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（10：00 理事会） 

12：20 開会の挨拶  真田 久会長 

 

12：30～16：30 一般研究発表①（発表 15 分、質疑応答 10 分） 
 

時間 演者 演題 座長 

1 12:30-12:55 
松本 彰之 

（日本体育大学） 

屋台獅子に関するスポーツ人類学的研究 
ー長野県飯田市の事例を中心としてー 

田里 千代 

（天理大学） 

2 13:00-13:25 
荒井 啓子 

（学習院女子大学） 
華族女学校の運動会 

3 13:30-13:55 
蔡 美京 

（明治大学） 
≪太平舞≫の創作意図と背景検証 
―舞踊衣装を手がかりに― 一階 千絵 

（群馬県立女

子大学） 
4 14:00-14:25 

富 燦霞 
（明治大学） 

京劇の表現技法にみる中国伝統の身体観
〜二つの表現と臓腑経絡における気の状
態 

5 14:30-14:55 
相原 進 

（京都大学） 

フィールドワークにおける映像式モーシ
ョンキャプチャの運用－エチオピアのダ
ンスにかんするデジタル記録の作成を事
例として－ 中村 恭子 

（順天堂大学） 

6 15:00-15:25 
中村 美奈子 

（お茶の水女子大学） 
OpenPose による民族舞踊研究—バリ舞
踊を事例として 

7 15:30-15:55 
小林 敦子 
（明治大学） 

踊り手が拍を生み出す楽器 
日本の芸能における「四つ竹」の事例 神戸 周 

（東京学芸大

学） 
8 16:00-16:25 

林 夏木 
（四国大学） 

教育現場におけるアフロ・ブラジル舞踊の 
実践と課題-バイーア州・ヘコンカヴォ地
域における調査結果から- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目 3月 26日（金） 
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9：30～11：30 シンポジウム 

テーマ  

フィールドに寄り添う視点からアフリカのスポーツ事情を考える 

―ケニア共和国の事例から― 

司会・コメンテーター   寒川 恒夫（静岡産業大学） 

時間 シンポジスト・テーマ 

9:30- 

10:00 

萩原 卓也 (京都大学アフリカ地域研究資料センター) 

「プロになりきれなかった彼らが得たもの  

―自転車競技選手の競技生活と引退後の展開―」 

10:00-10:30 

⽬⿊ 紀夫 (広島市⽴⼤学国際学部) 

「スポーツを通じた保全は本物か？  

―マサイ・オリンピックをめぐる環境と文化のポリティクス―」 

10:30-11:00 

⽥ 暁潔（筑波⼤学体育系） 

「アフリカ人＝生まれつきの高い身体能力？  

―マサイの子どもの身体活動に着目した学際連携から見えるもの―」 

11:00-11:30 コメントおよびディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日目 3月 27日（土） 
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12：30～17：00 一般研究発表②（発表 15 分、質疑応答 10 分） 
 

時間 演者 演題 座長 

1 12:30-12:55 
川島 浩平 

（早稲田大学） 

近代日本におけるアメリカンスポーツの普及
とジェンダリング―1890 年代から 1910 年
代のバスケットボールを中心に— 大森 重宜 

（金沢星稜大

学） 
2 13:00-13:25 

渡會 宜大 
（国立台湾師範大

学） 

山形県西川町のスポーツツーリズムを用いた
観光町づくりの文化要素研究 

3 13:30-13:55 
熊 天宇 

（天理大学大学院） 
合気道競技における指導理念とその実践につ
いて 

田邊 元 
（富山大学） 

4 14:00-14:25 
Maja Sori Doval 
（津田塾大学） 

ドイツにおけるインクルーシブスポーツとし
ての柔道の主な展開と現状: 
知的障害・精神障害がある対象者向けのアプロ
ーチを中心に 

5 14:30-14:55 

唐鎌 弘年 
（天理大学大学院） 

軽米 克尊 
（天理大学） 

近現代剣道における「剣風」の成り立ちに関す
る研究 

6 15:00-15:25 

李 承澤 
（早稲田大学スポー

ツ科学研究センタ

ー） 

韓国の体育・スポーツ文化の展開 

―(文谷)徐相天
ソ・サンチョン

(1902 年−未詳)に着目して― 渡邉 昌史 

（武庫川女子

大学） 
7 15:30-15:55 

豊島 誠也 
（天理大学大学院） 

伝統スポーツに内在する極限性によって生成
される“New Traditional Sports” 
～台湾東北部宜蘭県におけるチャングー（搶
孤）を事例に～ 

8 16:00-16:25 
石村 広明 

（桃山学院大学スポ

ーツ教育センター） 

選手起用における高校野球文化の変容とこれ
から 

瀬戸 邦弘 

（鳥取大学） 

9 16:30-16:55 
小坂 美保 

（神戸女学院大学） 

日本統治下における甲子園の受容と意義 
－台湾の嘉義農林の甲子園出場を手がかりに
－ 

 

17：00 閉会の挨拶  真田 久会長 

 

（17：15 総 会） 
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フィールドに寄り添う視点からアフリカのスポーツ事情を考える 

―ケニア共和国の事例から― 
 

萩原 卓也 (京都大学アフリカ地域研究資料センター 研究員) 

目黒 紀夫 (広島市立大学国際学部 准教授) 

田 暁潔（筑波大学体育系 助教）             （発表順） 

 

寒川 恒夫（司会・コメンテーター） 

 

 

 2018 年 10 月に開かれた第 133 次国際オリンピック委員会(IOC)総会で、2022 年秋に第 4

回夏季ユースオリンピックをアフリカ大陸の西端に位置するセネガルで開催することが決

定された（注：新型コロナウイルスの影響で 2026 年に延期された）。近い将来、アフリカ

で初めてオリンピックが開催されるのももはや夢見ではなくなるだろう。 

アフリカの国々は、19 世紀から半世紀間にわたる植民地支配を経験した。その後、独立

運動を経て、開発の名のもとにさまざまな活動が展開されてきた。スポーツに関しては、

植民地政府およびキリスト教の布教活動による近代スポーツの導入に端を発し、スポーツ

を適用した反人種主義運動の展開、開発援助活動におけるスポーツ選手の育成および海外

「輸出」、自転車競技の普及、さらにスポーツを活用した観光開発など、多種多様な展開を

見せてきた。そのようなアフリカのスポーツ事情を理解するためには、個々の地域の歴史

や文化、政治を理解するのはもちろんのこと、スポーツ活動に関わる人々の日々の営みに

寄り添い、人々の意思決定と行動、およびそれらを裏付ける諸要因に着目する必要がある。 

それぞれの発表者は、ケニア共和国で長期的なフィールドワークを積み重ねながら、ス

ポーツとかかわる文化人類学的・社会学的な研究を行なってきた。今回のシンポジウムで

は、これまでのフィールド調査における「聞く」・「観る」・「交じる」の経験をふまえて、

ケニアで展開されつつあるスポーツ活動を紹介しながら、それらの活動が地域社会の人々

の生活にもたらした影響を多角的に検討する。 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
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プロになりきれなかった彼らが得たもの 

―自転車競技選手の競技生活と引退後の展開― 

 

萩原 卓也（京都大学アフリカ地域研究資料センター） 

 

 

本報告で取り上げるのは、「プロになりきれなかった」ケニアの自転車競技選手の現役生

活と引退後である。本報告の目的は、第一線で活躍し続けることもできず、競技を一定期

間続けたのちに引退していく人びとの事例から、この地域において競技スポーツが生み出

したものや、競技生活から彼らが得たものを考えることである。ここでいう自転車競技と

は、舗装路を利用して着順を競うロードレース競技、および未舗装路でおこなわれるマウ

ンテンバイク競技を指す。 

生活資金獲得の手段として自転車競技にかかわるケニア人の集団が各地に点在している。

彼／彼女らは、練習を積み大会に出場して賞金を稼ぐ日々と送ると同時に、都市部に居住

する「白人」および富裕層の顧客相手に自転車の整備・修理を実施し、工賃を稼ぐことで

生活資金を得ている。また、大自然を満喫するためにケニアを訪れる観光客を相手に自転

車ツアーの案内役を担当し、ガイド料を稼ぎながら生計を立てている。 

そのような団体のひとつである SSは、首都ナイロビ郊外に簡素な長屋のキャンプを構え、

その周辺に住む若者を集め、共同生活の場を与えている。ここでは、寝床、食事、自転車

および装備一式が提供される。この団体は、自転車競技のプロ選手として欧州で活躍した

ケニア人男性によってやりくりされている。若者たちをプロの自転車競技選手へと育成す

ることを目標に掲げるとともに、ケニア社会を生き抜くために規律と訓練の過程を通して

彼らを自律／自立させることも目指している。報告者はここで彼らと共同生活を営みなが

ら合計 20ヶ月の調査を実施し、約 7,500キロの距離を彼らとともに走ってきた。 

報告ではまず、自転車競技および競技に関する生業がこの地で成立している構造を確認

する。植民地期から今日に至るまで、アフリカにおける競技スポーツは「白人」のスポー

ツ愛好家、また国外で経験を積んだ母国出身のアスリートを基盤に発展してきた。  現

在でも続くそのようなネットワークを支えとして、SS の実践が生業として成立しているこ

とを確認する。 

競技生活を離れたあとは、モーターバイク・タクシーを始めたり、現役時代に貯めた資

金に余裕があれば店を開いたりもする。彼らは競技生活から何を学び、自転車競技は何を

生み出したのかを、競技後のつながりも含め、暫定的に検討する。 

また、COVID-19の感染拡大は、SSの生活にも影響を与えたようである。情報が活発に交

換される Facebookの Kenya Cyclingのグループでのやりとりも取り上げながら、彼らのコ

ロナ禍での対応についても報告する予定である。 

 

シンポジウム 
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スポーツを通じた保全は本物か？ 

―マサイ・オリンピックをめぐる環境と文化のポリティクス― 

 

目黒 紀夫（広島市立大学） 

 

 

 「マサイ・オリンピック（Maasai Olympics）」とは、ケニア南部アンボセリ（Amboseli）

地域で活動する保全 NGO「ビッグ・ライフ・ファウンデーション（Big Life Foundation：

BLF）」が、「スポーツを通じた保全（conservation through sport）」として 2012年から隔

年で開催している陸上競技大会である（2020年に予定されていた第 5回大会は新型コロナ

感染症のため 2021年に延期）。アンボセリ地域はアフリカを代表する野生動物観光の目的

地であり、また半遊動的な牧畜を主な生業としてきたマサイ（Maasai）が、数百年にわた

り野生動物と共存をしてきた場所である。マサイ社会にはライオン狩りの文化があり、BLF

はその廃絶のため、それに代わる競争と名誉獲得の機会としてマサイ・オリンピックを開

催している。 

マサイ・オリンピックはアンボセリ地域のマサイの「戦士」を対象とし、地域内に伝統

的に 4つ設けられてきた「戦士集落」の間の対抗戦の形をとる。短距離走、長距離走、槍

投げ、棍棒投げ、高跳びの 5種目があり、各種目の成績上位者と全種目を通じて最も優れ

た成績を収めた「戦士集落」には賞品・賞金が与えられる。当日は地域内外から訪れた多

数の観客とともに盛り上がり、「戦士」たちも大会の継続と参加を熱望する。その様子は BLF

が作成した公式ウェブ・サイトに加え、数多くの国際メディアによって報じられてきた。

そして回を重ねる中では大口のスポンサーも賞金の総額も増えている。 

BLFがマサイ社会との一体性を強調するのに対し、「戦士」たちはマサイ・オリンピック

を BLFが「ホスト」として主催するイベントと捉え、自分たちはそれに「ゲスト」として

参加しているにすぎないと考える。そのため BLFがマサイの伝統や現状にそぐわない選択

をしても問題視しない。ただし、記録向上と入賞を第一として取り組む競技がある一方で、

記録よりも伝統的な「跳び方」にこだわることもあり、「戦士」たちにとって近代的な形式

のもとでの記録や勝利、賞金の獲得だけが重要なわけでもないことが窺える。 

本発表では BLFがインターネットで発信する情報に加えて、報告者がフィールドワーク

などを通じて収集した情報（大会当日の様子、参加者を始めとする地域住民の声）に基づ

き、マサイ・オリンピックがどのようなイベントで、いかなる結果をもたらしており、そ

して、それが「伝統的な戦士の技能に基づくマサイの組織的なスポーツ競技会（an organised 

Maasai sports competition based upon traditional warrior skills）」であると BLFが

主張するとき、環境（グローバルな野生動物保全の運動）と文化（急速に近代化をしてい

る地域社会の伝統文化）の 2つの側面において、スポーツがいかなる役割を果たし得るの

かを検討する。 

シンポジウム 
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アフリカ人＝生まれつきの高い身体能力？ 

―マサイの子どもの身体活動に着目した学際連携から見えるもの― 

 

田 暁潔（筑波大学体育系） 

 

 

実験型研究を中心に展開されてきた心理学などの分野においては、西欧社会の被験者デ

ータに基づき、ヒトの普遍的な行動とこころについての議論が展開されてきた。21世紀か

ら、そのような西欧的ともいえる思考に対する批判が活発になり、非西欧社会における身

体とこころを理解しようとする動きがみられた。一方、それにも関わらず、現在の研究に

おいても、実験の結果に見られる身体特徴に関する解釈が、依然として欧米社会に特有な

個人主義の観点に基づくものが多い（e.g. Choi et al. 2014; Fink et al. 2018; Refsdal 

2017）。例えば、Finkらは、イギリスとドイツの男性の歩行アニメーションを用いて、男性

の体力と魅力に関する認知実験テストをイギリスとドイツで行い、同じ実験をマサイ社会

においても実施した。その結果、体力を持つ歩行者（strong walker, SW）が魅力的だとい

う判断率がイギリスやドイツで高い一方で、マサイの人々は SWに対して特に魅力的だと感

じない傾向があると指摘した。その結果を解釈するために、Finkらは、牧畜民マサイは 1

日 60km歩くものの狩猟をしないため、筋肉質な身体を持つことが重要ではないこと、競争

としての高跳びを日常的に行うがゆえに、敏捷性を重視する身体文化を持つことを理由に

挙げた。しかしそのような解釈は、定住化が進むなど変化しつつあるマサイ社会のリアリ

ティを反映しているとはいえず、身体と認知発達を支える社会的・文化的文脈に対する理

解が不十分であると指摘できる。 

 以上の研究動向に注意しながら、報告者は 2019年から、非西欧社会における子どもの身

体活動と発達に関して同様の関心を持つケニアおよび日本の多分野の研究者と連携して、

マサイの子どもの身体活動を定量的・定性的アプローチの両方から理解するための研究を

進めてきた。本発表は、その研究連携によって明らかにされたマサイの身体活動の多様な

特徴を報告しながら、フィールドワークに基づく身体活動研究の可能性と課題について、

COVID-19の影響を含めて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
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一般研究発表 
 

 

 

 

①  3月 26日（金） 12：30～16：30 
 

②  3月 27日（土） 12：30～17：00 
 

 

発表 15分、質疑応答 10分 
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屋台獅子に関するスポーツ人類学的研究 

－長野県飯田市の事例を中心として－ 

 

松本 彰之（日本体育大学） 

 

はじめに 

祭りや民俗芸能といった旧来の文化が、

現代まで伝承されてきた動態とその意義に

ついて、多くの事例が報告されてきた(星野

2007)。そこで示された意義として、多くの

祭りや伝統行事がその地域の観光資源と成

している実情がある。地域独自で受け継が

れてきた非日常的な風儀を外来者に観せる

ことが、大衆による大量消費の対象商品と

され、そこで得る利潤が存続の力となって

いる。 

また、1992(平成4)年の「地域伝統芸能を

活用した行事の実施による観光及び特定地

域商工業の振興に関する法律」(通称「お祭

り法」)の制定を機にセンターが設置され、

地域伝統芸能等を活用した行事の実施、支

援を行うこと等によって、地域の観光及び

商工業の振興を図るための様々な事業が進

められた。また、平成20年度より実施の「変

容の危機にある無形の民俗文化財の記録作

成の推進事業」等行政の後押しを受けて延

命できた芸能もある。その一方で長い年月

をかけて存続に奮闘しながらも消滅に至っ

た事例や(植田2004)、また担い手が存続を

断念せざるを得ない状況に至る経緯や諸条

件も報告された(木内2010)。 

Ⅰ 目的 

本研究は、長野県飯田市の屋台獅子の活

動を中心に、これらの民俗芸能の存続と再

生のための条件を探究するためその具体的

活動実態を明らかにする。 

Ⅱ 方法 

本研究は、2016(平成27)年10月～2020(令

和2)年12月までのフィールド調査によるイ

ンタビュー及びアンケートを中心とした。

地域の若い担い手が芸能と共同体のアイデ

ンティティを受け継ぎ伝承する過程を焦点

とした。 

主な対象は、飯田市鼎地区のうち、下山

区と中平区において屋台獅子の活動に関わ

る人びととした。鼎地区は飯田市の新市制

が施行まで百年以上自治を保った地区(10

地区)である。そのうち2つの地区の獅子舞

との関わりを調査し、獅子舞に関わる人び

とらの行動や意識や変化を検討した。 

Ⅲ 結果 

 下山区と中平区は、現在ともに親子獅子

として大型の屋台獅子とやや小型の子獅子

によっての獅子舞を行なっている。また、

どちらも壮年団という団体が獅子舞の舞手

として活動の中心的な役割を担っている。 

 しかし、下山区が壮年時獅子舞の活動を

行なった後のOBで構成された「獅子舞保存

会」によって、舞の実技指導や屋台等の装

備の維持などを組織的に行なわれているの

に比して、中平区は区民全員が「獅子舞保

存会」であるとして、その指導や装備維持

は舞に関わる壮年団を中心とした有志らと

それを支援する区民らにより行なわれてお

り、それらの違いが獅子舞の活動の細部に

影響を与えていることが明らかとなった。 

おわりに 

 下山区と中平区の産業構造と外部からの

転入人口の比較から、中平区が新興住宅地

として流入人口の増加があったことが、そ

れぞれの共同体の構造に大きな影響を与え

たことと推察された。 

一般研究発表①―１ 
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華族女学校の運動会 

 

荒井 啓子（学習院女子大学） 

 

華族女学校は、1885 年（明治 18 年）に

開校した。すでに、1887 年（明治 10 年）

に華族の男女子弟の教育機関であった華族

学校が開校されていたが、女子教科の部分

が廃止され新たに華族の女子のみの教育機

関として設置されたものであった。『例規録』

（華族女学校規則：1885 年 9 月制定）第 1

章第 2 条には、教旨は「彝倫を本とし、知

識の発達・高尚な性情・身体の強壮」が謳

われ、さらに第 4 代校長・細川潤次郎が就

任すると特に体育が奨励され、細川就任の

翌年、1894年（明治 27年）11 月 19日に第

1 回運動会が開催された。その後、1897 年

（明治 30年）からは年 2回開催されるよう

になり、1908 年（明治 41 年：学習院女學

部）まで行われた。1903 年（明治 36 年）

の小学校令施行規則改正において「女性の

ためにはなお体操を欠くことを得」とあり、

華族女学校における女子の身体運動教育は

先進的で啓蒙的な試みであったのではない

かと推察できる。 華族女学校の特質上、

運動会ばかりでなく、皇后や皇太子妃の行

啓を伴う学校行事は、毎回、新聞に掲載さ

れた。また、雑誌『婦人画報』第 1 巻第 1

号（近時画報社 1905）には、第 20 回運動

会が挿絵とともに報じられていることから

社会一般からも注目されたものと考えられ

る。 

本発表では、近代日本における宮内省所

轄の唯一の官立女学校という特性に着目し、

皇后行啓の行事記録である『華族女学校 

式事録』を史料に、記録として残されてい

る限りの運動会（第 7回：明治 31 年 11月、

第 11 回：明治 33 年 10 月、第 15 回：明治

35 年 11 月、第 18 回：明治 37 年 5 月、第

19 回：明治 37 年 10 月、第 21 回：明治 38

年 10月）の内容を概観する。 

その他、『華族女学校規則』『學習院女學

部沿革志稿５・抄録』『女教一斑』等を参考

にしつつ考察・報告する。 

 明治期における女学校の体育教育全般、

さらに女子体育教員や運動会に関する先行

研究等は体育・スポーツ史学研究を中心に

数多の知見が積み重ねられて来たが、華族

女学校の体育・スポーツ教育及び運動会に

特化して言及されたものは確認しえなかっ

た。発表者はこれまで「華族女学校の女子

教育とスポーツ教育理念-細川潤次郎の『女

教一斑』を手がかりとして」（日本スポーツ

とジェンダー学会、2014）、「華族女学校の

体育奨励と運動会の開催-『華族女学校式事

録』を手がかりとして」（日本スポーツとジ

ェンダー学会、2016）、「華族女学校の体育・

スポーツ教育-アーカイブズ史料から読み

解く近代日本における先駆的・啓蒙的展開」

（学習院アーカイブズ、2017）において華

族女学校の体育・スポーツ教育理念を第４

代校長の細川潤次郎による教育観を中心と

して考察を進めてきた。華族女学校が運動

会を実施するに至る背景としての教育観・

女子観を主とした検討であった。ここでは、

運動会において実施されてきた種目を具体

的に提示することによって、当時の華族の

女子にどのような教育目標をもって身体運

動教育が行われていたかを掘り下げてみた

い。 

 さらに、先に述べた新聞等による報道資

料やその他散見される史料からの記述をも

とに、当時の日本社会において、運動会を

通して見た華族女学校や女子の身体運動が

どのように捉えられていたかについても考

察し、社会的・文化的影響へと関心を広げ

たい。 

 

一般研究発表①―２ 
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≪太平舞≫の創作意図と背景検証 

―舞踊衣装を手がかりに― 

 

蔡 美京（明治大学） 

 

１．研究背景と目的 

各時代の舞踊における衣装は、その役柄

により、衣装や色の使い方が異なり、衣装

そのものが持つ象徴性が大きな意味を持つ

とされる。 

日韓併合時代に創造された韓国伝統舞踊

≪太平舞（テピョンム）≫は、国の平安と

豊穣を願う意味を持ち、朝鮮王朝時代の王

と王妃の踊りを模して、それを讃える為に

作られた、民衆が踊る舞踊である。 

この時代は王権の弱体化、朝鮮総督府の

政策により、朝鮮王朝時代の王と王妃の衣

装を着用する事は禁じられたとされる。そ

の為、「新羅時代の宮中の衣装を着て≪太平

舞≫を踊った」（イセギ 1989）という記録

がある。 

日韓併合時代が終わり、朝鮮王朝時代の王

と王妃の衣装を着て踊れるようになり、≪

太平舞≫は今日まで継承されてきた。しか

し、日韓併合時代に禁止された朝鮮王朝時

代の衣装の代わりに、なぜ新羅時代の宮中

の衣装の着用は許されたのか。何故その他

の時代の衣装は使わなかったのか（使えな

かったのか）、等の疑問を検証するために、

≪太平舞≫の創造者である韓成俊（ハンソ

ンジュン 1874‐1941）の創造意図とその時

代背景を検証し、本稿では、≪太平舞≫の

衣装が持つ象徴性と、その背景を明らかに

する。 

 

２．研究方法 

①新羅時代おける宮中の衣装と社会的・

歴史的背景に関して資料を検証する。 

②日韓併合時代に朝鮮総督府が刊行した機

関誌『朝鮮』と、当時の文化政策、特に芸

術（舞踊）分野に関する文献・史料を中心

に検証する。 

 

３．考察 

なぜ朝鮮王朝時代の衣装ではなく、新羅

時代の衣装を着たのかに関しては、どの文

献にも見当たらなかった。よって、現時点

での本稿では、文献資料を基に以下のよう

に検証し考察した。 

①機関誌『朝鮮』にも関連する記事は見当

たらなかった。朝鮮総督府の関与は不明確

であるが、朝鮮王朝の衣装を着ることが出

来なかったことは、韓成俊の後継者である

姜善泳（カンソニョン 1925‐2016）の口述

によって明らかになっている。 

②悠々、堂々とした宮中の姿を際立たせる

為に、新羅の宮中衣装を着たと記されてい

るが、高麗・百済・高句麗時代も宮中では

同様の衣装を着ている。 

③新羅は、高句麗・百済と戦って勝利し三

国を「統一新羅」とした。新羅の時代は、

歌・舞・楽の芸人たちは、上層階級に所属

していたと言われている。 

④日韓併合時代は朝鮮という国の存在意義

を奪われた時期であり、韓成俊は民族的矜

持から「統一新羅」を想定し、その衣装を

シンボル化したのではないだろうか。また、

反骨精神で、新羅の装束により、舞踊手が

かつて上層階級であった事を伝えたかった

のではないかと検証する。 

 

JSPS科研費 20k00238 

 

 

 

 

一般研究発表①―３ 
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京劇の表現技法にみる中国伝統の身体観〜

二つの表現と臓腑経絡における気の状態 

 

富 燦霞（明治大学）  

 

目的と方法 

本研究は近代以降中国舞踊再発展の基礎

である伝統戯曲の京劇に注目し、その技法

から中国舞踊における伝統的身体観を探り、

構築するものである。本発表では拙稿「部

位技法の表現原理」で明らかにした二つの

表現の態様と、中医学における臓腑経絡の

気の状態という見方とを比較し、両者の身

体に対するイメージや関連性について考察

した。 

結果と考察 

1. 二つの表現 

 京劇の基本技法を頭・手・足・胴体とい

う部位の単位で分類すると、どの部位でも

「静態表現」と「動態表現」の組み合わせ

によって一つの部位表現が構成されている

ことがわかる。人物の意志が、流れるよう

な「動態表現」の動きによって、造形され

た「静態表現」へと拡張・伝達される。静

止・流動・静止のフレーズにより、アクセ

ントが生まれる。ここにエフォートの工夫

を加え、生気溢れるさまざまな人物像が描

かれる。 

2. 臓腑経絡における気の状態 

 中医学において、臓腑と経絡は人体の生

命維持に不可欠なシステムであり、その中

にある気こそが生命の運営を司る実体であ

るとみられている。《素問 臓象》は、臓腑

の生理活動及び病理変化が体表に反映され

るとし、特に五臓が精神を含む生命活動の

中心であるとする。五臓に宿っている精気

により、六腑からくる飲食物の気が転化し

生命活動を営むため、五臓の気は常に充満

していることが理想であるという。一方経

絡は、臓腑器官や身体組織の内外を連絡し、

一切の生命の活動力を全身に伝送する重要

なルートで、経絡の気は阻礙なく流通する

ことが必要である。このように、気は臓腑

では充満、経絡では流通伝導と、異なる役

割と存在状態によって生命を推進する力で

あるということができる。 

3. 二つの表現と臓腑経絡の気の状態 

二つの表現は「造形する（静態）→造形

部分の明確な形状を保持しつつ別の部分を

曲線的に動かす（静態・動態共存）→動き

を止めると同時に造形部分を別の形にする

（静態）」という過程を経る。「静態表現」

では、造形部分の形を保つために、常に末

梢まで力と意識を行きわたらせることが要

求される。このことは臓腑における気の状

態と、また「動態表現」の流れるような動

きは経絡における気の状態と、それぞれ対

応している（下表）。更に陰陽の特性を加え

ると、中医学の身体観は京劇の身体表現に

反映されているといえる。 

結び 充満・流れ―生命力の表れ 

 「静態表現」は五臓に気が充満する様子、

「動態表現」は経絡に気が流通する様子に

対応している。従って、これら二つの表現

は体内の気の存在状態、つまり人物の生命

力を映し出しているとみることができる。 

 

謝辞 本研究は JSPS科研費(JP19K00229)の助成を

受けたものである。 

一般研究発表①―４ 
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フィールドワークにおける映像式モーショ

ンキャプチャの運用－エチオピアのダンス

にかんするデジタル記録の作成を事例とし

て－ 

 

相原 進（京都大学） 

 

 本発表の目的は、フィールドワークにお

ける映像式モーションキャプチャの可能性

を考察することである。 

ダンス研究において問題とされてきたこ

とのひとつが動作の記録方法である。発表

者はエチオピアでの調査において、映像式

モーションキャプチャという方法をもちい

てダンスのデジタル記録を作成し、動作の

特徴を分析した。 

モーションキャプチャの利点として以下

の 3 点が挙げられる。①主観的余地が入り

にくい方法で可視化された量的データとし

てダンスを記録・分析できる、②記録をも

とにダンスを 3 次元で再生してさまざまな

角度から分析できる、③身体の各部位の速

度変化、角度変化などをもとに観察ではわ

からなかった使用部位や動作を明らかにで

きる。 

本来、モーションキャプチャには専用の

カメラ、スーツ、マーカー、収録用設備な

どが必要であり、フィールドワークでの運

用が困難であった。筆者がもちいた映像式

モーションキャプチャでは、複数のカメラ

によって撮影した映像をもとに動作をデジ

タル記録化できる。収録時には専用の設備

やスーツを必要とせず、動作の妨げとなる

マーカーをもちいる必要もない。運用が容

易であるため、調査のなかで得られた知見

をもとに動作の収録をおこなったり、一定

期間ごとに何度か収録をおこなうことで学

習などによる動作の変化を検証したりでき

るという利点がある。 

発表では、エチオピアの伝統的ダンスに

かんする調査を事例とする。映像収録から

分析までの手順は以下である。 

 

①エチオピア国立劇場内に 2 メートル四方

の映像収録スペースを設定し、キャリブ

レーション（デジタル記録化の際の基準

点の設定）をおこなう。 

②2 台のビデオカメラでダンスの映像を収

録する（写真）。 

③DKH 社製のソフト「Frame DIAS V」をも

ちいて、映像から 3Dモーションキャプチ

ャデータを作成する。 

④得られたデータをもとに Microsoft の

「Excel2019」をもちいて肩・腰のマーカ

ーの速度変化と角度変化を求める。 

⑤フーリエ解析により動作の周期性を分析

する。 

⑥解析をもとに、現地のダンサーへの聞き

取り調査をおこなう。 

 

 発表では、フィールドでの収録時におこ

なった工夫、分析結果、改善点などにかん

する検討をつうじて、フィールドワークに

おける映像式モーションキャプチャの可能

性について考察する。 

なお、⑥の聞き取り調査をインターネッ

ト経由でおこなっており、その方法および

成果についても紹介する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

一般研究発表①―５ 
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図 1 CMU OpenPose によるバリ舞踊の出力例 

図 2 OpenPose の JSON 出力の一部 

OpenPose による民族舞踊研究—バリ舞踊を

事例として 

 

中村 美奈子（基幹研究院  

お茶の水女子大学） 

 

 舞踊分野のデジタルデータとしては、モ

ーションキャプチャがあるが、身体にマー

カを装着し、スタジオでデータ収録をする

ことが必要であり、取得されたデータには

限界がある。2017 年に CMU（ Carnegie 

Mellon University）から映像データへの深

層学習の適用によって、動作データを取得

可能なシステムである Open Pose が開発さ

れ、これによって大量に記録されている映

像データから動作データを取得することが

可能となり、

舞踊研究にビ

ッグデータ処

理による量的

研究が可能と

なった。 

 OpenPose

では、ビデオ

映像のフレー

ム（コマ）単

位にその画像

の中に含まれ 

る人物のスケルトンデータを取得する。ま

た、得られるデータは、画面中の画素座標

で記録され、このスケルトンデータと映像

とを合成した映像を表示することができる。 

 図 1 は、バリ舞踊ビデオの Open 

Pose による出力例を示している。こ

の出力例では、バリ舞踊映像に Open   

Pose が認識した人物のスケルトン図

形を重ねて表示している。図 2 は、

OpenPose の JSON(JavaScript Object 

Notation)での出力の一部である。こ

の例では、一つのビデオフレーム内

の人物群 people と個人 person の制

御点の座標が図 3 の制御点に従って

記録されている。 

 このデータを舞踊研究に用いるため

には、まず、（1）登場人物単位の連続動

作データへの変換が必要である。ついで、

（2）画素座標ではなく、客観物理座標

への変換、及び（3）2次元の画素座標か

ら 3次元座標系への変換が必要となる。 

 この研究では、OpenPoseによる民族舞

踊研究の基礎として、実際にバリ舞踊の

ビデオ映像を OpenPose で処理し、人物

単位での連続動作への変換、物理座標へ

の変換及び 3次元座標系への変換の実際

を検討する。 

一般研究発表①―６ 

図３OpenPose の制御点 



日本スポーツ人類学会第 22回大会 

16 

 

踊り手が拍を生み出す楽器 

日本の芸能における「四つ竹」の事例 

 

小林 敦子（明治大学） 

 

１研究の背景・問題意識・研究方法 

踊り手が楽器を使いリズムを取りながら

踊る形式のダンスは世界の民族舞踊に見ら

れる。本発表では竹の板を打ち合わせて音

を出す「四つ竹」を取り上げる。日本では

表1に示す事例がある。 

 

日本舞踊 外記猿/お染久松/女太夫 

琉球舞踊 四つ竹/貫花[南獄節] 

組踊 万歳敵打[坂本節] 

民俗舞踊 

四つ竹節/早麦屋（富山県南砺市） 

二がりおどり（広島県福山市） 

鳩間節/小浜節（沖縄県八重山諸島） 

エイサー（諸見里青年会等）（沖縄県） 

表 1「四つ竹」を使う芸能（日本） 

 

四つ竹は自作が可能で比較的扱いやすい

ため多くの民俗舞踊だけでなく古典舞踊に

も取り入れられ汎用性が高い。使われ方は

一様ではなく、両手に2枚ずつ持ち打ち合わ

せる一般的方法でも、横方向に持つ手法

（「四つ竹」等）と縦方向に持つ手法（「二

上りおどり」等）がある。また1枚ずつ持ち

両手で打ち合わせて音を出す方法もある

（四つ竹節/早麦屋）。さらに各舞踊の変遷

をみると多くの事例で四つ竹は新たに導入

されたが認められ、逆に四つ竹の排除によ

り別の芸能へと変化する事象も見出される。

四つ竹は各舞踊の表象と変容に大きく関与

していると考えられるため、文献調査およ

び実践者への聞き取りにより、その詳細の

解明を試みた。 

２結果（「四つ竹節」と「早麦屋」） 

富山県南西部の庄川上流の谷間には「筑

子」始め多くの民謡があり、中でも上梨谷

と下梨谷では伴奏楽器に三味線・胡弓・太

鼓の他に四つ竹が使用されている。特に下

梨谷の「越中五箇山麦屋節保存会」が伝承

する「四つ竹節」と「早麦屋」では踊り手

（女性）自身が四つ竹を持ち踊るが、１枚

ずつ持ち両手を打ち合わせる手法であり、

打ち合わせる回数も少ない。「四つ竹節」

では水干に袴の礼装であり、「早麦屋」で

は短い丈の着物で作業衣である。このよう

な形式となったのはなぜだろうか。         

三隅治雄（2002CD「五箇山の民謡」 

解説書）、によれば、「四つ竹節」は「島

心中」という口説歌の歌詞を1925年頃替え

て三味線伴奏をつけたもので、保存会の旧

会員（保存会編集発行 2009 『百周年記念

誌』）によれば、踊りの振りは下梨の祭り

で行われる輪踊りをそのまま踏襲している。

資料上の「四つ竹節」の初出は1953年の「第

四回全国郷土芸能大会」出演時の記念写真

である。「早麦屋」については、隣接する

上梨の「小谷麦屋節」の歌詞を借り、日本

民踊研究会会長（当時）と相談して振りを

創作し、さらに四つ竹を導入したと当事直

接関わった旧保存会員（当時教員でフォー

クダンス指導担当）が示しており、保存会

現会長によれば1950年頃のことという。ま

た四つ竹を片手に二枚持って打たないのは

踊りやすくするためではないかと現会長は

語っている。   

「四つ竹節」および「早麦屋」はまず踊

りの振りがあり後に四つ竹が導入されたこ

と、伴奏楽器にすでに四つ竹があることか

ら、四つ竹は音を鳴らすためというより踊

りの振りを引き立たせるために導入された

と考えられる。 

一般研究発表①―７ 
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教育現場におけるアフロ・ブラジル舞踊の 

実践と課題-バイーア州・ヘコンカヴォ地域

における調査結果から- 

          林 夏木（四国大学） 
 

問題の所在と研究目的 

2003年のブラジル教育基本法より、人種

主義の撲滅を目的としてカポエイラなどの

身体技法を含むアフロ・ブラジル文化と歴

史の教育が義務化された（細谷,2015）。

Conrado(2018）は、ブラジルにおけるアフ

ロ・ブラジル舞踊が担う社会的役割として、

人種主義撲滅への影響は大いに期待できる

としているが、教育現場での実践は不透明

な状況にある。そこで本研究では、公立学

校におけるサンバ・ヂ・ホーダ注 1)(ユネス

コ無形文化遺産)などアフロ・ブラジル舞踊

の指導状況を現地調査し、指導が実践され

るための要件を明らかにすることを目的と

する。 

注 1)演奏者と踊り手が円（ホーダ）を作り、その中心で

サンバを踊るバイーア州発祥の民衆文化。 

研究方法 

アフロ・ブラジル文化の中心地であるブ

ラジル北東部バイーア州ヘコンカヴォ地域

（図 1）の公

立学校および

州立舞踊学校

におけるアフ

ロ・ブラジル

舞踊教育の実

態調査と、舞

踊指導者への

半構造的イ

ンタビュー

を実施した。 

結果 

バイーア連邦大学(以下 UFBA と略す)の

Ornellas教授へのインタビューから、バイ

ーア州教育省は 2007年より「身体・芸術・

文化の教育推進プロジェクト」を立ち上げ、

さらに 2014年には、「Atividades de Dança:

ダンス活動」を追加し、公立学校における

舞踊教育の強化に着手したことが明らかと

なった。その５年後である 2019年 9月時点

において、本研究の調査対象となった７つ

の公立学校のうち、アフロ・ブラジル舞踊

の指導を実践しているのは１校のみであっ

た。一方で、バイーア州立舞踊学校（以下

FUNCEBと略す）や UFBA付属舞踊学校では、

教養豊かな指導者によるサンバ・ヂ・ホー

ダを含む多様なアフロ・ブラジル舞踊のク

ラスが幼児〜小中高校生を対象に実施され

ていた。週 36 クラスの内、11 クラス（約

３割）がアフロブラジル舞踊であった（カ

ポエイラ５クラスを含むと約４割強、表 1） 

表１：FUNCEB クラススケジュール（11 才〜18 才向け） 

 考察と課題 

公立学校でアフロ・ブラジル舞踊が実践さ

れていない理由としては、(1)一般に「サン

バや民俗的な舞踊は公立学校で学ぶもので

はない」という固定概念が根強い、(2) ア

フロ・ブラジル文化全般に対する差別意識

や宗教的な理由、(3)指導者不足、(4)指導

教材が存在しない、(5)資金調達が困難、な

どが考えられた。今後、これらの舞踊が教

育現場において広く指導され、人種主義撲

滅に向けた役割を果たすための要件として

は、(1)国や州の教育省による明確な到達目

標と授業計画の確立、(2)

舞踊を含むアフロ・ブラジ

ル文化とその歴史の授業を

カリキュラムに導入、(3)

舞踊の教材化を推進し教員

による指導を可能にする、

(4)教養豊かな指導者の養

成と輩出、などが考えられ

た。 

引用文献：細谷洋子(2015)「アフ
ロ・ブラジル文化 カポエイラの世
界」、明和出版 

Conrado,Suzares,Daniel,(2018), 

”Dancing Bahia”, Intellect.Ltd.,UK/Chicago, US 

Santo Amaro のサンバ・ヂ・ホーダ  

（筆者撮影 2019） 

図 1 地図 引用元 (2021.2.27 閲覧） 
http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round9/palestras/Re

concavo(ingles).pdf 
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近代日本におけるアメリカンスポーツの普

及とジェンダリング―1890年代から1910年

代のバスケットボールを中心に― 

 

川島 浩平（早稲田大学） 

 

 1890～1910年代はバスケットボールが日

本に伝わり、受容された時代である。当時

の新聞は当初女児や女性の遊戯であった同

競技が成人男性スポーツへと転換する過程

を裏付ける。しかし先行研究は成瀬仁蔵ら

が日本女子大学校等で始めた遊戯と、大森

兵蔵らがYMCAを通じて普及させたスポーツ

の二系統を描き、日本バスケットボールの

起源がいずれかを論定することに執着する

傾向があった。バスケットボールが女性ス

ポ―ツから男性スポーツへと転換するジェ

ンダリングの動態に注目した研究はおこな

われてこなかった。 

 当時日本では、初等教育制度が整備され、

遊戯が導入される一方で、男女の領域を分

化する厳しい規範が形成されつつあり、こ

の流れのなかでバスケットボールは児童お

よび女児・女性の運動として受容されはじ

めた。他方、近代スポーツを「ハイカラ」

的あるいは「バンカラ」的な文化実践とし

て受容または排斥する動きもみられていた。

バスケットボールの日本での導入は、こう

した社会の動向と文化の実践が複雑に交

錯・連動するなかで進められた。本研究で

期待される成果は、この変化をバスケット

ボールの女性スポーツから男性スポーツへ

の転換という大きな流れとして捉え「ジェ

ンダリング（gendering）」概念を用いて説

明することにある。また期待される波及効

果は、この枠組を使って、他のアメリカン

スポーツへと視野を広げ、近代日本スポー

ツ史を新しい観点から読み直すこ 

とである。 

 より具体的には以下の手順で進めるもの

とする。 

１．社会学・人類学の先行研究の調査・講

読によりジェンダリング概念を理解し、本

研究の枠組を構築する。 

２．新聞記事検索により日本バスケットボ

ールの黎明期の言説・表象の読み直しをお

こなう。 

３．高等教育までの成立史、とくに女子教

育の発展史のなかでの体育とスポーツの役

割を明らかにする。 

４．19世紀から20世紀への転換期における

社会、文化での男女領域の分化と形成、そ

の影響を明らかにする。 

５．初等教育における運動会の役割、遊戯

実践、「玉入れ」の始まり、バスケットボ

ールと玉入れでの混同など、バスケットボ

ールを児童の遊戯とみなす環境の形成過程

を明らかにする。 

６．女子中・高等教育におけるバスケット

ボールの導入および、バスケットボールを

女児・女性の球技・球戯とみなす環境の形

成過程を明らかにする。 

７．「バンカラ」と「ハイカラ」、それぞ

れの思想および実践としての動態を明らか

にし、ハイカラ愛好が成人男性のスポーツ

としてのバスケットボール受容を促した可

能性を検証する。 

８．これらの動きのなかでバスケットボー

ルが「女性スポ―ツ」から「男性スポーツ」

へと転換を遂げるジェンダリングの過程を

検証する。さらに、本事例をより大きな文

脈（野球、アメフト、バレーボールなど他

アメリカスポーツ、さらにはテニス、ゴル

フなどイギリス起源近代スポーツなど）に

応用・適用するための準備作業を進める。 

 

一般研究発表②―１ 
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山形県西川町のスポーツツーリズムを用い

た観光町づくりの文化要素研究 

 

渡會 宜大 

（国立台湾師範大学スポーツレジャー及び

ホスピタリティマネジメント大学院） 

  

 

現在、観光産業が発展にするにつれて、

各産業領域の発展への貢献が大きくなって

いる、観光産業は日本の商業の核心であり、

また地方振興の要であると捉えられている。

そういった背景のもと、山形県西川町（以

下、西川町）でも観光を通じて当地の国際

化を促進し、積極的に町づくりを進めてい

る。その一環として西川町は2013年に台湾

の国立台湾師範大学スポーツ及びレジャー

学部と学術協力協定を結び、台湾人学生向

けのスポーツツーリズムを展開している。

その内容として主なものはスキーなどのス

ノースポーツ、さらに自然生態の教育や団

体協力の教育、日本文化体験、現地住民と

の交流などを組み合わせている。 

本研究はこれまで西川町の観光町づくり

を対象にした研究では捉えられてこなかっ

た観光町づくりのステークホルダーや参加

者の多様で柔軟な文化要素を、寒川恒夫先

生の「フィールドワークの方法論」を用い

て具体的に捉えることを目的とした。 

 方法としては国立台湾師範大学と西川町

の交流を対象に、研究者が３つの異なる立

場でこの交流活動に参加し、参与観察法を

通して社會文化要素、精神文化要素、技術

文化要素を考察する。 

 まず、活動のきっかけとして西川町と台

湾師範大学、山形大学の三者が協力しスノ

ースポーツの文化製品が産まれた。 

人と人との関係を規制する社会文化要素

として、この活動は近松和朗氏を中心に関

係組織が協力連携し、地域創生や町おこし

を進めることにより、普段は顔を会わせな

い人々が同じ目標に向かい、独特の雰囲気

が生まれること、次に価値と関わる精神文

化要素は外国人の視点から地域住民に日本

或いは西川町の魅力を再認識させること、

最後に、自然を人間にとって有用にしたり

あるいは物を作ったり、操作することに関

わる技術文化要素は雪上活動の身体技巧や

その道具であることが明らかになった。 
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合気道競技における指導理念とその実践に

ついて 

 

熊 天宇（天理大学大学院体育研究科） 

 

 

1．問題の背景  

 日本の伝統文化である武道は、いまや世

界各国に普及し、国際的にも関心が寄せら

れている。そこには、合気会が主流となる

合気道も含まれている。その中で、合気道

の世界には、富木謙治が創案した合気道競

技を含んだ流派・組織が二つある。一つは

昭道館合気道連盟で、もう一つは合気道協

会である。 

 

2．研究目的と方法  

 本研究では、日本国内での合気道競技を

積極的に実践している指導者、選手を調査

対象者として、それぞれの理念、技の指導

法、形と競技に対する考え方などを明らか

にすることを目的とした。このなかでも、

富木謙治が述べた合気道競技の必要性、価

値、及び実践の妥当性について踏まえた上

で、事例として、競技を含んだ昭道館合気

道の本部道場の指導者と合気道競技に大き

く影響を受けた天理大学の指導者を対象に、

それぞれの価値観、指導方法などをフィー

ルドワーク、参与観察を通じて、合気道の

競技化の背景も含め明らかにしていく。 

 

3．合気道競技について 

 現在、「合気会」を中心としたほとんど

の合気道と称し活動している団体は競技試

合を行わないで、非競技が主流である合気

道界において、富木謙治によって、創案さ

れた合気道競技を含んだ組織もある。1962

年より、早稲田大学において初めての合気

道競技の試合が行われて以来、特定の大学

で普及している。 

 

4．昭道館合気道連盟での指導理念と 

実践について 

 富木謙治から引き継ぎ、合気道競技の発

展に関わってきた組織の一つに昭道館合気

道連盟がある。富木謙治の合気道継承する

道場として「昭道館」が1967年に創立され

た。当時、富木謙治から指名され指導員に

なった成山哲郎が現在の昭道館合気道連盟

の核として指導にあたっている。 

 指導理念についてみてみると、昭道館で

は、「移動力に始まり、移動力に終わり」、

「統一力」などの言葉が稽古に多様されて

いる。そこに込められた理念について、発

表では詳しく述べる。 

 

5．天理大学合気道部での指導理念と 

実践について 

 昭道館合気道連盟における要所といえる

大学に天理大学も含まれる。昭道館創立当

初から、成山哲郎のもとで合気道を学んだ

安居隆により天理大学合気道部が1980年に

創部された。 

 指導理念に関わる天理大学合気道部の事

例では、「言葉の力」、「大変身」などの

理念が稽古に貫いていることが分かる。 

 

6．まとめ 

 昭道館と天理大学の指導方法や指導言語

については異なるが、その理念については

統一されていることが分かる。 

 今後、国内外の普及について、時代とと

もに、どのように変化していくのか、この

点についても重要な課題だと考える。 
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ドイツにおけるインクルーシブスポーツと

しての柔道の主な展開と現状: 

知的障害・精神障害がある対象者向けのア

プローチを中心に 

 

マーヤ・ソリドーワル（津田塾大学） 

 

 

本研究は科学研究費助成基金・若手研究B

「ドイツにおける生涯スポーツとしての柔

道の捉え方：対象者別の指導法を中心に」

（2020-2024年）の一貫としてドイツにおけ

るインクルーシブスポーツとしての柔道の

主な展開と現状を考察する。今回の発表に

おいて知的障害・精神障害がある対者向け

のアプローチに焦点当てる。 

ドイツでは、2018年までドイツでは知的

障害・精神障害を対象にする柔道を「G-JUDO」

と呼ばれた。G-Judoの「Ｇ」はオランダ語

の「Gehandicapt」の略語で、「ハンディキ

ャップがある」という意味である。現在、

「ID柔道」という用語が使用されているが、

「ID」は英語の「 Intellectual Disability」

の略語である。 

近年、日本国内においてもID柔道の普及

が始まり、知的障害・精神障害がある対象

者を指導する道場が少しずつ増加し、柔道

療法を実施する精神科病院の事例もある。

また、2018年、第1回全日本ＩＤ柔道選手権

大会が初開催された。本研究は日本と比べ

てインクルーシブスポーツとしての柔道の

歴史が長いドイツにおけるID柔道の歴史と

現状の考察に基づいて日本におけるID柔道

の可能性を展墓してみたい。 

ドイツ連邦共和国（旧西ドイツ）におい

て1970年代から各地の医療機関、特別支援

学校及びスポーツクラブにおいて身体障害

及び視覚障害がある障害者を対象に、療法

を目的とした柔道指導と現場での実践研究

が始まる。1980年代に入ると、知的障害・

精神障害がある対象者も研究の視野に入る

結果として柔道の運動機能、知覚、社会的

な行動、情動性の向上及び発育への効果が

徐々に認められるようになる。 

ドイツ再統一以降の1990年代からID柔道

の競技化が始まる。1999年からID柔道のド

イツ全国選手権大会が行われる。2007年、

柔道がスペシャルオリンピックスの種目と

なる。2017年、ID柔道の第1回世界選手権大

会がドイツのケルンに初開催される。2017

年からID柔道のドイツ全国形選手権大会も

開かれ、障害がある柔道家（取り）が健常

者（受け）とペアに組んで二つの競技クラ

スに分けて行う競技である。 

ID柔道はドイツ柔道連盟が「Judo for All」

というコンセプトにまとめたインクルーシ

ブスポーツとしての柔道に位置付けられて

いる。その中で運動の楽しさを味わえる生

涯スポーツ、療法を支えるリハビリテーシ

ョンスポーツと国際レベルまで至る競技ス

ポーツとしての柔道に焦点を当てながら、

対象者の自立性や社会への参加（インクル

ーション）が目標とされており、昇級昇段

審査規定や競技ルールにおいて対象者への

合理的配慮が見られる。 

柔道の創始者嘉納治五郎は「精力善用・

自他共栄」を柔道原理に定義したが、ドイ

ツにおいて精力善用が技術的な原理で、自

他共栄が道徳的な原理として解釈されてい

る。したがって柔道は障害がある人を身体

的・精神的に成長させられる全面的な運動

教育として捉えら、社会への復活及びイン

クルーションの手段として理解されている。 
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近現代剣道における「剣風」の成り立ちに

関する研究 

唐鎌 弘年（天理大学大学院） 

軽米 克尊（天理大学）    

 

1．問題の所在 

 現在行われている大学剣道の試合を見る

と、各大学剣道部によって様々な「剣風」

がみられる。「剣風」とは剣道のスタイル

のことを指す。 

 先行研究では、近代剣道の先駆けとなり、

武道の教員養成をしていた「武道専門学校」

と「東京高等師範学校」における、団体教

授法の内容に違いがみられることが指摘さ

れている。また、その団体教授法の基本書

として位置づけられている武道専門学校の

『剣道基本教授法』、東京高等師範学校の

『剣道』にみられる「連関動作」に違いが

あることなどが明らかとなっており、各学

校における正科での剣道や人物の比較はな

されている。しかし、そこから窺える各学

校剣道部の剣風については明らかとなって

いない。 

本研究の目的は近代期に武道教員の養成を

担っていた①武道専門学校、②東京高等師

範学校、また、日本を代表する私立大学で

ある③早稲田大学④慶應義塾大学の各学校

剣道部の剣風を明らかにした上で、比較し、

どのような差異が見られるのか、考察する

ことである。 

2．研究方法 

 各学校における剣道に、師範として大き

な影響を与えた人物に着目し、各人物の剣

道観を、指導観と技術観の二つの観点から

把握する。その上で、各人物が実際に指導

した学校の稽古内容、試合での様相につい

て論じ、剣風について明らかにする手法を

とる。取り扱う史料は、『大日本武徳会武

道専門学校史』（武道専門学校剣道同窓

会,1984.）『教育剣道を培った人々』（い

なほ書房,1996.）『稲剣誌』（早稲田大学

剣道部稲門剣友会,1970.）『つるぎ』（三

田剣友会,1961.）などである。 

3．研究結果 

図１は、各学校の剣風を成立させる要素

と、その関係を示したものである。「学校

の性質や気風（学風）」が最下層に位置し、

その上に「指導者の剣道観」「指導内容」

が順に層を成しており、これらが影響し、

結果、剣風として表出されると考えられる。

基本的に下位層が上位層に影響を及ぼして

いる。学校ごとに述べるならば、①武道専

門学校は内藤高治の剣道観が直接的に反映

された指導内容がそのまま剣風に表出した。

②東京高等師範学校は体育教師の育成を目

的とする学校のあり方が高野佐三郎の剣道

観に影響を与え、その剣道観に基づいた指

導の結果、剣風が形成された。③早稲田大

学は学風である「気性の激しさ」が剣道観・

指導内容という点において、高野佐三郎よ

りも斎村五郎のものとマッチし、斎村五郎

の剣道観・指導内容が剣風に表出された。

④慶應義塾大学は早稲田大学への対抗心か

ら対照的な学風となっており、それが剣風

に反映された。 

 以上のように、剣風は指導者の指導内容

や思想、さらには学校の特徴や気風によっ

て形成されることが明らかとなった。 

図 1 剣風を成立させる要素とその関係 
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韓国の体育・スポーツ文化の展開 

―(文谷) 徐 相 天
ソ・サンチョン

(1902年−未詳)に 

着目して― 

李 承澤 

（早稲田大学スポーツ科学研究センター 

招聘研究員）   

 

キーワード：朝鮮体育、徐相天、体育・ス

ポーツ文化、身体教育、運動技術 

韓国における体育・スポーツ文化は、1900

年代前後によって始まると見なされる。

1899 年、開花青年 150 名と世界 YMCA(キリ

スト教青年会)連盟との交流を通じて、アメ

リカン宣教師 P.L.Gillett(韓国名： 吉禮泰
キル・レテ

1874-1938)らは、1903年に朝鮮の YMCAを創

立し 1903 年から蹴球を、1905 年からは野

球を普及した。それを契機に 1906 年には

玄 暘 運
ヒョン・ヤンウン

、申 鳳 休
シン・ボンヒュ

、韓相宇
ハン・サンウ

のほか、30 人

あまりによって大韓体育俱樂部が設立され

た。1920年には、日本にいる体育系の朝鮮

人留学生、朝鮮国内の体育人たちによって

朝鮮体育会(現在の大韓体育会)が設立され、

その主役の中に徐相天がいた。 

徐相天(1903−未詳)は、1922 年東京物理

学校(現在の東京理科大学)を修了、1924年

には東京体操学校(現在の日本体育大学)を

卒業した。 

日本での留学後、朝鮮へ帰国して行った

教育・社会活動では、1925年、平安北道新

星中学校の体育教師、1926年、京城府徽文

中学校の体育教師、1927年、中央体育研究

所の設立および初代会長、1928年、中央体

育研究所の支部を全国に設立、1929年、中

央体育研究所を社団法人として再発足およ

び理事長就任、1937年、満洲牡丹江地域で

農業の自営(独立運動支援)、1936年、朝鮮

力道(重量挙げもしくはウエートリフティ

ング)連盟（現在の大韓力道連盟、1948 年

改名）の創設初代会長、1945年、大韓体操

競技連盟の初代会長、1946年、大韓シルム

協会の３代会長、1948年には大韓庭球協会

の初代会長などに歴任した。 

徐相天は、この活動の中で韓国の体育・

スポーツ文化の発展のため多数な体育の本

も出 版した (1927 年に出版し た体育

CIRCUIT TRAININGマニュアルを始め、1931

年、現代体力増進法など)。 

一方、徐相天は、日本で留学する時、日

本の体育文化や Eugen Sandow(186 

7-1925)のトレーニング方法などを学んだ

ことで、徐相天の知識を朝鮮の体育・スポ

ーツ文化へ教育的・社会的に普及したのは

事実であると考えられる。 

本研究は、朝鮮の文化ではめったになか

った体育・スポーツに対する概念が、現在

の韓国における体育・スポーツ文化に与え

た影響と展開について徐相天という人物に

着目して考察する。また、徐相天が教育的・

社会的に言及されることが少ないことに注

目しその背景を概観する。 

さらにこれらを含めて日韓の体育・スポ

ーツ文化交流の形成過程を再構成すること

で目的がある。 

 
主要参考文献 

徐相天(1931)：「現代体力増進法」、漢城図書株式

会社。 

申元永(1981)：「大韓体育百年史」、韓国体育百年

史編纂会。 

大韓体育会(1990)：「大韓体育会 70 年史」、大韓体

育会。 

アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準

備会(1995)：「体育・スポーツに見る戦争責任―

植民地・朝鮮の体育政策―」、樹花舎。 

孫煥(1999)：「戦後の在日朝鮮人留学生のスポーツ

活動に関する歴史的研究」、筑波大学。 

大韓体育会(2010)：「大韓体育会 90 年史」、大韓体

育会。 

金誠(2017)：「近代日本・朝鮮とスポーツ支配と抵

抗、そして協力へ」、塙書房。 

韓国国立体育博物館(2018)：「徐相天 著、力道の

省ほか関連寄贈資料 82 点」、韓国国立体育博物

館。 
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伝統スポーツに内在する極限性によって生

成される“New Traditional Sports” 

～台湾東北部宜蘭県におけるチャングー

（搶孤）を事例に～ 

 

豊島 誠也（天理大学大学院） 

 

1.問題の所在 

伝統スポーツであるチャングーは、台湾

の北東部、宜蘭県における旧暦7月の代表的

な地域行事である。チャングーとは地上20

ｍ程の高所に取り付けられている旗を取り

合うといった競争的要素を含むもので、約

200年前に中国、福建省から台湾に伝わった

とされる活動である。しかし、近年は制限

時間が設けられたことで、より競争性に関

心が向けられている。 

本研究で扱うチャングーの事例では、競

争性という点に限ってみれば、伝統スポー

ツから国際スポーツへと変容していると捉

えることができる。しかしながら、チャン

グーは国際スポーツへと単純に変化する方

向性に収まらない特徴を有する。 

そこで本研究では、チャングーの変容の

方向性について明らかにすることを目的と

した。その際「極限性」に注目し、同じ特

徴を有するエクストリームスポーツとの関

わりにおいて見出したNew Traditional 

Sports(NTS)という分類カテゴリーの概念

規定と可能性を考察した。 

2.研究方法 

参与観察、関係する人々へのインタビュ

ー(聞き取り)調査、文献研究。 

3.研究期間 

2019年2月27日～2020年8月13日 

4.考察及びまとめ 

本研究で事例としたチャングーは、極限

性をその特徴として有し、それは若者たち

を魅了するエクストリームスポーツでの際

立った特徴と合致する。 

伝統スポーツの方向性は、これまでの国

際スポーツに向かうだけでなく、「極限性」

を介してエクストリームスポーツに接近す

る方向性を見せているのである。伝統とエ

クストリームスポーツの重なりを見せる新

たな分類カテゴリーを、ここではNew 

Traditional Sports(NTS)と名づけた。 

NTSは、伝統スポーツに備わっていた「極

限性」を若者がエクストリームスポーツと

して合わせみる重複する点と捉えることが

できる。 

本論で明らかにした点は次の4つにまと

められる。 

①台湾の伝統スポーツであるチャングーは、

若者を中心に極限的なスポーツという意

味での「極限運動(エクストリームスポー

ツ)」と呼ばれ、その名称が徐々に浸透し

ている現状にある。若者が伝統スポーツ

に新たな価値づけをしている状況が見ら

れた。 

②若者が伝統スポーツの極限性を近代、国

際スポーツの文化から「ハミ出し」たエ

クストリームスポーツとして捉えている。

それは、従来までの伝統スポーツの変容

の方向性には収まらないものであり、そ

の伝統スポーツの新たな変容で見えてき

た分類カテゴリーをNew Traditional 

Sports(NTS)と名付けた。 

③NTSは、伝統スポーツとエクストリームス

ポーツが共に有する極限性によって重な

りを見せていた。 

④今後、NTSという概念化とその応用により、

伝統スポーツの新たな継承の方法に関わ

る研究の可能性を示した。 
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選手起用における高校野球文化の変容とこ

れから 

石村 広明  

（桃山学院大学スポーツ教育センター） 

  

 本研究では、2020甲子園高校野球交流試

合（以下、交流試合）の試合結果および、

それに関する新聞記事から選手起用におけ

る高校野球文化の変容について明らかにす

ることを目的とした。日本の伝統的クラブ

観は「単なる遊びと捉えず、スポーツに人

間形成」を求めていると指摘されており、

学生野球の父と呼ばれる飛田穂洲の唱えた

野球道にも通じるものであるといえる。そ

うした野球道的な価値観に沿った試合展開

が高校野球文化として実践・支持されてき

たといえる。 

 交流試合の開催に伴い、朝日新聞では「あ

の夏ベストセレクション（以下、ベストセ

レクション）」という、過去の夏の甲子園

で繰り広げられた試合を特集で取り上げた。

ここで取り上げられた試合は、いわばこれ

までの高校野球を象徴する試合であるとい

える。そうした試合と交流試合での選手起

用の様相を比較することで、高校野球文化

の変容の手掛かりとなると考えた。 

 「ベストセレクション」の全17試合にお

いて、登板した投手の数は49人、１試合あ

たりの数は2.88人であった。そのうち完投

した投手は22人であった。一方、交流試合

16試合では73人もの投手が登板し、1試合あ

たりでは4.56人であった。そして、完投し

た投手はわずか9人という結果であった。ま

た、野手の交代についても「ベストセレク

ション」の21.29人に対して、交流試合は27

人でありより積極的な選手交代を伴う選手

起用が行われていたといえる。また、投手

の球数に着目しても、ベストセレクション

では100球以上投じた投手は27人でそのう

ち120球以上投じたのは23人であったこと

に対し、交流試合では100球以上投じた投手

15人の中で120球以上投じたのは7人であり、

投手起用のされ方も大きく変容しているこ

とが明らかとなった。 

 そうした文化変容は選手や監督の語りに

も見られる。作新学院の鈴木（一塁手）の

「お前（エースの江川）がいたからここま

でこられたんだろ」や、中京大中京高校の

監督の「あの場面で堂林を投げさせないほ

うが高校野球らしからぬことだと思った」

という語りを飛田の「死ぬまで投げるのが

早稲田の投手」という言葉に沿って捉える

と、高校野球における投手の存在の大きさ

を表しているといえる。実際に2018年の甲

子園閉会式において、日本高校野球連盟会

長は「秋田大会から一人でマウンドを守る

吉田投手を、他の選手が盛り立てる姿は、

目標に向かって全員が一丸となる、高校野

球のお手本のようなチームでした」と金足

農業の戦い方を評していることからも、選

手交代をせず、エースが投げ抜く展開が高

校野球らしさであるとされてきたことが指

摘できる。一方で、交流試合における智辯

和歌山高校の監督は、「エース一人に全部

背負わせる時代ではない」と語っており、

投手起用において高校野球文化の変容が指

摘できる。また、平田高校の「チームのテ

ーマは楽しむ」という言説についても、飛

田は自身の著書の中で「野球選手は苦しん

でこそ」と記しており、野球への取り組む

姿勢についても価値観の変容が見て取れる。 

 これまでも高校野球は様々な変化ととも

に歴史を深めてきた。こうした多様な選手

起用も新たな高校野球文化として根付いて

いくことに期待したい。 

 

一般研究発表②―８ 
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日本統治下における甲子園の受容と意義 

－台湾の嘉義農林の甲子園出場を手がかり

に－ 

小坂 美保（神戸女学院大学） 

 

1．はじめに 

昭和6年、台湾代表として甲子園大会に出

場し準優勝した「嘉義農林」を描いた映画

「KANO」には、生徒たち町を「甲子園！甲

子園！」と声を上げながら走る場面がある。 

嘉義農林は、台湾原住民族と漢族、日本

人からなる混成チームで、松山商業で指導

経験のある近藤兵太郎が監督を務めていた。

これまでの研究においては、嘉義農林の混

成チームが同化という点で注目されてきた。

また、嘉義農林での3つの部族の融合は、野

球をする・楽しむ・厳しい練習に耐える・

勝負に勝つといった「野球」を通して語ら

れることが多かった。確かに日本の統治下

の台湾での同化政策は、教育を柱に行われ

てきた。そのため、学校の課外活動である

野球などの部活動もその一つであるといえ

る。スポーツは、ある一定のルールに則り、

プレイしたり、勝敗を競うことを楽しむも

のである。野球での、高度な連係プレーな

どを理解するには、言語とともにボディア

クションなどでのコミュニケーションが必

要となる。（澤野、2018）このようなコミ

ュニケーションの深まりが、混成チームの

融合を図ったといえる。 

しかし、3つの部族の融合を考えると、単

に「野球」を一緒にプレイしたという行為

だけでなく、「甲子園」という場所を目指

したこと（目指せたこと）が重要ではない

だろうか。多くの球児同様、KANOの球児は

甲子園を聖地と捉え、日本ではなく「甲子

園」にあこがれ、野球を通して日本を受容

していたのではないだろうか。本研究では、

嘉義農林と甲子園との関係を再考し、聖地

としての甲子園の持つ力について受容とい

う観点から再考していく。 

2．球児の語り 

 嘉義農林の昭和初期の頃を知る蘇正生

（1927年嘉義農林入学）は、甲子園への出

場に関して次のように回顧している。 

「在学中私は幸運にも野球部に入る事が出

来、そして全国中等学校優勝野球大会に参

加しました。この大会に出場できる事は、

我々の念願であり大変名誉なことでありま

した。そしてそれは一生忘れることが出来

ないものです。」 

（西脇：1996、p.144） 

 また嘉義農林と野球の関係について、

佐々田利夫（大正13年生）、洪太山（大正

13年生）は次のように述べている。 

「子供の頃から野球が好きで…中略…嘉農

野球部員から誘いがあって野球がしたい一

心で嘉農に入学した」（佐々田） 

「私は野球は本当に好きだった。特に嘉義

農林の選手にあこがれていたのです。…中

略…甲子園目指して必死に練習に打ち込み

ました。野球が命でしたよ。そして嘉農も

強かった」（洪） 

3．甲子園の受容が意味すること 

 甲子園は多くの球児に夢を見させる場所

である。嘉農の球児たちは、野球を通して

民族の違いを他チームより強く感じていた

であろう。嘉農が甲子園に出場した際、混

成チームであることが大きく取り上げられ

た。しかし、球児の語りからは「甲子園」

という場所で、外的な同化政策や混成チー

ムという重力から解放されていたとみるこ

とができる。日本へ行くという「壁」も簡

単に超えさせる力が甲子園にはある。 
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