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日本レジャー・レクリエーション学会とは……

レジャー・レクリエーションに関するあらゆる

科学的研究をなし、レクリエーション学の発展を

はかり、レクリエーションの実践に寄与すること

を目的として昭和46年3月に設立された日本学術

会議所属の学術研究団体です。学会設立までには、

6年にわたり、「日本レクリエーション研究会」

として地道な活動を続け、その基礎の上に学会と

して発展してきました。

現在全国に支部を有しており「九州支部」、「近

畿支部」そして「東海支部」の三つのそれぞれの

地区においても独自の活動をつづ、けております。

いうまでもなく、現代の急激な社会変化は、レ

クリエーション研究の重要性を一層増大させてお

ります。従来までの研究に加え、より広範で多角

的に研究し、人間生活の質的向上を目指している

のが、この学会の特徴です。

このようなことから、この学会は、レジャ}問

題、レクリエーション研究に直接たずさわる研究

者、専門家はもちろんのこと、レクリエーション

環境、組織、指導など実践家の統合体ともいえま

しょう。

学会では、着実にその研究の質的深化を目指し

つつ、現代から将来にかけてのこの大きな人類の

ニーズにこたえていこうとしておりますO

日本レジャー・レクリエーション学会

Japan Society Leisure and 
Recreation Studies 

事務局埼玉県上尾市戸崎 1- 1 

女子聖学院短期大学梅津通子気付

電話 048-781-0031(代)

郵便振替東京 5-602353 

口座名 「日本レジャー・レクリエーション学会」

日本レジャー・レクリエーション学会の

会員となったら……

日本レジャー・レクリエーション学会は、つぎ

の事業を行っております。メンバーとなったら、

ご、自分の研究や指導に役立つと共に、レクリエー

ション界に大いに貢献することができます。

⑨学会大会の開催…・・・年一度の学会大会です。研

究発表をはじめ、シンポジウムたど意見交換の

機会です。

⑨研究集会の開催・…・・年数回、研究会を開き、メ

ンバーのニーズに合う問題を提供し、相互研究

の機会をつくっております。

⑨学会ニュースの発行……年2回、ニュース・レ

ターを配布し、学会内のできごとはもちろん、

広く情報を提供しております。

⑨「レジャー・レクリエーション研究」の発刊…...

学会における研究発表、論文発表誌です。レク

リエーションにおける学問レベルの向上がこの

研究誌を通して期待されております。

⑨研究・調査資料の発行……レクリエーション・

レジャー問題を中心に、研究・調査資料を折に

ふれて発行します。

⑨委託研究の実施……レクリエーションに関する

研究を学会が受託し、チームを組んで研究をす

すめる体制ができております。

⑨情報交換......学会員相互の研究を推進するため

に、お互いに情報をとりかわす機会をつくって

おります。

⑥共同研究……学会員が協力して、ひとつの問題

に対して、あらゆる角度から研究できる機会が

あります。
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Takashi Sugiura' 

ヨハン・ホイジンガの文化論および遊び論の意義と
余暇活動高次化への貢献

杉浦 恭

Abstract 

【研究の目的と方法】

本稿の目的は、ヨハン・ホイジンガの文化と遊びの概念が、日本人の余暇活動の将来の

あり方を考える際に、いかなる示唆を提供してくれるかを検討することにある。研究の方

法は、ホイジンガの文化論および遊び論を彼の全著作を丹念に検討しつつ考察するという

文献研究をとった。

【各章の論旨】

(1Jホイジンガの文化と遊びの概念

ホイジンガは、それぞれの時代概念を、その時代に生きた人々の考え方、感受性(精

神の習慣)からとらえた。その結果、「文化は、崇高な夢・理想、が遊びを通して表現さ

れたときに形成される」という「歴史的生活理想」のアイデアをつかんだ。

ホイジンガの生きた時代は、ナチズムの影響下、遊びを罪悪視し、労働第一主義を信

奉していた時代で、物質的価値や経済的価値を最重要視し、精神的価値や文化的価値を

軽視するという時代であった。そのような時代状況に生きた人聞は、創造力、判断力を

喪失し、遊びを通して文化を創造することを放棄してしまったというのがホイジンガの

認識であり、こうした認識からホイジンガは、人間と文化における遊びの重要性を再認

識した。

C 2 J日本におけるホイジンガ研究の現状と課題

わが国のホイジンガ研究は大きく (a)ホイジンガを歴史家として研究する立場、 (b)文明

批判家(とりわけナチズム批判家)として研究する立場、そして、 (c遊びの研究家とし

ての研究する立場の三つに分けることができる。

1930年以前のホイジンガは、歴史の記述的研究者として評価されている。時代の概念

を人間の精神の習慣から分析する手法は、当時の歴史学者の聞で大きな論議を呼んだ。

* Doctoral Program in Education， University of Tsukuba (筑波大学大学院博士課程教育学研究科)
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1930年以降のホイジンガは、文化の規範的研究者として評価される。彼の研究が文明

社会の非人間化に対する批判へと傾斜していったからである。

遊びの研究家としてホイジンガは、主に体育学者の間で取り上げられた。遊びとして

のスポーツ、あるいは、スポーツにおける遊びの要素の重要性を現代スポーッとの関係

から論じたものが多い。

ホイジンガの文明批判を、余暇文化、レジャーの分野に関係させて研究したものは少

ないが、今後のホイジンカ研究にとって重要な視制点「遊び」論が文化の創造や余暇

活動の活性化にどのように結びつくかを考察することである。

( 3 J日本人の余暇活動

(財)余暇開発センターの『国際レジャー調査J(1989)によれば、日本人の余暇活動

は、諸外国に比べて娯楽や気晴らしが多く、教養や自己開発的な活動を行っている人は

多くない。

(4 Jレジャー活動の動機付けへのホイジンガの概念の貢献

『国際レジャー調査』は、日本人の今後の余暇活動の希望について、自由時間の増加

が自己開発的な活動を活性化する可能性が高いことを示している。

調査はまた、自由時聞が増えているにも拘わらず、自己開発的な活動の少ないことが

問題であることも教えている。その理由は、人々の意識の中に、レジャー活動による自

己開発をしようとする強い動機がないことである。本稿で取り上げたホイジンガの文化

と遊びの概念は、このような人々の意識を変化させるのに有効である。なぜならば、ホ

イジンガの遊びの概念は、今日の文脈でとらえるならば、レジャーの概念と関係させて

考えることが可能だからである。

ホイジンカゃの遊び論が示唆する以下の三つのアイデアは、日本人が余暇利用を考え直

し、自己開発的なレジャー活動を活発にする方途をさぐる貴重な手がかりとなる。

*人聞の精神が労働のみに傾斜した場合、主体性を失い人間性の疎外を感じる。

*人聞にとって重要なのは物質的な価値と精神的な価値のバランスを保ち生活するこ

とである O

*文化を遊びとして個人が享受することにより、それぞれの創造力、判断力、教養が

向上し、それが社会全体の文化レベルの向上にもつながる。

そして、ホイジンガの文化と遊ひaについての概念を研究することは、現代の日本社会

における余暇文化研究に新しい視点を切り開くものである。

【今後の課題】

ホイジンガの文化論および遊び論を、日本人の余暇を有意義なものにする条件づくりの

ための理論的な下地とし、それをもとにレジャー活動の望ましいあり方を実現することが

課題といえる。



Introduction 

In this paper 1 wou1d 1ike to discuss the genera1 

ideas of Johan Huizinga (1872-1945) about cu1-

ture and p1ay and the possibility of their recep 

tion in J apanese society， in particu1ar in the 

fie1d of education 

In Japan Huizinga is on1y recent1y being stud-

ied， main1y in the fie1d of history. This is the 

resu1t of the fact that， here， Huizinga is basi-

cally considered as a historian. This view in it-

self is not incorrect as Huizinga produced many 

works concerning the study of history. Yet， 

through these studies Huizinga gradually deve1 

oped ideas about cu1ture and p1ay which ideas 

are a1so of interest to the fie1d of education. 

Especially if one 100ks at the present situation 

in Japan， it becomes clear that these concepts 

are a1so of importance to the fie1d of life10ng 

education and 1eisure studies. 

Over the 1ast years Japan has grown into a 

1eading economic power in the world. There is 

litt1e dispute that this is 1arge1y due to the 

Japanese putting much effort in work， day by 

day， whi1e emphasizing economic and materia1 

va1ues. But then， this excessive emphasis on 

1abour has eventually resulted in the prob1em of 

the so-called 10ss of human nature. This prob 

1em refers to the fact that it has become diffi-

cu1t for peop1e to find true satisfaction in their 

lives. A t this point one had to rediscover that a 

life worth living is not made up of economic 

va1ues a1one. In other words， it is very impor-

tant to a human being's welfare that he keeps 

his materia1 and spiritua1 va1ues in ba1ance. 

Japan and the Japanese， however， have been 

1eaning too much towards the side of economic 

and materia1 va1ues. From now on the assign-

ment for Japan shou1d be how to make her peo-

p1e raise their spiritua1 and cu1tura1 1eve1 to 

restore this distorted ba1ance. 

Peop1e's free time offers the best opportunity 
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for regaining ba1ance in life. Compared to 

European countries the number of free days in 

Japan is still very 10w， but fortunate1y their 

number is gradually increasing. Now the imp1e 

mentation of the necessary life10ng education 

and 1eisure studies shou1d get started with. 

In the future 1 intend to continue researching 

1eisure and life10ng education， and 1 am con-

vinced that Huizinga's concepts concerning cu1-

ture and p1ay will be of fundamenta1 use serving 

as a constructive foundation for this research. 

His emphasis on the importance of cu1ture and 

p1ay to a human being shou1d be considered as 

direct1y connected to the themes of 1ife1ong edu-

cation and 1eisure; both Huizinga's ideas about 

cu1ture and p1ay and the themes of life10ng edu-

cation and 1eisure focus on self-rea1ization and 

self-deve1opment of the individua1 as their objec-

tives. 

1 The General Ideas of Huizinga con-

cerning Play and Culture 

Huizinga had his doubts concerning the genera1 

research methods of historica1 science at his 

time*1. A t the time， historica1 science had dis-

tinguished and constructed the severa1 periods in 

history main1y on the basis of pub1ic docu-

ments. Huizinga thought that the conception of 

the ages of history by re1ying sole1y upon de-

tai1ed officia1 documents provides us on1y with 

part of the picture and does not enab1e us to 

seize the who1e. When one tries to capture his-

tory from a scientific point of view， concentrat-

ing on officia1 documents as bearers of facts， it 

becomes difficult to acquire a comp1e切 percep-

tion of a period. For one， Huizinga pointed out， 

throughout the Midd1e Ages the facts in the 

documents were free1y rewritten according to 

the mood of the feudal lord or ev巴nthat of his 

clerk， thus corrupting the supposed1y objective 

va1ue of such documents. Furthermore， Huizinga 
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objected to the use of official documents only ， 

as they reveal nothing but historical facts while 

telling us nothing about the emotions or the 

thoughts of the people that lived in those days 

nor about their sensibility. Huizinga now con-

sidered this neglect of the study of the contem-

porary way of thinking and sensibility to be 

historical science's major error as， in his opin-

ion， it was basically just through the study of 

these that one would be able to grasp the image 

of a period. 

80， Huizinga advocated to uncover the com-

mon mentality， sense of value and mental cus-

toms， or the so-called mental ideals， in each age 

as one of the methods to come to a comprehen-

sion of that age. This approach eventually re-

sulted in the development of the idea of the 

historical ideals of life*2. Huizinga's attempt 

to determine the periods of history while 

focussing on the mentality of the people in those 

days as his referential point was an epoch-

making event to his fellow historians. 

Now， how did Huizinga actually try to grasp 

the mental ideals of a period? First， he paid at-

tention to the world of arts， for in art the sensi-

bility and the thinking of the people that lived 

in any particular period find their genuine ex-

pression. Huizinga is a historian but he made 

form and figurative things， in other words the 

arts， the basis on which to perceive history. 

8econdly， he reconstructed the mental ideals out 

of chronicals， memoranda written by the com 

mon people and diaries， and all such small 

records from which the daily emotions and 

thoughts can be read. 

This research first led to the publication of 

"Over Historische Levensidealen" [lit. About 

Historical Ideals of LifeJ in which work 

Huizinga clarified that history， as subject of sci 

ence， is not the accumulation of mere knowledge 

of facts， but 勺lIstoryis the spiritual form in 

which a culture renders account of her past"*3. 

Here， Huizinga does not only present us with 

the image of each period of history， but it is 

also in this work that Huizinga first starts to 

contemplate the "relation between play and cul-

ture" and the "role and function of play in cul-

ture"， which in time will become one of his 

most important tOplCS. 

N ow， based on "Over Historische Levensidealen" 

I would like to explain in what way Huizinga 

thought about culture and play. 

No matter in what age one lived it has always 

been a human being's dream or ideal to live a 

life filled with beauty. Depending on the age the 

concrete contents of these ideals differ， but what 

they all have in common is that they consist of 

lofty and universal things. In chivalric life， for 

example， the ideal consisted of the beauty of 

self-sacrifice by risking one's life in a fight for 

the sake of a beloved person. During the 

Renaissance， people freely enjoyed ancient cul-

ture and pursued human integrity and universal-

ity in an atmosphere of play. In the Age of 

Baroque garments became the center of culture 

as people out of a sense of rivalry competed 

with one another for being the most beautiful 

And during the Age of Romanticism people ex-

perienced the extremity of emotions， and its ca 

tharsis， through plays of love. 

In every set of ideals of life throughout the 

different ages play has invariably been used as 

a method to express these ideals. 8ince it is in-

herent to ideals that they are difficult to realize 

and to implement into real life， people through 

the ages have enjoyed expressing their ideals by 

means of forms of play. And， finally， by these 

actions they created culture. 

In other words， culture is born in play. 

Therefore it follows that culture is an indication 

of the ideals of human beings. When expressed 

schematically this could be represented by the 

line ideals --play --culture. Looking back on 



history， culture has been the symbol that repre 

sented the ideals of each age and play has been 

the process that expressed them as culture. Or 

put in reverse， if there hadn't been play culture 

would not have existed. 

At the time when Huizinga started thinking 

about the general ideas of an age from the men-

tal ideals point of view it struck him that in 

every age of culture there has been play. He dis-

covered in writing his "Over Historische 

Levensidealen" how important play is to human 

beings. Therefore， this work might well be con 

sidered as the start of the train of thought 

which led to the birth of "Homo Ludens" which 

is entirely devoted to the description of the func-

tion and the role of play in the various fields of 

culture. 

Let us took a closer look at the ideas of 

Huizinga concerning the role of play and its so 

cial implication， especially as he developed them 

after the 1930's. After the 1930's Huizinga's re 

search attitude shifted from a descriptive study 

of culture towards a normative study of culture. 

This change was， amongst other things， 

strongly influenced by the advent of Nazism. 

Huizinga criticized Nazism from his understand-

ing of ethical contents such as love， moral， dis 

cipline and duty as conditions of culture*4. He 

could not accept the N azi ideas of extolling 

labour while denying play*5. Huizinga could not 

reconcile himself with the idea of the Nazi's 

snatching play from the people， making them 

devoted to labour only instead. Watching the 

adherents of Nazism who thought of people as 

mere working robots and who pusued only ma 

terial values Huizinga felt the crisis of culture. 

By reading various books freely (play) people 

cultivate their abilities to criticize and to judge. 

By engaging in productive activities freely 

(play) people develop creative power. By read 

ing works concerning religion and philosophy 

freely (play) people acquire morals and ethics. 

5-

In other words， people acquire cul tivation 

through play and thus learn the ways of living 

a life worthy of a human being. However， 

Nazism eliminated all this. As a result people 

lost their power to criticize and their power to 

judge and they were no longer able to be aware 

of， let alone resist， the inhumane policies of the 

Nazis. 80， people who attach too much impor 

tance to material values have their hearts occu-

pied by novelty and scientific techniques and， 

having lost all ideals， become too serious risk 

ing thus the danger of falling prey to in-

humanity. For people the balance between 

material and spiritual values， between economic 

values and cultural values， is very important 

N azism leaned toward a seriousness close to in-

sanity and had forgotten the importance of 

play. To H uizinga removing play， the expression 

of the ideals of a human being， from the life of 

a human being is equivalent to having that 

human being giving up his ideals， in which case 

people will only live as mere living creatures 

and will completely loose their human nature. 

In short， Huizinga strongly criticized materi-

alism. This also became apparent from the criti-

cal attitude Huizinga took towards American 

society and culture. In his "Mensch en Menigte 

in Amerika" [Jit. Man and Mass in Americal 

published in 1918， he stated the following: "In 

the 19th century America offered the world 

great technological progress， however it contrib-

uted only very little to the intellectual culture， 

the arts or to literature"・6.As to its reasons， 

Huizinga thought it was because the develop-

ment of America had proceeded within the 

framework of an economy that had as its pur-

pose ma terial wealth only. American society 

then came to demand of certain acts， materials 

or studies to have a useful practical value. As a 

result of this preoccupation with usefulness， ac 

cording to Huizinga， the hearts of the people are 

occupied by materialism and convenience， and 
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the spiritual level declines. And he worried 

about the influence the sysぬm of American sys 

tem would have on the Netherlands. 

Huizinga refers to this danger also with re 

gard to nationalism which influence he equally 

feared. Nationalism carries the ultimate danger 

of changing people into infantile obedient 

masses， as Nazi society so sadly demonstrated. 

The cultural level declines while culture is stan 

dardized. The danger of nationalism also lies in 

the fact that it eventually allows the law of a 

country to be changed as to fit the purposes of 

its ruler(s). The morals and ethics that carry 

uni versal validi ty will be easily transformed 

under the influence of the value-standards of the 

nationalistic state to serve the latter's conven-

ience. The pacifist Huizinga felt the danger of 

nationalism leading to war and increasing num-

bers of fanatic men as norms and standards and 

morals would be lost from the hearts of the 

people. 

Because of these kind of phenomena Huizinga 

came to a renewed appreciation of the impor 

tance of play to the human being and society. 

He also pointed out that play has another con 

structive function. When people attach impor-

tance to actual profits and become too serious， 

interhuman relations will become highly 

strained. In the advance of human society to 

wards the right direction through a process of 

trial and error play plays an important role. 

Play， then， does not only exist to preserve 

human nature and to raise the cultivation of the 

individual， it also serves as the lubricant which 

makes society function smoothly. One could 

say， ra ther cynically， tha t society in the 1930' s 

provided Huizinga with a magnificent opportu-

ni ty to prove his ideas concerning play. 

There are 'doubts whether one can apply to 

present-day society the thoughts of Huizinga as 

general ideas which have universal validity yet. 

1 think that particularly in contemporary 

Japanese society it is possible to adapt these 

ideas. The studies of Huizinga consist of con-

cepts covering only one side of， or rather a lim 

ited period in， the history of European societies 

and possibly there are people who are convinced 

that such concepts cannot be made to suit pre-

sent Japan. Nevertheless， 1 think the concept of 

culture and play as developed by Huizinga 

could most certainly contribute to the study of 

the means of using free time and leisure activi-

ties in present-day Japan as well. 

As for the concept of Huizinga， people use 

play for the realization of their ideals. In realiz-

ing those ideals， and thus enjoying a culture of 

high quality， they acquire the cultivation of the 

individual. Finally， this cultivation of the indi 

vidual through the means of play is nothing else 

than each human being engaging in the process 

of self-realization and self-development. One 

could say that this has universal validity. 

Particularly in contemporary Japan the ten 

dency to put labour values and economic values 

first has become strong and has caused the 

problem of human alienation to grow bigger. 

Seen from this point， the concepts of Huizinga 

could have a positive effect on this situation in 

that they stimulate the rehabilitation of human 

nature through play. 

One could think Huizinga's concept of play 

and the present concept of leisure to overlap. 

The three characteristics of play which Huizinga 

described in "Homo Ludens" are in accordance 

with the concept of leisure as such*7. His 'play' 

includes many forms of play as a cultivation of 

a comparitively high quality， and these lie in 

the same sphere as leisure. Also， the sanctity of 

play and play as self-realization are in common 

wi th the concept of leisure * 8. Let us take a 

closer look at the meaning of 'leisure'， together 

with the meanings of 'work' and 'culture'， with 

the latter two based on the general ideas of 



Huizinga 

In a broad sense 1eisure is used to cover all 

activities carried out in the sphere of free time. 

Yet， in this paper 1eisure is more narrow1y in-

terpreted as to cover on1y those activities which 

contribute positive1y to self-rea1ization and self 

deve1opment. Amongst the various forms of 

p1ay 1eisure refers to p1ay as a cu1tivation of a 

comparative1y high quality. Thus a distinction 

has been made betw日目1 1eisure and 'rest'， 'rec 

reation' and 'amusement'. 

Labour is defined as the physica1 and menta1 

exertion for the purpose of receiving a reward 

(wages) essentia1 to one's livelihood. 

Cu1ture， in genera1， is understood as the resu1t 

of the menta1 and corpora1 activities by which 

human beings realize their idea1s. Cu1tivation 

refers to the individua1 1eve1 of culture. 

Concrete1y spoken， with the term cu1tivation in 

this paper will be meant the 'occupation' with 

the 1ibera1 arts， such as， for examp1e， art， lit 

erature， phi1ospophy and sports 

Now， what kind of re1ationship exists between 

1eisure and 1abour? One cou1d think of 1abour as 

a means， a method of sustaining in one's liveli 

hood， of surviva1， as opposed to 1eisure which 

could be thought of as to consist of activities by 

which people e1evate the 1eve1 of life to that 

worthy of a human being. In the modern age we 

are confronted with the prob1em of human a1 

ienation. Because of the continuing process of 

specialization and (sub)division of 1abour， peo 

p1e have become 1ess and 1ess ab1e to understand 

their part in the who1e and their position in so 

ciety whi1e work itself has become increasing1y 

monotonuous. Thus， a situation has come into 

existence in which a human being has become 

comp1ete1y 'partitioned'. As se1f-realization 

through 1abour is increasing1y hampered， it has 

become increasing1y important to 'heal' the 

human being and to restore his comp1eteness as 

a human being by means of 1easure activities. 
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Labour is necessary for the progress of civi1iza-

tion and for making life more comfortab1e， yet 

it is equally necessary for peop1e to recover 

their humanity in 1eisure activities 

Huizinga exp1ained the importance of p1ay in 

opposition to the materia1ism of American soci 

ety， but even more in opposition to the nationa1-

istic society of the N azis. He found tha t if a 

human being is too much taken possession of by 

1abour， then the cu1tivation and the intellectua1 

1eve1 of the individua1 and finally of the nation 

will decline and cu1ture will stagnate. Therefore， 

to raise the cultura1 1eve1 of the who1e nation it 

is important that the individua1 acquires 'cu1 

ture'， cu1tivation， through 1eisure activities and 

that he lives a life as a cu1tural person in soci-

ety. 

II The State of Huizinga Studies in Japan 

Japanese historians have active1y studied 

Huizinga during the period from the 195.o's， es-

pecially when Huizinga's works first started to 

appear in Japanese trans1ation， untill the 1田.o's.
These studies show different approaches toward 

Huizinga to have been taken as some thought of 

Huizinga primari1y as a historian， and others 

took him to be main1y a cultura1 reviewer， 

while still others rather studied him as a re-

searcher of p1ay and leisure. When broadly clas 

sifying these Japanese studies of Huizinga， it 

becomes clear that these different approaches 

appear paralle1 to the changes in the contents of 

Huizinga's works. 

Unti1 193.0 Huizinga's achievements were 

mostly descriptive studies of history， and ac-

cordingly the scholar Huizinga before 193.0 is by 

and 1arge thought of as an historian. After 193.0， 

however， Huizinga produced more normative 

studies of cu1ture， which 1ed scho1ars in Japan 

to treat Huizinga from this period on as a cu1-

tura1 reviewer or as a researcher of play. Th巴
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different viewpoints of scholars in Japan， then， 

could be said to represent the different stages in 

Huizinga's personal development from being 

mainly a historian toward a cultural philoso-

pher. 

Huizinga's reputation as a researcher of play， 

furthermore， was not only recognized by histori-

ans， but also by a majority of scholars in the 

field of physical education studies. In this chap-

ter 1 would like to introduce the studies of 

Huizinga in Japan as seen from the viewpoints 

mentioned above. 

1. Huizinga as an historian 

The historian Huizinga is thought of as the 

Burckhardt (1818-1897) of the 20th century. It has 

been Huizinga who inherited Burckhardt's way 

of looking at history and it has been Huizinga 

who adapted his point of view to the modern 

age*9. Huizinga promoted， just like Burckhardt 

had done before， the importance of figurative 

matters and of a sensible feeling for arts as the 

foundation for the study of history. 

In Japan Huizinga achieved fame through his 

work "Herfsttij der Middeleeuwen" (or "The 

Waning of the Middle Ages") which was widely 

discussed among Japanese historians. In this 

work Huizinga does not give a mere dry descrip 

tion of history， instead he draws a rather vivid 

picture of the Middle Ages by focussing more on 

mental factors as will， emotions and mentality 

of the contemporary people rather than 

focussing on objective historical materials con 

cerning law， the social sysぬm， government， 

economy and official documents. As for 

J apanese scholars this particular method of 

Huizinga was highly attractive and offered an 

interesting alternative for the reserach methods 

used so far. Huizinga was much praised by al-

most every historian in Japan because of these 

rather new viewpoints from which he looked at 

the Middle Ages. Yet， Huizinga looked only in a 

subjective way at history， wondering in what 

way he could (and should， to his own convic 

tion) look at the past， rather than contemplat守

ing what facts occurred in the past. For this he 

was also criticized by some historians who 

doubted the real extent of his contribution to 

the science of history*lO. 

One of the questions which became the object 

of inquiry of a number of Japanese scholars 

was what made Huizinga take up the method of 

studying the Middle Ages from the contempo 

rary people's spirit. With regard to this 

Horikoshi says the following: "Huizinga became 

aware of the fact that in many respects the way 

of thinking and the way of feeling of the people 

of the latter half of the Middle Ages were quite 

different from that of the modern people. 80， 

Huizinga thought， with this respect in mind it 

must be possible to create a concept of the 

Middle Ages from a viewpoint different from 

the one which had been， until then， so common 

in historical science for so long. Huizinga， then， 

wanted to point out to other historians that it 

is no good to look at the Middle Ages one 

sidedly." *11 Actually， Horikoshi says it was the 

change of thinking and of the sensibility of the 

people from the Middle Ages to modern times 

itself that Huizinga really wanted to write 

about. He was looking for what E. Panofski has 

termed the 'habitus mentalis' of the people of 

France and the Netherlands. Horikoshi also 

points to Huizinga's love for the work of the 

painter Van Eyck which influenced his desire to 

write about the Middle Ages as having been a 

period of beauty'・12

Another scholar， 8atomi， analyzes things in 

the following way. "In the Middle Ages people 

were longing for a life filled with beauty. By 

means of play they could express this dream in 

the formal ceremonies of life. Huizinga who 

liked the idea of visualization of history very 



much， wanted to put that beauty into 

words.川 13

Horigome states that Huizinga wrote this 

book to criticize historical science at his time 

which considered the Middle Ages only as an in 

termediate period which ended with the final 

achievement of the Renaisance*14. 

Thus， various opinions exist concerning 

Huizinga's intentions in writing " Herfsttij der 

Middeleeuwen". As far as the critics of 

Huizinga's subjective approach are concerned， 

Huizinga has been able to make himself firmly 

acknowledged by Japanese historians in general， 

the sceptic critics included， for his high abilities 

as an orthodox historical scientist through his 

work "狂的 Probleemder Renaissance" CIit. The 

Problem of the RenaissanceJ*15. In this work he 

maintained his objectivity clearly， and his pecu-

liar tone coloured by his rich imagination， 

which invited criticism with regard to "Herfsttij 

der Mideleeuwen"， cannot be found here. 

2. Huizinga as a cultural reviewer 

Huizinga after 1930 has been understood in 

Japan to have been acting mainly as a cultural 

reviewer. Since 1930 Huizinga has in his research 

been leaning towards the norm of culture and 

the ethics of the people. As said before， this 

change took place under the influence of the ad-

vent of the N azis and their inhumane policies 

which Huizinga severely cri ticized. 

Consequently， in Japan Huizinga is considered 

to have displayed heroic resistance against 

Nazism. His "In de Schaduwen van Morgen" 

口it.In the Shadows of TomorrowJ is seen as 

evidence of this resistance. 

In general， amongst others by Nishimura， 

Huizinga's moral foundation is thought in 

Japan to have its origins in Calvinism and in 

the doctrine of Erasmus' 16. It is from this 

moral viewpoint that his criticism of the N azis 
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is thought to have stemmed. Huizinga objected 

to pragmatism as he objected to the idea of 

seeking a truth devoid of ethics. For the same 

reasons he was also critical of the ideas of Max 

Weber (1864-1920) and Oswald Spengler (1部0

1936)， who starting from the presupposition of 

the unity of episteme and existence created the 

philosophy of existence in which existence itself 

is considered to be superior. He also denounced 

the social theories by Hans Freyer (1部7-1田9)as 

wel as the political theories by Carl Schmitt 

(1部8-1略的.Inconclusion， Huizinga feared that 

these German scientists， and others， whose theo 

ries were used to justify and to construct N azi 

policies， had finally collapsed under the pressure 

and the power of the N azis・17.

But Huizinga as a cultural reviewer did not 

state about the crisis of culture and humanity in 

opposition to Nazism alone. He was equally in-

formed by the problems posed by moderniza 

tion， utilitarianism and materialism in the 

construction of his views. Yet， virtually none of 

the Japanese scholars interested in Huizinga's 

ideas has devoted any attention to Huizinga's 

points of view concerning these latter problems. 

Only in one study of Huizinga as a cultural re 

viewer， published in 1954 by Komatsubara， a 

reference handling about Huizinga's ideas con 

cerning American society can be found. 

"Huizinga sees American culture in the affluence 

of material goods and the mechanization of life， 

but when he turned his eyes to the life style of 

the people and their spiritual ceremonies， he no-

ticed the dispersonalization inherent to this 

mechanization and affluence. The complete de 

liverance of culture to the process of a huge 

mechanization is then connected to the 

abandonnement of reason"'18. 

Huizinga， then， concerned himself with the 

problems of modernization at large， which in-

clude N azism. "In de Schaduwen van Morgen" 

as well could be interpreted as to deal with the 
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problems of modernization and industrualization， 

while critizing especially Nazism as an excess 

of these problems. It would not be too far 

fetched to say that Huizinga as a cultural re 

viewer had already predicted the occurence of 

the problem of dispersonalization at the start 

of modernization which would from then on 

take place on a world-wide scale. 1t is regretta-

ble that there aren't any studies dealing with 

Huizinga's ideas on such problems. 

3. Huizinga as a researcher of play 

What brought Huizinga fame as a researcher of 

play was his work "Homo Ludens" [lit 

Playing Manl One could say that this work is 

the compilation of his concepts of play in every 

age and culture which Huizinga had continued 

to think about throughout his study of the his-

tory of mankind since "Herfsttij der 

Middeleeuwen" . 

Amongst the scholars in Japan， there are 

those who view Huizinga as a researcher of 

play. 1 think this to be ra ther misleading. He 

started out studying cu1tural history as a histo 

rian and in doing this he came upon the idea 

of 'play'， and upon the related problems of 

modern civilization. He never intended to be-

come specifically a researcher of play， and 1 

think that he has always remained a cultural 

historian first. 

Having said this， however， the influence of 

"Homo Ludens" in Japan has been consider-

able， it became not only a topic of discussion 

among historical scientists but also among an 

thropologists and scholars in the field of physi-

cal education. 1n this respect Huizinga could 

well be considered as to have been the first 

scholar w ho did research on play. Certainly no 

other research on play itself was known before 

Huizinga appeared on stage. After Huizinga 

followed the French sociologist Roger Caillois 

(1913-1978) with his "Les Jeux et les Hommes"， 

and the equally French philosopher Jacques 

Henriot (1923-) with "Le Jeu". Yet， in Japan 

Huizinga's ideas about play are indeed the 

most famous 

Opinions about Huizinga's intentions in writ-

ing "Homo Ludens" differ. For example， ac 

cording to one opllllOn "Homo Ludens" was 

written in an attempt to prove to what extent 

culture can be explained by the concept or the 

phenomenon of play. Then again， "Homo 

Ludens" is also considered as a work of criti 

cism towards Nazism that denies the impor-

tance of play to the human being. Others hold 

that in this work proof is given for the very 

existence of play throughout whatever decade 

and in each and every culture as a way for 

human beings to express their dreams and ide-

als. And finally， some believe that "Homo 

Ludens" reveals a critical attitude towards the 

preoccupation of the world after the 19th cen 

tury with utilitarianism and rationalism， re-

sulting in a human life which has become too 

senous. 

Such are the various thoughts and opinions， 

and as Huizinga in "Homo Ludens" deals with 

all these topics mentioned above， they all seem 

to be correct. However， what is most criticized 

in "Homo Ludens" in my opinion is the lost 

appreciation of the importance of play as the 

origin of cu1ture as in modernization people 

lean towards utilitarianism and rationalism. 

When thought about in the light of moderniza-

tion， "Homo Ludens" could be said to point 

out to us， from the essence of human beings， 

namely play， the crisis of humanity which oc-

curs in a society where economic growth is 

considered as a matter of the utmost impor 

tance. 1n this sense the message of "Homo 

Ludens" has not lost any of i ts validi ty. 

A七 this point it might seem as if "Homo 

Ludens" does not show any shortcomings; it 



does. It does not include any ana1ysis from an 

economic or politica1 point of view， nor an 

ana1ysis of the socia1 structure， the 1ack of ei 

ther which wou1d nowadays cause a study to 

100se its credibility. Indeed， Huizinga was 

strong1y motivated by subjective factors， such 

as persona1 convictions and experiences， rather 

than by a more distanced desire for objective 

ana1ysis. He disliked Marxism as he fe1t 

embarassed by the thought that the 1ives and 

the perceptions of the peop1e are influenced by 

economy and materia1 conditions， and therefore 

he excluded these ideas from his work*19. His 

dis1ike was， no doubt， a1so rooted in his up 

bringing in a wea1thy environment， and his 

aristocra tic background can be discovered in 

his research. To give an examp1e， he does not 

treat any form of p1ay which cou1d be consid-

ered as world1y or vu1gar*20. 

N everthe1ess， the subjective approach of 

"Homo Ludens" has not prevented Huizinga's 

concept of p1ay of becoming the subject of dis 

cussion， especially among sports scientists. 

Huizinga noted that p1ay is the origin of 

sports and that sports are a very important ex 

pression of high-1eve1ed p1ay in present-day cu1-

ture. However， when sports are 1eaning towards 

the doctrine of victory just for victory's sake 

they will gradually 10se the essentia1 e1ement of 

p1ay. Huizinga saw evidence of this danger in 

the tieing of sports to nationalism in genera1， 

and N azism in particu1ar. N owadays other 

prob1ems have emerged as well， such as sports 

are increasing1y being tied to commercialism， 

or at times exert too much influence on dai1y 

life as the resu1t of excessive training and exer-

cise， again making peop1e too conscious of vic 

tory and defeat. A1most a11 of these prob1ems 

have occurred because of the fact that the basic 

menta1 attitude that thinks of sports as p1ay is 

forgotten. Sports scientists have recognized that 

in those instances spor凶 have comp1ete1y 
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emerged from th巴 categoryof p1ay as Huizinga 

defined it. 

In reconsidering the essence of sports， as 

something enjoyab1e which shou1d never 10se its 

essentia1 e1ement of p1ay， sports scientist have 

often referred to the concept of p1ay as deve1 

oped by Huizinga. 

III The Free 古me Activities of the 

Japanese 

In this chapter 1 wou1d like to describe the way 

in which the Japanese use their free time as 

compared to the way in which in 6 other coun-

tries free time is being used. The data are ex 

tracted from the Internationa1 Leisure 

Investigation carried out in 1田9*21.The 7 coun 

tries investigated are: Japan， the U.S.A.， 

Canada， the United Kingdom， France， West 

Germany and Austra1ia. 

1. The percentage of participation in the major 

free time activities 

In the investigation mentioned above 43 items of 

activities generally being carried out were se-

1ected and enqueteers had the peop1e of the sam-

p1e mark their activities throughout the period 

of one year Ctab1e 1). 

In the severa1 investigated countries there are 

activities which are being carried out to a1most 

the same degree， and there are activities of 

which the participation percentage shows great 

differences. As for Japan， what strikes one 

most is that with regard to activities of the 

recreation-type the participation percentage of 

Japan is about the same as that of the other 

countries of the investigation， but when activi-

ties of the 1eisure-type are concerned the differ-

ence in the percentage of participation between 

Japan and the other countries is considerab1e. 

When searching for items that show the 
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lowest score in the sample for Japan， a total of 

23 items， almost all within the sphere of leisure 

activities， is found. In particular the items of 

leisure sports and cultural activities show a low 

percentage of participation for Japan. The 

Japanese， then， do not seem to enjoy themselves 

on the same level as the people of the 6 other 

countries. They are not even in reach of that 

level when concerning the items of， for instance， 

Cycling-Sports Cycling， Wa tching a Movie， 

Listening to Classical Music， Listening to Light 

Music， Social Dancing， Reading， Having a 

Party at Home， and Traveling Abroad. As for 

reading， the recent complaints in the newspapers 

that the Japanese don't read anymore seem to 

be endorsed by the score of a mere 49% for this 

item as compared to about 70% for 4 of the 

other countries (West-Germany 59%， the U.S.A. 

65，8%). 1 expected leisure activities carried out 

within the family-sphere and out-door type lei-

sure activities to have increased since total free 

time has increased little by little in Japan. 

However， Japan shows only a small percentage 

of participation in Camping， and Having a 

Party at Home. 

There are also items in which Japan partici-

pates at the same degree as the other 6 coun 

tries， those items being Golf， Tennis， Bow ling， 

Skiing， Horse Racing， Going to an Amusement 

Park， Domestic Trips， and Playing Music. 

Except for Playing Music， we see that all of 

these activities are activities of the recreation 

type. It is also interesting to note that Playing 

Music is in none of the countries an activity 

carried out by a great number of people (even 

the highest participation percentage， in West 

Germany， measures only 8%) although 

Listening to Music is a popular activity in all 

the countries concerned. The difference between 

this active and passive appreciation of music 

tells us something about the importance of edu 

cation， of learning people to actively pursue 

cultivation and to use their free time for the 

pursuit of self-development. 

When calculating the total percentage of the 

participation percentages of the items， we will 

get an idea of first， the degree of liveliness of 

free time life in general， and second， in a more 

indirect way， of the degree of liveliness of lei-

sure life in the different countries. Canada is the 

'liveliest' country， second ranked is Australia， 

followed by the U .S.A.， West-Germany， France， 

and the United Kingdom， in this order. The last 

place in the sequence is taken by Japan. 

2. Working hours and weekly holiday 

a. The rate of working people (table n) 

Looking at the whole sample， Japan has the 

highest rate of people working full-time. 

Compared to the other 6 countries this rate in 

Japan lies about 10% higher. The lowest of all 

is France with a mere 39.4%. Looking at the 

rate for only the male working population 

Japan is leading with a top rate of 78.9%. 

b. Weekly working hours (table m) 

Part-time jobs put aside and limited to full-time 

jobs， we see that the 3 European countries inves-

tigated score the lowest rate of total working 

hours， compared to the other countries. In par-

ticular France and West-Germany， where 46% of 

the working population has an average working 

week of 35-39 hours. The average working hours 

per year in these 2 countries are expected soon 

to reach the 16∞， thus further increasing the 

gap between these countries and Japan with its 

2000 working hours per year. 

Almost 80% of the people in West-Germany 

work less than 44 hours a week， as opposed to 

the approximately 35% of the people in Japan. 

Furthermore， 43% of the Japanese work 45-54 

hours a week， while 21% works even more than 

55 hours a week. Such rates endorse the critical 



view of Japan as having her citizens work too 

much， as so often voiced by other countries. 

c. Weekly holidays (table IV) 

The rate of 20% for the item of 2 days off per 

week in Japan is by far the lowest. After 

Canada with the highest rate of 76%， come the 

U.S.A. with回%.It is interesting to note tha t 

the people from the American continent have 

more weekly holidays than their European coun 

terparts. 

Japan scores highest， 42%， for the item of 1 

day off per week， as well as for the non-fixed 

item of '2-or-1'， i.e. every 2 weeks 2 days off 

(sat. & sun.) and the other 2 weeks only 1 day 

off (sun.)， with 25%. 

As for the item of 3 days off France measures 

highest with 4.8% which shows this item for all 

of the countries of the sample to be still at a 

rather low rate. 

d. Work and free time (table V) 

The investigation also inquired into what people 

thought of as being important in their lives: 

work or free time and leisure. Concluding from 

the results， the French and the Japanese con-

sider work as more important， whereas the 

British and the West-Germans valued free time 

and leisure over work. The latter 2 countries 

show only 15% of the people considering work 

as more lmportant. 

In conclusion， the following could be said about 

the situation of free time activities in Japan: 

* The Japanese do carry out free time activi-
ties but only for the purpose of relaxation 

needed to be able to endure the severe working 

hours. Very few people in Japan carry out ac 

tivities that are related to cultivation， or self-

development. In other words， Japanese seem to 

be looking for diversion in order to regain 

strength and energy for the following day of 
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work and work-related obligations. Free time in 

Japan， then is mainly used for recreation， not 

leisure. 

* Compared to the 6 other countries， Japan 

has the highest rate of working hours. These 

data do not even include the hours in which em-

ployees carry out activities which are not actual 

part of their jobs but which are still very much 

obligatory， such as playing golf and company 

entertainment. Other job-related activities which 

exist in the shadowy domain between work and 

free time are performing karaoke or going for a 

drink with colleagues. Also not taken into ac 

count is the (extra) work that people take home 

with them. Were all these hours to have been in-

cluded as well， then the total amount of work-

ing hours， or rather non-free time， would show 

to be even higher 

* As expected， the amount of free time hours， 

being in a reversed relation with working hours， 

is the lowest in Japan. It may well be that 

under the given situation the Japanese re-

signedly accept the usage of their sparse free 

time only for refreshment and diversion， the 

amount of free time too limited to allow for the 

pursuit of leisure. However， recently， the num-

ber of companies which provide their employees 

with long summer-and winter-holidays is in-

creasing. Consequently， the J apanese will ha ve 

to consider how to use this 'new' free time dur-

ing these holidays. 

* The investigation shows that the Japanese in 
general consider work to be an essential element 

in their lives， with 1 out of 3 valuing work over 

free time and leisure. In this respect， it seems 

the simple reform of the physical factors， such 

as the shortening of working hours， alone could 

not be expected to bring about a change in the 

use of free time by the Japanese. One would 

think the consciousness and the mental attitude 

of Japanese society need to change as well. Here 

lies an important task for Oeisure) education. 
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町 The Contribution of Huizinga's 

Concepts to the Motivation of the 

Pursuit of Leisure Activities in 

Japan 

To the question whether one performed any kind 

of sports or hobby activities regularly 41% of 

the Japanese answered "yes， 1 do" Ctable羽).

These are considerable low figures compared to 

other countries. In other words， still 53% of the 

Japanese do not enjoy any sports nor hobby ac-

tivities. What could be its cause? 

One of the causes apparently lies in the long 

working hours and the rather small amount of 

free time. Another cause lies with the mental at-

titude or the consciousness of the Japanese 

which is often surmised as weak when concern-

ing the enjoyment of culture in an individual 

way or when concerning activities which could 

contribute to self-development. The facts demon-

strate that the Japanese indeed mostly engage in 

activities which lie within the sphere of recrea-

tion. Yet， it is also important to note that the 

Japanese are not totally unaware of the possi-

bility of using free time for more leisure-

oriented activities. The answer to the question 

"What would you do if you had more free 

time?" varied from "going on a trip" to "per-

form a hobby"， "learn a common culture"事 22，

or "going to see a movie， concert or a mu-

seum". Thinking about doing something and ac 

tually doing it， however， are two different 

things. The increase in people actually perform 

ing self-development related activities lags be-

hind the increase， however little， in the amount 

of free time. Consequently， the creation of a 

favourable climate for engaging in leisure ac 

tivities is not determined by the shortening of 

working hours alone. 

N ow， the assignment would be to create an 

environment in which people will carry out 

leisure activities. In order to this， both a physi 

cal， or 'hard-ware'， environment， providing the 

equipment and the facilities， as well as a so 

called 'soft-ware' environment， providing plan-

ning and guidance concerning leisure activities 

are necessary. And this is precisely what the de 

sign of lifelong educa tion stands for. 

The first time the term "lifelong education" 

was heard was during the 1965 Internatiortal 

Conference of UNESCO， in Paris. The advocate 

of the time was Paul Lengrand who proposed 

the idea of "lifelong integrated education'¥The 

term "integrated" implies an integration in time 

and space. Integration in time means the con-

tinuous securance of opportunities of learning 

that one will encounter throughout one's life， 

from birth to death. Integration in space means 

the securance of learning opportunities not only 

at school， but at various places like， for exam-

ple， within the family or any other community. 

This concept soon spread throughout the world 

and it also exerted influence on the thinking 

about leisure in Japan in general， and on the de-

velopment of the adminstrative policy concern-

ing the stimulation of leisure activities by the 

Japanese Ministry of Education in particular. 

The process of the development of the admin 

istrative policy of lifelong education in Japan 

can be roughly divided in the following stages: 

1965 -1974 the decade of ideals and arguments 

1975 -1関othe beginning of planning 

1981 -1985 the testing of concrete plans 

1986 -1990 enactment of legislation & the com 

pletion of the system. 

The fundamental guidelines that accompanied 

this process were: 

1. To set as goals the improvement of life， the 

improvement of professional capacity， and the 

enrichment of. the individual， next to having 

every person engage out of his own free will in 

activities which would contr・ibutethese. 

2. To choose and to carry out throughout life 



means and methods fitting the individual as 

much as possible. 

3. To carry out lifelong education not only 

through activities organized by school or soci 

ety， but also， amongst others， through activities 

engaged in on an individual basis， such as free~ 

time sports， cultural activities， hobbies， or vol 

un teer actl Vl tles 

Thus， lifelong education offers and supports 

the learning opportunities of the individual 

throughout all his life in order to enable him to 

live a human， enriched life. In other words， life 

long education is equivalent to the realization of 

leisure. 80 far we have been looking at the de~ 

velopment of longlife education in terms of the 

national adminstrative policy. However， to what 

extent has the lifelong education service in 

Japan already been realizedワ

At the level of the prefecture， the structure 

and organization of lifelong education is real~ 

ized for 90% and also the service of spreading 

information is being taken care off to a reason~ 

able degree. On the other hand， when looking at 

the community level， this includes 

neighboarhoods in the cities， towns and villages， 

one cannot say the service having been realized 

to a satisfying degree 

Ofcourse， the opportunities for lifelong educa 

tion are not only limited to the programs of 

fered by the administration. There are also 

many programs offered by private enterprises， 

the so~called "cultural centers". If one includes 

in addition to these centers the public lectures 

offered to the public by higher~level educational 

centers， then in all there exist quite many 

chances to receive lifelong education. 

However， the figures of an investigation on life 

long education carried out by the Ministry of 

Education in 弼シ 23 show only a relatively 

small number of people， namely 23% of the 

whole Japanese population， to take part in any 
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kind of lifelong education pogram. Yet， in an 

investigation carried out by the Prime-

Minister's Office* 24 in 叩2， 64.5% of the 

Japanese answered in the affirmative to the 

question whether they had heard of the term 

lifelong education. The question "Do you think 

you would like to try out lifelong education?" 

was answered with a "yes" by 65.9% of the peo 

ple. 80， two out of three Japanese are interested 

in lifelong education， but not even one out of 

three actually takes part in such a program. 

Why， then， do the J apanese still not actually 

engage in lifelong education although the neces-

sary environment seems already to have been 

created? This， 1 think， is a problem of motiva-

tion. There does not seem to exist a strong mo 

tivation in the hearts of the people to develop 

oneself by means of leisure activities. People 

think of continuing their cultivation， but do stil 

not seem to reach the stage of undertaking some 

positive action. It could be said that at the side 

of the administration the significance of lifelong 

education， leisure and play， is recognized， while 

at the side of the public people are still not 

much aware of its significance. 

80， the task we are now confronted with is to 

discover how to make people aware and how we 

can motivate them. Here， 1 think Huizinga's 

concept of culture and play would be very use-

ful. With Huizinga we may agree that the bal 

ance between material and spiritual values is 

very important to a human being. Furthermore， 

the history of mankind has taught us that when-

ever people were leaning too much towards doc 

trines that consider work as the most important 

thing in life culture declined. ConsequentIy， as 

stated before， people should raise their enjoy-

ment in culture in play， their individual creative 

power and their power to judge. The merit of 

this at the individual level will be that people 

will be able to live a life worth living as hu 

mans. At the level of the society as a whole 
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there will be the advantage of a rise in the cul-

tural level of the nation. Under the labour con-

ditions of the present industrial structure it is 

hard to lead an enjoyable life. Therefore it is 

necessary to rehabilitate humanity in leisure. If 

this is not to happen， people will loose their in-

dependence and are in danger of becoming ro 

bots in a ma terialistic society. 

In which places and at which opportunities 

would it be best to reform the consciousness of 

the people and to motivate them? 

As a possible solution leisure seminars could 

be thought of. These are seminars to be held pe 

riodically， using the public facilities of the local 

community. Here， one could， first， explain the 

significance of cultivation by introducing 

Huizinga's ideas and， then， invite people to par-

ticipate in a discussion afterwards. During this 

latter half it would be best if people could also 

actually experience a leisure program. U nder 

guidance of professional instructors people 

should be enabled to try painting， singing or 

doing some sports for some hours. It is very im 

portant that the instructors are capable people 

who can easily make the participant discover his 

potential and bring out his ability and who can 

motivate each and every person. Furthermore， it 

would be best if in every program the instruc 

tors could make the participants in each individ 

ual case become aware of the change in his 

inner feelings before and after the activities， 

and， if possible， of their progress. This would 

necessitate the education of counselors and in-

structors so that they are able to give such 

guidance. 

Conclusion 

Japan， until now， has attached much impor-

tance to economic and material values， while 

making little of cultural and spiritual values. 

From now on it has become imperative to en 

sure the balance between these two sets of val-

ues. Therefore， more weight should be attached 

to cultural and spiritual values， and free time 

should be used much more for the purpose of 

cultivation. As to the connection between soci 

ety's spiritual and cultural values and the indi 

vidual's cultivation， it is through elevating the 

level of the latter that the former wi11 rise in 

level as well. As it has become increasingly dif-

ficult in modern society for the individual to 

find opportunities for self-realization and self 

development through his work， leisure has be-

come the obvious means through which the 

individual can recover his humanity thus raising 

the cultural level of society as a whole. 

For the fundamental general ideas on how to 

raise the level of the individual' s self-realiza tion 

and self-development， and consequently of the 

cultural values in society， 1 have based myself 

upon the general ideas of Johan Huizinga about 

culture and play. Huizinga noted that it is im 

portant that people acquire creative power and 

the power to judge， and that they raise the level 

of culture. Following the same line of thought， 

it is important to motivate people to engage in 

crea ti ve leisure acti vi ties. 

Fortunately， in Japan a system of lifelong 

education has been gradually realized， and the 

people have become interested in the way in 

which to spend their free time. Yet， the number 

of people who actually use their free time for 

the purpose of self-development are few. People 

who use their free time for amusement only will 

become people who lack in creativity with all its 

adverse consequences. From now on， then， it be-

comes important to teach every individual about 

ideals of life and self-development. 
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回 TableI. The percentage of participation infree time activities (%) 

Japan U.S.A. Canada United Kingdom France West Germany Australia 

Jogging 16.3 25.8 23.1 16.6 25.6 20.3 24.0 

Training 8.2 22.2 18.7 14.4 6.1 8.1 14.7 

Aerobics 3.1 14.6 16.8 10.2 3.0 19.9 15.4 

(Sports) Cycling 7.4 24.2 39.5 20.0 35.3 44.6 24.6 

Soccer 2.1 3.8 6.1 10.1 7.4 11.9 5.7 

Swimming 21.0 40.0 50.4 46.4 31.8 51.4 41.2 

Golf 16.1 11.2 21.1 10.7 1.5 2.0 15.3 

Tennis 11.1 8.9 12.0 10.1 12.3 8.3 20.6 

Skiing 9.8 8.8 21.0 4.3 12.0 10.2 8.1 

Fishing 14.7 32.5 33.8 9.9 15.2 3.4 28.9 

Mountain Climbing 8.1 6.8 4.7 16.6 4.2 7.6 5.5 

Surfing/Wind Surfing 1.0 2.5 3.1 3.7 3.8 4.1 10.0 

Scuba/Skin Diving 1.8 3.0 2.9 1.5 2.1 4.0 5.6 

Bowling 22.3 25.4 21.1 11.0 15.3 19.8 16.0 

Ice-Skating 4.7 6.3 27.2 7.6 3.5 4.8 4.2 

Horse Riding 0.4 8.3 9.6 4.9 4.8 3.4 8.4 

Yacht/Motorboat Sailing 1.5 12.0 16.7 5.0 5.6 3.3 12.5 

Hang Gliding 0.1 1.1 0.9 0.9 0.2 0.8 1.1 

Cinema 25.5 50.9 53.1 39.7 40.8 36.5 49.1 

Theater 12.9 22.3 27.3 23.1 14.1 24.7 24.2 

Concert 16.1 35.1 35.2 27.5 14.3 26.4 33.6 I 

Listening to Classical Music 13.1 31.1 36.9 25.8 35.6 24.7 30.8 

Listening to Light Music 25.1 49.0 63.3 43.1 63.3 55.6 59.3 

Social Dancing 4.2 9.3 12.0 5.9 20.7 33.2 6.5 

Handicraft/Kniもting 19.9 22.7 26.7 23.1 44.0 29.4 27.8 

Playing Music 6.2 4.6 3.6 2.9 1.0 8.1 5.6 

Reading 48.7 65.8 72.2 70.2 72.5 59.1 69.0 

Photograph (Photo/Video) 19.2 29.0 41.5 30.8 27.7 25.0 39.4 

Singing a Song 3.5 12.3 10.5 5.7 2.8 5.6 9.1 

Museum 18.6 24.6 29.5 23.3 25.1 15.0 29.3 

Lottery 25.4 24.7 50.3 5.2 15.8 29.7 41.4 

Horse Racing 6.0 6.9 7.3 6.6 4.7 2.1 11.5 

Dine Out 41.7 60.8 72.6 57.4 54.1 54.6 56.4 

Home Party 8.3 30.4 42.7 20.9 41.2 34.8 37.6 

Amusement park 26.0 30.8 34.0 25.9 21.5 19.2 24.3 

Go for a Drive 46.4 62.7 73.3 47.7 60.2 58.6 62.5 

Camping 7.0 23.5 34.0 13.6 18.7 9.8 27.8 

Domestic Trip 40.2 30.0 46.0 31.3 33.8 40.4 38.7 

Travel Abroad 6.8 11.3 23.5 34.1 22.6 32.4 13.5 

Volunteer Activities 4.1 21.4 30.0 13.5 18.8 12.1 19.5 

Bird Watching 0.7 8.8 12.2 4.4 12.9 6.3 6.9 

Hiking 11.5 18.0 32.3 11.3 27.3 36.7 16.6 

Ocean Cruise 2.1 2.4 5.1 2.1 3.7 1.8 4.7 
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園 Tablell.The percentage of working people (%) 

Full time Part time No work N.A. 

Japan ( 54.6 J ( 10.8 J ( 29.0 J (5.5 J 

ロlen 78.9 3.6 12.2 5.3 

women 30.7 18.0 45.5 5.7 

U.S.A. ( 45.3 J ( 11.2 J (41.4J (2.1 J 

ロlen 56.7 7.7 33.8 1.8 

wo立len 33.5 14.8 49.2 2.4 

Canada ( 47.3 J ( 13.7 J ( 39.0 J 〔ー〕

立len 59.0 9.6 31.4 

women 35.6 17.8 46.7 

United Kingdom ( 42.1] ( 14.4 J ( 43.6 J 〔ー〕

立len 63.4 6.9 29.8 

women 22.3 21.3 56.4 

France ( 39.7J (7.3 J ( 52.8 J ( 0.2 J 

men 53.5 2.8 43.5 0.2 

women 29.2 10.8 59.9 0.2 

West Germany ( 45.4 J ( 10.2 J ( 43.8 J (0.6 J 

ロlen 63.9 3.3 31.8 1.0 

women 28.8 16.5 54.6 0.2 

Australia (43.9 J ( 13.4 J (42.8 J (一)

men 61.1 6.4 32.5 

明TO立len 26.5 20.4 53.1 

[3] Tableill. The percentage of weekly working hours among full幽 timeemployees (%) 

U ntill 29 hrs 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 more than 55 hrs 

Japan 2.6 2.2 7.7 22.8 26.3 16.7 21.2 

U.S.A. 1.3 4.4 8.0 42.7 11.1 12.6 18.8 

Canada 1.2 6.1 27.9 35.4 10.1 7.9 11.1 

United Kingdom 0.7 3.0 33.6 23.7 11.6 9.5 16.9 

France 2.3 4.0 46.2 18.2 9.3 4.0 15.2 

West Germany 0.9 1.9 46.4 33.6 6.0 6.6 4.5 

Australia 2.4 2.6 28.1 28.1 13.一4一.J.一一 8.9 16.6 

国 TableIV.The percentage weekdays off among full-time employees (%) 

3 Days off 2 Days off 2 or 1 Day(s) off 1 Day off Changing No Days off 

Japan 1.2 19.7 24.8 41.7 4.2 7.3 

U.S.A. 3.1 68.4 3.1 16.8 0.4 6.0 

Canada 3.0 76.1 2.4 9.9 5.7 2.8 

United Kingdom 2.3 59.6 2.3 20.0 7.4 7.4 

France 4.8 60.9 5.1 19.4 2.8 6.8 

West Germany 1.9 62.8 8.3 1.5 6.8 11.9 

Australia 2.2 45.5 7.1 17.4 4.0 22.7 
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国 TableV.Relations between work and free time (%) 

① ② @ ④ ⑤⑥(%) 

Japan 

U.S.A 

Canada 

United Kingdom 

France 

West Germany 

Australia 

-1 -Appreciate a life in spare time more than in work. 
-2 -To finish off work properly and enjoy free time as much as possible. 

Free time Side 

ー3-To put effort in dividing work and free time equally. Free time and Work Side 
-4 -Enjoy free time sometimes but work is more important. 
-5 -Put all one，s effort to appreciate work in life 

Work Side 

-6 -No answer. 

圏 TableVI.Sports and Hobbies that are always carried out (%) 

T 

Japan 47.0 

U.S.A 76.9 

Canada 82.6 

United Kingdom 80.0 

France 73.5 

West Germany 70.6 

Australia 86.1 
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Abstract 

The purpose of this study is to deal with the point of view for understanding and 

diffusing Therapeutic Recreation in Japan. 1n terms of perceptibly comprehending 

“Therapeutic Recreation"， the recreation concept itself to begin with should be dis-

cussed clear1y and broadly. Without getting a great consensus of opmlOn and clear 

concept of recreation， it is very difficu1t for Japanese people to understand 

Therapeutic Recreation. Here in Japan， the concept of recreation has been narrowly 

depicted and been restrictedly grasped in the society， in turn， people are compelled to 

recelVe a narrowscope to recreatlOn. 

This paper points out how to understand recreation and how to be conceived it， and 

then the paper mainly reffered to is the discussion about the apprehension of 

Therapeutic Recreation concept as well as the point of view regarding its necessity 

and value in order to be able to understand and diffuse Therapeutic Recreation. 

*関東学院大学 (KantoGakuin U niversity) 
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I はじめに

物理的時間の経過感覚は、実社会の心理的時間経過

の加速度的な変化により、より凝縮された形態でさら

に短くなったという感覚で受容されている。換言すれ

ば、時間経過は社会構造や生活形態の変化により益々

短くなったと感じざるを得ない状況である。余暇社会

の到来と共に、余暇時間の総量は増加してきているも

のの、時間的経過の速さと共に、その過ごし方や、活

用の方法が問われている時代である。余暇活動の中で

意識的・計画的にそして時として自然発生的・無目的

的に生起するレクリエーション行動はさらに多様化・

多方面化する中で、その本来の意味、機能、形態を十

分に理解したうえで、一方では個人や社会の諸問題を

浄化しようという発散解放機能や、他方では生活の質

的向上という啓発創造機能の考え方に根ざした、それ

ぞれの人間生活の潤滑油・栄養源として使用・利用・

活用されることが望まれる。

現代社会にあって、社会的にも、精神的にも、身体

的にも、完全なる形態で健康を保持増進し豊かな生活

を享受するためには、それなりの方法や、かなりの努

力を余儀なくされている。人間の段階的欲求ともいえ

る基礎的欲求を十分に満たし、結果として自己啓発や

自己実現をするためには、無意識的な、あるいは自然

発生的なレクリエーション行動のみでは実現しない。

まして、日常生活の活動時間の延長からくる睡眠不足

や、現代社会の文明・文化的生活からくる身体活動の

不足、食生活形態・内容の変化、複雑な社会生活とそ

こから派生する多様な人間関係等で、多くの人々が半

健康・不健康感を持たざるを得ない状況にある社会に

おいて、レクリエーションを、意識的に目的化して活

用する"ことも重要である。

個人が機能的・能力的・社会的に、その軽重を間わ

ず、いかなる障害を有するか否かの二極的視点でセラ

ビューティックレクリエーションの存在を論ずるので

はなく、寧ろ、あらゆる人にとって、自身のレクリエー

ション行動を生活の中にうまく取り込み、生活に潤い

を与え、豊かにするための重要な要素であるという理

解を、個人が持つべきレクリエーションそのものの価

値観の中に包含できる概念形成をしていくべきである。

以下本論は、レクリエーションを意識的に目的化し

た領域強調概念としてのセラビューティックレクリエー

ションの理解と普及の視点について論ずる。

E レクリエーションの理解

レクリエーションという言葉は、今日多くの場面で

用いられているが、それら多くの場面において使用さ

れているレクリエーションを間違いなく、一言で定義

することについては少々の混乱を呈する。単に外来語

(英語)ということではなく、ある活動が、ある個人

にとってレクリエーションであるか否かと言うことは、

レクリエーションの表面に現われる単なる活動の問題

ではなく、むしろ動機を含めた内面的すなわち情動的、

あるいは態度の問題でもあるからである 1)。またそれ

以上にレクリエーションという運動体が、激しく揺れ

ていた日本の社会情勢のさなかに導入された経韓を持

ち、その後も労働運動や教育活動の中において、集団

活動の人間交流形態を有してはいるものの組織集団機

能を更に発展させたい場合、あるいはその機能の弱い

領域でリーダーを中心に活動を進めていく場合に集団

指導の手段として必要とされたことから、表面上に現

われる活動技術の獲得やその技術的指導が中心となっ

てしまったところにも、今日におけるレクリエーショ

ンの多面的誤解や問題を生じさせている原因がある。

アメリカにおいてレクリエーションという言葉が公

式に用いられた経過をみると、青少年に対しては非行

化・不良化防止、事故防止、犯罪防止に役立つものと

して発足・発達し市民の理解と協力とを得てきたもの

であり 2)、既にセラビューティックな要素が包含され

ていることがうかがえる。成人に対するレクリエーショ

ンも、初め、仕事からの解放であり休息であった。即

ち、気晴らし、休養の意味であったが、労働と対比さ

れたレクリエーションも社会変化に伴い、個人の占め

る自由裁量時間の増大により現代的レクリエーション

へと変化し、活動の中に多くの意味あいと価値を持つ

ものへとアメリカでは進んできた。

レクリエーションの正しい理解と領域の把握には、

レジャーとの概念関係や、レジャー機能にみるレクリ

エーションの段階的領域を理解し、レクリエーション

の一連の広がりを局面抽出的発想から捉え、その取り

出された部分的理解によって全てを盲目的に決定づけ

てしまう誤りを正し、むしろレクリエーションを立体

的、いわゆる術眼的に捉えることが必要なのである。



レクリエーションを生活全般の中で単なる遊び

(Mere Play)から創造的な活動 (CreativeActivity) 

を含む一連の段階的広がりの中にあって、余暇になさ

れ、自由で選択され、楽しむことを主たる目的とした

活動・経験の総称である幻と理解すれば、レジャーの

中においてなされる多種多様なものであることが理解

できるo このように本来、広い領域に及ぶレクリエー

ションの一部分だけを都合よく任意に取り出し、あた

かも金太郎飴のー告日分を取り出して、そこに現われた

部分としての顔(レクリエーション)が残りの全ての

飴(レクリエーション)と同じ顔であるかのように判

断してしまってはならない。レジャー機能の中で、レ

クリエーションは、①休養・休息・くつろぎ機能;②

娯楽・気晴らし機能;告溌達的・倉|措的・感賞超越的・

自己啓発的機能のあらゆる段階を複合的に有している。

レクリエーションは、その活動形態4】から分類すれ

ば、個人活動形態、並行活動形態、集団活動形態にお

いて生起するが、形態に優劣が存在することはなく、

これらの形態により人間の交流形態が変化するものと

理解すべきである。集団活動では、当然、人間交流は

必須用件として求められるが、並行活動では交流に制

限が生じ、個人活動の中においては、交流形態は、必

ずしも求められるものではない。レクリエーションが、

集団活動の中でその強い位置づけを得たのは、人間交

流を促進するというそれなりの理由を持っているから

である。

E レクリエーションの捉え方

過去の発生過程でレクリエーションが自律機能を持っ

ていたかどうかや、時代的に概念の変遷がたとえどの

ような形態で変化してきたにしても、現在のレクリエー

ションが現実的に正しく捉えられなければ、セラビュー

ティックレクリエーションの正しい理解や普及は困難

である。レクリエーションの活動段階における領域の

理解を敷市するならば、消費活動型ともいえる快追求

的視点の活動と、創造活動型ともいえる教育的視点の

活動とが、あまりにも無価値・有価値的判断を受け過

ぎているという傾向にある。これらの両極的判断は、

結果論的にレクリエーションの定義を種目的に捉える

ことになり微視的に理解することになる。活動してい

る内容を種目として捉え、例えばスポーツをする、キャ
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ンプをする、映画を見る、家族で外食をすること等、

それらをレクリエーションとしては意識していないの

である。概念的にはそれらがレクリエーションの範轄

に含まれているにもかかわらず、レクリエーションと

して意識化できないのである。そのような種目のーっ

としてレクリエーションも同レベルの種目としての存

在であると理解してしまうのである。レクリエーショ

ンを正しく、巨視的に、術敵的に、捉えることができ

るならば、レクリエーションそのものは種目的領域で

理解すべきものでないのだから、それらの種目活動は

レクリエーションそのものの中に息づいているという

捉え方をすることができるはずである。

生きるという現象の中で、レジャーを意識し、その

中で活動としての形態が生じ、楽しさやおもしろさを

追及する行動を総称する意味でレクリエーションとい

う言葉が使用されている。この楽しさやおもしろさは、

単なる遊びゃ剃那的な楽しみばかりを意味してはいな

い。自己啓発・自己実現としての苦しみ・努力さえ包

含している。レクリエ一シヨンは欲求から快へ向かつ

て外に対してエネルギ一を消費する“気散じ

らしの遠心発散型と、目的意識からなんらかの自己回

復・自己発展を目指して内に対してパワーを蓄積する

求心生産型の両極 (Span)の聞に数限りない両者の

比率の異なった形態が存在しているという捉え方が大

切である。

レクリエーションの効果5)に対する理解も、レクリ

エーションサービスにより、それぞれ積極的な;①健

康の維持増進に役立つ、②病気の予防に役立つ、③病

気の治療に役立つ、そして④諸技能、諸機能の獲得、

回復、助長に役立つという視点からすれば、無意識的

な活動からも、精神解放や肉体的疲労回複作用も内在

し、意識的活動になればかなり明確な確実性の高い割

合で、計画性のある効果が期待されるのである。レク

リエーションの理解とその捉え方が狭義になるほど、

結果として、レクリエーションから得られる効果も限

定あるいは制限されてしまう。逆に、広義に理解する

とき、その効果も多様化していくだけでなく、一連の

広がりとして存在するものがレクリエーションである

と理解し捉えることから、レクリエーションそのもの

の可能性と、潜在的価値は一層広がりを持つことがで

きる。レクリエーションに人間性回復の存在と機会と

を見いだすことができるとき、意識化され目的化され
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た領域強調概念としてのセラビューティックレクリエー

ションはさらに治療的・療育的・療法的効果を有する

ものとしてその全貌を明快にすることができる。日本

におけるセラピューティックレクリエーションの概念

把握・運動展開、理念の普及には、まず徹底した広義

としてのレクリエーション観の理解をすすめ、生活の

中における単なる遊びとしてのレクリエーションのイ

メージを払拭すること、常に教育的建設的視点のみか

ら捉える局面的価値支持思想の除去を進めることが重

要である。

第一回世界レクリエーション会議では、スポーツと

の関係においても、レクリエーションとオリンピック

は車の両輪としての役割を果たすものであるヘとの

認識に立脚していることを忘れてはならない。スポー

ツの世界においても体を動かすことを中心とする身体

運動 (PhysicalExercise)と、技術や体力の高さを

中心として結果的に勝敗や優劣が競われる運動競技

(A thletic Competition)という、これまた一連の広

がりとして捉えるからこそ、車の両輪としての発想が

生起するのであり、フィジカルレクリエーションとし

てスポーツを捉えることができる。スポーツが本来の

仕事から心を他に委ねる身体運動と運動競技であり、

特質(非日常性、競技性、規則性、フェアプレイ)の

強弱により、それぞれ運動競技化・身体運動化するも

のであると定義すれば、レクリエーションが余暇にな

され、自由で選択され、楽しみを主たる目的としてな

されるのだから、レジャーにおいてレクリエーション

(特にフィジカルレクリエーション)としてスポーツ

活動が様々な形態で行われているということが理解で

きる。プロフェッショナルスポーツは領域強調概念化

することで、全く本来の仕事をしているにもかかわら

ず、強い運動競技の側面を結果的に表現するものであ

ることからスポーツの概念の中に包含しようという視

点の捉え方である。レクリエーションが人間の全ての

行動・活動を包含することを意味していると捉えるべ

きなのだが、しかし結果的な活動形態での判断だけで

なく、どのような動機によりその活動・行動が行われ

ているのかを冷静に判断する複眼を持つことも、レク

リエーションを正しく捉える意味では必要なことであ

る。まさに現代社会では、最終的にどうであったかと

いう生産効率主義の結果論が優先されているが、レク

リエーションにあってはどのように行動を起こし、ど

のような興味と意識をもってその活動が展開し始めた

のかという動機論が大切にされるべきである。

レクリエーションは生活の中の、状況、条件、意識、

発生形態、動機等、あらゆる要因を横糸とするならば、

レクリエーションの各段階を縦糸とした組み合わせに

よって、一つの進化の方向ともいえる、“環境への順

応"として創られた個人の固有の好みにあった柄

(Pattern)ということができる。その柄は、時には時

代の流行の影響を受け、季節や、行事、活動内容、文

化的要因等、多くの色や糸の太さによってファショナ

ブルな柄(模様)7)を見せてくれる。レクリエーショ

ンを決して金太郎飴のように全てどこを取り出しでも

閉じ顔、所謂、部分抽出をもって、その判断により全

て同じ顔をしている飴としての柄 (Pattern)だと勝

手に推測や判断をして捉えてはならなし、。

歴史は現在にのみ通ずるものだけではなく、未来に

通ずるものでもある。レクリエーションか時代と共に、

変遷(休養・回復→→気晴らし・娯楽・趣味的→→教

育的・社会的・自己実現的価値→→これら前述の複合

体)してきたと同様、今後の多岐にわたる社会変化、

即ち退職時期の変化、教育期間の延長、有給休暇の変

化、高度な技術化による省力化、所得の増加、労働時

閣の短縮、国際状況の変化等によって、必然的に自由

裁量時聞が増加していくとともに、当然、レクリエー

ション自体も、社会的価値判断の変化から、変遷を余

儀なくされるであろう 8)。レクリエーション活動の変

化がどのように生じても、レクリエーションの捉え方

そのもの自体は、“人聞がよりよく豊かに生きていく

ためにはどうしたらよいか"という視点でなければな

らないことは言うまでもない。変化の方向性を結果と

して受け止めるのではなく、むしろその変化は好まし

い方向に導いていく積極的姿勢(動機)が犬切であり、

レクリエーションをどう捉えるかは個人にとっても重

要課題である。

IV セラビューティックレクリエーション

の概念把握

セラピューティックレクリエーション (Therapeutic

Recreation=アメリカでは省略するときはTRと略

して表現される)の概念把握は、まず、レクリエーショ

ンそのものを前述のように、一連の段階的広がりを持



つものとして理解し、捉えなければ、セラビューティッ

クレクリエーションの正しい方向性、その含まれる領

域や分野は非常に狭義なものとして把握することになっ

てしまう。レクリエーションそのものの正しい理解こ

そがセラビューティックレクリエーションの概念把握

に対する出発点である。セラビューティックレクリエー

ションの日本語訳をどのようにしていくべきかという

統一見解が、私的であれ、公的であれ、正式に出され

ていない現状を考えるとき引、そしてRecreationの訳

語も運動の進展に伴い厚生運動と言う訳語では適切で

ないという理解や半!断によりカタカナでレクリエーショ

ンと表記するに至った歴史的経緯10)を振り返るとき、

Therapeutic Recreationの二語の適切な訳語を無理

に探索してみるよりも、療法的レクリエーション、療

育的レクリエーション、治療的レクリエーション、と

言うような意味に捉え、カタカナで表記した方がよい

と考える。広義な意味においてセラビューティックレ

クリエーションは、 1961年に全米医師会が発したステー

トメントのとおりのレクリエーションの効果と、治療

的効果とを共存・並列させた形態で①障害の軽減、⑧

健康の回復・維持増進、③福祉の向上を願う人全てに

対するプログラムを扱うもの、と解釈すべきである。

即ち、医学的方法とレクリエーション学的方法とが好

ましいバランスを保った形態を持ち、連携すべき領域

分野をさすのであるoそのことは治療としてのレクリ

エーション CRecreationTherapy)ではなく、レク

リエーション的治療 CRecreationalTherapy)でも

ないことを意味する。レクリエーションに治療的効果

が強く内在するとの理解に立ち、レクリエーションを

さらに治療的側面と階梯的(段階的)に結合させ、な

お、種々の楽しみや喜び、おもしろさの欲求を含んで

いる局面強調概念とするものである。レクリエーショ
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ン的に独立できるように“拘束される度合いのより少

ない形態"へと進展させ、作業的にレクリエーション

活動を行うのではなく、自発的な軍機により興味を持っ

たレクリエーション、所謂、 “本来のレクリエーショ

ン"へと歩を進めようとするものである。セラビュー

ティックレクリエーションの分野において、最終的な

形態として求められるこの本来のレクリエーションは、

セラビーカ〉らセラビューティックレクリエーションに

そしてレクリエーションへと移行する連続的な、広が

り、あるいは繋がり、の循環・回帰という可変的過程

を経て成立している。 C図 1)ヘ
全米の医師会のステートメントが示すようにレクリ

エーションそのものに図 1の機能・内容は含まれてい

るのだが、部分強調概念を顕著にしたものがセラビュー

ティックレクリエーションである。余暇社会化する現

代社会にあって、多くの人々が、一方では心身のどこ

かに不調を訴え、変調をきたし、異常を感じ、半健康

や不健康であることを意識し自覚している。他方、半

健康、不健康でありながら意識できない結果、最終的

に健康を害してしまう場合も多く見受けられるところ

である。健康の維持増進そして回復のために、色々な

局面を包含した活動を推進して行くためにレクリエー

ションを積極的に活用するとか、健康だといわれる人

が、その健康を維持するためにレクリエーションを活

用すれば、セラビューティックレクリエーションの存

在が顕在化してくる。一部分の人のためのプログラム

ではなく、生活の豊かさを求めようとする行動や活動

の中に身を委ねようとする全ての人々に関係するプロ

グラムであることから、レクリエーションをさらに意

識化させていく過程としても重要であり、セラビュー

ティックレクリエーションの理解とその普及の視点は

ここに大きな意味を持っている。

レクリエーション

セラビューティック |吟吟吟c::>c::> c::> c::> c::> 

.告 伽告和台租i レクリエーション i 
セラピー

‘ー‘ー‘圃‘圃 より作業的レクリエーション *より本来のレクリエーションc::>c::>巴:>c::>c::>

図1 セラビューティックレクリエーションは、セラビーとレクリエーション

との連続的な広がりと繋がりの過程としての存在を示す。
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V セラビューティックレクリエーション

の必要性と価値

ある物事がどれ程役に立っかという程度、なんらか

の欲求を満たす程度によって認められるそのものの意

義が価値であるから、セラビューティックレクリエー

ションの必要性は、第一に個人にとってそれが価値あ

るものだという認識回によって生まれてくるo意識す

るとしないとにかかわらず、あるいは感覚的なもので

あるにせよ、価値の存在を微妙に感じとり、また、価

値を見いだすことにより活動を確実に反復する行動が

生起する。逆に、必要性があるからこそ、それを満た

すための価値が生まれてくる。セラビューティックレ

クリエーションの必要性を明確化するならば、以下の

ようになる:①人間の基樹守欲求の充足カ巧司能であっ

たり、またそれらを意識できず、ゆとりある豊かな生

活を過ごすうえで、なんらかの問題を抱えている場合;

②レクリエーションの価値を自ら見いだすことができ

なかったり、レクリエーションの恩恵を享受できなかっ

たりする場合;⑤生活領域の拡大・充実に役立つ諸活

動に対して、なんらかの制限を受ける場合;宰精神的、

身体的、社会的、情緒的、知的な機能の回復

(Rehabilitation)、機能の獲得 (Habilitation)、機

能の助長 (Facilitation)、そして潜在能力の開発

(Potentialization)に困難をきたしている場合であ

る。

以上のようにセラビューティックレクリエーション

の必要性が整理されるとすれば、セラビューティック

レクリエーションの価値は、次のように具体化できる:

①(あらゆる)機会を提供できることを可能にする;

②技能や自己表現を含む、運動・諸活動発表の場を提

供することができる;③生活領域を個人的にも、社会

的にも、充実・拡大することができる;④社会啓発

CIntegration， Normalization， Mainstreaming'…・・)

に役立つことなどである。

セラビューティックレクリエーションは、セラビュー

ティックという局面が強調されているが、それは内在

するレクリエーションの価値を前面に表現しようとい

う発想であり、決してレクリエーション自体の概念が

局面の強調により歪められるものではない。強調され

た結果として、レクリエーションの扱う領域や分野が

積極的に拡大されつつ焦点化されたものである。前述

の、レクリエーションの理解や捉え方において強調し

ている、一連の広がりの段階の中にあってM 生活の中

の効用としての諸要因(セラピー)である横軸と、レ

クリエーションという縦軸からなる座標の可動性や柔

軟性をより広げたところに真の価値を焦点化すべきで

ある。座標をより立体的に捉え、傭敵すれば、セラビュー

ティックレクリエーションとは、全ての人に治療的な

可能性をもたらすレクリエーションの本質を体験する

ことに同価値があるといってよい。セラビューティッ

クレクリエーションは治療の度合いは、軽微であれ、

中程度、重度であれ、人間回復へ万人がそれぞれ個人

の度合いによって、外部からの影響と内発的な動機に

より、広がりとしての体験をさらに進展させ、深まり

としての実践を通し生活の質的向上 (EQOL=

Enhancing the quality of Life)をめざす、賦活

lff'としての価値を有している。セラビューティック

レクリエーションの本質的有用性である使用価値は、

治療的効果とレクリエーション的効果のバランスの変

化による共存であり、交換価値が何であるかとなれば、

それは即座に生活の質的向上 (EQOL)に貢献する

価値を有すると答えることが可能である。

VI セラビューティックレクリエーション

の普及の視点

心身両面にわたる健康の維持増進に対する‘賦活

町'としてのレクリエーションの積極的な意識化はも

とより、レクリエーションとして理解されている既成

概念の修正、レクリエーションが取り扱う領域・範囲

の見直しを進めながらセラビューティックレクリエー

ションの普及をはかるべきである。レクリエーション

そのものが正しく理解され、特別な活動や経験ではな

く、度合いの違いや、期間(時間)の長短、意識化の

強弱、段階の異なり、これらの組み合わせによる様々

な形態によって、日々の個人の生活の中になんらかの

活動・経験として現われ創造されていくものがレクリ

エーションなのであるという共通理解をしていくこと

が必要である。レクリエーションの存在が一連の広が

りとしてではなく、単なる遊び (MerePlay)や集団

活動及び指導にその中心がおかれていたのでは、レク

リエーションそのものの発展も制限されてくる。この

制限がセラヒ。ューティックレクリエーションの正しい



概念把握を妨げ、範囲や領域を狭め、必要性や価値ま

でも軽薄にしてしまう結果となる O レクリエーション

はそれらの単なる遊びも価値あるものとして理解し、

また強い教育的視点に立った指導も勿論レクリエーショ

ンであると理解すべきである。レクリエーションが無

意識的に行われるものから、意図的・組織的になされ

るものまでスペクトラム (Spectrum)は多彩である

と理解しなければ、局面強調概念としてのセラビュー

ティックレクリエーションはその正しい概念から更に

講離してしまうことになる。一部においてセラビュー

ティックレクリエーションを狭義に理解し、あたかも

福祉レクリエーションと、ほとんど同義であると捉え

ているが、福祉の考え方は受け手としての意味合いが

比較的強く、自ら創りだし自主的に構築し何かを能動

的に行うという側面は、福祉になかなか含まれにくい

要素を持つ。セラビューティックレクリエーションが

最終的には自らが主体的に生活の質を向上させる知識、

技術、能力、意識、体力等を高め生活を楽しみ豊かに

することに、ねらい11 を定めているのだから、外的援

助や支援無しではセラビューティックレクリエーショ

ンは不可能であると決め付けてはならない。受け手・

与え手の関係はセラビューティックレクリエーション

の指導形態の直接関与指導叫こ現われる概念であり、

障害や疾病、貧困等を視点とした限定された対象者に

絞られるものではない。整理をするならば、レクリエー

ションをより目的化・焦点化し、セラビューティック

レクリエーションの普及は①レクリエーションの概念

修正と領域及び範囲の拡大理解;(加祉的観者からの

みではなく、当然、楽しさやおもしろさの組み込まれ

た生活の質的向上としての日常生活的観点;③欲求の

度合いから、自ら好んで選択する、カフェテリア型H

プログラムと多方面に及ぶ所謂栄養提供型・補完作用

型ともいえる、処方型グプログラム同とのバランス・

④レクリエーション的に独立した (Recretionally

Indipenden t)本来のレクリエーションへのアドヴア

イス;そして⑤集団活動指導指向から、個別援助・支

援指向H を中心とした後方支援となる指導形態への転

換、を視点とすることが大切である。

四むすび

アメリカでのセラビューティックレクリエーション
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運動は、資格登録制度が確立された1956年以降活発と

なり、当初、病院レクリエーション促進委員会やアメ

リカ保健体育レクリエーション学会連合(現在のアメ

リカ保健・体育・レクリエーション・ダンス学会連合=

American Al1iance for Health. Physical Education. 

Recration. and Dance=AAHPERD)が中uとなっ

ていたが、その後、資格の規準、区分、内容に関する

多くの変遷をみて現在にいたっている。全米レクリエー

ション・公園協会 (NRPA)の下部組織である全米

セラピューティックレクリエーション協会 (NTRS) 

の中に組織的に全米セラビューティックレクリエーショ

ン資格委員会 (NCTRC=NationalCouncil for 

Therapeutic Recreation Certification)が設置され、

病院レクリエーションが中心であったものから、多方

面にわたる専門家の登録がなされている。筆者もこの

NCTRCのセラビューティックレクリエーションス

ペシャリスト (TherapeuticRecreation Specialist= 

CTRS)の資格を有するが、既にアメリカでは公式

にCTRSのイニシャルを専門家の資格(肩書き)と

して使用することを権威づけ、氏名の後にCTRSと

表示することを認めている。アメリカでは大学院にお

いて、セラビューティックレクリエーションの専攻科、

科目を有する数は、 100大学を越えている。レクリエー

ションそのものの理解が、正しく普及されてきた経緯

を持つ固との違いとも言えるが、日本においても、正

しい理念の普及と共に1田拝に設立された日本セラビュー

ティックレクリエーション協会・日本セラピューティッ

クレクリエーション研究会の活性化をすべきであろう。

アメリカでセラビューティックレクリエーションの研

究や研鍵を重ねた理解者も増えつつある現状であり、

情報交換・意見交換と組織化を進めていくこともセラ

ビューティックレクリエーションの理解と普及を進め

ていく上で不可欠な要素である。

進化とは、それ自体、矛盾をはらむ概念ではあるが、

……進化の意味するところは、限定づきの必然性であ

る。進化とは、まさしく、立ち返り、循環に対立する

概念11 16)だとすれば、レクリエーションが日本に導入

された経緯に立ち返り、改めてレクリエーションの新

しい循環を求めることは不可能である。現在までの日

本におけるレクリエーションの進化なるものをよく理

解し、新しいレクリエーションに対する環境づくりの

中で、今後の、レクリエーションの進化H を産み出し
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ていかなければならない。たとえ、進化が循環に対立

する概念であったとしても、進化は環境に順応する概

念であるのだから、日本におけるセラビューティック

レクリエーションの理解と普及については環境づくり

を正しく進め、順応としての進化を求めていくことで

ある。(セラビューティックレクリエーションの事院・

活動に興味・関心をお持ちの方は是非御連絡下さい。)
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特集 f21世紀に向けてのレジャーの価値」にあたって

学会名を『日本レジャー・レクリエーション学会』に改めたことを契機に、平成5年度の定例月例研究会

のテーマを r21世紀に向けてのレジャーの価値」と設定し、ことテーマでの研究交流を年聞を通して継続的

に実施することで、研究領域の広がりと深まりの追求を試みてみました。本誌z7号と次号の29号では、研究

会において話題を提供してくださった方々に、当日の議論を踏まえて執筆をお願いし、特集企画といたしま

した。これは研究会での成果をできるだけ多くの会員の皆様にお伝えし、学会内での議論や研究交流をさら

に活発なものにしたいと考えるからであります。会員の皆様の思揮のないご意見やご感想、をお寄せいただき、

今後の研究交流の促進と研究誌の充実を図ってまいりたいと考えております。

さて、現時点において r21世紀に向けてのレジャーの価値」を年間テーマとして設定いたしましたのは、

近年、社会の価値観が変質しつつあり、人々のレジャーやレクリエーション活動に対する志向もまた大きく

変化しようとしていると考えるからであります。したがいまして、レジャー・レクリエーションに関する教

育や研究の方向、環境整備の在り方、産業や行政面での取り組みなど、様々な側面で再編が大きな課題となっ

てきております。

例えば、今日におけるレジャー・レクリエーション教育・研究の方向の一つは体育系大学のレクリエーショ

ン学をベースにしてきたといってもよいかと思います。しかし、この体育系大学も、時代の環境変化に適応

するために、レクリエーションを中心とした教育・研究からその領域をレジャー教育・研究まで広げて、リ

フォーミング、イノベーションをはかつてきています。また、レジャー・レクリエーション活動のための環

境整備の在り方も、今日までの都市公園や自然公園を中心とした計画・設計論から、レジャー・レクリエー

ションの志向の変化や活動の本質を踏まえながら、新たなパラダイムを模索しつつあります。一方、行政や

産業面では自由時間の増大を背景とした「生活重視」のライフスタイルへの対応が重要な課題となってきて

おります。

そこで、各会の研究プログラムとして、過去3年間の月例研究会での議論や、研究者の所属領域で直面す

る課題などを考慮にいれ、「教育Jr環境Jr産業Jr行政」の4分野と、 4分野に共通する「レジャーの価値

とライフスタイルJ分野の 5分野を、とりあえず設定してみました。各会の研究プログラムは、この 5分野

との関連でつくってあります。各々の分野での現状や直面している課題について議論・検討を深め、将来、

分科会として発展していく足がかりとなればと考えております。

特集の構成としては以下の通りです。

〔幻号〕 ①現代における余暇の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松田義幸

②レジャー・レクリエーション教育の国際的動向...・ H ・....・ H ・-…...・ H ・-…原田宗彦

③日常的レジャー・レクリエーション環境の課題…....・ H ・......・ H ・...・ H ・-下村彰男

〔四号〕 ④農村リゾートについて(身近な非日常空間) ....・ H ・-…...・ H ・.....・ H ・…・・毛塚 宏

⑤レジャー産業の枠組みに関する考察....・ H ・....・ H ・....・ H ・....・ H ・........・ H ・-粟田房穂

⑥レジャー産業の動向・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・嵯峨 寿

く資料〉経済企画庁・余暇生活文化関係資料

本特集を一つの素材として、会員の皆様の活発な研究交流を期待しております。

(編集・研究会委員会)
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<特集:21世紀に向けてのレジャーの価値>

現代における余暇の意義

松田義幸*

The meaning of leisure in modern days 

Y oshiyuki Matsuda 

holiday、leisureの語源散策

アメリカ人に、 holidayの語源について質問をして

みても、本来の意味を忘れている人が多い。 holiday

はゲルマン系の言葉で Iholy+dayJを意味している。

こういうと「聖なる日」を連想するようだが、 holyは

古英語で‘halig、ドイツ語ではheiligにあたり、英語

のwholeと向語である。元々はhealth、 soundの意味

を持ち、健康なingood health、 完全なinsound 

conditionといった使い方もある。キリスト教以前は、

holy、wholeは「欠けていないJI健康なJI完全な」

「全体の」を意味し、それが「神聖」に使われるよう

になったといわれている。このようにとらえるとholi

dayは、単なる休業日ではなく、「その入がその人本

来になるための日JI心身健康になるための日JIその

人が完成に向うための日」という意味が込められてい

たともいえる。

ところで、この世の中でなにが完全で、、全体である

と考えていたのか。それは自然の秩序ととらえていた。

自然こそは有機的統一体 Natureis a wholeと受け

とめていた。従って、 holidayはこの自然の秩序に心

身を委ねることによって完全性、全体性を取り戻す日

でもあった。そのような生活が自然生、活pastorallife 

である。

holiday に対立する言葉は、 workdayである。私た

ちは普通の日をworkdayと受けとめている。しかし

*筑波大学・多摩大学

CUniversity of Tsukuba/Tama Institute) 

このworkdayは、生産性、効率性、能率性を追求す

るから、労働生活はどうしでも、細分化、専門化の分

業になってしまう。そしてこの労働生活中心の生活を

続けていると、いつか健康、完全性、全体性から遠の

き、本来の人間性を喪失してしまいやすい。また、生

活が機能的で便利な人工的な都市環境に依存している

と、自然の秩序の完全性、全体性からも離れてしまう。

近年、日本だけでなく、高度に産業化を進めてきた

国の人びとが、 outdoorlife、resortlifeに強い関心

を寄せている。この深層を探ってみると、 workday

からholidayへ、 urbanlifeからpastorallifeへの呼

び戻しが働いているとみてもよい。

産業化、都市化の近代化へ傾斜してから今日まで、

私たち人間は、人間と自然の聞を経済活動でブリッジ

してきたが、自由時間の増大を背景にしながら、人間

と自然の聞をレジャー・文化活動でブリッジしたいと

考え始めてきている。もちろん、このレジャー・文化

活動には、賃金をあてにしない生きがいとしての生産

活動 Cex農事)も入っている。

今日leisureが、レジャー産業、レジャー・センター

といった使われ方をしているが、元々はleisureは

schoolを意味し、文化の価値の創造と享受を適して、

自己開発self-developmentを図るプロセスをさして

いた。今日的に解釈すれば、自由な心の状態contem-

plationで、自由学芸、自然生活、スポーッを楽しみ、

その人が完成に向かうこと、全体に向うことを意味し



ていたといってもよし、。一般的にはレクリエーション、

アミューズメント、レジャーを同じような意味で使っ

ているが、レジャー問題をよく考えた古代ギリシアの

哲学者アリストテレスは、はっきり区別した使い方を

していた。

We work Cascholia) in order to have leisure 

Cschole) 

アリストテレスの頃のキ、リシアでは、 leisureを

schole Cschool)といい、その否定形のascholiaを

work、business，occupa tionととらえている。明ら

かにギリシア人にとっての価値観は

schole Oeisure) > ascholia C work) 

であった。さらに、 recreationをanapausis、amuse

mentをpaidiaといい、 ascholiaの生産性を下げない

ようにするための手段と考えていた。そして、その

ascholiaはscholeの手段で、 scholeが人生の呂的で、

幸福な生活と考えていた。

このようにholiday、leisuseの語源散策をしてみる

と、今日この 2つの言葉を風化させないで、元の意味・

内容に戻して使った方がよい。

2 RecreationからAmusementへ、そして

Leisureへ

アメリカの社会学者のD・リースマン、 D・ベルが、

社会のあり方

前産業社会

(農産物中心)

産業社会

(モノ中心)

脱産業社会

人々の生き方

「勤勉節約」の

価値感

1 1 1所有CTohave) 

消費」の価値感

「存在 CTobe)ー
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これからの社会のことを脱産業社会post-industrial

societyととらえ、そこでレジャー問題がクローズアッ

プされると予測した。次にこの問題を考えてみたい。

今日社会変動を前産業社会pre-industrialsociety 

→産業社会industrial society→脱産業社会post

industrial societyのシナリオでとらえている。それ

ぞれの社会で、人聞はどのような生き方habitus

mentalisをしてきたのか。また自由時間をどのよう

に過してきたのか。

前産業社会一「勤勉一節約」の生き方

人類の歴史を1∞年の単位でとらえてみると、つい

昨日まで、いくら勤勉に働いても、食べるのがやっと

という生理的欲望の充足の時代であった。こういう時

代には、勤勉に働いて節約をすることが生き方の基本

となる。怠情を戒め、勤勉を奨励するものの見方、考

え方、感受性が大切にされる。「小人閑居して不善を

なすJ1怠情は悪徳のもとIdlenessis the parent of 

all viceJと、洋の東西を問わず、「勤勉一節約」を奨

励しなければならなかった。この考え方は、西洋につ

いてみると、紀元前8世紀頃の「労働の日々」のへシ

オドスに始まり、古代ローマのヴェルギリウス、大カ

ト一、プロティスタンテイズムのカルヴィン、「時は

金なり」のベンジャミン・フランクリン、唯物史観の

マルクス、レーニンへと引き継がれてきた。こういう

経済理論 自由時間の過ごし方

古典経済学 休息、休業、保養

Cinvisible hand) 

11 近(vi慨sibl済e学hand) 
休息、休業、保養

気晴らし、娯楽
Marketing to have 
C=f(Y) 

N ext Economy(?) 休息、休業、保養

(ハイテク・ 自己開発」の価値感
Marketing to be 

気晴らし、娯楽
C=fCY，T，V) 

サービス中心) 創造的レジャー活動

社会変動と自由時間の過し方
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時代、社会にあっては、自由時聞は、労働の生産性、

効率性、能率性を下げないようにするためのanapausis

(recreation)に限られていた。

産業社会一「所有一消費」の生き方

ところが、このようなあり方、生き方が、 1929年の

世界恐慌を契機に変化したのである。「勤勉一節約J

の生き方、古典経済学に代って出てきたのが、「所有一

消費」の生き方、近代経済学、近代経営学である。重

要なことは、所得を節約して貯蓄にまわすことではな

く、所得を消費にまわすことである。もしも、所得が

足りないならば、将来得るであろう所得をクレジット

にして、 playnow、paylaterが望ましい。このよう

に変化したのである。そして開発された経営システム

が、 massproduction→ mass sales → mass 

consumptionのmassmarketingである。人びとの

関心は、生理的欲望の充足から物的欲望の充足へ移る

ことになった。社会はこの人為的システムを導入し、

長期に渡って、人びとの欲望と産業・経済の量的拡大

を続けることになった。そして、人びとは、幸福とは

所得を増やし、欲しい財、サービスを所有Tohave、

消費することだと考えるようになった。こういう状況

の下で、人びとの生活は「労働からレジャーへ」とは

ならずに、「労働消費一労働一…」のサイクルには

まり込んでしまった。自由時間の過し方も、ビジネス

にとっての市場創造機会となり、休息・休養・保養

のanapausis(recreation)よりも、気晴し・娯楽の

paidia (amusement)が重視され、 massleisureと

して市場経済の中に組み込まれることになった。

脱産業社会一「存在ー自己開発」の生き方

「所有一消費」の生き方は、企業によって人工的に

つくられた欲望(ガルプレイスのいうところの依存効

果)を充足し、また他人の誇示的、追従的な消費の影

響(デューゼンベリーのいうところのデモンストレー

ション効果)を受けることであった。しかし人びとの

欲望充足にこれで満足という落ち着きが出てこない。

そこでこういう「所得寸消費」の生き方、産業・経済

第一主義に、 1970年前後から反省が出てきたのである。

いや、正しくは、自由と解放を求めた若者たちの1950

年代のビート族のライフスタイル、 1倒咋代のヒッピ一

族のシンプル・ライフが先行していたことが原因によ

り、 1970年前後の大きな反省が生まれたといってよい。

ローマ・クラブの「成長の限界」チャールズ・ライク

の「緑色革命」シュマッハーの「スモール・イズ・ビュー

ティフルJミヒャエル・エンデの「モモ」スコット・

パーンズの「家庭株式会社」エーリッヒ・フロムの

ITo have or To be (生きるということ)J日本の神

谷美恵子の「生きがいについて」など、問題提起が次々

と出されたのである。

これらの問題提起の最大公約数は、フロムのいうと

ころの「所有価値tohaveJから「存在価値tobeJへ

の転換といってもよい。日本的な表現でいえば、「物

の豊かさ」から「心の豊かさ」の追求へということで

ある。欧米では、生活の人間化ということで、 Quality

Of Life/QO Lをよく使う。「所有価値」の追求を

基本的な生命と自由の範囲に抑制して、代って幸福の

追求に関連する「存在価値」を重視すべきだというこ

とである。

自由時間の過し方は、 anapausis、paidiaよりも、

schole C1eisure)にウェートをおくべきだということ

になる。 scholeは「存在一自己開発selfdevelopmentJ 

の生き方のことといってよい。そもそも、自己開発を

意味するselfdevelopmentのdevelopは、 Ide(聞く)

+velp (封)の合成で、封を開いて手紙を取り出す意

味である。転じて、その人本来の価値を引き出す、そ

の人がその本来に向うということで、まさに、 holy、

whole、schole、school、なのであるO もしも、今日

の日本の人びとがこの意味を自覚し、それを望むなら

ばタイム・パジェットからはscholeを実現することの

できる状況を迎えているのである。

3 わが国が直面している課題

「前産業社会→産業社会→脱産業社会」という社会

変化、「勤勉一節約」→「所有 消費」→「存在一自

己開発」という生き方の変化 Ianapausis→paidia→ 

scholeJという自由時間の過し方の変化は、今日なお

願望であって、社会のあり方も、人びとの生き方も、

まだ 3番目のステージに移っているわけではない。漸

く、日本人の関心が、 3番目のステージに向い出し、

一部革新者といわれる人たちが、そのようなライフス

タイルを選択し出したというところである。この変化

をいかにすれば大きな流れとすることができるか。



いま国民一人ひとり、地方自治体、そして中央の政

治・行政も、人生8{咋時代のライフスタイルのデザイ

ンと、その受け皿として社会のあり方に、これまでに

ない強い関心を寄せているO その意味では、いま、レ

ジャーの本質に気づきと動機を与える好機である。し

かし、ここでレジャー問題に関わっている人たちが、

配慮しなければならないことは、レジャーの本質を手

段としてではなく、目的として把握することである。

レジャーは本来、文化の領域の問題であって、経済の

領域の問題ではない。ところが、日本においては、経

済の領域に位置づけ、内需拡大手段として位置づけて

いる人が多い。それはあくまでも結果であって、レジャー

は経済の価値をつくる手段ではない。

関係者の聞に

経済の価値>レジャー・文化の価値

ではなく

経済の価値くレジャー・文化の価値

のコンセンサスをおくべきだと思う。ところが、内需

拡大にとらわれ過ぎ、レジャー問題をハードウェア重

視でとらえる傾向が強い。これは平成元年までの日本
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のリゾート開発がよく物語っていた。自然環境のょい

ところに、いかに宿泊施設、娯楽・気晴し施設の都市

型のハードウェアを建設するかに、関心が寄せられて

いたか。自然世界に都市的施設を持ち込んだのでは、

holy、whole、scholeは遠のいてしまう。あくまで、

ハードウェアはミニマムで、ソフトウェア重主見のリゾー

ト開発こそが望ましい。

バブル経済の崩壊で、リゾート環境整備が見直しを

迫られているが、この環境整備はなん世代にもわたっ

て行うべきことである。急ぐあまり、入閣の生き方、

レジャー・文化のあり方の本質から離れてはならない。

「労働時間短縮→自由時間の増大→受け皿としての

リゾート開発→内需拡大」が政治・行政、レジャーの

度服者の時L事であってはならない。もちろん、レジャー

がビジネスに関わってならないということでなく、そ

れは結果でなければならないということである。これ

からのレジャー問題は、「所有一消費」、 amusement

の次元から、「存在一自己開発J、scholeの次元に、い

かにして移行させるか、 qualityを高めるかに向うべ

きなのだ。



-34 

第27号(1994)レジャー・レクリエーション研究

<特集:21世紀に向けてのレジャーの価値>

レクリヱーション教育の国際的動向

彦*仁士"
刀て田原

レジャー・

education leisure ・recreation

Munehiko Harada 

nH 
I nternati ona I trends 

は約77兆円と、 2倍程度に増大している九平成不況

が深刻化する現在、余暇市場の伸び率は緩やかになっ

てきつつあるが、レジャーに対する実需は決して減る

ものではなく、将来のさらなる成長が期待されている。

， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 
t 
a 

-. 
' . 
' -a 

' . . . . 

〔人1
9億

7億

6億

5億

4億

3億

2億

1億

8億

"W"~"w"~"m"%"M"M"OO"%"W伺

観光・レジャー産業は、世界的規模で急成長を遂げ

る将来有望な産業であり、わが国でも8昨代から現在

に至る同産業の急成長ぶりには目を見張るものがある。

図1は世界における外国旅行者数の数を示したもので、

1950年には全世界で2，500万人に過ぎなかった外国旅

行者数が、 1田昨には4億5，∞0万人と18倍にも激増し

ていることがわかる。この勢いがこのまま続くと仮定

すれば、 21世紀初めには、その数は9億人に達すると

考えられる。現代は、地球規模で大量の入閣が移動す

る時代であり、それにともなって観光・レジャー産業

が大きな成長を見せた。他)この傾向はわが国でも同

様で、 19臼年にはわずか13万人であった日本人海外旅

行者数がl部4年には1，300万人になると予測されてい

る(JTB19倒年予測)。今後空港の整備やレジャーに

対する価値感の変化にともない、より多くの日本人が

海外旅行を楽しむ時代が来るものと予想される。

観光産業とともにレジャー産業も急速な成長を見せ

ている。とくに、 1部0年代中ごろから始まるバブル経

済を背景に、健康志向に支えられたフィットネス・ブー

ム、 1弼8年のリゾート法の制定によって促進されたリ

ゾート開発と会員権への投資ブーム、そして全国的に

広がったテーマパークの建設ブーム等、レジャー産業

やスポーツ産業の規模も一気に拡大した。余暇市場全

体では、 1弼拝に約40兆円であった市場が、 1993年に

はじめに

全世界における外国旅行者数の推移

*大阪体育大学

図1

COSAKA University of Health and sport sciences) 



このように、わが国の基幹産業のひとつに位置づ、け

られるまでに発展を遂げた観光・レジャー産業である

が、その産業を支えるプロフェッショナル(専門家)

の養成に関しては、大学教育の中にレジャーや観光に

関するコースやカリキュラムが整備されていないなど、

その実情はお寒い限りである。たとえば高田・石森は、

日本の公国立大学には観光学科はもちろんのこと、観

光学の講座すらひとつも設置されていないことを指摘

している 3)。これはレジャーにも共通する問題で、わ

が国において実学的なレジャー教育が体系化されて、

高等教育のカリキュラムの中に組み込まれている例は

皆無である。

ひと口にレジャー教育といってもその幅は広い。例

えばアメリカで行われている、一般教養諜目的な性格

の強い「レジャー教育」という科目は、一般学生が将

来有意義な余暇生活を過ごすことができるよう、レジャー

の知識や考え方を紹介するために行われる。その一方、
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レジャーや観光に関する学部・学科で行われる教育で

は、その産業領域で活躍するプロフェッショナルを養

成するための、実学的色彩の濃いカリキュラムが組ま

れている。

以下では、レジャーと観光に関するプロフェッショ

ナルを養成する教育に注目し、その先進国であるイギ

リスとアメリカにおける、レジャー教育の現状と課題

について考察を施すと同時に、わが国のレジャー教育

について幾つかの提言を試みたい。

2 イギリスにおけるレジャー産業

図2は、イギリスにおけるレジャーサービス就業者

の推移を示したものである。図からわかるように、

197砕から部年にかけて多少の増減はあるものの、着

実に就業者数が増えていることがわかる。最も急激な

増加を見せた1田6年には、 1，4∞万人以上の人々がツー

millions 
1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

函2 イギリスにおけるツーリズムとレジャーに関する就業者数の推移
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表1 イギリスにおけるレジャーサービス就業者の動向

Cnemαs，theαtres，rlαdi，etc 

Male 

Female 

Total 

Sport αnd recreαtion 

Male 

Female 

Total 

Bettiingαnd gαmbling 

Male 

Female 

Total 

Hotels，etc 

Male 

Female 

Total 

Restαurants，etc 

Male 

Female 

Total 

pubs 

Male 

Female 

Total 

Clubs 

Male 

Female 

Total 

Cαtering contr，αctors 

Male 

Female 

Total 

All liesure seruices 

孔1ale

Female 

Total 

1960 1970 1975 1910 1偲3%change 

1使氾ー1偲3
(thousands of employees) 

59 59 57 60 55 - 7 

58 47 44 47 41 -29 

117 106 101 106 96 18 

41 47 53 63 70 +71 

22 32 36 47 60 +173 

63 78 89 110 130 +106 

19 33 35 32 30 +58 

35 46 58 62 60 +71 

55 80 93 94 90 +64 

82 93 103 102 103 +26 

153 131 153 169 172 +12 

234 224 256 271 174 +17 

45 53 57 64 67 +49 

107 101 105 121 117 + 8 

152 154 163 184 183 +20 

53 67 78 85 70 +32 

94 94 152 183 171 +82 

147 164 230 268 241 +64 

30 38 39 41 50 +67 

44 47 60 77 81 +84 

73 84 99 117 132 +79 

10 13 16 19 21 +110 

47 47 53 51 53 + 13 

57 60 69 69 74 + 30 

339 403 438 465 466 +37 

560 548 661 757 756 +35 

898 950 1099 12211222 +36 

リズム(観光)とレジャー産業に従事している。

表 1は、イギリスにおけるレジャー・サービス就業

者の動向を述べたものである。この表には、 1960年か

ら1983年までの就業者の動向が述べられている。デー

タが1983年までしかない理由は、この表に述べてある

カテゴリーが1部3年以降変わったからで、統計資料は

この後も続いている。この表の中で特に注目すべき部

分は、スポーツとレクリエーションの項目である。こ

のカテゴリーを見ると、 196(咋から1983年の聞に男子

で71%、女子で173%、平均で106%の伸びを示してい

る。だいたい倍ぐらいの就業者数の伸ひ方である。そ

の次にはホテルというのがあるが、これは男子がa%、

女子が12%、平均で17%ぐらいの伸びを示している。

1960年に89万8千人であった就業者数が、 1983年には

122万2千人に増大しており、これは全体で36%の増

加率に相当する。最も伸びの大きいのがスポーツとレ

クリエーションにおける女性の就業者数の増加で、 17

3%という数字が示されている。また、反対にシネマ

とかシアタ一、いわゆる映画産業とか演劇・劇場ある

いはラジオというものはマイナスの成長にとどまって

いる。

次の表2は、イギリスにおけるレジャー製品産業の

動向である。その中で特に注目したいのは、おもちゃ

とスポーツ用品 (Toysand sports equipment)の

成長率で、レジャー関係の就業者数が増えている反面、

製品産業の就業者数が減っていることがわかる。男子

でマイナス28%、女子でマイナス38%、平均でマイナ

ス34%となっている。この理由の一つには、イギリス

のスポーツ用品が国際的な競争力を失ってきて、他の

国のスポーツ用品に淘汰されつつあるというのがその

背景にある。日本の場合、恐らくこのスポーツ製品産

業の伸びは、逆にかなり大きなプラスになっているの

ではないかと予測される。また、この表全体から、レ

ジャー製品産業に関しては、イギリスはかなり不況で

あるという状況が把握できる。

3 イギリスにおけるレジャー教育

イギリスでは、古くからレジャー教育の重要性が認

知され、大学教育の中に正式なカリキュラムとして組

み込まれてきた。以下ではその中で最も良く知られて

いる大学である、ラフボロ一大学の事例を紹介したい。

ラフボロ一大学では1963年にレクリエーション・マ

ネジメントの修士課程の人材養成カリキュラムがスター



表2 イギリスにおけるレジャー用品産業の動向

SICl筑泡

Alcohol，brewing 

Male 

Female 

Total 

A lcohol，spirits，wines etc 

Male 

Female 

Total 

TV，nαdio，hi-fi 

Male 

Female 

Total 

TV，nαdio，etc components 

Male 

Female 

Total 

Printing and publishing 

Male 

Female 

Total 

Toys αnd sports equipment 

Male 

Female 

Total 

All leisure goods 

Male 

Female 

Total 

1971 1975 1980 1偲3 ( %change 

1971-1983 
(J une of each year) 

Cthousands of employees) 

58 56 52 45 

13 13 12 10 

71 69 64 55 

18 20 21 16 

12 13 14 9 

30 33 35 25 

21 25 22 12 

27 30 21 11 

48 55 43 23 

63 62 62 60 

65 67 58 47 

128 128 120 107 

253 232 227 221 

114 110 110 108 

367 341 337 329 

18 17 14 13 

26 26 18 16 

44 43 33 29 

431 411 399 367 

257 258 233 201 

688 669 632 567 

22 

23 

23 

-11 

25 

-17 

-43 

一59

52 

5 

-28 

-16 

-13 

- 5 

-10 

-28 

38 

-34 

15 

22 

一18

トした。その後、レクリエーション・マネジメントの

コースは人気が高まり、例えば1叩咋度、 20名弱の募

集人員のところに1，800名の願書が集まった。その後

書類選考で1，200名に落とし、試験を行うことになる。

ここのレクリエーション・マネジメントの資格を取る

と、就職には全く困らないし、ラフボロー・マフィア

というイギリスのレジャー産業界を牛耳っているグルー

プにも所属できる。香港やオーストラリア等の、英連

邦を中心に広くレジャー産業で活躍している人材を輩
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人間・経済学部

[体育・スポーッ科学

学部|体育・スポーッ科学・

lレクリエーション・マネジメント

スポーツ科学

大学院

レクリエーション・マネジメント

図3 ラフポロー大学(イギリス)における観光・レ

ジャー産業の人材養成

マネジメント

研 究 科 学

体育・スポーツ

科学学科

経済学

財政マネジメント

量的方法(意志決定のための統計学)

人的資源マネジメント

マーケティング

i一一レクリエーション・テクノロシー

レクリエーション・マネジメント

図4 レクリヱーション・マネジメント(大学院)の

コース概要

出しているコースである。現在は、学部と大学院にそ

れぞれレクリエーション・マネジメントという名前の

コースが用意されている。学部は、図3で示したよう

に人間環境学部の中にある。

大学院の場合、カリキュラムは複雑になり幅広い知

識の獲得が求められることになる。大学院のレクリエー

ション・マネジメントのコースは、 2つの学科から構

成されている(図4)01つはマネジメント研究学科

で、別の学部にあるが、そこから経済学、財政マネジ

メント、量的方法、そして人的資源、ヒューマン・リ

ソース・マネジメントとマーケティングのコースを取

得することが義務づけられている。

もうひとつの体育・スポーツ科学学科には、レクリ

エーション理論、レクリエーション・テクノロジ一、

レクリエーション・マネジメントという 3つのコース

が用意されている。レクリエーション理論では、レク

リエーションの概念的な分析やレクリエーション・マ

ネジメントのための実践的な応用について学ぶ。その

中にはレクリエーションの理論あるいはプレイ理論、
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そしてレジャーとライフサイクル、レクリエーション

と社会階級、レジャー・家族そしてコミュニティの問

題、レジャーの価値や人間の潜在性といった問題が、

扱われる。次のレクリエーション・テクノロジーでは、

レクリエーションの需要と供給、レクリエーションの

施設計画、そしてレジャー施設と建築といったテーマ

が扱われる。レクリエーション・マネジメントでは、

様々な実践の場にマネジメント理論を応用する際の評

価をしたり、あるいはそれの監査をグループ・プロジェ

クトとして行う。これによって学生は、基礎的なレク

リエーションの概念と共に、実践的あるいは応用的な

マネジメントの能力、特に分析能力を発展させていく

ことが可能となる。

4 アメリカにおけるレクリエーション教育

アメリカにおいてもレジャー産業の発展は著しく、

例えば海外旅行ひとつをとってみても、その総額は?A5

億ドル(1987年)と GNPの0.6%を占めるに至って

いる。アメリカの観光・レジャー産業は商業セクター

において成長を遂げたが、アメリカでは、 1950年代よ

り公共レクリエーション制度が整備され、その分野で

必要とされるプロフェッショナルの養成にも力が注が

れてきた。伝統的にレジャー教育は、公園・レクリエー

ション (Parksand Recreation)という名前で体育

学部や教育学部の中に所属する学科で行われることが

多い。ただし、 1田0年代になり伝統的な体育学部が崩

壊を見せるようになると、公園・レクリエーション学

科自体も自己変革を余儀なくされ、他学部への吸収や

名称の変更、そして新しいカリキュラムの実施等を行っ

て生存を図ろうと試みている。

図5は、伝統的なレクリエーションという領域が自

己変革の末に、どのように分化していったかを示した

ものである。基本はレジャーやレクリエーションであ

るが、それを強調すべき領域が公共レクリエーション

のみならず、ビジネスの世界へと広がっているのが特

徴である。

ここで、アメリカの大学における観光・レジャー教

育の動向を 5つにまとめてみたい。まず第一に指摘さ

れるのは、カリキュラムのプログラム志向からビジネ

ス志向への移行という点である。伝統的にレジャー・

レクリエーションのカリキュラムはわが国の体育学と

同じように、指導者を育てるというところに主眼が置

かれてきた。そのため如{可にレジャー・レクリエーショ

ンに関するプログラムを円滑にそして効果的に提供し

ていくかという点が、カリキュラムの中心事項になっ

ていた。ところが、レーガン政権時代に、税金が大幅

にカットされ、それが公共サービスあるいは公共レク

リエーションの財源に深刻な影響を与えた。そうなる

と、予算があるからといって常に安心してプログラム

が提供できる状態ではなくなり、如何に予算を獲得す

るか、あるいは外部からの補助金を引っ張ってくるか、

あるいはマーケティングによって効果的なプログラム

を提供するかというような、マネジメントサイドの問

題が重視されるようになってきた。これが、ビジネス

志向への移行の底流に流れている問題である。そのた

め、カリキュラムの半分ぐらいは経営とかマネジメン

ト、あるいはビジネス関連のカリキュラムで占めらろ

るようになっている。

第二は、ツーリズムとの統合が進むという点で、観

光掌と従来のレジャー・レクリエーション学が結ひ'つ

いた大学も見られる。学部、学科の名称としては、レ

ジャー・レクリエーションとツーリズム・サイエンス

(観光科学)が結びついたものが一般的である。

第三に、マーケティング志向の高まりとレジャーに

関する社会心理学の重視という点が挙げられる。マー

ケティング志向というのは、第一のビジネス志向と非

常に密接な関係がある。マーケティングでは、如何に

消費者のニーズ、に合ったサービスを提供していくか、

という視点が重視されており、消費者の心理あるいは

サービスを利用する人たちの行動といったものを理解

する必要が生まれてくる。そういう意味で、マーケティ

ングやマメジメントの基礎になる社会心理学や行動科

学に関心が高まってきている。

ツーリズム科学

¥ 
レクリエーション

レジャー科学

/--寸ーマ マーケティング

都市計画 !¥  
ホテル・レストラン経営 4 

スポーツ・レクリエーション・
マネジメント

図5 伝統的レクリヱーション教育の自己変革



-39-

表3 レジャー・レクリエーション専攻学生のコース・オプションならびに卒業後の進路

コースの内訳 学生の割合(%)

経営管理 49 

(商業レクリエーション・ツーリズムを含む)

治療レクリエーション 30 

野外レクリエーション 17 

レクリエーション・フ。ログラム 4 

100 

四番目に、カリキュラムの選択の幅が広がってきた

という傾向がある。これまでは公共レクリエーション・

サービスへの人材提供が主になっていたが、出口の幅

(就職口の選択肢)が広がったので、それに応じてカ

リキュラムの選択あるいはコースの選択にも幅が出て

きたのである。

そして最後に、一般教育科目としてのレジャー・レ

クリエーションの増加という問題が挙げられる。今や

日本だけでなく、アメリカにおいても余暇とかレジャー

というのは大きな社会的な問題になっており、一般の

学生に対して如何に有意義に余暇を過ごすか、あるい

はレジャーというものが我々の生活の中でどのような

位置を占めているのか、あるいは正しいレジャーの消

費者になるためにはどのようにすればいいか、といっ

たようなことを一般教養科目として教える大学が増え

る傾向にある。すなわち専門以外でのレジャー・レク

リエーションという科目が必要になってきたのである。

これは、いわゆる大学体育でいう一般教養としての体

育とよく似た役割を持つ科目である。

現在アメリカでは、 150大学 (4年制)がレジャー・

レクリエーションに関するカリキュラムを提供してお

り、専攻学生の数は約2万人とされている。表3はレ

ジャー・レクリエーション専攻学生のコース・オプショ

ンならびに進路を示したものである。ちなみに専攻学

生の17%が25歳以上であり、半数以上 (57%)が女性

である。学生の約半数は経営管理(マネジメント)を

専攻し、公共・民間のレクリエーション関連の仕事に

従事している O

この表からは治療(セラビューティック)レクリエー

ションに対する人気も根強いことがわかる。大学院へ

の進学率は 5%であるが、その平均年齢は2織とわが

国の大学院よりもはるかに高くなっている。

卒業後の進路 割合(%)

公園・レクリエーション(公共部門) 25 

治療レクリエーション 25 

商業レクリエーション及び観光産業 20 

その他のレジャー関連外の一般企業 14 

非営利レクリエーション 10 

大学院への進学 5 

図6には、レジャー・レクリエーション専攻学生の

就職先の一覧が示しである。まず、観光関連企業ある

いは団体としては、例えばリゾート・マネージャーと

か旅行カウンセラ一、外部販売旅行エージェント等、

非常に多種多様な職種がある。この中にはキャンプ場

のマネージャーからクルーズ・ディレクターという具

合に、クルージングを如何にコーディネートするかと

いった職業も含まれる。また、地方・州・連邦政府も

しくは民間企業の例では、例えば海外サーピス、観光

オフィサ一、国立公園で働くプロの自然解説員、博物

館のディレクター、レンジャー、公共機関のディレク

タ一等々、様々な職種が準備されている。日本の場合、

よく似た職種というのはあるが、仕事の内容はそれほ

どレジャーとかレクリエーションを志向しておらず、

どちらかと言えば管理の方に偏重しているものが多い。

これらの職業は、これからの本格的な余暇時代を迎え

るにあたって、潜在的な需要が極めて高い領域ではな

いかと思われる。

5 レジャー産業従事者の特徴

次にレジャー産業従事者の特徴を考えてみたいが、

その特徴としては、女性の割合と10代の若い人の占め

る割合がひじように高いことが指摘される。これは、

レジャー産業に従事する人の多くがパートタイマーで

あるということにもよる。また、混雑する時と暇な時

が極端に違うというような理由もあり、年間を通じて

安定した雇用があるわけではなく、そのためにアルバ

イトを若い人に頼るという部分が多くある。そして、

大学の学位取得者が少ないというのも特徴である。さ

らに職業に対するロイヤリティもそれほど高くなく、

転職率も高くなっている。また、非常に人間関係、が重
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親光関連企業・団体

リゾート・マネジャー (ResortManager) 
旅行カウンセラー (TraveCounsellor) 

外部販売旅行エージェント (OutsideSales Travel Agent) 
旅行代理屈オーナー/マネジャー

(Travel Agency Owner/Manager) 

ツアー・コーディネーター (TourCoordinator) 
ツアー・ディレクター (TourDirector) 

ツアー・オベレーター (TourOperator) 

キャンプ場マネジャー (CampgroundManager) 

マーケティング・ディレクター (MarketingDirector) 

販売主任 (SalesRepresentative) 

クルーズ・ディレクター (CruiseActivities Director) 
ガイド (Guide)

フェスティパル・イベント・ディレクター

(Festival and Event Director) 
会議・ビジター局ディレクター

(Convention and Visitor Bureau Director) 
会議・ミーティング・マネジャー

(Convention and Meeting Manager) 
旅行随筆家 (TravelWriter) 

リサーチ・アナリスト (ResearchAnalyst) 

公園土地使用権所有者 (ParkConessionaire) 

オベレーション監督者 (OperationsSupervisor) 
施設プランナー・デザイナー

(Facilities Planner and Designer) 
テーマ・パーク・マネジャー (ThemePark Manager) 

ユース・キャンプ・ディレクター (YouthCamp Director) 

地方・州・連邦政府もしくは民間企業

海外サービス・観光オフィサー

(Foreign Service Tourism Officer) 
自然解説員(Interpreter)

博物館ディレクター (MuseumDirector) 
レンジャー・ナチュラリスト (Ranger-Naturalist) 

公共機関ディレクター (AgencyDirector) 
資源管理者 (Resource. Manager) 

公園管理責任者 (ParkMaintenance Superintendent) 
ノfブリック・インフォメーション・オフィサー

(Recretion Director) 
博物館・図書館管理者 (Curaωr)

政策アナリスト (PolicyAnalyst) 

野外レクリエーション・スペシャリスト

(Outdoor Recreation Specialist) 
環境プランナー (EnvironmentalPlanner) 
公園レンジャー (ParkRanger) 

公園管理責任者 (ParkSuperintendent) 

公園土地使用許可マネジャー (ConcessionsManager) 

リサーチ・サイエンテイスト (ResearchScientist) 
ノマブリック・インフォメーション・オフィサー

(Public Information Officer) 
ウィルダネス・レンジャー (WildernessRanger) 

動物公園責任者 (ZoologicalPark Superintendent) 
ゲーム公園責任者 (GamePark Manager) 

図6 レジャー・レクリエーション専攻学生の就職先

視され、サービス・マインドやホスピタリティといっ

た哲学や技術が求められるため、カリキュラムの中に

授業あるいは講義として組み込むことが難しいという

問題も存在する。そして、また、 3Kのイメージが強

いことも専門職を育てる上でのひとつの障壁となって

いる。

では、レジャー産業において経営管理の役割を果た

すマネジャーには、どのような特質が求められるので

あろうか?マネジャーの特質は次の 6つにまとめられ

る4)。

①専門的知識

レジャー・レクリエーション・サービスに関する高

度な専門的知識

②人間関係能力

人的集約度の高いレジャー産業において、人間関係

を巧みに操作する能力

@清志決定能力

現場での素早い判断を下すことのできる能力

@粗織の代表者としての役割

ホテルの支配人のように、そのレジャー組織を代表

し、組織の看板となる存在

⑤将来を見通す能力

事業のライブサイクルを見極め、長期的スパンで物

事の動きを把握できる能力

⑥問題解決能力

③と関係するが、流動的なレジャーサービスの現場

にて、次々に生起する問題を瞬時に解決する能力

これらの特質は、レジャーやレクリエーションを提

供するサービス組織の構造的特徴と密接な関係がある。

例えば、レジャーサーピスの組織の多くは命令系統が

単純で、組織の階層化も進んでいる。マネジャーのす

ぐ下にサービス現場で顧客と直接コンタクトする複数

の「ラインスタッフ」がいるのが平均的な組織イメー

ジである。そのため、マネジャーには素早い判断力や

意志決定能力、そしてラインスタッフをまとめ、個々

の人の持てる力を引き出しサービスの生産性を最大化

するための人間関係能力が要となる。

6 まとめ

20"世紀後半になり、レジャー産業は大きな発展をと

げ、それにつれて、高度な知識・技術を持ったプロフェッ



ショナルの養成が課題となった。イギリスではレクリ

エーション・マネジメント、アメリカで出齢トレジャー

産業で働く専門職の人材養成が、大学や大学院におい

て行われるようになった。しかしながら、カリキュラ

ムにおいては「高等教育 (highereducation)Jなの

か「雇用教育 (hireeducation)Jなのかという基本

的な問題が未解決のまま残されている。すなわち、レ

クリエーションの指導方法や、現場のマネジメント技

術の伝授のみを重視した実学教育の場合、これは雇用

のための教育ではないかという批判に結ひ合つくのであ

る。その反対に、科学的な基礎的知識の獲得に偏重し

た高等教育が、現場における即戦力となり得ないのも

また事実である。

このような大学カリキュラムの持つ葛藤は、わが国

のレジャー・レクリエーション教育が抱える問題にそ

のまま直結する。層頭で述べたように、レジャー・レ

クリエーションに対する民間・公共両部門の需要の高

まりにもかかわらず、わが国の大学教育では、それに

対応するカリキュラムの整備は遅々として進んでいな

い。その中で、民間団体が行う「レク・コーディネー

ター」や「余暇生活開発士Jといった資格制度は、レ

クリエーション教育の発展に向けてのひとつのステッ

プとして高く評価することができる。ただし、これら

の資格がプロフェッショナルの認定証(ライセンス)

として、どこまで社会の認知を得ることができるかは
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予測が困難で、ある。できればイギリスのように、大学

教育と民間団体の資格(例えば ILAM資格)叫が連

動し、カリキュラムの中に資格取得コースが組み込ま

れることが理想である。さらにもう一歩踏み込んだ提

言をすれば、大学カリキュラムの中に 4年制の学部教

育と 2年制のプロフェッショナルスクールを組み合わ

せた6年制のレジャー産業やスポーツ産業のコースを

設置し、専門家の養成を自ざすべきであろう。

〔注〕

1)高田・石森は、 21世紀の基幹産業は観光産業であ

ると述べている。 1990年の観光関連収入の総額は、

全世界で2兆7，印O億ドルであり、世界の総生産

の13%にあたると言われている(高田公理・石森

秀三編著「新しい旅のはじまりJPHP、19お年)

2 )余暇開発センター「レジャー白書'94J19伯年、 4

月

3 )前掲書 1)44p 

4)日本レクリエーション協会編「レクリエーション・

マネジメント」大修館、 19倒年

5) 1 L AM  (アイラム)資格とは、イギリスの

iInstitute ofLeisure and Amenity ManagementJ 

が発行する資格で、 IILAM Certificate J と

IILAM DiplomaJの2種類がある。
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レジャー・レクリエーション研究第27号(1994)

<特集:21世紀に向けてのレジャーの価値>

日常的レジャー・レクリエーション環境の課題

下村 彰男市

Problems on Development of Leisure and Recreation Space in Daily Life 

Akio Shimomura 

近年、自由時間の増大や経済力の向上、成熟社会・

情報化社会への移行といった社会動向に伴って、生活

目標などの価値観が変化し、レジャー・レクリエーショ

ンの位置づけや志向も大きく変化してきている。そし

て都市計画やまちづくりの側面でも、こうした変化に

対応した余暇空間形成の在り方が重要な課題となって

きた。本小論では、日常的レジャー・レクリエーショ

ンに関わる近年の様々な変化傾向に触れながら、環境

(空間)整備に関する今後の課題を中心に考察してみ

fこい。

1.日常的レジャー・レクリヱーション活

動の変化傾向

まず、日常的レジャー・レクリエーションの活動面

での変化について考察する。今日、余暇社会や遊戯化

社会と呼ばれるように、日常生活におけるレジャー・

レクリエーション活動の位置づけが大きく向上し、そ

れに伴いレジャーやレクリエーションの質もまた変化

してきている。その変化の方向は様々に指摘できるが、

本報では「日常化」という観点から論じてみたい。つ

まり従来は「非日常」として位置づけられてきたレジャー

やレクリエーションが、全般的に「日常化」の傾向に

あり、楽しむこと遊ぶことは特殊な時間ではなく、日

常生活における活動の延長という認識が強まってきて

いる。楽しむことも生活の一環となってきたと言えよう。

こうした傾向について、近年、特にクローズアップ

されているレジャーやレクリエーションの活動に触れ

ながら、①空間志向、②自己実現型、告瀧合化の 3点

を指摘しておきたい。これらは全て独立した 3方向を

指しているのではなく、むしろ一つの流れの 3つの側

面を示していると考えられる。また、これらは著者の

専門(造園分野)上、活動が展開されるフィールドと

の関わりという面から特にクローズアップされる点で

あることもお断りしておく。

①空間志向(←施設)

近年、ガイドマップを片手に「街歩き」を楽しむ

人々の姿を目にすることが多い。熟年女性のグルー

プや年配の夫婦連れ、家族連れなどが、下町などを

中心に歴史を感じさせる街を散策している姿である。

時にはカメラを手にしている姿を見かけることもあ

る。いずれにせよ活動者は比較的、高齢の方々が多

く、ゆっくりと街の風情や老舗での飲食などを楽し

みながら散策している。こうした「街歩き」が行わ

れる(多くの人々が街歩きを楽しむ)場は、何も特

殊な場所ではなく人々の普通の生活の場である。し

かしながら、単に生活の場であれば何でもよいとい

うものではなく、人々の営みの歴史を感じさせたり、

生き生きとした生活を感じさせるような情緒、情感

に満ちた空間である。人々の日々の営みが屋外の街

の表情ににじみ出てきている場と言えよう(写真1)。

一方、自然志向の高まりが指摘される中、「自然

*東京大学農学部 (Facultyof Agricuituve， The University of Tokyo) 
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下町などでは街の表情を楽しみながら散策す
る人々を見かける

とふれ合う活動」もクローズアップされ、ふれあい

の森や自然観察の森が都市周辺の各地に整備されて

きている。都市内から自然がますます失われていく

中で、見虫をはじめとする小動物、樹々や草花など、

多様な自然とのふれ合いを促し、生活をより豊かで

潤いのあるものにしたいという欲求の表われと考え

られる。このふれ合い活動の場合も、活動の場とし

て、必ずしも優れた美しい自然環境が求められてい

るわけではない。小動物が多様に生息し、植物が四

季折々に様々な表情を見せる環境であれば、日頃見

慣れた身近な自然でも一向に構わない。

つまり街歩きや自然とのふれ合い活動に共通する

のは、活動の場として、取り立てて優れた環境や施

設を必要としないという点である。むしろ、ごく普

通の身近な環境において、自然や人々の生活が見せ

る、様々な営みの表情を楽しもうとする姿勢の方が

重要であるO こうした傾向の背景には、自然や歴史

といった地域に関しての知識、情報を得たり、地域

づくりに参画するなど、地域と深く関わっていこう

とする考え方が指摘できょう。したがって「環境」

は対象化して捉えられるのではなく、自己がその内

部において活動し、様々な情報(意味)を読み取っ

たり、形成に参加したりしながら、相互に対話を繰

り返す「空間」として捉えられていると言える。

産業化社会が支えてきた「近代Jという時代にお

いては、人々は公園や遊園地など、遊ぶあるいは楽

しむという機能に限定し、その機能を極限にまで高

めて特化した「施設」としての場において楽しんで

きた。遊びゃレクリエーション活動のための単機能
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の場が整備されてきたのである。しかしながら近年

の動きのように、土地の自然や歴史など、場の意味

性をじっくり楽しむようになってくると、機能を限

定した空間では人々の要望に応えることが難しくなっ

てきている。むしろ自然が豊かで、自然の醸し出す

様々な表情を楽しむことができたり、人々の営み

(と場との関わり)によって付加された表情を味わ

える空間こそが求められている。そのためには、む

しろ計画的に機能を限定し、特化して研ぎ澄ました

空間よりも、人々が日頃から何気なく関わり、歴史

を経てきた空間の方が好ましいことは容易に推測さ

れる。そして空間の仕掛けを工夫することよりも、

空聞が内包する様々な情報をいかに読み取り、楽し

んでいくのかというソフト面の充実が必要となって

くるのである。

②自己実現型(←刺激享受)

またレジャーやレクリエーションの目的に関する

側面として、自己実現、自己開発といった点をクロー

ズアップすることができる。環境からの非日常的な

刺激を受動的に享受するのではなく、能動的に環境

に働きかける活動を通して、新たな(理想の)自己、

日頃とは異なる自己を発見・実現することに楽しみ

を見い出そうとする姿勢が重視されつつある。した

がってコミュニティ・スクールに通ったり、美術館

や博物館などを訪れることをはじめ、コンサートや

演劇を観賞することなど、文化性、学習性か重要な

要素となっている。またカヌーやMTB、ウインド

サーフィンなど、所謂、アウトドアスポーツを手軽

に楽しむ人々が増えていることや、オートキャンプ

が大きな関心を集めていることも、この傾向の表わ

れのーっと考えることができる。

これらの活動は手軽にアフターファイブや週末に

行えるものであり、これらへの傾斜は日常生活自体

に変化を与え、生活をより豊かに楽しくしようとす

る動きと考えることができる(写真 2)。従来は、

ルーティン化した単調な日常生活に、「年」サイク

ルで非日常性を挿入するために旅行やイベントを楽

しんでいたが、近年では「週」や「日」サイクルで

の生活の変化を楽しむようになってきたわけである。

非日常と日常との境界が徐々に暖昧になってきてお

り、「異日常」の演出を自らが楽しむようになって

きたとも言える。つまり自己発見や自己開発型の活
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写真2:飯能河原
日常生活の手軽な変化づけとしてデイキャン
プを楽しむ人も増えている

動とは日常生活のデザインであると換言することも

できょう。より日常に近い部分で変化を演出するた

めに、自己の能力や可能性を高めていくこと、自己

の異なる側面を見い出していくことが必要になって

くるわけである。

一種のブームとも言えるオートキャンプは、この

傾向を端的に示す活動と言える。基本的には食べて

寝るという当たり前の生活が中心のオートキャンプ

が、多くの人々に楽しまれれようになってきた原因

には、経済性、自然志向、もちろんファッション的

な要素もあろうが、都市における日頃の生活とは全

くパターンの異なる生活をデザインしなければなら

ない点が受けているという側面が大きいのではない

か。

そしてこれらの活動が展開される空間は、自己実

現型活動のための「舞台」として整備することが求

められる。自己を開発、発見する活動では、主役は

あくまで活動する自分自身であり、その環境は主役

が伸び伸びと活動するための舞台に過ぎない。した

がって環境自体が大きく刺激的である必要はない。

この舞台としてのレジャー・レクリエーション環境

づくりに関して、ここで詳細に論じる紙面の余裕は

ないが、筆者は日常生、活からの気持ちの切り替えや、

メッセージを記号として内包した空間性などが重要

であると考えている。これらの点は近年の遊園地の

一つの展開として生まれてきたテーマパークを考え

ると理解される。機械による体感的な刺激を与える

装置として進展してきた遊園地が、より「空間J的、

より意味的な場として新たな方向性を目指して、社

会に歓迎されつつあるのがテーマパークである。あ

るテーマに沿って意味性の強い「空間」が形成され

ることにより、そこに身を置く人々は、その舞台に

自己を投影しつつ幾つかの役を演じるわけである。

③複合化(←単一)

また、都市部における典型的な楽しみ方として、

都市的な「賑わいJの空間での消費行動がある。近

年、様々な雑誌などで、繁華街を中心とするガイド

マップや飲食店・装飾屈などの紹介料撲されたり、

連載されたりしている。経済的に豊かになり、都市

基盤も整ってきたわが国において、繁華街をひやか

したり、ショッピングを楽しむことは、今後も主要

な都市レジャー、都市レクリエーション活動の一つ

になっていくに違いない。

こうした流れの中で、都市部で活発に進められて

いる再開発の中に、商業空間の整備が組み込まれる

ケースが多くなってきた。特に近年、ウォーターフ

ロントにおける再開発がクローズアップされるが、

それらの多くでは、水辺に近い低層部に商業施設を

組み込み、飲食・歓談のための広場や文化施設など

が合わせて整備されている。水際という自然をベー

スに、多様な機能を組み込んだ複合的空聞が形成さ

れており、人々の様々な営みと都市の自然とが酒落

た賑わいの空間をっくり出し、極めて都市的な楽し

みを提供している(写真3)。

こうした複合的商業空間が次々と整備される背景

には、レジャーやレクリエーション活動自体の複合

化の傾向が指摘できる。機能分化することで質を高

めてきた個々のレクリエーション活動も、飲食や歓

写真3:神戸ハーパーランド
ウォーターフロントの複合開発による都市的
賑わいの空間づくり



談といったベーシックな活動を付加し、再び複合的

に楽しむようになってきたと言えるのではないか。

例えば、美術館へ行くにしても、単に絵画を見るこ

とだけでなく、飲食や買い物、街歩きなどの付帯的

な活動をも含んだトータルな時間を楽しむようになっ

てきている。個々の「活動をする」こと自体ではな

く、主体とする活動を中心として過ごす「時間」の

豊かさを楽しむわけである。正に時間消費型のレジャー

.レクリエーション活動へと移行していると言える。

商業空間やレジャー・レクリエーション空間の複合

化傾向は、こうした楽しみ方の変化に対応したもの

であり、活動の複合的展開を引き出す空間面での仕

掛けとしても位置づけることができる。

先述のウォーターフロントという立地も、陸地と

海とが接する地形の変曲点であり、非常に多様な表

情を有した立地である。そこでは都市における伸び

やかな眺望を確保で、きると同時に、水陸の異なる土

地利用から生ずる様々な営みを見ることができる。

このことは近世において、台地端や水際など地形の

変曲点には、庶民の遊楽地であった「名所」が数多

く立地していたことからも理解される。したがって、

産業面での立地に対する要求が変化してきた今日、

ウォーターフロントにおいてレクリエーションを一

つの柱とした再開発が盛んに行われることも、故の

無いことではない。このようにレクリエーション・

ポテンシャルの高い立地と、海(水)の「自然」お

よび「都市」の賑わいの両者を融合した空間整備と

が合わさって、多様な表情を有した空間を形成し、

引いてはそのことがレジャー・レクリエーション活

動をより複合的なものにする契機となっていると考

えられる。今後の、レジャー・レクリエーション空

間には、ますます複合的な仕掛けが求められるよう

になると言えよう。

以上、取り上げてきたレジャー・レクリエーショ

ン活動の変化は、近年、目立つようになってきた傾

向を取り上げたものであり、全てがこの方向に変化

しているわけではなし、。施設的なレクリエーション

空間にも新たな工夫が加えられ、個々の活動もより

刺激的なものとなっているし、全てのレクリエーショ

ン活動が自己開発型では肩がこってしまう。前時期

の楽しみ方を残しつつ新たな楽しみ方が加えられて

おり、最も無難に変化を表現するとすれば、全体と
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して選択肢の多様化という方向に動いていると言え

よう。しかしながら、新たな時代の価値感を背景に

加えられた楽しみ方へと徐々に比重を移していくと

いうことは言えるのではないか。

2.都市空間全体の「遊」化傾向

前項で述べたように、日々の生活におけるレジャー・

レクリエーション活動の比重や重要性の高まりに伴い、

都市計画、土地利用計画の慣I眉においても、レジャー・

レクリエーション活動のための空間、そして遊びゃ豊

かな時間消費の要素を付加した都市空間が強く求めら

れるようになってきた。従来の都市計画は、「職」ゃ

「住」の問題に偏りがちであったが、「遊」の問題を大

きく位置づけざるをえなくなってきたと言えよう。余

暇の問題を正面から捉え、レジャー・レクリエーショ

ンの観宗からの都市構成のあり方や、より魅力的な個々

のレジャー・レクリエーション空間(施設)の形態、

都市経営や都市形成上でのレジャー・レクリエーショ

ンの戦略的位置づけなどについて議論を深めていく必

要がある。「職Jr住Jr遊」の都市づくりの考え方へ

とシフトさせてゆくべき時期に来ていると言ってよい。

例えば、神戸市は「アーバンリゾート都市」を掲げ

ているし、町田市は「自由時間都市」を標携して、今

後の都市づくりの目標としている。この他にも、レジャー

やレクリエーションの問題を大きな課題として、全面

的に取り上げる自治体が増加してきている。都市公園

に大きな役割を担わせることで済ませてきたレジャー・

レクリエーションの問題を、遊園地や文化施設、商業

施設などとの連携や、「職」などの機能的な空間への

「遊」要素の付加など、都市や町全体での空間配置や

目標像といった形で計画に組み込まれるようになって

きた。都市全体が「遊化」の傾向にあると言えよう。

そして都市計画やまちづくりにおけるレジャーやレ

クリエーションの問題には二つの側面が含まれている。

一つは増大する自由時間を豊かに過ごすための空間や

場を量的にも質的にも確保するという観点であり、も

う一点は職や住などをも含む都市活動全体の中に遊び

の要素や文化的活性化を図るための情報が付加された

空間を確保するという観点である。「遊」の言葉には

「あそび」と「ゆとり」の 2面のニュアンスがあり、

それぞれが上記の2仮|圃を表していると言える。レジャー
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-レクリエーションの問題は以前から両者の観点を包

含しつつ様々に論じられ、断片的には試みられてきた。

しかし、都市全体の計画の中で明確に位置づけられ、

系統的に展開されてきたわけではない。両者を明確に

分離することは難しく、この点が都市計画における

「職・住・遊」のパラダイムの必要性が指摘される由

縁である。

前者のレジャーやレクリエーション活動のための目

的的空間の整備・配置に関しては、神戸の「アーバン

リゾート都市」においても検討されているように、公

園をはじめ、遊園地やホテル、商業施設、スポーッ施

設など、レジャーやレクリエーション的要素を有した

都市の諸施設について、a:複合化、大規模化などによ

り、より高次なレジャー・レクリエーション空間を形

成していくこと、@線道や散策路など線的な要素によ

り諸施設相Eの連携を図り、都市全域でのネットワー

クを形成すること、が重要な課題であると考える(表-

1 )。

また、後者の問題に関しでも、近年、様々な取り組

みが試みられて来ている。オフィス空間においては、

機能的な「職」の空間とグリーンインテリアや飲食空

間、広場的空間との取り合わせが模索されているし

(写真4)、工場に関しでも、働く人々のゆとりの空間

として、また、地域の人々や消費者にアビールするた

めの空間として、レジャーやレクリエーションのため

表-1 アーバンリゾートの分類

レジャー系 遊園地 →テーマパーク

宿泊系 ホテル →リゾートホテル

単一専門白、複合

買物系 百貨庖 →ショッピングセン

ター

スポーツ系 公共施設 →大規模レジャー化

文化 系 車敵国・水線官・ →大規模余暇施設化
美術館

船 舶系 ヨット →クルーザ、客船

観光 系
文化財・ レジャー系施設の

自然景観 →付設

自然系 海・山 →施設複合型

楽慎系 歓楽施設 →多機能複合化

(資)神戸都市問題研究所・アーバンリゾート研究会
I~アーバンリゾート都市・神戸』の整備政策課

題に関する研究」都市政策、第64号、 1991

写真4:芝浦シーパンスビル
オフィス空間にも憩いや遊びの空聞が組み込
まれるようになってきた

の空間が積極的に位置づけられている。特に工場に関

しでは、通産省の指導の下に新たな工場環境像(ニュー

ファクトリー)が検討され、様々な試みが行われてい

る。工場の緑地空間やスポーツ施設などを充実させ、

「職」の空間にゆとりや楽しさを付加すると伺時に、

それらを周辺地域に開放して、地域との連携を高めよ

うというものである。この他、飲食関連の製造業など

では、工場見学コースを組み込んだ大規模なレストラ

ンやテーマパークを整備、計画する例も出てきている。

こうした事例は、生産施設であることを魅力のーっと

したレジャー・レクリエーション施設と言うべきかも

しれない。近代の屋台骨として産業化社会を支えてき

た工場の空間も、時代の変革期を迎え、大きな変化を

余儀なくされていると言えよう。

その他、都市全体が遊化していく中で、街づくり自

体を楽しもうとする動きすら出てきている。近年、

「まちづくりゲーム(デザイン・ゲーム)Jが話題を集

めている。これは従来から行われているまちづくりな

ど空間の計画・設計に関わるワークショップを、ゲー

ム感覚を取り入れることにより、より洗練された方式

にまで高めたものである。また「コミュニティ・レク

リエーションjのように、コミュニティ形式を促進す

る方策として、レクリエーション活動を用い、楽しみ

ながらまちづくりに貢献しようとする活動も活発に行

われるようになってきた。都市全体あるいは都市計画

全般にレジャーやレクリエーションの問題が不可欠に

なってきていると言える。



3.公園整備のあり方の再検討

最後に明治以降、都市(計画)における日常的なレ

クリエーション活動の場として、大きな役割を担って

きた都市公園に触れておきたい。その都市公園も制度

や形態に関しての問題煮、限界が指摘されるようになっ

てきた。都市公園は近代都市を形成(構成)する施設

であり、ある意味で、きわめて近代を象徴する空間の

ーっと言える。明治、大正、昭和と徐々にその姿を変

えつつ現代に至っているが、「近代」が終駕を迎えつ

つある今日、大きな変革期を迎えていると言えよう。

そして、この変革の動きには、都市公園自体の変化と、

都市公園という空間(形式)にとらわれないレクリエー

ションのための空間の整備・検討と、二通りの方向が

ある。

①都市公園自体の変化

現代の都市公園は、日常生活において十分身近で

あるとは言い難くなってきた。子供が小さい頃こそ

近所の小公園を利用する機会があるものの、家族の

年齢構成が高くなってくると、公園から足が遠のく

のが一般的である。つまり都市公園は現代人の日常

の生活様式からかけ離れた空間となってしまってお

り、都市におけるレクリエーション活動の大きな部

写真5 杉並ミミのオアシス
聴覚で自然を感じる仕掛けが施された公園

47 

分を担うことは難しくなっている。こうした状況を

背景に都市公園制度も余儀なくされてきているし、

新しい時代の生活様式や価値観に対応した都市公園

の在り方が様々に試みられるようになってきた。住

民の余暇生活の質の向上に資することこそが最も重

要な課題、目標であり、住民が本当に求める公園と

は何かが模索されている。

施設化を極力抑え「原っぱ」を提供することで、

住民の自由でかっ創造的なレクリエーション利用を

期待することや、住民の利用や整備、運営への参加

に配慮した新しい都市公園の形態やシステム等も検

討されている O また飲食施設や宿泊施設を付帯的に

整備し利用の複合化を図ること、都市における自然

の様々な表情に対する認識を高める仕掛けを組み込

む工夫(写真5)等も積極的に行われている。その

他、レクリエーション・リーダ一等との協力の問題

や、ソフト・プログラムの展開し易い空間のあり方、

等に関しでも議論されている。「パークス・アンド・

レクリエーション」の言葉で象徴されるように、本

来、公園の空間的側面と活動(利用)の側面とは一

体的であるはずである。しかしながら各々の側面が

洗練され発展していく過程で、両者は別々に展開し

てきた。それがここへ来て、公園を本当に楽しみ、

フルに活用するためには、両者が再び一体化するこ

とが求められていると言える。現代の人々が求める

公園利用を十分に検討し、その要望に応えることの

できる公園空間への移行が求められている。

②都市公園以外の公園的空間

また一方、都市公園という制度や空間にこだわら

ず、河川、谷戸、都市農地など公園的な空間におけ

る「自然」との触れ合いや、コミュニティの交流に

関しでも、積極的に検討がすすめられている。都市

近郊エリアで整備されてきている市民の森、自然観

察の森、ふれあいの里等々がこれを代表する動きで

ある O レジャーやレクリエーション活動は大きく多

様化してきており、都市公園という制度や立地の範

囲で応え得るものは限定されている。そこで前項で

述べたとおり、遊園地や文化施設、商業施設などと

連携したレジャー・レクリエーション空間のネット

ワークを形成することや、都市公園を拠点として、

河川や並木、崖線、田畑などを結んだ自然とのふれ

合いのネットワークを形成するなど、都市公園以外
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写真6:横浜市和泉川
河川や丘陵地を活用した公園的空聞が増えて
いる

の空間と連携(役割分担)を図ることで、都市全体

として楽しく豊かなまちづくりが進められている。

特に、自然志向が高まる中、巧まない空間である

都市近郊部の丘陵地や田畑などの、自然と楽しむ空

間としての役割が高まってきている(写真6)。

遊園地の絶叫マシーンに代表されるように、遊びゃ

レクリエーションは近代技術が次々と生み出す様々

な装置に支えられて進展してきた。しかしながら、

ここへ来て、よりプリミティブな方向への回帰が模

索されている。その最たるものが自然とのふれ合い

活動であろう。わが国における四季折々の多彩な自

然とのふれあいは、長い歴史の中でレジャーやレク

リエーションをはじめ生活の様々な側面で豊かさを

演出してきた。都市施設として装置化され、機能が

限定された都市公園では十分に満たされないという

認識が、都市内および都市近郊の自然地への期待を

高めていると考えられる。単に「みどり」として保

全することだけでなく、日常生活を演出する要素と

しての「ふれ合い」の観点から、公園や緑地、河川

などをはじめとする都市自然の配置について検討・

再編していく必要がある。

* 
以上に述べてきたように、近年、レジャー・レクリ

エーション活動自体が変質してきており、本当に楽し

く豊かな生活や空間とはいかなるものかが模索され、

都市全体が快適空間として形成される方向で動いてい

る。こうした流れの中で考えていかねばならない今後

の重要課題として、「遊び」をいかにサポートするべ

きかという点があげられる。く「遊び」は、本来、創

造的であるはずであり、原っぱや森など多様性に富ん

だ生の空間を提供しさえすればよい〉という考え方と、

く「遊び」を知らない現代の子供達に対しては、遊び

の「きっかけ」を提供するなど、誘導の仕組みが必要

である〉という考え方とがある。現代の時代状況にお

いて、どこまで「遊び」という問題に(外部から、意

図的に)関与するのか、今後の大きな課題と言えよう。
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第 21回学会大会報告

第21西日本レクリエーション学会大会は、平成3年11月9日(土)、 10日(日)の両日にわたり、名古屋市

栄区の朝日会館にて開催されました。大会テーマとして「人生田年時代のレジャー・レクリエーション」を

掲げ、初日 9日には「現代レジャー・レクリエーションの直面する課題」について議論したシンポジウム、

そして翌10日には話題の研究発表と、積極的な参加者に支えられて全てのスケジュールを終了いたしました。

シンポジウム、研究発表の演題および演者は以下のとおりです。

。大会テーマ

「人生80年時代のレジャー・レクリエーション」

。シンポジウム

「現代レジャー・レクリエーションの直面する課題」

1.村おこし、町おこし

山崎 充氏・静岡県立大学教授

2. リゾート開発

辻 醇氏:(株)名鉄総合企画取締役

下村彰男氏:東京大学農学部助手

3.福祉・教育

大田弘子氏:生命保険文化センター・研究員
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研
rm 
.:n. 発

=A 会場=

A-1 I我が国古典文学に見る、余暇・生活文化H 能力の評価」

-~源氏物語』を中心に~

表

0米村恵子(財・余暇開発センター)

A-2 I社会体育専攻学生の友人関係における話題と契機についての調査研究」

~とくにその生きがい感とのかかわりから~

A-3 I現代女子大生のスポーツ意識の動向

~大学閣の比較~

A-4 I女性の余暇活動に影響を及ぼす要因に関する研究(l)J 

~妻の余暇活動に対する夫婦の意識調査から~

A-5 I女性の余暇活動に影響を及ぼす要因に関する研究 (2)J 

~妻の余暇活動参加パターンの分析から~

0蔦田倫子(余暇問題研究所)

0松浦三代子(東京女子体育大学)

0野村一路(臼本体青大学)

0三宅基子(財・日本レクリエーション協会)

A-6 I余暇行動の実態に関する日・韓比較研究」

~経済的発展と内在・外在的要因との関わりから~

A-7 Iレクリエーション運動の展開に関する一考察」

~個に視点をあてたプログラムの試み~

A-8 Iレクリエーション運動の展開に関する一考察」

O安 光鉱(中京大学大学院)

0宮下桂治(順天堂大学)

~個に視点をあてた余暇情報提供システムの開発について~

A-9 Iレクリエーション運動の展開に関する一考察」

~市民の意識変化に対応した実践例から~

A-lQ I公共体育館の利用とその誘因に関する研究(I)J 

~利用者の居住分布との関係~

A-ll I公共体育館の利用とその誘因に関する研究 (ll)J

~利用者の活動内容と施設満足度との関係~

A-12 Iスポーッ施設のプログラム評価に関する研究」

~特にフ。ログラム・ライフサイクル分析について~

0戸回安信(船橋市自遊人協会)

0木村博人(東京水産大学非常勤講師)

0田原淳子(中京大学)

0佐藤 馨(中京大学大学院)

0原因 尚幸(対反体育大学特別研究生)



A-13 Iスポーツイベントへの評価に関する比較研究」

~ホノルルマラソン vs指宿菜の花マラソン~

A-14 Iトライアスロン参加者の満足要因の分析」
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0野川春夫(鹿屋体育大学)

0太田 繁(聖徳大学短期大学部)

A-15 I日常的ライフスタイル因子とバケーション・ライフスタイル」

0北村尚浩(鹿屋体育大学大学院)

A-16 I幼少年期のレジャー行動と青年期のチャンピオンスポーツ志向」

= B 会 場=

B-1 I商業スポーツクラブ指導者の職務満足に関する研究」

~二要因理論を適用して~

0田辺英夫(日本大学)

0岳藤史泰(大阪YMCA社会体育専門学校)

B-2 Iレクリエーション上級指導者に関する研究(I)J 

~指導者の活動実態について~

B-3 Iレクリエーション上級指導者に関する研究 OOJ

~指導及び資格に対する意識を中心に~

0永松 島樹(中京大学大学院)

O{1中野隆士(中京大学)

B-4 I社会福祉分野における uレクリエーション指導μ 概念の変遷と展望」

~主として高齢者福祉分野を中心として~

0千葉和夫(日本社会事業大学)

B-5 I障害児キャンプ指導者のボランティア活動の継続に関する研究」

~ボランティア活動に対する価値意識と役割意識について~

B-6 I重度障害者を対象としたかかわり方に関する一考察」

~重症心身障害者の余暇生活支援を促進する~

B-7 Iブラインドスキー参加者の意識」

~アンケート調査の結果から~

0綿 祐二(東京都立大学)

0茅野宏明(武庫川女子大学)

0渡辺文治(神奈川県総合リハビリテーションセンター)

B-8 I熟年者の余暇活動に関する研究」

0藤本淳也(大阪体育大学スポーツ産業特別講座)

B-9 I高齢者のスポーツに関する調査研究」

~グラウンド・ゴルフ愛好者を対象として~

0佐橋由美(樟蔭女子短期大学)
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B-lO r高齢者のスポーツイベント参加における意識と行動」

0山口泰雄(神戸大学)

B-11 rキャンプに対する高齢参加者の意識 (2)J 

~事前事後における不安の変化を中心として~

0中島一郎(国際武道大学)

B -12 rキャンプと健康(第2報)J

~キャンプにおける高齢者の加速度脈波および血圧の変化~

O}ll村協平(山梨大学教育学部)

B -13 rダンス・パーティ中の心拍反応について」

0竹内正雄(星薬科大学)

B-14 rレクリエーションダンスにおける attractiveな動きの研究

~上肢について~

0井上九美(樟蔭女子短期大学)

B-15 r環境教育の視点を持つ野外レクリエーションプログラムの開発に関する研究IIJ

~環境教育のフ。ログラム・ネイチャーゲームの分析~

0大島順子(日本体育大学)

B-16 r都市近郊の歩く道、京都トレールがの思考と設定方法」

0塚本珪ー(大阪薫英女子短期大学)

B-17 r関東地方におけるゴルフコースの立地特性について」

0油井正昭(千葉大学園芸学部)
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学会大会報告第 22回

第22回日本レジャー・レクリエーション学会大会は、平成4年11月7日(土)、 8日(日)の両日にわたり、

立教大学を会場にして開催されました。

「レジャー・レクリエーションと環境Jを大会テーマとして、初日 9日には文教大学教授青木利夫先生に

よる基調講演に始まり、 2題に分けたシンポジウム、そして翌10日には24題の研究発表と、積極的な参加者

に支えられて全てのスケジュールを終了いたしました。

シンポジウム、研究発表の演題および演者は以下のとおりです。

大会テーマ

「レジャー・レクリエーションと環境」

統括・記念講演

「新・日本人の余暇」

青 木 利

シンポジウム

【第 1シンポジウム】

テーマ「レジャー・レクリエーションにとって望ましい社会環境を探る」

氏:文教大学教授夫

口

口

口

川上

嵯峨

佐々木

林

司会

松田義

【第2シンポジウム】

テーマ「地球・自然環境との調和あるレジャー・レクリエーションのあり方を探る」

明治学院大学助教授

余暇開発センター研究員

トヨタ自動車側事業開発部部長

日本体育施設運営側会長

氏

氏

氏

氏

久

寿

享

和

パネリスト

筑波大学・多摩大学客員教授氏幸

裕

筑波大学大学院環境科学研究科教授

(掬プレック研究所専務取締役

建設省国営昭和記念公園工事事務所長

千葉大学園芸学部助教授

氏

氏

氏

氏

翠

夫

佳一一不

忠

東京農業大学教授

東京大学農学部助手

氏

氏

BB 

信

男

東京農業大学教授

側プレック研究所専務取締役

氏

氏

五十八

江

ノfネリスト

土

井

コメンテイター

永嶋

下村

総括

進士

司会

杉尾

賀

回

糸

西

井

油

正

正

彰

実日
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A-l 

A-2 

A-3 

A-4 

A-5 

A-6 

A-7 

A-8 

A-9 

A-lO 

A-ll 

A-12 

B-l 

B-2 

B-3 

B-4 

研
回h

.::n. 発

= A 会場=

表

「、レクリエーション指導M からみた高齢者福祉サービスの考察」

(日本社会事業大学)千葉和夫

「中高年労働者における定年退職後の余暇活動に関する研究」

(大阪体育大学大学院)松永敬子

「高齢者のキャリアと余暇観・労働観に関する研究」

(東京都立大学)綿 祐二

「視覚障害者のレクリエーションとボランティアの役割」

(神奈川県総合リハビリテーションセンター)渡辺文治

「ネイチャーゲームの普及と指導者養成に関する一考察

(ネイチャーゲーム研究所)降旗信一

IS社の野外生活カウンセラー養成報告」

(大阪薫英女子短期大学)塚本珪ー

「子どもスキースクール参加者の期待と満足について」

(武蔵丘短期大学)浦田憲二

「学校週5日制の余暇論的考察」

(鹿児島大学)山本清洋

「女性市民のスポーツ活動の実施頻度別活動状況とニーズに関する研究」

(中京大学大学院)佐藤 馨

「ライフコースの視点から見たスポーッ活動参加パターンに関する研究J

(大阪体育大学)藤本淳也

「体力と生き甲斐の関連性検証の試み」

(余暇問題研究所)橋本和秀

「レジャー行動からみた身体活動量に関する研究」

一高校生の場合 (淑徳、短期大学)西田俊夫

= B 会場=

「女子大学におけるレジャー教育の問題と今後への期待」

一短大卒業生からみたー (武蔵野短期大学)荒井啓子

「草野球参加に及ぼす高校野球の影響」

(中京大学大学院)横井康博

「台湾における早期レクリエーションに関する研究」

一台南市での農間運動を事例にー (中京大学大学院)薬 守浦

「スポーツとしてのゴルフに関する一考察」

ーニュージーランドのゴルフを事例としてー (日本福祉大学)山本英毅



B-5 Iニュースポーツ愛好者のスポーツ意識と活動参加意欲について」

B-6 Iスポーツクラブ・ユーザーの消費者行動研究」

一性差と婚姻別にみた消費者選好について

B-7 I、まちづくり M としてのスポーツ戦略の検討」

一、船橋市スポーツ健康都市宣言"による活動を事例としてー
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(樟蔭女子短期大学)佐橋 由美

(中京大学大学院)二宮浩彰

(船橋市自遊人協会)戸田安信

B-8 I地域と学校のネットワーク化をめざしたスポーツ活動の実践的戦略」

ーフライング・ディスク・ゴルフの展開を事例として

B-9 I長期移動型キャンプの効果に関する一考察j

。頃天堂大学)宮下桂治

、房総フロンティアアドベンチャー '92イン山武μ の事例から一

(順天堂大学嘱託)木村博人

B-l0 「水戸階楽園の開園目的について」

(東京農業大学)永嶋正信

B-ll 「新潟県燕温泉の発展過程に関する研究」

(千葉大学)油井正昭

B-12 「遊園地に関する研究J

一特に遊園地の選択条件についてー (大阪体育大学大学院)上林利広
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平成4年度、 5年度、月例研究会報告

【平成4年度月例研究会報告】

テーマ iPLAYからとらえた表現世界」

日時:1992:年4月4日(土)3時-5時

場所:日本大学文理学部

PLAY論、文化人類学、民俗学、記号論を背景に置き

ながら、現代の日本人の関心をあつめているスポーツ、

ダンス、風景建築、フォークロア、音楽などの意味、

深層を探り、これからのレジャーのあり方を模索した。

話題を提供して下さった 4名の先生方を中心に和やか

な雰囲気の中で、熱心な討論がおこなわれた。

話題提供1.r風景建築の立場から」杉尾邦江氏

①プレイ・レジャー・レクリエーションの新たな価値

概念を求めて

人聞の存在というビジョンが求められる現在、プレ

イ・レジャー・レクリエーションの新たな概念の構築

と共に、レジャー・レクリエーションの概念変化が求

められることは明らかである。

則ち、我々人聞は未来に対しての態度を変化させね

ばならないという命題から今逃れることは出来ないと

考える。

このことは人類の生存のためには持続可能な生態的

ビジョンをもつことが必要なのである O

人類が生存のために地球規模での環境保全と自然保

護を行う理由としては、経済的又は、生態的理由を遥

かに越えて道穂的、美的理由、つまり人間の尊厳とし

ての基本的理由が存在する。カリフォルニアの動物学

者ヤン・マクミランは、コンドルを救う闘いについて

、、コンドルを救う真の重要性は救うという気持ちにさ

せる人間的属性を働かせ、発達させることが必要であ

るO こうした属性こそが人聞の生存のために不可欠で

あるH としている。

このように、人間の基本的な属性を回復し、認識す

ることが求められるとき、これからのレジャー・レク

リエーションといったあそびの概念に地球、環境、生

態的及び持続性といった価値概念を導入した新しい概

念を究明することが望まれる。

これまでの遊び、レジャー・レクリエーションの古

典的な概念研究は、遊びの現象を類型化しているにと

どまっている。

我々が如何に生きるかということを考慮されなけれ

ばならないことは、則ち、我々は如何に遊ぶか?とい

うことでもあり如何に人間が環境と共存して生きるか

ということでもある。

現代人は肉体と精神の機能の多くにとって不可欠な

自然の刺激を奪われており、文人聞の基本的な自我の

最も深層からも疎外されていると考えられる。

今後労働時間の短縮、寿命の長命化は、移しい時間

が無為な娯楽のために消費される可能性も高L、。

一方、遊びは仕事化する危険もある。人聞は遊んで

いるときに文化が定義する意味で人間的であるという

考え方は、遊びの質、そのものが重要であるというこ

とを示している。

「遊びを妨げたり、操作することは遊びの『自由』

という本質的特権を破壊することになるという考えは、

遊びとは、本質的に計画されたり制御されたりするも

のでない」とすること、これは古典的な考え方になる

であろう。

現代の遊びには計画や制御が必要である。このこと

がない限り、我々は人類の堕落した文化、生き方、遊

びを人類生存維持という究極の目的とする高みに引き

上げることは出来ない。

悩める余暇階級の人達に何らかの手を差し伸べる必

要がある。それは、動機づけであり、技術の補助的な

サポート、つまり教育、つまり遊びのコントロールが

求められるのである。遊びとは本来、無統制の非生産

的行動ととらえられていたが、ある統制が必要となる

のである。

、、近代的遊びの定義として"

m遊びとは覚醒水準を最適状態に向けて高めようと

する欲求によって動機づけられる行動であるM とされ

ているが、更に潔墳との共存、調和、則ち最適環境の

維持と保全、創造という制限的な概念導入が必要と考

える。



これまでの、あそびグの研究は、多くは西洋のあそ

びが取り扱われてきた。ここで注目されるのは日本的

あそびの研究の必要性であり、日本的発想の導入が不

可欠であることに気づくのである。西洋的発想、と日本

的発想の明らかな差異を考察すると、「自然を征服す

る発想(西洋的発想)Jと「自然と共存し、自然が神

の存在する空間であり、人聞の生活を支える空間であ

るとする」こと、「聖なる空間は森であり、森に行く

民とする(日本的発想、)Jと「森から離れようとする

文化」が西洋的発想のように、明らかにここに人類が

永続して行くために必要な概念は日本的概念である。

従って私はここにこれからのレジャー・レクリエーショ

ンの概念変化が必要であり、それは日本的な発想に基

づくことを提起したい。

②レクリエーション的見地からみた建築・風景につい

て記号学的側面からの考察

人聞の建築・風景に対する経験は暖昧な感情から明

確な概念作用まで広がる複雑な性質をもっている。建

築や風景は人に影響を与える力をもった環境とみるこ

とが出来る。つまり、建築、風景そのもの自体意味を

持つということになる。

あらゆるもののデザインには理由がある。風景、自

然界は建築よりももっと大層なイメージを与えるが、

記号としての建築は人聞の感覚と感情に直接の影響を

与える。建築や風景に画一化した認識を固定的に規定

することは出来ない。同じ記号の受けとめ方は異なる

ものであり、非常に多様である。つまり風景で例をと

れば、ある風景、景観に対する意識は属性、文化、経

験や学習によって異なることは明白である。

特定の意味は、文、時代や文化と共に変化する。し

かしそのものの意味は持続する。

例えば、川を例にとれば、川は水が流れる水路であ

ることには変わりない。しかし、 )I!は水力発電用の水

資源であり、工業用水源ともなり、文、釣り人にとっ

ては魚をとる漁場であり、カヌー遊びをする人にとっ

ては、レクリエーションの場であり、登山家にとって

は登はんを楽しむ岩壁や滝なのであり、又、川の景色

を探勝する景観資源でもある。

このように景観(景色)には常に多様な意味が染み

込んでいる。又、先に述べたように、景観に対する選

択的見方は文化的背景によって異なると考えられる。
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ルソーが、アルフ。スの風景は精神的な高揚をもたらず'

と述べる前は、西洋において山は恐ろしい悪魔の住む

ところであった。

現在、景観を公共的景観としてとらえるようになっ

ている。例えば先に示した河川の景観の場合、ここに

何らかの開発、例えば発電用ダムが建設されることに

よって、流量が減少するとき、 )I!の景観を形成する)I!

の水量は何を基準に許容量を決定するか?)I!の景観を

最低維持する水量か?魚が生存できる水量か?河が自

浄作用可能な水量か?カヌーが底につかない程度の水

量か?

このように、開発と調整という操作によって新しく

生まれる景観、公共の利益、公共の消費を目的として、

創られる景観を公共景観ということがいえる。

これは、様々な社会的、経済的階層の人々の要求に

応えなければならない。

当然、気分を高揚させたり、挑発的な魅力は殆ど消

失し、適宜に機能し、多少は心地好く、しかしそれ自

身の本来のアイデンティティを持った景観ではなく、

奥深い価値観やその理想像を欠落した景観となるであ

ろう O

しかし一方、このように様々な理由で破壊される景

観、つまり不条理な景観について、我々は規制、コン

トロール、操作、加工することが可能である。

風景、景観の操作は無意図的な自然現象から意図的

な指示景観に変化させることが出来る。従って、景観

は自然的記号から人為的記号へと変化することが出来

る。

又、景観はそれ自体、レクリエーションや遊びとい

う価値(観賞、探勝を含めて)以外の意味をもつもの

にとっては人為的記号としてとらえられる。

例えば、河川iの景観は、電力関係の人にとっては、

美の対象というよりは、物的資源としての意味をもっ。

従って、記号作用を操作することが景観の操作といえ

る。レクリエーションやレジャー活動の空間としての

風景はまさしく、心的記号、自然的記号、そして、美

的記号とみることが出来る。

風景、景観に対する人間の意識は複雑である。レク

リエーション・レジャー空間としての風景、景観につ

いて記号論的視点から研究することは興味ある課題で

あるが、非常に難しく、かっ未開拓領域である。この

話題提供が今後の研究の糸口となれば幸いである。
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話題提供2.I遊びのフォークロア」

クリスティナ・カミニスカ氏

私たち人聞は、対立関係の中で生きている。自由と

束縛、また自己と社会の関わりがあり、社会的義務に

応じるために個人が束縛されて職業活動を行わなけれ

ばならない。それに対して、遊び、あるいはソフィス

トケイテッドなフリー・タイムの過ごし方としてレジャー

があげられる。個人はその自由(学習)の中で、自己

開発に務めている。

このような「余暇」概念は、人類の古代まで遡り、

どこの文化にも同様にみられる。

西洋社会では、古代ギリシアの哲学者 (Plato.

Aristot1e)などは、遊びpaidiaの否定として労働

ponos、またレジャーscholeの否定として仕事前holia

を考えていた。遊びは、労働からの逃避、休憩であり、

労働を再開できるようにするための逃避と考えていた。

すなわち、遊びの目的、機能、結果は労働にあり、そ

れによってpaidia遊ひ1ま世俗的なものとされた。それ

と違って、レジャーはレジャーそれ自体のためであり、

その目的、機能、結果は学習、自己開発、教養、さら

に神との調和にあるという。

そのようなレジャーを若い内に身につければ、定年

後の人生において、からだがちょっと不自由だから何

も出来ないということはない。文化、フィクションの

中で好きなように楽しむことが出来るのである。そこ

から徐々に神々の世界に近づき、神々と共に幸せを分

かち合えるのである。そのような哲学である。

西洋文化と日本文化の「余暇」について比較検討す

子供 大人

ケ

プ
ケガレー~ズ ↑ 

(図1) 魂振り

ると、同様の概念がみられる。日本文化において、労

働を意味する日常(ケ)の反対に祭りを意味する非日

常(ハレ)があり、最初から仕事をしない日は神と共

に遊ぶことが前提になっているO その俗から聖への転

換過程をさらに詳しく述べたい。

日本文化、いま述べる日本のプレイ論には、ケの概

念がある。そのケは、日常、労働を意味すると同時に、

日常時間の労働に必要なエネルギー(気・魂)と考え

られている。そのケが疲れた状態はケガレ(気枯れ)

と言い、復活する前に一度完全に空の状態まで及ぶ。

それはコモリ(寵り)、またモノイミ(物思み)と言

い、そこから再生=復活の始まりもスタートする。次

の段階では、気(魂)を呼び込むエネルギーを充実す

るタマフリ(魂振り)があって、最後に過剰なエネル

ギー(気)の部分がハレ(祭り→神遊び)の時に放出

される(魂オクリ )0(図 1参照)

老人

日常性
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このように日本人の一生は、ハレとケからなり、日

本の遊び=神遊び=祭りは、人生の節目に顕在化して

いる幸せと思われている。

それに対して西洋、古代ギリシアでは、遊びが世俗

の世界に属しており、 HolidayC聖なる日・休み日)

は途中であり Ceudamoniaという幸せ)、最終的な神々

との同一 Cteleiaという最高の幸せ)が終点である。

(図 2参照)

キリスト教的世界観になっても日常的な負担から分

離した後に、人聞は本当の幸福の世界ParadiseC天

国)へ行き、神々・他の魂とゆとりを楽しんでいると

思っている。遊び+レジャーからくる幸福の考えは、

古代から変わっていないようである。私たち現代人は、

世俗的な遊びと伝統文化が語る神遊び、その祭りに参

加し、また十分な教養を身につけて個々人の「シアワ

セ」に進んでいこう。

話題提供3.r表現する喜び」漂山千穂子氏

音楽の起源には諸説があるが、話し言葉からという

のが現代の主流である。

狩猟採集という原始的形態を残すスリランカの自然

民族「森林ヴェッダ」は楽器を知らず、使用もしない。

男はすべて自分の歌を持ち、その歌に合わせて自分の

踊りを踊る。歌は自分の存在であり他者に歌われるこ

ともなく皆で同じ歌を歌うこともない。この例のよう

に、狩猟採集の自然民族に自分の歌を持つ現象を残し

ていることから、「歌」は本来 1人のための音楽であっ

たと推測されている。また人類の発展段階の初期には

自分の歌が音楽であったとも推測される。

個人で歌う形態が集団で声を合わせて歌うようにな

るのは、共同体を基盤とした社会集団の成立以後のこ

とであり、それ以前は一緒に歌ってもそれぞれ別々の

歌を歌ったという。

リズムの感覚は本来個人的なもので、しかも民族や

文化により一定の共通性を持つ。音楽のリズムと深く

関わり、民族のリズムが典型的に現れるのは踊りであ

る。牧畜文化を背景とする西アジア、中央アジア、ヨー

ロッパの諸民族では、地面から躍動する動きが踊りの

基本であり、これに回転運動が加わる。これに対し稲

作・水田の農耕文化を背景とする日本、東南アジアで

は、地面から足を離さず地面を踏みつける水平な動作

戸

h
d

が基本である。一方海洋文化を背景とするポリネシア、

メラネシアでは、揺れる動作、スウィングする動作が

基本となる。

このように歌、リズムは、民族に固有の言語、生活

様式、文化、宗教儀式の形式などに由来する音に対す

る感覚が、固有の音楽様式と演奏形式を形成しており、

その中に民族の感覚や感受性が生きているといえよう。

世界には多様な民族音楽があるにも関わらず、日本

では通常「音楽Jは西洋音楽を指し、しかも17、18、

19"世紀の独、伊、仏を中心として発達してきたものに

限られる場合が多い。これは、明治以来公教育におけ

る音楽教育が西洋音楽を中心に行われてきたことに因

る。西洋音楽導入以来1∞年余り、多数の国際的に活

躍する音楽家を排出してきた一方でさまざまな問題が

指摘されている。流行歌や演歌が好まれ、カラオケが

流行るという現象が生じていることにも関わらず、殆

どの国民が西洋音楽ほど日本音学、アジアの音楽を知

らないこと、興味を持たないこともそのひとつである。

また演奏レベルに関わらず、楽譜(記号)を音にする

ことに熱心な余り技術を追い求め過ぎ、楽譜の奥にあ

るもの、精神的なものが軽視される傾向にあり、演奏

者がその作品を通して何を語りたいのか、どう語りた

いのかが暖昧にされている。自由に表現することを粗

害するような教育がなされていることもその一因であ

ろう。音楽を楽しみ、表現する喜びを経験する機会も

少ない。

ひとりひとりの心を育て、感受性を養わなくては表

現も豊かにならない。これは「いかに生きるかJとい

うことでもある O

話題提供4.rPLAYからとらえた表現世界ーダンス

教育の立場から一」林員幾子氏

ダンスは、発生と原理を踏まえフォークからアート

まで、自文化・異文化相互交流の歴史を重ねている。

多岐にわたるその種類は、伝統の型を継承するものか

ら型を持たないものまで様々であるが、地域・時代と

いう基盤の中で、『酔いの楽しみ』や『伝達~ ~自己表

現』等の欲求を満たし、一方に浄化・コミュニケーショ

ンという特色をもちながら今日に至っている。

子供たちは、赤ん坊の頃には生きんがための身体状

況についてのみ自己主張するが、発達と共に、五感を
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通して様々に体験したことを再現し、心の中で操作・

変容し、さらには社会性をもった遊びなどの中で、確

実にイメージ・想像の世界が育まれ、身体がひらかれ

ていく。我々は、こんな子供たちの無防備で無邪気な

身体・動作から素直な言葉(表現)を感じるが、ダン

スの始源を間近に手繰る思いがする。からだで語るダ

ンスの世界は、まさに人間そのものといえる。ダンス

は、からだで表現することの感動を人々と共有できる

運動文化であり、いろいろな切り口から考えることが

出来るという点で、対象・力量・目的等に応じ生涯を

通じて親しめるものである。

その特性を伝えたいと、筆者が学生にダンスをプレ

ゼント(指導)する際には、まず、「何でもダンスに

なる!ダンスは簡単だ !Jというダンス・イメージの

再発見をさせるように心掛けている。「ダンスは難し

い」という伝統的雑菌を取り除き「その気にさせる」

ということ、つまり、学生たちが如何に無邪気になれ

るかが、常に鍵となるからである O 誰でもが生来もっ

ている『ダンスごころ』をほぐし、私にもできるとい

う自己発見、つまり新しい自分......く表現する私〉と

はやく出会えるようにさせることが重要な仕事ともい

える。

具体的には、誰でもできる内容でスタイルを工夫し

て、ゲーム風・デッサン風に「自由に」ということは

時としてとても不自由なことであり、段階によっては

学生にパニックが生じるため、手掛かりや多様化のヒ

ントは必ずちりばめるようにする。

そうか!と気づかせたり、挑戦の姿勢を促してここ

が変われたと実感させることも、興味や意欲へ繋ぐ大

切なことと考えるからである。(筆者自身のからだ・

言葉の表現も誘い出しのヒントとなるのできのぬけな

いパートである)

そして、広げる視野から深める視野へゆっくり連れ

ていく。

集中できなかった学生が、ある時から一心に仲間と

表現の世界で遊んでいる……それを確認出来たときが、

プレゼンターとしての無上の瞬間である。

学生からもらった元気

-授業が楽しかった。表現することが好きになっ

た。そうしたら自分が前より好きになった。

(東女体大3年、 T.M)

・私は踊ることが好きでした。今はダンスが好き

です。(東女体大3年、 S.J) 



【平成5年度月例研究会報告】

年間テーマ:21世紀に向けてのレジャーの価値

場 所:明治大学和泉校舎

学会名を日本レジャー・レクリエーション学会に改

めたことを契機に、月例研究会のテーマを 121世紀に

向けてのレジャーの価値Jにおき、下記に示したプロ

グラムにもとづいて、 10回の研究会を実施した。各会

20名-30名程度の参加者により活発な意見交換、議論

が行われた。各地の会員のみならず、様々な領域の会

員以外の参加者もあり、大きな成果を得ることができ

たと考えている。その話題提供の概要に関しては、

「特集企画」として本号と次号において掲載する。

《ライフスタイル(原論)~

第 1回 1月23日(土) :レジャーの本質を考える

話題提供 松田義幸氏(筑波大学)

第 2回 3月27日(土)現代社会論の系譜と文脈

話題提供 栗田房穂氏(朝日新聞)

《教育・研究》

第3回 4月10日(土) :世界のL/R教育研究の現

状と課題

話題提供 師同文男氏(上智大学)

下村彰男氏(東京大学)

第4回 5月8日(土) :日本のL/R教育・研究の

現状と課題

話題提供 原因宗彦氏り板体育大学)

《環境》

第5回 6月9日(土) :日常性L/R環境の課題

話題提供 前野淳一郎氏(~鮒スペース

コンサルタンツ)

第6回 7月 3日(土)農村リゾートについて

話題提供 毛塚宏氏

(側ラック計直筋隣新)
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《産業》

第7回 9月4日(土) :レジャー産業の概略

話題提供 栗田房穂氏(朝日新聞)

第8回 10月4日(土) :レジャー産業について

研究会内討議

《行政》

第9回 12月4日(土)・余暇政策の現状と課題

話題提供 後藤和夫氏(経済企画庁)

第10回 H6/

1月29日(土) :総括及次年度テーマ

研究会内討議
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日本レジャー・レクリエーション学会会員IJ

<第 l章総則>
第1条 本会を日本レジャー・レクリエーション学会(英語名 JapanSociety of Leisure and 

Recreation Studies)という。

第2条 本会の目的は、レジャー・レクリエーションに関する調査研究を促進し、レジャー・

レクリエーションの普及・発展に寄与する。

第3条本会の事務局は、埼玉県上尾市戸崎 1-1 聖学院大学、女子聾学院短期大学内に

置く。

<第2章事業>
第4条本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.学会大会の開催

2.研究会、講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸国体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7. その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は、毎年 1回以上開催し、研究成果を発表する。

<第3章会員>
第6条本会は正会員のほか、賛助会員、講読会員、および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し、正会員の推薦および、理事会の承認を得て、規定の

入会金および会費を納入した者とする。

2.賛助会員は、本会の事業に財政的援助をなした者で、理事会の承認を得た者とする。

3.講読会員は、本会の機関誌を講読する機関・団体とする。

4.名誉会員は、本会に特別に貢献のあった者で、理事会の推薦を経て総会で承認された

者とする。

第7条 会員は、本会の編集刊行する機関誌(紙)等の配布を受け本会の営む事業に参加す

ることができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名誉を棄損した者は、理事会の議を経

て会員としての資格を停止されることがある。

第9条 会員は原則として、いずれかの支部に所属するものとする。

<第4章役員>
第10条 本会を運営するために、総会において正会員の中から次の役員を選ぶ。

理事25名以上30名以内(うち会長 1名、副会長若干名、および理事長 1名)、監事2名

第11条会長は本会を代表し、会務を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指

名した順序により職務を代行する。

3.理事長は、理事会を総括し、理事は会務を執行する。

4.監事は、会計および、会務の執行状況について監査する。
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第12条 役員の任期は 2年とする。但し再任をさまたげない。役員の選出についての規則は

別に定める。

第13条 本会に名誉会長および顧問を置くことができる。

2.名誉会長は理事会の推薦により会長が委嘱する。

3.顧問は、本会の会長又は副会長であった者および本会に功労のあった者のうちから理事

会の推薦により会長が委嘱する。

<第5章会議>

第14条本会の会議は、総会および理事会とする。

第15条 総会は、年 l回開催し本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は、会長が招集し、当日の出席正会員をもって構成する。

議事(会則改正を除く)は、出席者の過半数をもって決定される。

第16条 理事会が必要と認めた場合、もしくは正会員の 1/3以上の開催請求があった場合、

臨事総会を開くことができる。

第17条理事会は理事長が招集し、幹事若干名および事務局員を選出し、会務を処理する。

理事会は、運営の円滑化をはかるため、常任理事会を置くことができる。

<第6章支部および専門分科会>
第18条 本会の事業を推進するために、支部ならびに専門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>
第19条本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

第20条本会の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円 (5米ドlレ)

2.正会員年度額 5，000円

3.賛助会員 11 20，000円以上

4.購読会員 11 5，000円

第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。

付則

1.本会の会則は、総会において出席正会員の 2/3以上を得た議決により変更することが

できる。

2.本会則は、昭和46年3月21日より一部改訂する。

3.本会則は、昭和51年5月 1日より一部改訂する。

4.本会則は、昭和55年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は、昭和56年11月8日より一部改訂する。

6.本会則は、昭和57年6月12日より一部改訂する。

7.本会則は、昭和58年10月30日より一部改訂する。

8.本会則は、昭和59年6月9日より一部改訂する。

9.本会則は、昭和62年10月17日より一部改訂する。

10.本会則は、平成3年11月10日より一部改訂する。
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理事会の運営に関する規定

昭和57年6月12日制定

昭和58年10月初日改正

1.会則16条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規定に基づ

いて行うものとする。

2.理事会は、原則として年に 1回以上開催するものとし、理事長がその議長となるO

3.理事会の召集にあたっては、書面によって不議事項を明示しなければならない。

4.理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の 2分の l以上の賛成を必

要とする。

ただし、表決にあたっては、予め書面(署名捺印)を以って当該議事に対する意向を表

示した者を、出席者とみなす。

5. (1)常任理事会構成員は若干名とする。

(2) 常任理事会は、理事会決定の方針にもとづき、日常業務に執行にあたる。

(3) 常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみやかに各理事に送付するものとする。

6.理事会には、業務を遂行するために次のような専門委員会を置く。

総務、研究企画、編集、広報渉外、財務

7.理事会には、専門的に研究、調査および審議を必要とするような場合には、特別委員会

を設置することができる。特別委員会の委員には、理事以外の適任者を委嘱することがで

きるがその人選は理事会の承認を必要とする。

8. その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができるものとする。

専門分科会設置に関する規定

昭和57年6月12日制定

1.会則第17条の規定により、本会会員が専門分科会を設置しようとする場合は、この規定

に基づいて行うものとする。

2.専門分科会の設置は、原則として研究分野を同じくする本学会正会員20名以上の要請が

あった場合とする。

3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記により本学会会長に申請するものとす

る。

1.設立経過および主旨

3.発起人代表者

5.連絡事務所

2.名称

4.発起人名簿

6.その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ごとに本部に報告する。

1.活動状況の概要 2. その他必要と認められる事項
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支部に関する規定

昭和56年11月8日制定

1.本学会会員が、支部を設けようとする場合には、下記により、本学会会長に申請し、理

事会の議を経て総会の承認をえるものとする。

1.設立の経過概要 2.名 称

3.支部長及び役員 4.会 則

5.会員名簿 6.その他

2.各支部の運営は、本部との関係については本規定に従って行われるが、その他の事項に

ついては各支部規則においてこれを定めるものとする。

3.支部は原則として鱗接する地域に在勤または在住する本会正会員20名以上をもって構成

する。

4.支部運営のための経費は支部会費によって賄うものとする。支部会費の額は各支部毎に

決定するものとする。

5.支部は次の事項について各年度ご、とに本部に報告する。

1.役員の変更 2.活動状況の概要

3. その他必要と認められた事項
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「レジャー・レクリエーション研究」投稿規定

昭和46年 3月 制定

昭和57年 6月12日改正

昭和58年 7月I日改正

平成元年2月2日改定

1.投稿者は、本学会々員であること。ただし、編集委員会が必要と認めた場合にはこの限

りではない。

2.投稿内容は、レジャー・レクリエーションを対象とした研究領域における原著論文・研

究資料・評論・書評・実践報告・その他とし、完結していること。また、他誌に未投稿・

未発表のものに限る。

3.投稿に際しては、原稿の冒頭に前項に挙げた区分の内、該当するいづれかの種類を朱書

し明記する。

4.原稿は、 400字詰原稿用紙 (A4版)に黒インク書きまたは、ワープロ (A4版、 800字;

25字X32行)で仕上げるものとし、本人はひらがな現代かなづかいとする。また、外国語

のかな書きにはカタカナを用いて表記し、欧米の記述にあたってはタイプまたは活字体を

用いて表記することとする。

5.図表および写真は、オリジナルなものとし、必ず番号とタイトルを記入して一枚ずつ台

紙に貼り、本文とは別に一括して添付する。また、図表等の挿入箇所は本文欄外に図表番

号をもって朱書し明記する。

6.投稿者は、氏名と共に勤務先または所属機関名を( )内に表記すること。

7.論文および資料の原稿には、欧文による題目・著者名・所属機関名・抄録・キーワード、

ならびに欧文抄録とキーワードの和訳を別紙による添付する。なお本文が欧文原稿の場合

には、邦文による同様な様式を整えて添付する。

8.引用文献は、原則として本文の最後に著者名のA、B、CJI慎に通し番号を付けて一括し、

雑誌の場合には、著者:題目、雑誌名、巻号、ページ、西暦年号.の順に、単行本の場合

には、著者:書名、ページ、発行所、西暦年号.の順に記載する。なお、本文中の引用箇

所の右肩上に該当する文献番号を付すこととする。

9.原稿はー篇につき図表・写真共刷り上り10頁 (400字詰原稿用紙約35枚)以内を原則と

する。ただし前記規定以上の頁数を必要とする場合や、特殊な印刷を必要とする場合には、

編集委員会の承認を経た上で、その費用の超過分を投稿者の負担とする。

10.掲載論文については、別刷り30部を執筆代表者に無償で送付する。なお更に部数を必要

とする場合には、投稿時点に申出ること。ただしその場合の費用は投稿者の負担とする。

11.投稿にあたっては、オリジナル原稿とそのコピーを 3部添付して提出する。なお、掲載

論文にあたっては、その原稿は返却しないものとするO

12.投稿原稿の採否については、本学会編集委員会において、決定する。なお、採否の決定に

あたっては、編集委員会が委嘱する審査員2名の審査結果を尊重する。
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13.本誌は、日本レジャー・レクリエーション学会の機関誌として年2回(9月、 3月)の

発行を予定し本誌への掲載は、原稿受理の順序による。

14. 大会発表論文集への投稿規定については、別に定める。

15.来誌への投稿は、下記編集委員会宛てに行うこととする。

干113 東京都文京区弥生 1-1 -1 

東京大学農学部林学科森林風致計画研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会

(T E L 03-3812-2111 ex. 5208) 

「レジャー・レクリエーション研究」投稿募集

研究論文の投稿は、常時受付けております。

積極的にご投稿下さい。

(編集委員会)
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平成 6年度月例研究会についてのお知らせ

日本レジャー・レクリエーション学会

編集・研究会委員会

『自然とレジャー・レクリエーション』

近年における自然志向の高まりと共に、ライフスタイルや教育そして空間整備の在り方などを検討するう

えで、「自然」との関わりが重要な課題となってきています。本学会においても、埼玉大学での第23回学会

大会では、大会テーマである「自然に遊び、自然に学ぶ」に対して大きな関心が寄せられ、多数の参加を得

て活発な議論が交わされました。しかしながら自然の問題は非常に多岐にわたっており、決して一回で議論

し尽くせるものではありません。そこで本年度の月例研究会において、年間テーマとして『自然とレジャー・

レクリエーション』を設定し、原論、教育、環境、産業、行政などの様々な観点から議論し、自然との豊か

なつきあい方や、人間や生活に内在するの自然などについて探ってみたいと考えています。できるだけ多く

のみなさんにご参加いただきますようお願いいたします。

く内容および日程〉

小 テ ー マ 日 程

①自然概念について

②自然と祝祭(宗教)

③自然と芸術

④自然と生活文化

⑤自然と博物館

⑥自然と教育:環境教育

⑦自然と遊び:プログラムなど

⑧自然とスポーツ

⑨自然と都市環境

⑩自然地(環境)の管理

平成6年10月8日

11月5日

12月3日

平成7年 1月14日

2月4日

3月4日

4月8日

5月13日

6月3日

7月8日

く時間>原則として、 14: 00-17 :∞ 
く場所〉原則として「明治大学和泉校舎J(井の頭線、京王線、明大前下車)

語題提供者の募集

第 2回以降のテーマに関する「話題提供者」を募集いたします。多くの学会員の参加を得

て、活発に議論していきたいと考えます。編集・研究会委員会へお申し出ください。

積極的な参加をお待ちしております。
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