
子ども社会研究の課題と展望

スポーツ領域に焦点づけて

松田恵示

1．はじめに

子どものスポーツの研究は、子どもの成長との関係で、学校体育や地域スポーツなど制度

的な意味合いの強い公教育的視点をプラットホームとし、主に子どもの身体や心、あるいは

社会性の発達などをめぐってなされてきた。ここには、日本において、そもそも輸入文化で

あった「スポーツ」というものが、学校を経由して普及し、ひとつの学校文化として社会に

根付いたことも大きな影響を及ぼしている。それゆえに、身体を動かす、という意味での｢運

動」という言葉と、そもそも「楽しみごと」を語源とする「スポーツ」という言葉の区別にも

それほど注意が払われないままに、スポーツが子どもにとってどのような教育的効果をあげ

るのか、あるいは、教育的効果を上げうる「よいスポーツ」は、どのように子どもたちに用

意できるか、といったことが問題の中心を占めていたと言ってよい。

ところが、現在の子ども社会においては、スポーツはもはや、これまでのように公教育的

視点から考えるだけでは、その実態をつかみにくい出来事となっている。「キッズスポーツ」

への関心の高まりとともに、スイミングやダンスなど商業資本に基づいた「スポーツの習い

事化｣は進み、また小学校受験のために、乳幼児に対する「体育の家庭教師｣がキャリアとし

て成立する時代を迎えている。一方では、公園や空き地での子どものスポーツは姿を消しつ

つあり、スポーツ少年団や総合型スポーツクラブといった特別な場所で行うものへと、子

どものスポーツは変化しつつある。学校体育は、「楽しさ」を重視した生涯スポーツの理念の

中で営まれ、他方では、社会の情報化や消費化とも連動して、テレビやワンセグといった携

帯電話で観戦する「見るスポーツ」や、「スポーツ・ゲーム（テレビゲーム)｣｢eスポーツ」など、

いわば体を動かすこととは直接つながらない「スポーツ」も誕生し広がっている。つまりこ

こでは、既存のスポーツ文化を子どもに役立つように与える、という構図がすでに崩れ、親

子が共同してスポーツを個人の文化資本として、あるいは娯楽やレジャーとしてスポーツを

利用するとともに、新しい社会環境の中で、子どもたちがスポーツ文化を変容させたり、新

しく創造したりする側面が現れている。子どものスポーツを考えるにあたって、このような

脱公教育的側面を捉えていくことが、課題として大きくなっているということなのであろう。

しかしそのためには、そもそも何を「スポーツ」と捉え研究の対象とするのかについて、

今一度、再考してみる必要があるように思われる。言い換えればそれは、子どものスポーツ

を研究するプラットホームを相対化してみることに他ならないと言っていい。

(まつだ・けいじ東京学芸大学）
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2.身体の社会性

そもそも子どものスポーツを、公教育的視点から捉えるには、いくつかの理由が存在して

いる。ここではその中でも、近代社会にとって「身体」というものが占めた独特な位置を考

えることから、アプローチしてみたい。

スポーツという言葉は、例えば、ユネスコが1978年に提唱した「スポーツ宣言」にも見ら

れるように、「身体性｣｢遊戯性｣｢競争性｣の3つから概念としては捉えることが一般的である。

とりわけその中でも、「競争性｣は付随的な要素になっており、スポーツについては｢身体性」

という要素が大きな比重を占めている。ゆえに、子どものスポーツも、主に「身体の教育」

の視点から研究の対象となる場合も少なくないわけである。

ところが、この｢身体性｣ないし私たちにとっての｢身体」というものは、なかなかやっか

いな性質を抱えている。それは、これが｢不可知なもの」として私たちには現れざるをえな

いという点である。例えば、私たちは自分の身体に対して、「私の身体はどんなものなんだ

ろうか」とか｢私には身体があるのだろうか」などということを思うことはない。しかし、こ

れはとても不思議なことである。なぜなら、私たちは「自分の身体｣を自分自身で認識する

ことができないからである。例えば、他人の顔や姿を見るように、自分自身の顔や自分自身

の頭の後ろ姿などを、直接、自分の目で見て確認することはできない。つまり、自分の身体

は、直接に「見たこともないもの」なのである。

それは、このように言い換えてもよい。例えば、ある画家が、この世界を忠実にキャンパ

スに描こうとしたとする。しかし、この試みはどうしても成功しない。それは、その世界を

描いている画家自身の姿＝｢身体｣をキャンパスに描き込めないからである。ここで、「その世

界を描いている画家の身体｣を彼のキャンバスの中に描き加えても、問題は解決しない。な

ぜなら、その『｢その世界を描いている画家の身体｣を描いている画家』が描かれていないか

らである。つまり、描こうとしている客体が描いている当の主体でもあるために、そもそ

も自分を含んだ「この世界｣をすべて対象化することはできない。認識が成り立つためには、

認識するものを対象化する必要がある。つまり、それは客体化されなければならない。しか

し、死や宇宙など｢経験できないもの」のほかに、実は｢私の身体｣をも私たちは対象化でき

ないのである。繰り返すが、私たちは、死や宇宙など自分から「もっとも遠いもの」と、「私

の身体」という「もっとも近いもの」を対象化することが出来ない。この意味で、「身体」は、

常に｢不可知なもの」として認識の外部に位置してしまうのである。

もちろん日常生活では、このような「私の身体｣が持っている性質をいつも意識している

わけではない。それは、例えて言えば｢鏡を使って見ることができる」からである。もちろ

ん｢鏡」に映る「自分の姿｣は、鏡に反射した光を見ているだけで「自分の身体そのもの」で

はない。だから、とりあえず｢鏡｣を使って、私たちは自分の身体を見た気になっているだ

けである、とも言える。ここで｢鏡｣の比ﾛ前は、具体的には他者との相互作用を指している。

このことからすると、自分の身体は、常に他者との相互作用という「鏡｣に映った実体のな

い光の束＝「ヴァーチヤルなもの」としてしか確認できない、ということになる。自分の身体
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が、このように「ヴァーチャルなもの」としてしか確認できない、ということは、「身体｣はイ

メージでしかないということにもなる。このような「イメージとしての身体｣は、他者なし

には作られないのであるから、結局のところ私たちの「身体｣は、物理的な印象が強いにも

関わらず、社会的に構築されたものでしかないのである。

こうして私たちは、身体を「身体」として他者と語ることで､『身体とはこんなもんだ』とい

う、身体に対する確からしさの像を作る作業に追われることになる。それは言い換えると、

他者とともに確認しあって安心できる、ある規範＝｢モデルとしての身体｣を、みんなで織り

上げ、そして着込むような作業である。このような「モデルとしての身体｣のことを身体観

と呼ぶ。この意味で、近代社会が認識という行為に支えられた「つじつまのあう」社会とし

て成立しているだけに、同時にこのことによってひき起こる不可知で不安な身体に対して、

身体観を形成しその不安を打ち消す作業が、近代社会では同時に必要とされるということで

もあろう。この作業の一つの工程の中に、スポーツという文化を用いた公教育制度が位置づ

いてきたのである。

3.スポーツの社会的機能

我が国において、身体が教育の対象としてはじめて位置づいたのは、明治5年の学制公布

のときである。この中で、ギムナスティックの訳語として｢体術｣(体育）という教科が設置

されることになった。もちろんそれまでにも、武芸等の鍛練は存在していた。しかし、例え

ば武術や馬術は、あくまでも「芸｣を稽古したのであって、身体を特別に鍛練の対象と捉え、

｢芸」をその手段として使ったわけではない。そもそも、当時の日本には｢養生」という言葉

にも現れるように、「身体を鍛え向上させる」という意識がほとんど存在していない。

一方、西欧近代国家のまえに、近代的軍備を整えることが明治政府にとっては急務であっ

た。陸軍はこのため、体操法を、懸命に研究し実践しようとしていた。それは、日本の当時

の農民たちの動作の基本となっていたのが｢ナンバ」の動きであり、この動きからは、戦闘

に必要な機敏な動作が生まれなかったからであることは、三浦の指摘にも詳しいところであ

る。右足と右手、左足と左手を同時に出して、当時の日本人は歩いていた。これがくナンバ〉

の動きである。こうした動作は、全身が左右交互にゆれて素早く動くには無理が大きい。つ

まり、農耕労働が主であった日本人の身体動作には、走るといったような素早い動きは必要

なかったのである（三浦、1994)。

もちろん、当時の日本人の身体は、動作が違っていただけではない。身体に対する理解の

仕方も、私たちとはずいぶん違ったものであった。例えば､「ハラが大きい｣｢ハラがたつ｣｢ハ

ラを読む」などの日本語に見られるように、日本人が身体の中心を西欧のように「あたま」で

はなく、「ハラ」に置いていたことはよく知られている。だからこそ、日本において服装の洋

装化が進んだとき、しかし日本特有の着物の｢帯｣をやめることには、相当の抵抗があった

のであろう。しかし、このような日本人の身体は、近代化の中でつくりかえられる必要があ

った。そして、当時の政府は、子どもたちの身体を直接、教育の対象とする「体育」を、極

めて重視することになる。
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ところが、身体を鍛えるという習慣のなかった日本の社会において、「体育｣はなかなか子

どもたちに受け入れられなかった。そこで明治政府は、学校の特別活動として紹介され始め

ていたスポーツという文化やそれが持つ｢遊戯性」に注目する。スポーツには遊びの要素が

あり、身体を鍛えるという習慣のない子どもにとっても、外国からやってきた新しい遊び、

ということではあまり抵抗なく広がりつつあった。そこで、「体育｣にも、こうしたスポーツ

を教材として使えばよい。このようにして、スポーツはさらに学校を通じて普及していくこ

とになる。そして、このスポーツを通して、子どもたちは近代的な身体技法や身体意識を始

めて身につけていくことになるのである。

スポーツを行なうと、知らないうちに子どもたちは｢身体｣の捉え方をも学んでしまうと

ころがある。例えば、50M走で｢少しでも速く走ること」に夢中になっていると、その場で

50M走ることにはそもそも何の意味もなかったはずなのに、「50Mを速く（あるいは遅く）走

る身体を持った私」というように、身体に対する意識とアイデンティティを知らないうちに

身につけてしまう、というようなことである。

さらに、身体を鍛える対象として客観化し捉えることも、スポーツを行なうことで「それ

があたりまえだ」と自然に思い込むようになる。例えば、何センチ、何キロ、何秒などと、

数値で｢身体｣の状態を捉えるという習慣は、スポーツや体育においては当たり前のことで

ある。こうして、遊びの要素を持つがゆえに引き込まれてしまう、スポーツという文化を通

して、子どもたちは自分の身体を、能力という視点から対象化するとともに、数値や客観的

な指標によって「身体｣を認識する習慣が自発的に身についてしまう。こうした面を、フー

コーは｢従順な身体」と呼び、近代的な権力の誕生と関連づけて論じていることはあまりに

もよく知られるところであろう。

子どものスポーツ研究は、こうしたスポーツの普及過程に大きな影響を与えられている。

むしろ、このような「身体｣をめぐる社会的な構築過程に、研究自身が巻き込まれていると

いった面も指摘できるのではなかろうか。しかし、現在の子ども社会では、こうした「身体

観｣を形成するスポーツとは、まったく別種のスポーツと「身体｣が生じている。この一端を、

私たちは｢スポーツ・ゲーム（テレビゲーム)」の中に見ることができる。

4.拡張する身体とテレビゲーム

「Wn｣｢DS｣「プレイステーション3｣など、子ども社会の通行手形のような感さえあるテ

レビゲームでは、「WiiSport｣や「ウインニグイレブン」など、スポーツゲームが人気ソフト

として子どもたちによく遊ばれている。ところで、西村は、この「テレビゲーム」に対して、

次のように述べている（西村清和、1999)。

「テレビゲームにおけるプレイヤーのキャラとの『同一化』とは、物語の人物への共感

でも感情移入でもなく、最近よく使われることばをもちいれば『シンクロ（同期)』であ

る」

「ゲーム行動にとってなによりも重要なのは、登場人物のキャラクターに支えられた
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物語りの展開ではなく、プレイヤーがキャラの身体にシンクロして得られるゲームの

『行動感』である」

西村は、まず、一般的にはあまり区別されることが少ない、テレビゲーム体験とシミュレ

ーション体験の違いについて論じている。それは、視点の持つ主観性と客観性の違いである‘

I

▲
奪
職

客観視点主観視点

図1テレビケームとシミュレーションの違い（松田、2008)

上の図の左側がテレビゲーム画像に現れる客観視点、右側がシミュレーションに現れる主

観視点である。つまり、テレビゲームでは、例えば運転者(プレイヤー）自身が客観的にひ

とつの像として描かれるが、自動車の教習所などでよく利用されるシミュレーションでは、

運転者から見た風景が画像化されているために、運転者(プレイヤー）自身は画像としては

現れない。

西村が強調するのは、テレビゲームは｢現実の代理＝シミュレーション」ではなく、あく

までもひとつの独特の｢遊び｣の世界であるということである。テレビゲームの世界は、シ

ミュレーションとしての現実の代理体験ではなく、あくまでも、画面上のアイコンに同期

(シンクロ）することで、遊びの構造が出現するものであることを述べている。

しかし、この点を別な角度から掘り下げてみると、テレビゲームには、ある新しい｢身体」

が現れていることが明らかになってくる。それは、おそらく西村が意図した以上の意味を持

つ、「同期」という言葉が持たらす拡張した身体である。

西村の指摘する、「私｣から見た世界＝「主観視点」と、「私」もひとつのキャラクターとして

存在する、第三者から見た世界＝「客観視点」の違いは、プレイヤーが操作する画面上の像

＝キャラクターの行為と、プレイヤー自身の入力装置を操作する行為が時間的に一致すると

いう、同期体験の文脈の中にあることを示すものであった。つまりテレビゲームという遊び

は、テレビゲームを操作する「こちら」のプレイヤーの身体と、画面上に広がる「あちら」の

テレビゲームの「キャラ身体｣が､「いま」を共有する＝同期しているわけである。現象学的な

身体論でよく論じられる、身体意識の膨縮という問題が､「こちら」という空間と、「あちら」

というメディアによって生じた新しい空間との間に、空間の異質性を超えてひき起こってい

るといってもよい。

私たちの身体意識は、物理的な身体を超えて伸びたり縮んだりしている。例えば、ボール
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ペンを持って字を書いているときに、「指先」というものを物理的な指の先ではなくボールペ

ンの先に感じたりする。ただし、このときの身体意識の膨張はあくまでも「こちら」の空間

にとどまっており、身体の拡張性は同一空間内の問題である。ところが、テレビゲームでは

i面面この「キャラ身体｣を自分の身体の先だと感じてしまう。つまり、「あちら」というメディ

ア空間内に自己の身体を拡張させているのであり、さらには「こちら」と「あちら」の身体が、

空間を超えて同期し共振しているのである。だからこそ、「あちら」の画面上の「キヤラ身体」

が乗る自動車に同調して、「こちら」にある自分の身体を右に傾けたり、左に傾けたりして子

どもたちは遊ぶ。このとき「私の身体」とは、「あちら」の身体でもあり「こちら」の身体でも

ある。シンクロナイズした画像に対して、私たちはそれを自身の同一の｢身体｣であると了

解しているのである。

これまでの遊びが、「いま、こちら」の世界であるのに対して、テレビゲームでは「いま、

あちら」の世界が広がるとともに、それが｢いま、こちら」の世界と身体の同期により繋がっ

ている。この意味で、テレビゲームとは、質の異なる空間を串刺して、身体の拡張性を遊ぶ

体験である。また、このようなテレビゲームという場面に生じた拡張する身体は、インタラ

クティブな電子メディアを環境として出現した、身体と世界の新しい形式でもある。

「技術的環境というものは人々をただその中に住まわせるというだけの受動的な容器にと

どまるものではない。それは人々を作り直し、他の技術をも更新する能動的過程なのだ｣(マ

クルーハン、1962)。よく知られたM.マクルーハンはこのように述べて、メディアテクノロ

ジーがもたらす社会への衝撃をむしろポジティブに捉えようとした。もちろん、マクルーハ

ンが例えば｢地球村」という言葉で描いたほどに、現代社会や人々の生活はメディアのもた

らす影響において楽観的な社会ではない。ただ、マクルーハンがメディアを｢環境」として

捉えるとともに、人間がこの｢環境｣下で社会生活を営むとき、例えば｢電子メディア」は｢神

経系の体外への拡張｣であると正しく捉えたように、身体が新しい形式へと環境に応じて変

容することにいち早く関心を払っている点は、やはり高く評価される必要があろう。なぜな

ら、子ども社会を考えるとき、子ども社会に特有な環境としてそれらは、これまでとは異な

る別種の子どもの「身体｣をも創造することを予見させるからである。

5.身体と世界の新しい形式

この「技術的環境が人々を作り直す」というマクルーハンの主張は、A.ゲーレンの人間学

を経由させるとさらにわかりやすい。ゲーレンの｢人間」に対する理解の骨格を成すものは、

｢欠陥動物」としての人間の生存条件とは何か、という点にあった。動物の生の最大の目的は、

おしなべて生存することにある。このために、人間以外の動物では、ある環境下で生存する

ことを可能にするための能力が｢本能」という形でインプリンティングされている。つまり、

環境と器官形成が一致し、「ほとんどすべての動物がまったく特定の環境にその領界をがっ

ちりとしばられており、そこに『適応」している」わけである。ところが、人間は｢毛皮はむ

ろんのこと、天然の雨合羽もなければ、自然にそなわる攻撃器官もなく、逃げるに便利な体

の造りすらない。たいがいの動物に較べて人間は感覚の鋭さでひけをとり、真正の本能とし
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てみれば命とりといえるほどの欠陥をもち、乳児および幼児期は比較にならぬほどの長期に

わたる保護を要する。言いかえれば、生まれついての自然条件にまかせていたら、人間は地

表に棲みながら、逃げ足の速い草食獣、猛々しい食肉獣に伍することなく、必定とうの昔に

滅びていたはずである｣。

生物学的に見てこのような「欠陥動物｣である人間がしかしながら生存するのは、「労働能

力または行為の才能すなわち手および知能をもってするほかない｣。つまり、他の動物のよ

うに環境と器官形成が一致しないがために、環境への適応が欠如する分、知覚が環境に対

して異常に「開放」されているとともに、発達した脳活動によって知覚の組み替えを行なう

ために、環境とは独立した「適応的環境｣＝｢世界｣を自ら創りだして生活するのである。「改

変の手が加わらぬ｢解毒」されていない自然界に生存する可能性を人間はもたないし、厳密

な意味で「自然人」は存在しない。つまり、武器も、火も、調えられた人為的食料も、屋根

も、協同作業の確立された形式もない人間社会というものは考えられない。文明とはすなわ

ち「第二の自然｣であり、いうならば人手の入った、ひとり人間のみ生きられる自然である。

この『非自然的文明』は、先例をみない、みずから『非自然』つまり動物に反する構造をもっ

た一生物が、世界において為しとげた作用の結果なのだ｣。こうして、人間はどのような環

境下においても生存できる、この意味で最も強い生物種となっているわけである（ゲーレン、

1985)。

ゲーレンのこのような人間理解からすれば、環境と一致しない器官形成が特徴となる人間

の身体も、自然本性にある状態のそれを肉体と呼ぶとすれば常にそれは｢未完成な肉体｣で

あるほかはなく、それは人間自身の環境から解除された知覚と脳活動＝意識によって、同時

に常に作り続けられるものにならざるをえないことになる。最近の脳科学は、私たちが｢身

体」と感じたり、あるいは｢身体｣から入ってくる知覚が、いかに脳活動の所産であるかを明

らかにしてくれている。脳の活動が電気的な信号によって成り立っているがゆえに、これを、

これもまた飛躍的に進化するロボット技術に結びつけると、生身の肉体ではないものが「自

然な自分の身体」として成立してしまうことも、またすでに明らかにされている事実である。

つまり、人間の肉体は、適応的環境=世界を創りだすために常に｢身体」として脳活動により

構成されつづけることがいわば生存に対して義務づけられた存在であり、だからこそそれは

変容し続けるのである。先に述べた身体に対する不安の存在と、それを打ち消すための他者

との相互作用による「身体観｣の構成とは、実は、このような人間の持つ種としての生物的

基盤から派生している。

このように考えてみると、「技術的環境が人々を作り直す」というマクルーハンの主張は、

電子メディアという環境下に生きる現代の子どもたちが、どのような「身体｣を紡いでいる

のかを、「欠陥動物」としての人間という、生物学的視点からニュートラルに捉えることをい

うものであろうハ

6．テレビゲームというスポーツ

そうなると、子どもたちが｢スポーツ・ゲーム（テレビゲーム)」を行うとき、そこに出現
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する身体は、メディアを環境とした新しい｢身体｣であるとしか言いようがない。また同時に、

だとすれば、そこでの遊びは｢身体を使った遊び｣、つまり、スポーツと呼ぶしかない。な

ぜなら、スポーツとは、ユネスコの「スポーツ宣言」にも見られたように、「身体性｣に基礎づ

けられた｢遊戯性｣や｢競争性｣を柱とする文化に他ならないからである。この意味からする

と、アクションゲームやシューティングゲームなど多くのテレビゲームは、スポーツゲーム

に限らず｢いま、あちら」の身体能力自体を自律的に展開させて、「できるかな／できないか

な」という心の動きの中にワクワクして遊んでいるのだから、「サイバー・スポーツ」ないし

は、「デジタル・スポーツ」といってよい体験であろう。

ただ、「いま、こちら」の身体と「いま、あちら」の身体が同期するという、これまでにない

遊びの｢仕かけ｣が存在しているために、この遊びは「いま、あちら」空間への身体拡張とい

う新しい面白さにひらかれているだけではなく、「いま、こちら」空間に広がる従来の遊びよ

りも「遊戯関係｣が成立しやすい。遊戯関係が、ある状況の中に溶け込むことによって成り

立つ、一種の自己放棄の体験であり、「これは遊びなんだ」という一種の安心感であるとすれ

ば、そこで関係を構築する相手（もちろんこれには、ボールや鍵束などモノも含まれる）は、

一方では｢私とは異なっている」という性質が必要とされるとともに、他方では、「じゃんけ

んぼん！」という遊びの中に見られたように、遊びという独特の関係の中に同調できる、い

わば｢私と同じである」という、正反対の性質を持つ存在でなければならない。「私と異なっ

ている」ものを｢他人(物)｣、「私といっしょである」ものを、「他己(己のような他、仲間や自

分の一部となっている道具など)」と呼ぶとすれば、遊びに求められる相手は｢他者｣＝｢異な

っている」けれども「いっしょである」というパラドキシカルな存在である。このような他者

と出会い、遊戯関係を構築することは、他者と遊びがパラドキシカルな存在であるだけに、

シンボルを介在させた経験の蓄積による学習が必要である。ゆえに、そもそも遊びは、学習

なくしては成り立たない。ところが､「いま、こちら」空間の身体と、「いま、あちら」空間の

身体の同期は、感覚的にそれほどの学習も必要なく、「いま、あちら」空間にある他の身体を

他者化しうる。空間の異質性さえひき受けることができれば、言い換えれば､「いま、こち

ら」の身体の動きに対する意識をスルーさせて、画面上の「キャラ身体｣に意識をかぶせてい

くという流儀さえ心得れば、容易に「いま、あちら」空間の身体は他者になりうる。つまり、

簡単に遊戯関係を構築できるがために、簡単に遊ぶことができるのである。

子どもたちがテレビゲームばかりで遊ぶのは、テレビゲームという機械の誕生が子どもた

ちの遊びを変質させたというよりも、他者関係の経験や学習が少なくなった現在、それでも

｢遊び続ける」ことが本性である子どもたち、あるいは私たち人間が、より遊戯関係の構築

が簡単なテレビゲームに、遊びを求めているだけのことであろう。この意味では、スポーツ

も同様である。公園や空き地でスポーツをする経験が少なくなった今、テレビゲームに出現

する新しい「身体」を使ってスポーツを楽しむことは、それでもスポーツをして遊びたい子

どもたちにとっては容易である。近年の任天堂のテレビゲームWiiやDSの大ヒットも、こ

のような同期体験に基づく新しい遊びとしてのテレビゲームが、インターフェイス（入力装

置)の革新的な進歩によって、電子メデイアを環境として生きてきた若者のみならず、旧世

代の人々にも簡単に味わえるようになったことが原因となっている(松田、2008)。テレビゲ
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－ムという遊びの本質が同期体験であるということは、以上のように、それが｢いま、あち

ら」という新しい空間と拡張身体に広がる新しいスポーツであるとともに、現代的な環境の

中で、スポーツをより優しく子どもたちの手元にたぐり寄せていることを示すものである。

7.『遊び｣の視点

このとき、公教育制度の中に取り込まれてきたこれまでの子どものスポーツに対して、「ス

ポーツ・ゲーム（テレビゲーム)」に見られる子どものスポーツでは､「身体性｣｢遊戯性｣｢競争

性」というスポーツの概念を支える3つの要素は変わらないけれども、公教育制度がスポー

ツを使って目指した「身体｣からは、むしろ拡散する方向に動いている。このときに、相対

的に浮かび上がってくるものは、「身体性｣ではなくむしろ｢遊戯性」という要素なのではない

か。

スポーツを「遊び｣の視点から捉えるということは、1970年代から80年代にかけて、ホイ

ジンガやカイヨワの遊戯論をベースに社会学やその他の科学においても盛んであったから、

むしろ新しいものではない。特に学校体育は、この当時、遊びを観点としたスポーツの理解

を通して、大きくその姿を変化させている。しかし、スポーツから遊びの要素が失われてい

くことに警笛を鳴らしたホイジンガのように、スポーツを捉えるプラットホームはむしろ

｢身体｣にあり、この｢動かない」身体があったからこそ、逆に、変化するスポーツの中の｢遊

びの要素｣や｢遊びの精神｣が見てとれたのであろう。ところが、現在の子どものスポーツの

問題は、スポーツの中の｢遊びの要素｣や｢遊びの精神｣が失われている、という警笛ももち

ろん成り立つが、一方で、スポーツが｢遊び｣であるからこそ、社会的環境に応じた新しい

｢身体｣の創造がひき起こっているわけである。つまり、「身体」をベースに「遊び｣や｢競争」

をのせるのではなく、「遊び」をベースに「身体｣や｢競争｣をまさに「動くもの」として、研究

の俎上にのせていく必要があるのではないか。

例えば､「遊び｣を視点としてスポーツを捉えた場合、子ども社会の中で確実に広がりつつ

ある「スポーツ・ゲーム（テレビゲーム)」から、「モバイル・スポーツ」といった問いを立ち

上がらせることもできる。「DS｣にせよ「PSP｣にせよ、公園や空き地で、子どもたちが通信

機能を使った対戦型の「スポーツ・ゲーム（テレビゲーム)」で遊ぶ姿がよく見られるように

なった。もちろん、電車の中や町中でも、である。こうした遊びは、スポーツのモバイル化

として、あらたな子ども社会の理解とスポーツや身体の変容を理解する研究対象となってい

るのではないか。また、携帯電話を使ったワンセグ・サービスによる「スポーツ観戦｣なども、

どこでも「見るスポーツ」が可能となった「モバイル・スポーツ」のひとつでの現象態ではな

かろうか。こうした新しいスポーツ文化や身体のあり方が、主に子ども社会から生まれてい

る。このような社会事象を、「遊び｣の視点からは、問い立てることが可能である。

こうして子どものスポーツを徹底して「遊び」の視点から捉えたとき、子どものスポーツ

の研究は、公教育的視点から、価値や文化的視点にプラットホームを移していくと思われる

し､学際性を強めていくと思われる。この意味では、「脱身体化」という言葉が､子どものスポ

ーツ研究の課題となり、また新しい展望を開く条件になっているように思われるのである。
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付記本稿は、「SynChrOnize-拡張する身体とモバイル社会における遊び－｣(｢MobileSocieb'

Reviewv01.13』、NTrdocomo､2007)、「｢Wii」はなぜ売れるのか？－同期する肉体の現代｣(池井

望・菊幸一編『からだの社会学』、世界思想社、2008)、「近代スポーツと身体観の変遷｣(飯田貴子他

編『スポーッジェンダー学への招待』、明石書店､2004)を部分的に合併させ、大幅に加筆修正した

ものである。
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