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はじめに

２０世紀の初め頃、ヨーロッパでは体操改革運動

が起こり、それまでのシュピースーマウル方式の

体操や形式化したスウェーデン体操に代わる新し

い体操が求められた。このシュピースーマウル方

式の体操やスウェーデン体操は、当時の自然科学

万能の合理的精神に基づく、幾何学的で形式的な

集団運動の堅苦しいものが支配的であったといわ

れている')。しかし、これらは19世紀後半には合

理的な体操としてヨーロッパ各国に普及し、世界

各国に伝えられ、一世を風廃した。その後、この
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ような体操に対して、あまりに形式的、人為的で

あり、まるで鋳型にはめられた、あるいは操り人

形のようであるという批判が高まり、体操改革運

動が起こり、形骸化した体操に心、生命を吹き込

むことが目指された。

新しい体操諸派の当時の多彩な活動について

は、すでに我が国でも早い時期から紹介がなさ

れている2),3),4).5)。しかし、この体操諸派や他分

野の人々がどのように関わり、体操の改革に取り

組んでいったのかということについての記述は

少ない。例えば、Ｒ､ポーデ（RudolfBode,1881‐

1970）とＬ､クラーゲス（LudwigKlages，1872‐

1956）の関係については、しばしば言及されてい

る6).7).8).9)が具体的な記述はなく、検討が不十分

である。

前回の論文１０)では、Ｌクラーゲスの「リズム

の本質について」を手掛かりにして、Ｒ･ボーデ

の「表出体操の本質について」にみられるＬ･ク

ラーゲスの影響を明らかにした。本研究では、

L､クラーケスの「表出学の基礎理論』を手掛か

りにして、Ｒ､ボーデの『表出体操」にみられる

L､クラーゲスの影響を明らかにする。用いる主な

資料は、「表出体操｣'１)および「表出学の基礎理

論｣12)である。また、Ｒ､ボーデとＬ､クラーゲスの

主張をよりよく理解するために、二宮文右衛門．

今村嘉雄．大石峯雄著の『体育の本質と表現体

操｣13)、Ｌ,クラーゲス著、千谷七郎訳の「表現豊

の基礎理論』'4)を参考にする。

Ｉ．『表出学の基礎理論」と

『表出体操』の出版に至る経緯

１．Ｌ・クラーゲスの「表出学の基礎理論」

杉浦15)や千谷等16),17）によると、ルートヴイ

ヒ・クラーゲス（LudwigKlages）は1872年１２

月１０日、ハノーファーに商人の子として生まれ

た。1897年、彼はミュンヘンに「ドイツ筆跡学会

（DieDeutscheGraphologischeGesellschaft)」

を設立し、その学問的基礎を築いた。1903年

頃、同じくミュンヘンに「表出学ゼミナール

（DasAusdruckswissenschaftlicheSeminar)」

を開設し、それは第一次大戦勃発まで隆盛

を極めた。１９１０年に『筆跡学の諸問題（Die

ProblemederGraphologie)」と「性格学の諸

原理（DieGrundlagenderCharakterkunde)」

を出版した。さらに１９１３年には、「表出運

動と形成力（Ａｕｓｄｒｕｃｋｓｂｅｗｅｇｕｎｇｕｎｄ

Ｇｅｓｔａｌｔｕｎｇskraft)」の初版を出版した。これは

その後「表出学の基礎理論」として版が重ねられ

た。この著作の第７版18)を本研究ではＲボーデ

の体操に与えたＬクラーゲスの影響を探る手掛か

りとした。

Ｌ・クラーゲスは、1919年、第一次世界大戦終結

とともにミュンヘンを去り、チューリヒ湖畔のキ

ルヒベルクヘ移住した。1922年の「芸術的身体修

練のための会議」で、彼は「リズムの本質につい

て」というテーマで自然に即した運動学の一般原

理について講演をすることになっていたが、急病

で断念した。翌年、この会議の主催者の依頼に

応じて「芸術的身体修練」のなかで「リズムの

本質について｣'9)を公にした。そして、彼の主著

とされる『魂の疎外要因としての知的精神（Der

GeistalsWidersacherderSeele)」が1929年から

1932年にかけて刊行された。これが哲学学会の注

意をひき、1937年にドイツ哲学会議の討論主題に

選ばれた。Ｌ､クラーゲスは知的精神（理性）をし

て魂（生命）を危うくさせるものとみなし、ロゴ

ス中心のヨーロッパ哲学に反旗を翻した。その意

味で、彼は生の哲学（Lebensphilosophie)20)の

有力な代表者のひとりである。

２．Ｒ,ボーデの『表出体操」

Ｗ､ポーデ（WolfgangBode,1924-2004)２１)に

よると、ルードルフ・ポーデ（RudolfBode）

は、1881年２月３日に、商人の子としてキール

に生まれた。1909年４月に、彼はエリー（Elly

Drenkmann，1886-1983）と結婚した。この若い

夫婦はスイスの音楽教育家であり作曲家でもある

Ｅジャック＝ダルクローズ（EJaque-Dalcroze，

1865-1950）のもとで体操を学んだ。1911年、彼

はミュンヘンでリズム体操の最初の教授を始め、
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ポーデ体操学校（BodeSchule）を創立した。

1912年にはＬ・クラーゲスとの最初の出会いがあっ

た22),23)。１１月７日にＲ､ボーデはＬ・クラーゲスの

講習会を受けたのである。1913年に発表した著書

『リズム体操の目標と課題』24)によってＲ・ボーデ

は彼の体操の基礎を固めた。1922年７月、最初の

基礎的研究である『表出体操｣25)を出版した。こ

れが、本研究で取り上げたＲポーデの著書であ

る。

そして、この同じ1922年の10月５日～７日に開

催された「芸術的身体修練のための会議」に、

R・ボーデも参加した。この会議でのＲ・ポーデの

演技発表は、全身的な運動の経過にはリズムの繊

細な波が現れるとして、弛緩運動、身体の中心か

ら始まる振動運動、さらに労働やスポーツや芸術

活動のための基礎となるような緊張運動として

突く、打つ、引く、つかむ、バランス、抵抗す

る等々 の実演であった26)。彼は、この会議の後の

1923年に出版された『芸術的身体修練」の初版

に「古い教育と新しい教育｣27)を寄稿し、1926年

の改訂第３版ではそれを「表出体操の本質につ

いて｣28)に差し替えた。その後、Ｒボーデは多く

の著書を公にした。そして1953年に『リズム体

操（RhythmischeGymnastik)』の出版に至っ

た。

Ⅱ．Ｌクラーゲスの『表出学の

基礎理論』における表出運動

１．表出学と表出運動について

Ｌクラーゲスは、「表出学の基礎理論」の序

文で次のように表出学（dieWissenschaftvom

Ausdruck）の全体像、すなわち表出学は生命の

学であり、心の現象学であるということを述べて

いる。「私たちに生命の担い手の活気を知覚させ

るか、さもなければ開示してくれる一切の過程を

表出現象というべきであるとすれば、この表出学

の及ぶ範囲は生命の学（dieWissenschaftvom

Leben）のそれと同じである。個々の心は有機組

織的生命体以外に見いだされることはないから、

表出学なくしては心の学（Seelenkunde）もあり

えない。また、心をもち知的精神をもつ生命の諸

過程でのみそれが認識されるのであるから、表出

研究は、機械的・力学的出来事とは紛うべ<もな

いほど際立った、深い意味のある諸徴候の精確な

探究を要求する。従って、その限りにおいて現象

学（Erscheinungslehre）と一致する｡｣29）

そして、彼は、その第１章で、「生きてい

るものの性質や心情、個体（Ｅｉｇｅｎｗｅｓｅｎ＝

Ｉｎｄｉｖｉｄｕｅｎ)、これはもっぱら動物と人間を

指すのであるが、…」30）と事を分けてから、

その運動の種類を次のように分類している。

反射運動（Ｒｅｆｌｅｘｂｅｗｅｇｕｎｇ)、欲動が動因

となる運動（Ｔｒｉｅｂａｎｔｒｉｅｂｓｂｅｗｅｇｕｎｇ)、

表出運動（Ａｕｓｄｒｕｃｋｓｂｅｗｅｇｕｎｇ）、随

意運動（ＷｉｌｌＭｒｂｅｗｅｇｕｎｇ）、自動運動

（automatischeBewegung）である。これらの運

動は、「相互に干渉｣3'）したり、「融合して区別が

つかなくなったり、また対立的に分離し｣32)なが

ら行われると述べている。そして、それらについ

ておおよそ次のように説明している。反射運動

は、刺激を受けて反射的に起こる運動である。欲

動が動因となる運動は、欲動（Trieb)33)によっ

て起こされる運動である。個体は、その外界との

関係において向かうことと退くことの両欲動を出

現させる条件をもち、ある欲動は生後すぐに出現

し、またあるものは成長期に応じて段階的に出現

する｡表出運動は、それ単独では現れず、常に欲

動が動因となる運動として出現する。そして、

そこで注目されるものが欲動であるのか、表出

（Ausdruck)34)であるのかということで、この

分類は使い分けられると、次のように説明を加え

ている。「表出現象はことごとく、従って表出運

動もまた、それだけ単独で出現するものでなく、

欲動が動因となる運動あるいは欲動が動因とな

る態勢（Antriebshaltung）として、規定されう

る運動あるいは態勢の変様（Modelung）として

のみ常に出現する。比職が許されるならば、メ

ロデイーは楽器を異にするに従ってそれぞれの

音色を発するように、欲動が動因となる運動の

相貌（Miene）も生の状態変化に応じてさまざま
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になるといえるであろう。そしてこの相貌、あ

るいは表情（Gesicht）こそ、表出運動なのであ

る｡｣35)欲動が動因となる運動と表出運動につい

ては、「欲動告知（Triebbekundung）と情態表

出（Zustandsausdruck)｣36)、すなわち、欲動を

はっきり示しているかどうかと心の有様が現れ出

ているかどうかが両者の識別標識であるとしてい

るのであるが、さらに「欲動が動因となる運動の

方向は欲動の目標に規定され｣37)、その目標は外

にあり、「表出運動はそれ自体のなかにその目標

をもつ｣38)、欲動が動因となる運動は比較的具体

的で、表出運動は抽象的である39)等の特徴を加

えている。随意運動は、意志によって選択された

運動、意識して遂行される運動である。自動運動

は、かつて欲動や意志の命令下であったものが長

い間繰り返し行われた結果、生命の知恵であれ知

的精神の知力であれ、知能の監督を要しなくな

り、自動的に推移し、自ずからコントロールされ

ているような運動である。そしてそれらをまとめ

て、意識、意志に関わる運動と本能、欲動、表

出、無意識に関わる運動との間、すなわち随意運

動とその他の運動（非随意運動）との間には大き

な隔たりがあるとして、Ｌクラーゲスは次のよう

に述べている。「私たちは、別のところでも欲動

が動因となる運動と随意運動とは互いに深淵を距

てている根拠を明示しておいた…｣40)と、随所で

その間にある深い溝、大きな隔たりについて述べ

ている。それは、一方の源泉が生命、心であるの

に対して、他方は知的精神であるということで

あった。そして、そこから現れる運動には大きな

違いがあるとしている。

さらにＬ,クラーゲスは、表出運動について、

生きているものの性質や心情（Eigenwesen)、

すなわち個々の「Wesen」が示され、知覚され

るような運動を彼は表出運動としているので

あるが、その「Wesen」については次のように

説明している。「｢Wesen」のさまざまな意味

は･･･（中略）…相互に密接に関連し合っている

が、そのなかで特に２つの意味が目立ってい

る。すなわち、生き生きとした個々の性質や心

情、私たちが「Eigenwesen」と名づけ、同時

に生命のない「諸物」と対立する意味における

「Wesen（本質、存在、生きもの等の意味)」

と外来語「Natur」の最初期の用法とほとんど

同義の「Wesen（生来、性質等の意味)」とで

ある｣４１）と述べ、それに生命（Leben)、内面性

（Innerlichkeit)、心（Seele）が内在するような

Wesen（本質、存在）とそのWesenの現れとして

のWesen（‘性質）の２つの意味を合わせもつたも

の42）としている。

２．表出知覚について

Ｌ,クラーゲスは、先ず個体から現れ出る運動

を、次にその運動を知覚することを問題にして、

論を展開している。そして、彼は、生命を発見

するのは、生命知覚で、それは生きているもの

の性質や心情、すなわち性情（Wesen）の知覚で

あり、この生命知覚、‘性情知覚が表出知覚の基

礎である43）としている。さらに、その知覚につ

いて、「先ず動物の知覚、従って同時に人間の知

覚と動物の知覚とに共通するところ、次いで動物

から人間へと進化したことによって生じた知覚の

変遷、そして最後に知的精神の登場による再度の

変遷｣44)についてその大略を述べている。先ず、

「原始知覚は'性情知覚である｣45)としているので

あるが、「動物はその種ごとの視界内で固有運動

をもつ生きものを感知し、それ以外では全形象の

なかで自分に有利であるか、さもなければ有害で

あるかのどちらかの形象だけしか知覚しない。こ

れに対し原始の人間にいたって初めていえること

は、原始の人間は根本的には自分のもつ感受器官

に応じるものはすべて知覚し、…（中略）…いわ

ば自分に話しかけてくる‘性質や心情（Wesen）を

見いだす｣46）としている。次に、知的精神の登場

により、特に現代に至って、把握的理解しか知ら

ない人間がますます増えてきていることを指摘し

ている。そのような人々に知覚されるものは、知

覚する人の知的精神が形象（Bilde光景）から取

り出した対象、事象、物象であって、もはやその

形象のなかに現象している生命ではないとしてい
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る47)。

そして、彼は次のように述べている。「今世

紀の初め頃、このような物語があった。一人

の株仲買人が50年も金儲けの奴隷となって過

ごし、巨大な富をまんまと手に入れた後、最後

に一度ひと時の閑暇を得てナポリ湾で世界の美

を楽しもうと決心した。ベルリンを急行列車で

発って、翌日目的地に着いて見て恐ろしい幻滅

を味わった。そこにあるものは家々、山々、そ

れと海の水だけであった。彼はその場でピスト

ル自殺してしまったということである｡｣48)これ

は、「ますます把握的理解の傾向が強くなり、

人間の感受能力（Eindrucksverm6gen）と生き

生きとした世界現象を閉め出す諸形象の事物視

（Ｂｉ,derversachlichung)」49)を示しており、現

代人に多い悲劇である。

３．指示的判断と把握的判断について

さらに、Ｌ,クラーゲスは人間の判断について

次のように解説している。「私たち人間の思考は

常に把握的（begreifend）でもあり、また指示

的（hinweisend）でもあるのであるが、…（中

略）…私たちは、現象とその意味するところをあ

る概念語を用いて指示するよりないのに対し、

物とその属性は把握し、（分析的に）理解するの

である。前者は体得的内実であり、体得的内実は

指示はされるが理解はされない。後者は概念内容

である。それは、諸現象の世界に対しては、現象

を固定点に結びつけることによって、それを繋ぎ

とめ、定義する任務を負っている。青を定義する

ことはできない。ただ感性的に体得し、その言葉

でそれをイメージすることができるだけである。

青の'性格、おもむきを定義することはできず、た

だ心情的にのみ体得し、言葉の象徴的適用でその

体得内実を指示するよりないものである｡｣50).51）

そして、「現象は物象に飲み込まれ、心は感覚界

から怪しげな世界へ追いやられ消えてしまうので

ある。しかしそうなれば当然、生きているものの

性質や心情の発見の前提をなす、私たちが観照

（Schauen）と名づけた体得の仕方は、把握的行

為の増大に伴って困難を増し、遂には不可能とな

ることは明瞭である｣52）と先行きを案じている。

それだけでなく、Ｌ､クラーケスは、心と抗争

する知的精神、知的精神のみの偏重を次のよう

に強い調子で批判している。「動物は固有の性

質や心情をもつ個体（Eigenwesen）で、人間は

自我をもつ個体（Ichwesen）であるといわれて

いる。（人間の）自我内で知的精神は心と抗争

し、やがて歴史の推移する間に心を取り押さえ

てしまったのである。以来、現実と人間の心と

の間に人間の自我が位置して、一方では意図や

利害の形で、他方では画一的に型にはめる理知

の形をとっている。そして感受能力は算数的意

志の手先となり下がって、諸形象の目覚めの場

であることをすっかり放棄してしまった。「利

害」の眼をもって世界を見る者は、世界の諸‘性格

のなかから、せいぜい自分が必要とする僅かば

かりの特徴をつかんで、他の個体たちが自分の

意志に役立てられるかどうか、そして役立つと

すればどの程度かを認識するだけである。そし

て諸形象の影響をまだ経験する前に、諸形象を

理性によって理解しようとすることに'慣れてし

まっている者には、諸形象の性格が見えないの

である。合目的性（Zweckdienlichkeit）と理解

性（Begreiflichkeit）との２つの理想に支配され

て、人間は自分の観照の力と疎遠になって、自身

の内なる（生きた）声に耳を傾けることを忘れ、

世界形象と自分の心との間に柵を捕えたのであ

る。この柵は意欲的であれ、破壊的であれ、と

もかく不断に行為を準備する理‘性の柵なのであ

る｡｣53）

４．喜びと怒りの表出運動について

Ｌ､クラーゲスは、激しい感情を伴う表出運動の

際には欲動とそれに特有な表出運動がはっきりと

現れるとして、表出の原理とその応用として激し

い喜びと怒りを選んで論を展開している。その理

由を次のように説明している。「動物と人間を含

めてすべての固有の』性質や心情をもっている生き

もの（Eigenwesen）の種の垣根を越えて了解さ
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れる表出形態（AuBerungsform）は身体の運動

であるから、その言葉の象徴的意味から当然期待

されることは、その運動諸像が生きているものの

性質や心情だけでなく、事物的データを同時に示

しており、そしてそのことによって運動諸像と表

出された諸特色との関連を洞察しやすくなるとい

うことである。情動、激情、興奮などのように、

多かれ少なかれ口語として激しい心情過程を示し

ている言葉に見てとれる内容を思ってみると、そ

れらの激しい心情の表出は平静の感情のあらゆる

形態の表出とはっきり区別されていることが知ら

れている。平静の感情の際には実際先ず随意的な

諸運動が重なり合っている。見境のない願望、歓

喜、怒り、熱中、期待の‘情態では、普通以上に強

烈で、それぞれに特色的な運動推進を私たちは

はっきりと体得するし、これをそのまま放任すれ

ば相当の激しい身体運動に転じる｣54)と述べ、彼

は具体的に喜びと怒りの表出運動について、その

情調（質）だけでなく、方向、速度、強弱等（事

物的データ）をも含めて論を展開していく。

そして、彼は、怒りの表出と喜びの表出の運動

様式には少なくとも５つの異なる特性があるとし

て、それらを次のように列挙している55)。

(1)．心理的な面で圧迫を受けている時の感情

は、その圧迫に屈する悲嘆の場合では消沈した振

る舞いの基となっているが、激しく衝動的な立腹

においては反対に冗進へ向かう。そしてこの過程

は筋肉の緊張となって現象する。それは屈曲する

か伸展するかには関係なく、緊張に伴う圧迫の感

覚から読み取れる。例えば額に寄せる雛、ますま

す強くなる歯のくいしばり、拳を握りしめること

等思い合わせてみればよい。－これに対し、喜

びの振る舞いは比較的弛緩して、緩やかである。

多くの「未開人」のなかには喜びのあまり荒れ狂

う者もあるが、地上のどの民族に属する者であっ

ても喜びのあまり歯ぎしりする習'慣の者はない！

(2)．例外なく一切の生の過程はそのまま放任し

ておけば、リズミカルに推移する…（中略）…元

気と疲労、覚醒と睡眠、空腹と満腹といった両極

的なものの交替、および歩行、呼吸、心拍などの

リズムを想起すればわかる。喜びに溢れている時

は生の流れは気持ちの平静な情態の時よりも抑制

なく流動するから内部の律動（Rhythmik）は高

まり、それとともに一切の運動の律動も高まる。

その証拠に、喜びに興奮している人は何をおいて

も踊りが巧くなる。－逆に腹を立てた時の緊張

的反作用によっては、生の流れの篭積が生じるか

ら、内部過程の律動は低下し、そのうえ当然のこ

とながら予測のつかない緊張の爆発によって断ち

切られもする。従って立腹の運動像は、拍動する

生の流れが突然の衝撃によってたびたび寸断され

る形をとることになる。

(3)．喜びは贈与的な気持ちが溢れて外に向かう

が、怒りは攻撃的衝動から外に向かう。しかしそ

の時両方の表出像に共通する運動の激しさも、次

の諸点で異なった外観を呈するはずである。すな

わち運動加速は喜びで大体一様であるのに対し、

怒りではかなり断続的に生じ、また喜びでは伸び

かつ迅速さが重きをなすのに対し、怒りでは全く

重圧的である。

(4)．喜びではその開放性に従って諸運動はただ

ただ遠心的で、前方、側方、上方に同じ程度に行

われる。怒りではその攻撃的なものを内に備える

‘性質に応じて諸運動はただ前方にのみ生じ、特に

この場合上に向かう運動を全く欠くのである。誰

でも怒っている時、飛びかかろうとするような攻

撃欲動は座位ではなく起立姿勢を誘導するから、

「急に起き上がり」たい気持ちになるとか、ある

いは「激上」させられたりなどするにもかかわら

ず、心の高まりや、飛び立つ思いをする人はない

であろう。

(5)．喜びは周りの全空間に向かって開かれる

が、怒りの突っかかる衝動はその時々に方向が決

まる。前者は喜びの溢れる運動に何か尾を曳い

て、たゆたうものを付与するが、後者は激怒の

諸々の動きをして唐突な方向変換をさせる。幸福

に浸っている人の視線は好んで遠くを見るのに対

し、激怒の人の視線は運動のあいまに硬く一点に

固定しているように見えるのは、同じような事態

の異なる表出形態に過ぎない。
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さらに、彼は、喜びと怒りとの表出形態の同異

を概括的に繰り返している56)。

両者は平静情態に較べて次の共通点をもつ。

(1)．運動方向がすべて外に向かう。

(2)．運動の累積。

(3)．個々の運動の、伸び、速さ、力のこもり方

の増強。

喜びは特に次の諸点を示す。

(1)．運動経過が一様であって、多くはリズミカ

ル（rhythmisch）である。

(2)．運動が緩やかである。

(3)．全般的な遠心性。

(4)．重圧よりも伸びと速やかさとが目立つ。

(5)．多く上方に向かう。

(6)．作用空間が広い。

怒りは特に次の諸点を示す。

(1)．運動経過が一様でなく、リズミカルでない

（arhythmisch)。

(2)．特に前方に向かう。

(3)．緊張。

(4)．重圧的である。

(5)．抵抗に抗する運動。

(6)．作用空間が狭い。

Ⅲ．『表出体操」にみられる

Ｌ・クラーゲスの影響

１．心と知的精神について

Ｒ､ボーデの「表出体操」のなかには、折々に

L・クラーゲスの著書からの引用が見られる。例え

ば、リズムと非リズムについて、そのもっとも深

い解明はL・クラーゲスのリズム論に負っていると

述べ、「筆跡と性格｣57)から、次のように引用し

ている。「リズミカルな経過の妨害は、（要する

に）知的精神の覚醒とともに高まる」58)、「リズ

ミカルに生命は現れる。それに対して、リズミカ

ルな生命の拍動は知的精神のそれに特有な規則の

もとに、拍子によって制約される｡｣59)また、本

研究で焦点を当てている「表出学の基礎理論」の

前身である『表出運動と形成力｣60)からも、生命

と知的精神の対立について次のように引用してい

る。「ただ有機体だけが、それに相応しい生の条

件を見出すという限りにおいて、植物の形態や動

物の運動形態は、どんな瞬間でも限りない本源

'性（Urspriinglichkeit）をもっている。…（中

略）…生命の表出はリズムであり、知的精神の表

出は規則の規制する力によるリズムの抑圧であ

る。体操する人において、知的精神（理‘性）が生

命（心）を屈服させてしまえばしまうほど、体操

する人の現象でリズムはますます規則の背後に退

けられて衰退してしまう。｣６１)そして、Ｒ・ボーデ

は『表出体操』のなかで彼自身の言葉で、彼の

表出体操がL､クラーゲスの理論に負うところが多

く、大きな影響を受けたことを次のように述べて

いる。「私たちがこの心的なことを認識の対象に

することができるという事実は、知的精神による

理解と心的な出来事は同一の源泉からは生じえな

いという結論に私たちを導く。これは、パラギー

（Palagyi）とクラーゲスの大きな功績である。

近代心理主義（Psychologismus）では、あたか

も魔女の厨で何もかもまぜこぜにするように、生

命的．心的なこと（Vital-Psychisches）と論理

的．精神的なこと（Logisch-Geistiges）とを混

同していると、パラギーとクラーゲスは批判し、

このような根本的誤りを根から取り除かなければ

ならないことを示した｡｣62）

Ｌ・クラーケスは、心をその源泉とする表出運動

と意志に基づく随意運動との違いをはっきりと区

別した。そして、Ｒ・ボーデは、合理的精神に基

づく幾何学的で形式的な集団運動であった体操、

すなわちシュピースーマウル方式の体操や当時の

スウェーデン体操に、知的精神にあまりに強く支

配されすぎた随意運動を見てとり、心（生命）を

源泉とする表出運動に共鳴し、Ｌ､クラーゲスのリ

ズム論や表出論に強く共感して、形骸化した体操

に心、生命を吹き込む努力をしたのである。

２．表出体操について

Ｒ,ボーデは、「表出体操」の方法論の最初のと

ころで、「あらかじめ、すべての誤解されやすい

問題を整理しておく」として、次のように述べ、
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彼の表出体操を定義している。「私たちの表出体

操は、形相的な（formal）性質をもち、質料的

な（material）性質をもっているのではない63)。

すなわち、何らかの特定の言葉で表される感情、

例えば悲しみ、喜びというような感'情を表情豊か

な再現（Darstellung）へもち込むこと、あるい

は、何らかの感情のための決まり切った型の運動

形式を教えることを、私たちは根本的に拒絶す

る。これらのことは、演劇学校の課題である。私

たちは、ただひとつの目標を念頭に置いている。

人間を生きているものとしての心的・身体的状

態にすることである。それが、同時に、生き生

きとした運動のほどよい制御と自由な展開を可

能にする｡｣64)そして、このような目的を達成す

るために、最も単純な運動を選ぶとして、「歩

く、走る、振る、手で突くあるいは打つ、かがむ

等々 …｣65)を挙げている。

また、Ｒ､ボーデは「意志と表出」について述

べたところで、スポーツやダンスに対する体操領

域の位置とその理由について次のように言及して

いる。「(心と意志を）両極として、一方に心を

引きつける旋回、すなわちダンスがあり、他方に

自制的にひたむきに目標に向かう運動、すなわち

スポーツがある。本当のダンスは、競り合って洗

練されたスポーツではなくて、全く反対のもの

である。スポーツとダンスの間の真ん中に、ス

ポーツとダンスの前段階の修練（Vorschule）と

して（も役立つような）表出体操がある。なぜな

ら、表出体操がダンスの根本要素である感情の鼓

舞（Gefnhlserregung）とスポーツの根本要素で

ある意志行為（Willensakt）とを含むからであ

る｡｣66)これは、表出体操がダンスやスポーツの

ためにあるということではない。体操の目的はあ

くまで生き生きとした運動の修練である。そし

て、体操の領域がちょうどダンスとスポーツの中

間にあり、ダンスやスポーツにも通じる運動の修

練ができるということである。

この目的を達成するために、「表出体操」の実

技の章67)では、次のような具体的な運動課題が

扱われている。

表出体操の予備練習（Vorschule）として

(1)．弛緩運動（EntspannungsUbungen）

(2)．振動運動（Schwungiibungen）

(3)．緊張運動（spannungsdbungen）

(4)．反動運動（Abprallnbungen）

表出体操として

(1)．突く運動（StoBbewegungen）

(2)．打つ運動（Schlagbewegungen）

(3)．押す運動（Druckbewegungen）

(4)．引く運動（Zugbewegungen）

(5)．抵抗運動（Widerstandsbewegungen）

３．巧技運動（Kunstbewegungen）について

Ｒ・ボ一デＩま、「自然運動

（Naturbewegungen)」と「意志に基づく運

動（Willensbewegungen)」の間にある基本的

な違いとその関係を次のように説明している。

「自然運動はその源泉を欲動（Trieb)、感情

（Gefnhl)、あるいは重力（Gravitation）のな

かに見いだしうるようなすべての運動であり、意

志に基づく運動は常に操作された、すなわち知的

精神に制御された運動の徴候をもつ。腕を挙げる

ことは、自発的な感情の高まりにその根源をもっ

ているかもしれない、その場合にはそれは自然運

動として理解される。しかし、それはまた意図を

もって行われる意識的なものかもしれない、その

場合には、それは意志に基づく運動として理解さ

れる。もし、その動きが正しく行われ、心的緊張

が自然運動と意志の舵取りの間に感じとられるな

らば、表出体操ではその時においてのみ手段とし

て目指して努力された表出になる｡｣68）

このようにＲ,ボーデは、意志の関与も認め、

自然運動と意志に基づく運動の間で運動修練が行

われると述べているのであるが、やはり彼は自然

運動に最大の重きをおいていることが、上述の説

明のところにつけられた脚注のなかの次のような

記述からわかる。彼は先ず「自然運動においては

直線的あるいは規則的な運動はめったに現れな

い。そのような幾何学的な線は意志的な運動の結

果であるからである。反対に、無秩序な軌跡を伴
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う運動はその根源を欲動や感情にもつ｣69)と、こ

のように自然運動の特徴のひとつが幾何学的な軌

跡ではなく無秩序な軌跡であると述べた後に続

けて、「もし運動がその本来の（自然運動の）特

徴を示すならば、私たちはその運動を「魂（生

命）が吹き込まれたもの（Beseeltheit)』、「表

出（Ausruck)』と呼ぶ。意志的に模倣された感

情の動きを真の感情の動きから区別することの

できる能力は、表出体操の個々の教師に欠くこ

とのできない条件である。ここにまた個々の生

徒の才能に非常にはっきりした境界と差異があ

る。この本当の才能は「生き生きしていること

（Lebendigkeit)」に、あるいは、よりはっきり

いうと生徒の『内的な真性（innereEchtheit)』

に結びついている。「再現（Darstellung)」のた

めの「技術的な（technisch)」才能は、明らかに

これとは違ったものである。再現的な技術の際、

』性格学的には内的没入（innereHingabe）の不

足と、個々の動きにおける『自我（Ich)』のあま

りに強い強調において意識がはっきりと現れてく

る｣70)と述べている。

そして、Ｒボーデはその自然運動の修練のた

めの前提条件として、「筋肉を弛緩させる能力、

推進力としての衝撃を重心の上に整える能力、

そして中心から周辺部へ絶えず伝わっていく運

動｣７１）を挙げている。なかでも、「表出体操に

とって弛緩は根本的に重要である…｣72）として、

それを次のように説明している。「弛緩運動は、

あらゆる緊張を取り除くということ（そんなこと

は生理学的には全く不可能なことであり、またも

しこのことが可能だとしても、それは教育的に

は何の価値もないのである）を目的とするので

はなく、むしろ誤った緊張を取り除くことを目

的とするのである｡｣73)そして、振動運動につい

て、「振動運動はまた広義の弛緩運動である」と

して、次のように説明を加えている。「この（振

動運動の）際に起こる振り子運動（Pendelung）

は、腕とか脚とかの個々の肢体において現れる

のではなく、重心の移動において現れる。この

振り子運動はそれが（表出体操の）準備的な性

格をもち、真の意味における表出運動でない限

り、特殊な地位をもつ。本来の表出運動は、身

体の有機的全体性（dieorganischeTotalitdtdes

K6rpers）から生じ、当然振動運動もそうである

のであるが、この準備的な‘性格をもつ振り子運動

は、関係している肢体をより純粋に重力の影響を

受けやすくするようなある種の技巧的な（意識

的な）出発点、すなわち中心部からの推進力と

しての衝撃（derzentralelmPuls）を必要とす

る。これは本来的意味において決して自然運動

（Naturbewegungen）ではない。なぜなら、振

り子運動は特に唾箪の除去を前提にしているので

あって、むしろこれは医術において障害を取り除

き、有機体における自然的な経過を再び作り出す

ために用いられる薬にも比較されるような一種の

巧技運動（Kunstbewegungen)74)であるからで

ある。薬は決して自然的な飲み物ではない｡｣75）

これらのことから、予備練習としての弛緩運

動や振動運動は自然運動ではなく、Ｒ･ポーデが

創意工夫して作り上げた巧技運動であることが

わかる。そしてこれこそが、後に高く評価され

る76)Ｒ､ボーデの体操の核になるものである。そ

して、これらの弛緩運動および振動運動は、緊張

運動および反動運動によって完成される。そして

本来的な意味における表出体操として、突く、打

つ、押す、引く、抵抗の運動が行われるようにな

る。この目的とするところは運動の有機的な流れ

（derorganischeAblaufderBewegung）であ

り、このようにしてＲ､ボーデは、自然で、生き

生きとした、リズミカルな動きの修練を目指した

のである。

このリズミカルな動きの修練に関して、Ｒ

ボーデはＬ・クラーゲスの「怒りの表出運動」から

でなく、「喜びの表出運動」から特に強い影響を

受けていることが『表出体操」のなかの次のよう

な記述からわかる。Ｒ・ボーデは、運動修練を助

ける音楽について次のように述べている。「自然

運動はある種の性質をもつ音楽、すなわち直ぐに

喜びを呼び起こし、聞き手に喜びを強調した運動

を引き起こすような音楽の作用によって高められ
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る｡｣77)これは、彼の目指す運動修練の基本が喜

びの表出運動にあることを示唆している。彼が、

リズミカルで、流れるような運動を理想として掲

げていることからもそれがわかる。Ｌ､クラーゲス

の示した怒りの表出運動の特徴は運動経過が一様

でなく、リズミカルでないのに対し、喜びの表出

運動の特徴は運動経過が一様であって、多くはリ

ズミカルであるからである。

おわりに

Ｒポーデは、スイスの音楽教育家であり作曲

家でもあるＥ､ジャック＝ダルクローズのもとで体

操を学んだ後、1911年にミュンヘンでリズム体

操の最初の教授を始め、ボーデ体操学校（Bode

Schule）を創立した。1912年には生の哲学者で

あるＬ､クラーゲスと出会った。彼の表出学ゼミ

ナールに参加したのである。Ｒ､ボーデは、１９２２

年に最初の基礎的研究として表出体操をまとめ

た。その体操に、彼が「表出（Ausdruck)」と

いう冠を選んだことからも、Ｌ・クラーゲスが与え

た影響がいかに大きなものであったかがわかる。

Ｒ､ポーデは、心をその源泉とする表出運動と

意志に基づく随意運動との違いをＬ,クラーゲスか

ら学んだ。Ｒ・ポーデは、合理的精神に基づく幾

何学的で形式的な集団運動であった体操、すな

わちシュピースーマウル方式の体操や当時のス

ウェーデン体操に、知的精神に強く支配された随

意運動を見てとった。Ｌ・クラーゲスの表出論やリ

ズム論はＲ・ボーデに強い影響を与えた。Ｒ・ボー

デは、心を源泉とする表出運動でもって、それま

での形骸化した体操に生命を吹き込む努力をし

た。彼は、その源泉を欲動、感情、あるいは重

力のなかに見いだしうるようなすべての運動を

自然運動として捉え、それに最大の重きをおい

た。そして、その実現のために必要な予備練習

として、弛緩運動や振動運動を創意工夫して作

り上げた。「表出体操」のなかで、彼は、これら

の運動について、自然運動ではなく、巧技運動

（Kunstbewegungen）であり、運動の自然な経

過を再び取り戻すための予備練習であると述べて

いる。しかし、これらの運動こそが、比類ない

Ｒ・ボーデの体操の最も際立った特徴であるとい

える。このようにして、Ｒボーデは、自然で、

生き生きとした、そしてリズミカルな運動修練を

めざし、表出体操の体系をまとめた。
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熟練、巧みさ」と１．と2.の「人間の創造的、

形成的活動とその成果」を合わせて「巧技」

の訳語を用いた。Ｒボーデはその著書のな

かで、しばしば、職人や芸術家など熟練者の

身体運動を例に挙げ取り上げている。いわ

ゆる身体の知恵、生活の知恵、匠の技とも

いうべき身体技法という意味で、本研究で

はKunstbewegungenを「巧技運動」と訳し

た。

Ｂode,Ｒ,,Ausdrucksgymnastik，２.Ａｕｆｌ.，

Ｓ,31.

Ｈ､Ｅ・シュレーダー、前掲書、148頁に、Ｒ・

ポーデとその体操を評価して次のような記述

がある。「クラーゲスの著書の根本的精通者

として第一級人物のひとりであるＲ・ボーデ

は、これらの（一方的な意志的訓練の）害を

強力に取り除くはなはだ有効な実際的方法を

創造した。彼の功績はリズム的ギムナステイ

クの一体系を造り出した…｡」

Ｂode,Ｒ,,Ausdrucksgymnastik,２.ＡｕｆＬ，

Ｓ､28.


