつか取り上げ

てみる。（山口県立徳山高校一以下、徳山1985,186頁）

｢一・制服は品格を表示するものなれば最も端整にし随身の具は悉く清廉なるを要し決して

破綻不潔の衣服靴等を用ヰるべからず。

二．頭髪は必ず五分苅たるべし。

三．登校の時は必ず本校制定の正装をなし靴を穿つくし又外出の際は正装をなすか或は着

袴の上制帽を用ヰるべし。

四．靴は晴雨に係わらず普通に兵隊靴と称すものを穿つくし。．…」

まず「制服は品格を表示するもの」とあるように、制服の着こなしの如何がその者の精神

の状態を表すものであるとの大前提が示されている。これは先の陸軍の訓令でも見た通りの

服装観である。「服装ハ精神ノ持方二影響スルコト頗ル大ナリ故二其取締ハ最モ厳重ニス」

(広島県立国泰寺高校1977,201頁）という広島一中の卒業式における校長訓辞は端的にこの

ことを物語っている。次の特徴は、制服への監視が決して制服そのものだけに向けられるの

ではなく、制服を着用している者の全身に及んでいる点である。帽子、頭髪、記章や靴の様

子、さらにはそれらの清潔さ、着こなし方に至るまでトータルに見て初めて視線の「規範」

は制服の着用者に届くのであり、たとえ一部分でもそれに背いているものがあれば、その

｢規範」は無意味になってしまう。それ故、監視者は衣服の表面をなめ回すように、時には

体罰なども伴いながら、秩序に反するものがないか徹底的に監視、検閲しなければならない。

例えば、東京府立一中では、「校長は時々校門に立って通学生の服装検査、襟章一つ落ちて

いても叱責される始末」「ボタン－つはずれて居ったら大変で戦々競々検査を受けた思出が

あります」（斉藤1995,188頁）という具合であった。細かに検査項目をチェックすることで

意図する「規範」の浸透を見定めようとしたのである。

監視者は教師ばかりではない。姫路中学では「校内の警察権は全く五年生の手の中にあっ

て、五年生の豪傑連は先生よりよっぽどこわかった」（兵庫県立姫路西高校一以下、姫路

1978,102頁）というように上級生が幅をきかせ、下級生を厳しく監督、統制していた。「ス
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テッキを持って散歩したとか、上級生に欠礼したとか･･単に生意気だとかで随分、しばしば

制裁が加えられ」（姫路1978,102頁)、まるで「兵営だか学校だか分からぬ位」（姫路1978,

87頁）の雰囲気がそこにはあった。

このように、校長自らが「時々校門に立って通学生の服装検査」を行い、上級生らは制裁

を伴う厳しい監視をする雰囲気の中で、生徒達の意識は「戦々競々」と緊張して制服に監視

の視線を受けたのである。その視線に含まれる「規範」は絶えず緊張を強いられた生徒に意

識されることになる。

③学校外生活

先の「生徒心得」にもあったように、生徒たちは登下校時はもちろん、外出をするときも

制服を着用し帽子を被るなど定められた服装をしなければならなかった(8)。彼らは学校だ

けではなく、家にいるとき以外は四六時中、監視とまではいかなくとも市中の人々からの視

線を集め、意識することを強いられたのである。では、制服を着た彼らに対して学校外では

どのような視線が送られたのか。

明治期末、姫路商業学校の生徒は商人精神を忘れないようにと着流しに前垂れという服装

が制服であった。その卒業生は当時を次のように振り返っている。「女学生も長いエビ茶袴

です。袖も長いし。・・僕の兄は姫中へ行っていたが。僕は丁稚小僧のような格好でした。．、

そういう顔ぶれと列車で一緒になるんですが、若い者には、良い格好やなかったですな。恥

ずかしいような感じがしたですな」（兵庫県立姫路商業高校一以下、姫商1981,378頁)。ある

いは「神戸の県商へ行きたいな、という感じがしたですな」「それは洋服を着ているから」

｢そうです」（姫商1981,378頁）といった会話をなしている。それが大正4年、「初めて洋服

を着たときは、みながうれしがって、靴をはいて博労町から米田町、上片町から下片町、竜

野町を経て、船場一帯、学校の周辺を走り回った」（姫商1981,383頁)。それまでの格好に対

する卑下もさることながら、同年代の青少年の洋装制服への大きな憧れ、それを着ている者

への強い羨望をこのような大変な喜び方から容易に読みとることができよう。中等学校生は

地域のエリートであり、その象徴であった洋装制服を見る人々の眼差しに‘|童れや羨望を見つ

けることは容易であった。

以上、見てきたように、制服には学校内外で常に監視の、さらには羨望の視線が注がれて

いた。視線に込められた「規律」や「規範｣、「道徳」は監視され緊張する雰囲気の中で強迫

的に、またプライドをくすぐりながら自発的に内面化されていった。特に、思春期という自

己形成期にある彼らにとって、回りから絶えず投げかけられる視線は大いに意味あるものと

して受け入れられたのである。

2）拘束という手法

私たちが衣服を身に付けることができるのは、何らかの形で衣服が身体を拘束するからで

ある。ところが中には、きついベルトや帯、タイトスカート、コルセット、ブーツのように

必要以上に身体を拘束するものがある。なぜこうした必要以上の拘束が強制的に課され、時

として私たちは自らそれを求めるのか。

〈私〉という壊れ易く脆い存在を自己確認するには、視線という不確かな関係性だけでは
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心許ない。より可感的なものを通して、自分に確かな実感を得ようとするのである。そのた

めに人間は、衣服を通じて身体の境界の意識を高めるための様々な儀式を編み出し、身体を

拘束し刺激を得ることで、ややもすると実感を持てなくなりそうな不確かな自分に確かな囲

いを獲得しようとしてきた。例えば、「自分の身体を触ったり、撫でたり、熱いシャワーで

皮膚を刺激したり、体にぴったり合った服を着たり、抱擁や愛撫を受けるようにしむけたり」

(Fisher訳書1979,p､54)などして。身体を拘束することにより皮膚や筋肉は当然締め付けら

れ、強く刺激的な感覚をもつことになる。「衣服が道徳的、また身体的な満足感を与える手

段」(Rudofsky訳書1979,p.275)でありえるのは、こういった感覚を身体に与え、〈私＞の輪

郭を浮かび上がらせてくれるからこそなのである。

男子生徒の制服もまた身体を強く拘束するものだと言うことができよう。高くて固いカラ

ー、四肢をすっぽりと包み込んだその型と伸縮性のない固い素材、さらには足を強く締め付

ける革靴やゲートルなどがその特徴として挙げられ、そこには身体への拘束が強く働いてい

る。例えば高く固いスタンドカラーは、アジアやアフリカのある部族を引き合いに出すまで

もなく、首を高く持ち上げることにより社会的な地位の高さを誇示するものである。その一

方で、首を自由に回せない、曲げられないように固定するこの襟は活動には不向きであり、

むしろ奴隷や囚人を繋ぐ拘束的手段を連想させる。誇示と拘束という、まさにこの制服の持

つ両義的な特徴を表していると言えよう。次に、その型や素材はどうか。明治30年代半ばの

萩中学校を例に取れば（山口県立萩高等学校1973,258-9頁)、制服の型は「ダルマ型」と称

されるもので、作りに遊びが少なく身体をぴたりと覆い、動きを制限してある一定の姿勢を

強要するものであった。またその素材は小倉織という固く丈夫な綿織物であり、伸縮性に欠

けていた。このような制服によって、生徒らは「気をつけ」の姿勢を強要されていたのだ。

その不自由な姿勢をルドフスキーは次のように椰楡している。「たとえば兵士に「気をつけ」

の号令がかかったときの姿勢を考えてみたらよい。他の動物がほんとうに「気をつけ」の鋭

敏な能力をもっているのにくらべれば、それは間の抜けた姿勢にもみえるのだが、こうした

姿勢は窮屈な軍服に由来する。・集団がおなじ行動を取る時には、しばしば窮屈な制服が要

求されるようになってくるものなのだ。制服を着た兵士たちは、身体をしめつけられ歩きに

くいタイトスカートをはいた女性と似たところがある」(Rudofsky訳書1979,p.284)と。

身体をきつく拘束し活動を制限する窮屈な制服は、身体の感覚を覚醒させ、自我意識を緊

張させる働きをする。「制服と靴、それに長いズボンにゲートルの着用は、ただでさえボタ

ン、ボタンの上下服共に手間がかかるのに、このゲートルというのが一段と手間がかかって、

慌ててはくと左右まちがえたりする時もよくあった。・・中学に入った嬉しさの裏には登校に

当って相当時間もかかり、気を焦っての着用は心を使ったものだった。しかし、家庭では自

由だったから、帰宅すれば大急ぎで脱ぎ、ゆるやかな和服にサッサと着換えてホッとくつろ

ぐのだった｡」（姫路1978,298頁）制服を身に付け、ゲートルを巻いて身体を拘束していく朝

の準備段階から徐々に生徒の緊張は高まっていく。家に帰ってそれを脱ぐ､､までの間、制服は

絶えず身体を刺激し生徒たちに制服を着ていることを意識させ緊張を強いたのであり、そこ

に満ちている「規範」に気づかせたのである。さらに、「先生と生徒間、上級生と下級生の

間の規律は正しく、道で先生に会ったら停止して挙手の敬礼、上級生には歩行間の挙手敬礼、
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全くの軍隊式であった」（徳山1985,294頁）という当時の雰囲気は余計に自我意識を緊張さ

せ、制服を通じての望ましい「規範」の身体への刷り込みを容易にしてくれた。

「身体の動きを制限するということは、昔から儀式的な制服にはつきものだったのである。

身体を締めつけることも儀式もともに自我意識を緊張させる効果をもつ」(Rudofsky訳書

1979,p.284)のであるから、首を、四肢を、胴を、そして足を締め付けるこの制服は、兵式

体操を行うための機能的な服装というよりもむしろ、動きを制限し自我意識を高める「儀礼

的な服装」だと言えるのである。

とはいえ、制服の儀礼性は日常的時空間（蕊）においてよりも、儀式等の非日常的時空間

(晴）においてこそ一層発揮され、生徒たちに大きな影響を与える。実際、制服の導入と軌

を一にして､学校には様々な儀式が導入され、広められていった。これは決して偶然のもので

はないだろう。明治20年頃より制服や兵式体操と時をほぼ同じくして取り入れられていった

御真影の下付、やや遅れて紀元節等の祝祭日学校儀式の導入、さらには運動会(9)さえもそ

の儀礼性を十分に利用し、生徒らに国家への忠誠意識の植え付けをめざすものであった（'0)。

こうした儀式においては荘厳さ、従順さ、統一性などが強調され、静けさと緊張がその場を

包む。その雰囲気の中で、為政者らにより要求される「規範」や「規律」は、生徒の「生き

られた制服」を通して身体に刻み込まれていくのである。

お わ り に

以上、明治期の男子中等学校において採用された洋装制服に着目し、これを通して身体に

近代日本における新しい「規範」・「規律」が浸透していった過程、その手法の一面を見て

きたわけである。

衣服とは決して寒暖の温度調節機能だけをもつものではなかった。衣服は社会の「道徳」

や「規範」などが編み込まれた複雑なテクストであり、私が〈私〉であるための足場を提供

してくれるものなのである。そうした衣服は日常的に身に付けるものであるが故に、衣服に

織り込まれている「道徳」や「規範」、「規律」を知らず知らずのうちに<私＞の中に沈澱

させることになる。特に着ることを強制される制服という衣服は、そうした意味を強くもつ。

森有礼によってなされた明治期中等学校への兵式体操の導入並びにそれに伴う洋装制服の

採用は、衣服の、制服のこうした機能を十分に承知した上での、身体の規律・訓練化の手段

だったと言えよう。学校の内外を問わず着用せねばならない制服は、生徒を絶えず監視する

視線の対象とするものである。また、身体を拘束し、拘束によって身体の感覚を覚醒させる

制服は、それに織り込まれた「道徳」や「規範」等を思い起こさせ、〈私〉の中に編み上げ

ていく手段でもある。こうした制服を着ている〈私〉は制服に同化していき、制服によって

<私＞が変えられていく。それはもはやく私＞の対象物ではなくなり、〈私〉の一部となるの

であって、〈私＞はこれを通してものを見、ものを感じるようになる。このように、強く支

配的な「道徳」や「規範」によって身体を飼い慣らし、それを「第二の天性」として当たり

前のことのように自然と行動できる「従順な身体」へと変えていくための格好の政治的社会
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化の手段として制服を捉えることができるのである。

最後に、本論文を終わるにあたり今後の課題を若干述べておきたい。本論文では近代学校

における周到なる身体の規律・訓練の過程を、制服を中心にみてきたが、決してこれは制服

を通してのみ行われていたのではない。明治20年頃から発明され、導入されていった祝日大

祭日儀式や御真影の下付、運動会、さらには30年代からの衛生管理の強まりなどもまた身体

を通しての規律・訓練の大きな手段であると見ることができる。それ故今後はさらに視野を

広げ、身体の規律・訓練を学校における他の様々な行事や慣行なども含めて総合的に捉えて

いくことにより、近代日本における「国家のための主体＝臣民に構成されていく技術」（吉

見1994,147頁）を明らかにすることができると考える(11)。

また、研究対象を明治期にとどめるのではなく、近年、日本の中等学校で議論されている

服装・制服問題についても取り上げ考えていくつもりである。しかしここで取り上げたのは

明治期の、しかも男子の中等学校という極めて数少ない、いわばエリート階層にのみ着るこ

とが許された制服であって、これを今日の学校に直接当てはめることはできない。ここでの

成果を生かして比較考察できる視点を見つけ、今日のこの問題を考えていく手がかりとした

いo

寺園¥－
ﾉﾆｴ

(1)『防長新聞」（明治20年10月27日付）に掲載された「服制の事に付一言す」と題する投書では「夫れ

衣服のものたる衛生に適用し尊卑を明にし吉凶を表章する者にして猫に寒暑を防ぐのみならざるは今

更余輩の賛言を要せざるなり。・・抑も服制正しからざれぱ随て其品行方正ならず。服制の品行に関係

するや大なり」と、当時の服装の乱れを大いに嘆いている。衣服の如何は社会の道徳や規範を直接的

に示すものであり、重要な意味をもっていると人々も認識していたのである。

(2)日本においても、衣服に関する社会学的な研究はいくつかなされている。まず、現象学的社会学の

見地からの先駆的な研究としては山岸（1982）が挙げられよう。江原（1985）も同様の立場から服装

の社会学的研究の今後の可能性、重要性を指摘している。また、鷲田の研究（1989）は現象学的、社

会学的な立場から衣服を論じたものとしては秀逸のものであり、本論文も大きな示唆を得た。

(3)女子学生の制服については男子のように一貫せず、明治期はじめより袴の着用、それへの批判から

着流し、鹿鳴館時代のバッスルスタイル、着流しへの逆戻り、明治32年からの女袴の着用と粁余曲折

を経る。結局、セーラー服が定着し始めるのは大正期末、関東大震災を契機としてであった。

(4)制服は人間の身を包む単なる容器ではない。それは人間によって生きられる空間であり、時間であ

る。私と共に生きることにより制服は主体の経験に同化され、私自身もまたそれに合わせて変化する

というように、相互作用の中で影響を及ぼし合い、制服は私という存在の一部となっていく。まさに

こうした過程を見て行こうとしているのである。

(5)「私が<見つつ－見られるもの＞であるが故に、つまり、そこにはく感覚的なものの再帰性〉がある

が故に、鏡が現れるのであり、鏡はその再帰性を翻訳し、それを倍加するのだ。この鏡によって言わ

ば私の外面が完成されるわけであって、私がもっていると．んなに秘かなものも、すべてこの〈面影〉

〔＝鏡像〕、この<平板で閉ざされた存在者＞のうちへ入りこんでしまうのである。…･つまり、鏡の

なかの幻影は私の肉体を私の外へ引き出すのだが、それと同時に、私の身体というまったく〈見えな

いもの＞が、私の見ているもう一つの身体を身にまとうのだ。以後、私の身体は、私の実体がそこに

移りでもするかのように、他人の身体から取り出された線を身につけうるようになる」(Merleau-
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Ponty,M1967,P.267)

(6)制服の導入は必ずしも一斉に、厳格にというのではなかった。姫路中学では「（明治23年入学生談）

多くは軍服の古手を裏返したのを上下を八十銭位で求めてきた･･画一的ではなく、随分まちまち」（姫

路1978,p.100)という状況であり、地域によってかなりの差があったようだ。

(7)1874年のスイス連邦憲法の成立以降、兵役義務を前提とした新兵徴募試験制度に関する権限が連邦

に委ねられ、国民学校に対して試験のための準備学校的な性格を賦与するなど、学校体育に大きな影

響を及ぼした。（遠藤1983)このように19世紀半ば以降における欧州では、国家主義的な観点から体

育に注目がされ始めた。体操学校などが各地に作られ、体育が学校に取り入れられ、重視されるよう

になっていった。ドイツのヤーン(Jahn,FL)やスウェーデンのリング(Ling,PH)らが活躍し、や

がてその成果は日本にも入ってきたのである。(VanDalen,1976)

(8)明治30年代からは「校外監督内規j「校外監督二関スル心得」等が各校で作られ、校外生活も学校の

取り締まり対象となっていった。（斉藤1995,198-202頁）

(9)運動会の儀礼性、教育性については、安東（1993)、吉見（1994)、あるいは「日本近代教育百年史』

第4巻(1974)pp817-8を参照のこと。

(10)祝日大祭儀式については佐藤(1963)、山本・今野(1987)、御真影については多木(1988)、小林

(1988)、山本・今野(1987)、運動会は吉見(1994)に詳しい。

(11)為政者たちが祝祭的な儀礼やイベントを作りだし、これを視覚的、聴覚的に利用することにより、

人々の中に「日本」という「想像の共同体」(Anderson,B)を作り上げ、心の拠り所であると思い込

ませようとしていたのではないか。そうした共通の視覚的、聴覚的体験を通して人々は近代国家の国

民として自らすすんで規律・訓練化されていったのである。こうした観点から、吉見(1992,1994)は

博覧会や運動会を、フジタニ（1994）はページェント(pageant)を手がかりとして近代日本の「想像

の共同体」づくりを捉えている。
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