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序論 
 
第 1 節 問題意識と課題の設定 
 
近年、学生野球をめぐって様々な騒動が起こっている。2005 年夏の高校野球の強豪校 2

校を舞台にした暴力事件や、2007（平成 19）年にプロ野球団による裏金問題とそれに端を

発した高校野球の特待生問題などである。一方で、2006（平成 18）年には「ハンカチ王子」

フィーバーが起こり、高校生の一投手にマスメディアが殺到した。 
 これら一連のできごとは、現代の学生野球を取り巻く社会状況を象徴している。春と夏

の甲子園を中心とした学生野球はマスメディアとの関係抜きに語ることはできない。マス

メディアが学生野球大会を主催するとともにそれを大きく取り上げることで、国民的なレ

ベルでの関心事となる。それゆえに、私立の大学や高校は優秀な選手を集めて部の強化を

はかり、それが時に暴力を伴った指導となる。少子化と教育の新自由主義的改革を背景と

した学校間の生き残り競争が、それに拍車をかけている。しかし「日本学生野球憲章」（以

下、「憲章」）では「厳格なアマチュアリズム」を学生野球の理念として掲げており、それ

に違反すれば日本高等学校野球連盟（以下、高野連）を通じて日本学生野球協会（以下、

学生野球協会）に当該事実が報告され、学生野球協会から当該チームや人物に処分が下さ

れる。高野連や学生野球協会は、マスメディアとの協力のもとで学生野球大会を開催・運

営しつつ、勝利至上主義や市場原理の介入を抑制し、教育の一環としての学生野球を統制

するという二重の役割を担う立場にある。 
 しかし近年、学生野球協会や高野連による不祥事への対応や「憲章」の理念が世論の支

持を失い、批判にさらされている。2005（平成 17）年の暴力事件の際には、高野連の組織

のあり方には「一党独裁政権の不健康さに近いものがある」とされ1、通達による上意下達

の指導という方法は「スポーツの本質である自主性が理解されていない」と批判された2。

こうした批判を裏付けるかのように、同年の夏の甲子園の開会式直前に、広島県の代表校

が原爆犠牲者の黙祷を自主的に行おうと呼びかけたが、その行為が高野連の幹部によって

制止されるというできごとも起こった。 
こうした高野連の組織のあり方に対する批判は、特待生問題の際にも繰り返された3。

2007（平成 19）年 5 月、読売新聞が行った世論調査では、「憲章」を見直して特待生制度

を認めるべきかどうか、という問いに対する回答として、約 80％の人が「憲章」の改定を

支持した4。高野連がインターネットを通じて行ったアンケートにおいても、特待生を容認

                                                  
1 テリ―伊藤「風通し悪い高野連」、『読売新聞』2005 年 8 月 31 日。 
2 玉木正之「生徒の姿が見えぬ騒動」、『日本経済新聞』2005 年 8 月 28 日。 
3 例えば、「時代錯誤の高野連」、『読売新聞』2007 年 5 月 3 日。「高野連の独善がもたらし

た混乱」、同紙 2007 年 5 月 12 日。「高野連の体質改善を」、同紙 2007 年 6 月 27 日、など。 
4 「野球特待生『認める』80％」、『読売新聞』2007 年 5 月 27 日。ほかにも「専大北上高 

『憲章』の見直しも検討課題」、『毎日新聞』社説、2007 年 4 月 19 日、「西武『裏金』問題 
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するべきだとする意見は 85.2％にのぼった5。近年の学生野球に関する諸問題では、不祥事

を起こしたチームや人物以上に、学生野球の組織のあり方や、それらを主体とした学生野

球の管理・運営の方法が社会から強く批判を浴びることとなっているのである。こうした

世論を背景にして、学生野球協会は 2008 年 5 月に憲章検討委員会を発足させ、「憲章」の

改定に向けた作業に着手した。 
 ただ、高野連・学生野球協会や「憲章」が誕生した経緯を振り返るならば、その出発点

にも同時代の学生野球への批判があった。本論で詳述することとなるが、明治後期から昭

和期初頭にかけても、アマチュアリズムに立脚した健全な学生野球のあり方が求められ、

野球は勉学を阻害するとか、「興行化」「商業化」しているなどとして世論から批判をうけ

た。こうした学生野球批判の高まりをうけて 1932（昭和 7）年に文部省訓令四号「野球ノ

統制並施行ニ関スル件」（以下、「野球統制令」）が制定され、学生野球は文部省の統制をう

けることとなり、戦時下で「弾圧」6を経験することとなった。戦前の学生野球の弊害への

反省と「弾圧」の経験をふまえて、戦後に学生野球協会や「憲章」が成立するのだが、そ

こで目指されたことは、アマチュアリズムに基づいた健全な学生野球を民主的な自治によ

って実施することなのであった。学生野球の組織も理念も、学生野球の健全化と民主化の

産物なのである。ところが上記のように、現代においてはそうした学生野球の組織や理念

のあり方が社会から強い批判にさらされているのである。 
 このように考えるならば問うべき課題は二重のものとなろう。すなわち、民主的な自治

によってつくられたはずの学生野球の組織や理念が、なにゆえ閉鎖性や強権性といった非

民主的性格を非難されるものとなったのかということであり、もうひとつはかつて世論の

支持を受けて成立した学生野球の組織や理念がなにゆえ批判にさらされるようになったの

か、ということである。今日の学生野球をめぐる問題を解明するためには、学生野球の組

織や理念の成立過程を明らかにすることでその過程に含まれた問題点を検証することが必

要なのであり、同時に学生野球を取り巻く社会や社会意識の歴史的な展開過程に伴う変化

を明らかにすることが必要なのである。その両面を抜きにしては、学生野球の現代的な問

題にこたえることも現状を歴史的な変化のなかで位置づけることもできないであろう。 
 そこで本論文は、歴史的なアプローチから学生野球自治の形成と変容を明らかにしてい

くこととする。上述のとおり、学生野球協会や高野連は戦後に成立した組織であるが、学

生野球自治が戦後に始まったというわけではない。本論において論じるように、学生野球

自治は、明治期に野球が伝来して学校を中心に行われるようになったことで、校友会野球

部や大学野球連盟・府県中等野球連盟において行われるようになったのである。そして、

マスメディアの普及や中高等教育の拡大といった日本社会の構造的な変化と歩調を合わせ

                                                                                                                                                  
高野連の対応は疑問だらけ」、『読売新聞』社説、2007 年 4 月 26 日など。 
5 「（財）日本高等学校野球連盟野球特待生制度アンケート集計結果」。 
6 詳しくは第 5 章で述べることとなるが、本稿では通説で言われているような戦時下の学生

野球弾圧を「弾圧」としるす。 
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て、学生野球自治も校友会野球部から野球連盟、そして学生野球協会・高野連とその主体

や運営の内実を変化させていった。本論文は、そうした明治中期からの戦後改革期におけ

る日本社会の変容のなかで、戦後日本において学生野球自治の組織とルールが形成された

過程を明らかにすることとする。それにより、現代の学生野球の諸問題を歴史的・社会的

に位置づけ、転換期を迎える学生野球の問題を考えるうえでの基礎研究としたいと思う。 
 
第 2 節 先行研究の検討 
 

1.日本近代スポーツ史における主体 
 
 スポーツは、「遊び」「気晴らし」を意味する disport を語源とすることからも知られてい

るとおり、本来人間の非生産的で遊戯的な活動である。それゆえ、スポーツは選手・プレ

ーヤーの自発的、主体的な参加なしには成り立たない活動である。しかし、学校の校友会

運動部や部活動、企業丸抱えの組織構造のなかで発展してきた戦後日本のスポーツでは、

多くの選手は監督・コーチによるしごきや体罰、上下関係に強く縛られた人間関係、理不

尽な精神論といったものを強いられてきた。こうした状況を背景にして、日本のスポーツ

史・スポーツ社会学の研究では、選手はスポーツの主体ではなく、しごきや体罰を受ける

対象であり、非人間的な支配のもとにおかれる存在としてとらえられてきた。 
 こうした日本スポーツ界の問題を指摘し、同時にその問題が形成される要因を解明する

ために、日本の体育・スポーツの歴史学的・社会学的な先行研究において重視されたのは、

体育・スポーツの指導・統制によって生徒・国民を教育しようとする国家であり、スポー

ツ大会を運営するマスメディアなどの営利企業であった。 
日本における人文系のスポーツ研究は、体育学の専門家からはじめられたことを背景に

して、政府のスポーツ政策の研究が中心となって積み重ねられてきた。本論文と関係の深

いものでは、「野球統制令」が学生の思想善導を目的としたものであることを強調した加賀

秀雄の研究7、昭和初期の政府による体育・スポーツ団体の系統整備計画の政策過程を明ら

かにした中嶋健の研究8、戦時下の体育新体制の成立過程を明らかにした清原泰治の研究9、

GHQ の体育・スポーツ政策の展開を明らかにした草深直臣の研究などである10。これらの

研究は、それぞれの政策の導入の契機や政策の形成過程に加えて、日本スポーツ史の展開

                                                  
7 加賀秀雄「わが国における 1932 年の学生野球の統制について｣、『北海道大学教育学部紀

要』第 51 号、1988 年、北海道大学教育学部。 
8 中嶋健「昭和初期文部省の『国民体育』政策の展開過程について―主に体育・スポーツ

団体の系統整備計画を中心に―」、『体育史研究』10 号、1993 年、日本体育学会体育史専門

分科会。 
9 清原泰治「大日本体育協会と新体制運動」、『高知学園短期大学紀要』23 号、1992 年、高

知学園短期大学。 
10 草深直臣研究代表『体育・スポーツにおける戦後改革の実証的研究』1991 年、平成 2 年

度科学研究費補助金（一般研究 B）研究成果報告書。 
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やイデオロギー形成に政治が大きな影響を与えたことを明らかにしている。ただ、政治史

的側面が重視されるあまり、マスメディアがスポーツに果たした役割に対してはほとんど

論じられておらず、さらに国家の政策の影響力を強調する傾向が強いために、民間諸組織

の自律性や政策の影響の多面性は軽視される傾向が強い。 
 一方、スポーツとマスメディアの関係を論じる研究は、メディア（史）研究の進展と相

まって 1990 年代以降に急速に進展した。例えば菊幸一は、1936（昭和 11）年の大日本職

業野球連盟結成の要因を、野球のイデオロギーの変遷を中心とした制度内的諸相と、新聞

社や電鉄会社の経営戦略やインフラの整備などの経済制度という、二つの側面の展開過程

から明らかにしている11。有山輝雄は、旧制第一高等学校（以下、一高）における精神主義

的で武士道的な野球のあり方が、新聞社の販売戦略にのって甲子園野球として展開してい

ったことを論じている12。清水諭は、一高野球や安部磯雄らの青年の理想像が、学生野球の

「物語」としてマスメディアを通じて流布し、甲子園中継の言説や高野連の処分などの装

置を通じて再生産されると論じる13。ほかにも、新聞社や電鉄会社の経営戦略に野球などの

スポーツイベントがいかに位置づけられてきたのか、を明らかにするものは数多い14。これ

らの研究は、日本において野球などのスポーツの普及・拡大や大会の開催やプロ化に関し

て、マスメディアを中心とした営利企業がきわめて重要な役割を果たし、それらの企業戦

略が現在までも強い文化的影響力をもっていることを明らかにしているといえよう。 
しかし、これらの研究は日本におけるスポーツの歴史的展開過程を企業主導のものとし

てみるがゆえに、メディア・イベントとして成立する大会や、各スポーツの頂点だけに視

角が限定されることが多く、大会のもった意味も企業の論理から論じられることが多い。

政治とスポーツの関連に対する関心も希薄であることは否めない。日本スポーツ史におけ

るマスメディアの果たした役割を軽視することはできないが、スポーツに参加する選手た

ちの主体性や政治の動向を抜きにして語られるスポーツ史は、一面的なものとなることも

確かである。 
こうした国家や企業を主体としたスポーツ史研究の進展の一方で、スポーツに参加する

人々の主体性に着目した研究は決して多いわけではない。歴史研究では民衆の世界に立脚

                                                  
11 菊幸一『｢近代プロ・スポーツ｣の歴史社会学―日本プロ野球の成立を中心に―』1993 年、

不昧堂出版。 
12 有山輝雄『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』1997 年、吉川弘文館。 
13 清水諭『甲子園野球のアルケオロジー―スポーツの「物語」・メディア・身体文化―』1998
年、新評論。 
14 例えば、尹吉富「戦前のプロ野球と新聞―『読売新聞』の巨人軍戦略に関連して―」1998
年、一橋大学博士論文。綿貫慶徳「近代日本における職業野球誕生に関する史的考察―新聞

社主催による野球イベントの分析を中心として―」、『スポーツ史研究』14 号、2001 年、ス

ポーツ史学会。西原茂樹「近代日本におけるメディア・イベントとしての野球試合の成立・

展開過程に関する社会史的研究―東京・大阪両都市間の比較を中心に―」2006 年、立命館大

学博士論文、など。 
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して近代日本のスポーツの展開を論じた高津勝15、広島や神戸、愛媛など各地の校友会運動

部活動の実態を明らかにした鶴岡英一や棚田信輔、真栄城勉・高木儀正、平野稔の研究な

どに限られている16。これらの研究では、大正期の民衆スポーツが学校中心のスポーツとは

異なる論理と構造をもって展開されていたことや、各地の中高等教育機関の校友会運動部

が野球などの西洋スポーツの普及・発展に果たした役割などが明らかにされている。しか

し、前者の研究では民衆スポーツの主体性が重視されるために、学生スポーツ関する問題

が深められてはおらず、後者の研究は詳細な実証の反面で、同時代における政治状況や全

国的なスポーツの動向との関連を欠いている。 
こうした研究の状況は、戦後日本におけるスポーツのあり方を反映したものであろうが、

上述のとおりスポーツは選手たちの主体的な参加なしには成り立たない活動でもある。重

要なことは、国家や企業、選手たちといった諸主体の行為が生み出すダイナミズムから日

本スポーツ史をとらえることであり、その相互作用の産物として日本におけるスポーツと

それを取り巻く社会構造を明らかにすることなのである。 
  

2.日本的スポーツと武士道野球イデオロギー 
 
 前項で述べたような日本的なスポーツのあり方の背景として、先行研究では欧米とは異

なる日本独自のスポーツ観、スポーツイデオロギーの存在が指摘されてきた。特に高校野

球は日本的スポーツの代表的な存在として取り上げられ、集団主義的・精神主義的なイデ

オロギーが武士道野球として、その問題が提起されてきた。 
日本的スポーツ観や武士道野球イデオロギーに関する先行研究には、大きく分けてふた

つのアプローチが存在する。第一のアプローチは、戦中・戦後派世代を中心として、近代

主義の観点から日本のスポーツの後進性や封建性を強調するものである。たとえば木下秀

明は、日本では形式として西洋の近代スポーツを受容しながらも、スポーツの内実におい

ては封建性・後進性を残存させているものととらえる17。入江克己は、日本の体育および体

育思想は大正自由体育の展開を唯一の例外として、後進的ナショナリズムや国家主義に規

定され、国民の自由・平等・創造性などを抑圧するものであったととらえる18。 

                                                  
15 高津勝『日本近代スポーツ史の底流』1994 年、創文企画。 
16 鶴岡英一「明治期における広島県中学校の校友会運動部について」、『体育学研究』18 巻

1 号、1973 年 8 月。棚田信輔『明治期の神戸中学校における野球の総合的研究』1983 年、

神戸商科大学経済研究所。真栄城勉、高木儀正「愛媛県における近代学校スポーツの発展

過程―旧制松山高等学校の校友会運動部―」、『琉球大学教育学部紀要 第二部』29 号、1986
年、琉球大学教育学部。平野稔「大分県における明治体育史の研究―中等学校のスポーツに

ついて―」、『大分大学経済論集』26 巻 4 号、1974 年 12 月、大分大学経済学会。 
17 木下秀明『スポーツの近代日本史』1970 年、杏林書院。 
18 入江克己『日本ファシズム下の体育思想』1986 年、不昧堂出版。このほかにも、森川貞

夫『スポーツの社会学』1980 年、青木書店。Donald Roden “Baseball and the Quest for 
National Dignity in Meiji Japan”, American Historical Review, Vol.85 No.3, 1980。
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 第二のアプローチは、主としてメディア（史）研究やメディア・イベント論の研究者を

中心にして、「原型」としての一高式・武士道的な野球が新聞やテレビなどマスメディアの

力によって普及・拡大していくとするメディア文化論的なアプローチである。このアプロ

ーチでは、武士道野球イデオロギーが社会に普及・浸透していく際のマスメディアの役割

が重視されるとともに、イデオロギーがマスメディアと選手、視聴者の共犯関係の上に成

立、実践されるものととらえられることも多い19。 
 しかしこれらの議論は、日本において画一的・等質的なスポーツのあり方・スポーツ観

が存在することを前提にして立論されている点、前近代の日本社会や日本の文化的特質と

されるものとの連続性を強調する点、体育・スポーツの理論的指導者やイデオローグの言

説だけを取り上げてその特質を抽出するという方法、という 3 点を中心に批判が集まって

いる。例えば高津勝は、欧米の近代化を典型とみなす近代主義的視角では、「日本の非典型

性・ゆがみ・屈折・後進的性格に関心が集中」し、「内発的な近代化の可能性」や「民衆自

身による外来スポーツの主体化の可能性とその契機を発見することは困難である」と批判

する20。Allen Guttmann と Lee Thompson は、「創られた伝統」理論をベースにして、日

本の近代スポーツが「武士道」に代表される前近代的な表象をもって非歴史的に語られる

ことこそ、日本のスポーツが近代化していく過程で創られていったものであるとして、前

近代からの文化的連続説を批判する21。坂上康博は言説分析的な手法を用いて、明治後期の

武士道論の隆盛と野球批判の高まりのなかで、一高生や野球のイデオローグたちが、野球

を武士道に立脚したものと主張することでその正当性を主張していったと論じる22。伊藤公

雄は、日本的特質とされる「集団主義」が日本社会で強調されるようになったのは、1930
年代以降のことであると指摘する23。 
 こうした議論をふまえるならば、近代日本におけるスポーツ実践やスポーツイデオロギ

ーの多様性に留意しつつ、前近代的で精神主義的とされるようなスポーツイデオロギーが

                                                                                                                                                  
同”Schooldays in Imperial Japan A Study in the Culture of a Student Elite”, 1980, 
University of California Press、森敦監訳『友の憂いに吾は泣く―旧制高等学校物語―（上・

下）』1983 年、講談社、など。 
19 菊前掲『｢近代プロ・スポーツ｣の歴史社会学―日本プロ野球の成立を中心に―』、江刺正

吾・小椋博編『高校野球の社会学 甲子園を読む』1994 年、世界思想社、有山前掲『甲子

園野球と日本人 メディアのつくったイベント』、清水前掲『甲子園野球のアルケオロジー

―スポーツの「物語」・メディア・身体文化』など。 
20 高津前掲『日本近代スポーツ史の底流』10、15－16 頁。 
21 Allen Guttmann, Lee Thompson “Japanese Sports A History”, University of Hawai’i 
Press, 2001。なお、Guttmann と Thompson の「創られた伝統」の議論についての批判と

して、拙稿「書評 Guttmann, Allen and Thompson, Lee, "Japanese Sports A 
History"」、『体育史研究』22 号、2005 年、日本体育学会体育史専門分科会参照。

そのほかにも、小野瀬剛志「昭和初期におけるスポーツ論争―『日本的スポーツ観』批

判をめぐって」、『スポーツ社会学研究』9 号、2001 年、スポーツ社会学会、などを参照。 
22 坂上康博『にっぽん野球の系譜学』2001 年、青弓社。 
23 伊藤公雄「We, Japanese, gotta have WA? ―日本のスポーツ文化と『集団主義』―」、『ス

ポーツ社会学研究』17 巻 1 号、2009 年、日本スポーツ社会学会。 
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支配的なものとして生まれ、受けつがれてきた背景にある政治的・社会的関係こそが問わ

れなければならない。 
さらに、先行研究では精神主義や集団主義といった個人を抑圧する側面の強いイデオロ

ギーが、なにゆえ長い期間にわたって選手や社会に受け入れられ、保持されてきたのか、

という問題は軽視されてきた。マスメディアと選手や観衆との共犯関係もひとつの説明と

はなろうが、この理論では競技人口やマスメディアで取り上げられる機会が少ないスポー

ツ種目や、スポーツのヒエラルキーのすそ野においては、そもそも共犯関係が成り立たな

いのではないかという疑問がある。さらにスポーツのメディア・イベント化は近年さらに

大規模で多種目にわたるようになっており、その傾向は学生スポーツ大会にも見受けられ

るが、こうした趨勢とは裏腹に日本的イデオロギーは近年その勢いを失ってきている。共

犯関係の理論は、こうした近年の動向も説明できないという問題がある。 
これまで多くの批判があったにもかかわらず、日本的なスポーツやイデオロギーが命脈

を保ってきたのはなぜか。その理由を明らかにするためには、政治やマスメディアの影響

のみならず、イデオロギーを主張する人々やそれを受け入れる選手の主体性こそが問題と

されねばならない。批判の多いイデオロギーが積極的に主張され、受け入れられる要因を

歴史的社会的構造との関連から明らかにすることで、日本的スポーツの構造は成立から衰

退までを歴史的事象として解明することが可能となるであろう。 
 

3.日本におけるスポーツの自治 
 
 上述したように、スポーツはそれに参加する人々の自発性や主体性なしには成り立ちえ

ないものであるがゆえに、スポーツに関わる諸主体が共通の課題や利害の調整を自治によ

って行うことは、極めて重要な意味をもつ。しかし先行研究において、日本のスポーツの

自治に関する評価は総じて低い。西洋におけるクラブを中心としたスポーツの展開過程と

比すれば、日本における学校や企業中心のスポーツの発達は、「自由・自主・自治を権力支

配に抗して守りぬくというような思想的強靭さを養い得ていない」未熟なものと批判され

る24。日本ファシズム批判や戦争責任論の文脈では、戦前の大日本体育協会（以下、体協）

は財政基盤が脆弱であるがゆえに「皇室・政・財界との癒着をつよめ、寄生的性格をつよ

めて」いき、「やがては、『体制の侍女』として、日本の対外侵略に加担していった」、と侵

略戦争に追随していったことが指摘されている25。学校における校友会の自治活動について

も、学校側の生徒管理の手段と評価されたり26、一部のスポーツ選手の特権のうえに成り立

                                                  
24 中村敏雄『クラブ活動入門』1979 年、高文研、復刻版 2009 年、創文企画、11、23－24
頁。 
25 森川前掲『スポーツ社会学』、21－22 頁。ほかにも、木下前掲『スポーツの近代日本史』。

入江前掲『日本ファシズム下の体育思想』。高津前掲『日本近代スポーツ史の底流』、等を

参照。 
26 宮坂哲文「日本近代学校における課外活動の発達―その発達過程についての覚書―」、宮
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つものとして批判されたりしてきた27。なにより、学校における運動部こそが日本的スポー

ツを体現するしごきや暴力、精神主義が横行する場であった28。 
日本におけるスポーツの自治の脆弱さや、自律性の欠如といった先行研究の指摘は妥当

ではあるが、それを強調するだけでは日本におけるスポーツの自治に内包する問題やそれ

がもちえた可能性を明らかにすることはできない。また、スポーツ史の展開に果たした自

治の役割を過小評価することにもなるであろう。近年の歴史学では、社会史的な研究の量

的増大と研究の進展に伴って、国家の政策や権力が社会・民衆に対して一方的に貫徹され

るわけではなく、下からの迎合や自発的服従、中間諸団体の抵抗や順応といった諸側面が

重視されるようになってきている。日本スポーツ史においても、坂上康博が 1920 年代から

30 年代のスポーツ政策を検討したように、社会の中間諸集団の思想や活動を明らかにする

ことは、政策を評価したり社会を論じたりするうえで欠かすことのできないものとなって

いる29。中間諸集団の自治や自律性を明らかにすることは、体育・スポーツ史の先行研究を

問い直すうえでも重要な意味をもつものとなるであろう。なにより、現代の学生野球のよ

うに、スポーツの自治組織に内在する問題を問うためには、スポーツの自治の形成や展開

を歴史実証的にみる視角が不可欠である。 
自治の視点から組織の形成と展開を論じる際に問題となるのは、ひとつは自治組織の財

政構造であり、もうひとつは自治の主体とそれをめぐる社会構造であろう。先行研究にお

いても、体協の財政構造の脆弱さと国家への追従は表裏一体のものとされ、体協幹部の多

くを東京帝大の卒業生が占めていたことが、政財界の中枢に位置するエリートたちと体協

幹部が人的ネットワークを形成し、国家と体協の連携を容易にしたとする30。高津勝も、1920
年代における長野県塩尻村をフィールドに民衆スポーツの主体的展開とその限界の検討に

際して、主体の階層性やスポーツ組織の財政構造に着目している31。 
本研究でも財政構造や主体に着目する方法を踏襲しつつ、さらにスポーツ団体の財政構

造や主体的活動が政策主体にも影響を与え、政策の内容を規定する側面を明らかにしてい

く。それによってはじめてスポーツ史における中間諸組織の自治を解明することの重要性

が具体的に明らかになるのであり、スポーツの主体の複数性・多様性とそれらの相互関係

                                                                                                                                                  
坂哲文『宮坂哲文著作集 第 3 巻』1975 年、明治図書出版。市山雅美「旧制中学校におけ

る生徒自治の側面―校友会規則の分析を中心に―」、『東京大学教育学研究科紀要』43号、2004
年、東京大学大学院教育学研究科。 
27 加賀秀雄「1930 年前後の旧制高等学校における運動部改革運動について」、『岸野雄三教

授退官記念論集 体育史の探求』1982 年、岸野雄三教授退官記念論集刊行会。 
28 城丸章夫・水内宏『スポーツ部活はいま』1991 年、青木書店。中村敏雄『日本的スポー

ツ環境批判』1995 年、大修館書店。内海和雄『部活動改革―生徒主体への道―』1998 年、

不昧堂出版、など。 
29 坂上康博『権力装置としてのスポーツ 帝国日本の国家戦略』1998 年、講談社。 
30 藤田紀昭「大日本体育協会の政治性に関する研究」、体育・スポーツ社会学研究会編『体

育・スポーツ社会学研究』7 号、1988 年、道和書院。 
31 高津前掲『日本近代スポーツ史の底流』。 
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がスポーツ史のダイナミズムを形成することを明らかにすることが可能となるのである。 
 

4.教育社会の歴史的展開とスポーツ史 
 
本研究が対象とする明治後期から昭和の戦後にいたる半世紀は、現代の大衆教育社会の

萌芽から形成までをほぼ網羅する時期に当たる。教育の定着及びその指導内容、学校文化、

中高等教育進学者の社会的位置づけやその表象、進学・就職といった教育階梯に則ったラ

イフコースといった、教育と社会を関係づける様々な現象が形成され、変化してきた32。そ

うした中高等教育をめぐる社会状況やその変容は、そこを主要な舞台とする学生スポーツ

のあり方を規定する基盤として重要な意味をもつものと考えられる。 
ただ、スポーツ史やスポーツ社会学の領域において、学生スポーツを対象とした研究で

も選手たちを取り巻く教育社会の状況を視野に入れて展開された議論は決して多いわけで

はない。スポーツ史では、第一高等学校（以下、一高）の学校生活のなかでの野球部活動

を論じた Roden の研究33、野球害毒論争を私学の台頭との関係から論じた石坂友司の研究

などがあるが34、対象は明治後期の一高に限定されてしまっている。スポーツ社会学でも、

野球部の競技レベルで高校を 3 段階に分けて野球や勉強、遊びなどに対する態度の相違を

検討した明石要一・島津重典の研究35、高校の偏差値レベルと体育の授業やスポーツ部活へ

の参加や意欲の関係を検討した嘉戸脩・内山泉美の研究36、生徒のスポーツ歴を学歴社会に

おける弱い文化資本として位置づけ、「底辺校」や「進学校」でのスポーツ部活のもつ意味

を検討した甲斐健人の研究などに限られており37、研究動向として活発であるとは言い難い

状況にある。 
 しかし 2007（平成 19）年の特待生問題の議論においても見られたとおり、学生野球の選

手を取り巻く教育社会の状況、特に進学や就職の可否は彼らの野球に対する取り組みや、

学生野球の社会的評価に大きな影響を与えるものと考えられる。進学・就職に対する将来

への展望から野球を続けることを断念せざるをえない生徒がいる一方で、野球を通じて進

                                                  
32 天野郁夫『教育と選抜の社会史』1982 年、第一法規出版、復刻版 2006 年、筑摩書房。

同『学歴の社会史』1992 年、新潮社、復刻版 2005 年、平凡社。竹内洋『立志・苦学・出

世 受験生の社会史』1991 年、講談社。同『教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文

化』2003 年、中央公論新社。伊藤彰浩「高等教育機関拡充と新中間層形成」、坂野潤治他編

『シリーズ日本近現代史 3 現代社会への転形』1993 年、岩波書店。苅谷剛彦『大衆教育

社会のゆくえ 学歴主義と平等神話の戦後史』1995 年、等を参照。 
33 Donald Roden 前掲 “Baseball and the Quest for National Dignity in Meiji Japan”. 
34 石坂友司『日本のスポーツ界形成における象徴的権力構造に関する研究』2006 年、筑波

大学博士論文。 
35 明石要一・島津重典「高校野球部員の生活構造の分析―千葉県の事例をとおして―」、『千

葉大学教育学部紀要 第 1 部』29 巻、1980 年、千葉大学。 
36 嘉戸脩・内山泉美「高校間の学力格差と体育・スポーツ活動の関係について」、『東京学

芸大学紀要 第 5 部門』34 号、1982 年、東京学芸大学。 
37 甲斐健人『高校部活の文化社会学的研究』2000 年、南窓社。 
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学・就職できるからこそ学業以上に野球に熱中する生徒も存在する。その一方で彼ら―特に

スポーツ選手として「おちこぼれ」るものや、プロ・スポーツの制度的形成が未発達の種

目の選手たち―の学業成績の問題もクローズアップされることになるのである38。 
 一方、教育史・教育社会学の領域においては、進学・就職をめぐる社会の状況が学生・

生徒たちの学業や学校生活に対する影響は軽視され得ないものであり、加えて当該社会の

メリトクラシーの構造の解明や、教育を通じた階層（間格差の）再生産を問題提起する文

脈などで、研究の蓄積が進んできている39。本研究では、明治から昭和戦前期に至る期間に

おける教育社会の状況について、こうした先行研究から学ぶところは非常に多かったのだ

が、この分野の研究では学生・生徒の意識や動向を探るために、学業を中心に分析するこ

とが多く、学生生活の一角―生徒によっては大部分―をなすにもかかわらず校友会活動・部

活動が分析の対象となることはほとんどない。スポーツ史・スポーツ社会学からは教育社

会が見えないのであり、教育史・教育社会学からはスポーツに対する認識がないのが現状

である。本研究ではこうした研究動向の問題をふまえ、この両者を架橋することで新たな

研究視角や研究方法を提示することを目指したいと考えている。 
  

5.戦前と戦後の断絶と連続 
 
 戦後の日本近現代史の研究において、戦前と戦後の関係をいかにとらえるかという問題

は常に重要なテーマであり続けている。概して、敗戦から時期が近い時期の研究ほど断絶

が強調されてきたのだが、近年の研究では総力戦体制論や国民国家論を中心にして連続性

も強調されるようになり、個々の研究では多くの場合、断絶と連続それぞれの側面が指摘

されるようになっている。 
これまでに先行研究の蓄積がある学校体育や学校教育史の先行研究では、戦後教育改革

の理念が高く評価されるとともに、戦前との断絶が強調される傾向が強かった。その代表

的な研究者として、体育史では竹之下休蔵や江橋慎四郎、教育史では鈴木博雄があげられ

よう40。戦前の軍国主義教育や軍事訓練化した体育への反省をテコにして、GHQ による民

主化政策、特に逆コース以前の戦後初期の教育改革の理念が、高く評価されてきたのであ

                                                  
38 馬場礼三「スポーツ推薦制 中学生には弊害大きい」、『朝日新聞』2007 年 5 月 18 日。 
39 たとえば、広田照幸『陸軍将校の教育社会史 立身出世と天皇制』1997 年、世織書房。

望田幸男・広田照幸編『実業世界の教育社会史』2004 年、昭和堂。本田由紀『多元化する

「能力」と日本社会 ハイパー・メリトクラシー化のなかで』2005 年、NTT 出版。松田洋

介「＜移行＞の教育社会学―教育システムの機能と様態―」、久冨善之・長谷川裕編『教育

社会学』2008 年、学文社、など。 
40 岸野雄三・竹之下休蔵『近代日本学校体育史』1959 年、東洋館出版社、復刻版 1983 年、

日本図書センター。江橋慎四郎「学校体育の改革」、岡津守彦編『戦後日本の教育改革 第

7 巻 教育課程（各論）』1969 年、東京大学出版会。鈴木博雄「現代の教育」、鈴木博雄編

『日本教育史研究』1993 年、第一法 
規出版。 
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る。しかし、こうした視角では民主化政策による断絶が強調されるあまり、戦前と戦後が

機械的に分断されるとともに戦前の異質性が強調されることとなり41、戦前から戦後へとゆ

るやかに変化していった社会の構造的変化や戦後改革が内包する問題点について、批判的

に検討する契機を欠くこととなっている。 
 その一方で、日本のスポーツ政策史やメディア・イベント論等の文化史的な研究では、

概して戦前と戦後の連続性が強調される傾向が強い。例えば木下秀明は、戦後のスポーツ

民主化の動きを戦前型のスポーツの大衆化の契機を欠いた「民間化」と戦時期の文部省の

行政的介入という二つの流れの延長上にとらえる42。有山輝雄も、戦後の甲子園野球での儀

式やそれに関する言説にみられる平和や民主主義イメージの強調とは裏腹に、「野球統制令」

と「憲章」、武士道野球など甲子園野球にかかわるルールや表象に戦前との連続的側面を見

る43。そのほか、内海和雄や関春南らスポーツ政策史や清水諭のメディア研究などにおいて

も、国民スポーツの展開の弱さやメディアにおける学生野球選手の表象が、戦前からの連

続性をもったものとして議論が展開されている44。前者の議論では、戦後改革は一時的な民

主化として理想化され、後者の議論では、戦後改革の評価そのものが棚上げにされている。 
 重要なことは、社会の構造的変化の連続的な側面を規定要因としつつ、それに個々の政

治状況や制度の変化等の要因が加わることで、連続と断絶が生まれるということであり、

そこでかたち作られた構造がいかなるものなのか、その問題点は何かということを明らか

にすることであろう。そこで、本研究では教育の量的拡大やメディアの影響力の増大、都

市化などの社会の構造的変動を 1920 年代から戦後にいたる連続的なものとし、それが学生

野球と学生野球自治にもたらした影響を明らかにする。さらに、戦後改革期における学生

野球協会の設立と「野球統制令」の廃止などに GHQ が果たした役割やその問題点を検討し、

日本社会の戦前と戦後の連続と断絶の一端を明らかにしたいと思う。 
 
第 3 節 本論文の方法と構成 
 
 一般的に、自治という言葉は国家に代表されるような上位の政治権力や統治行為との対

比で用いられることが多い。本研究でも、上位権力との対抗関係のなかで自治を扱うこと

になるのであるが、自治は必ずしも上位権力者との対比でのみ扱われるべきものではない。

帝国のもとでの植民地の自治の容認や、現代の地方自治にも見られるように、自治は効率

                                                  
41 高津勝「日本近代体育・スポーツ研究における歴史認識と歴史像」、前掲『岸野雄三教授

退官記念論集 体育史の探究』。 
42 木下前掲『スポーツの近代日本史』。 
43 有山輝雄「戦後甲子園野球大会の『復活』」、津金澤聰廣編著『戦後日本のメディア・イ

ベント 1945－1960 年』2002 年、世界思想社。 
44 内海和雄『戦後スポーツ体制の確立』1993 年、不昧堂出版。関春南『戦後日本のスポー

ツ政策 その構造と展開』1997 年、大修館書店。清水前掲『甲子園野球のアルケオロジー 

スポーツの「物語」・メディア・身体文化』。 
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的な統治の手段としても用いられる。「統治と自治のあいだには、一定の制度的結合関係が、

対立や緊張の契機をはらみながら成立する」のである45。本論文では、学生野球自治の歴史

的展開における対立と緊張の契機をみるために、以下の方法的視角を採用する。 
①自治領域 
 自治には、他者の支配・統制から画され、かつ自治の成員によって自律的に統治・運営

される自治領域が不可欠である。学生野球の場合、練習や試合等に関わる野球部の運営や、

大会やリーグ戦の開催・運営といったことがらは、野球部や組織を主体とした自治領域に

属する。これらのことがらが、他者の支配・統制との関係からいかに決定されているか、

ということが学生野球の自治領域の形成や確立を評価する指標になるのである。 
②自治権能 
 自治は、「自己の意思が自己の行為を統制」し、「意思を行為に具現する能力を要件とす

る」。すなわち、自主立法権や自主財源を基盤とした自治権能をもたず、「他人の命令をた

んに執行する行為は自治ではない」のである46。体協に関する先行研究でも重視されていた

ように、スポーツ組織の自治権能をはかるうえで財政基盤は重要な意味をもつ。加えて、

本研究ではチームや連盟等の組織の規約の制定過程やその内容から、学生野球の自治権能

を見ることとする。 
③自治の制度的保障 
 自治領域と自治権能をもつ組織であったとしても、自治が安定的に自律するためには、

自治に対する何らかの制度的保障が必要となる。すなわち、「自治的領域を侵犯しかねない

他者の行為」の「制約」、「自律的領域の範囲をめぐって紛議が生じたとき」「ルールに従っ

て裁定する仕組み」と「他者からルールを逸脱した不当な侵犯がなされたときには、これ

を排除する権利」の確立である47。こうした自治の制度的保障が確立されていない段階では、

自治は慣習としての自治となり、他者の統制や侵犯を排除できるかどうかは、両者の力学

や権力関係が重要な要素となる。 
④自治の主体 
 自治領域内部の立法権やその運用、自治組織の財政基盤がいかなる主体や主体相互の関

係によって行使・決定されるのかということは、自治の内実を見るうえで重要な意味をも

つ。本稿では、学生野球自治の内実を明らかにするために、以下の諸主体の動向に着目す

る。 
1）学生野球選手・部員 
 各校野球部の選手・部員は学生野球には不可欠の存在である。しかし、それは必ずしも

選手・部員が野球部の運営や大会の開催といった学生野球自治の主体であることを意味し

ない。選手たちが部の運営や大会の開催の主体となる場合もあれば、ルールにおいて統制

                                                  
45 井出嘉憲「自治」、大学教育社編『現代政治学辞典』1991 年、ブレーン出版、400 頁。 
46 西尾勝「自治」、日本政治学会編『政治学の基礎概念』1981 年、岩波書店、24 頁。 
47 同上書、25 頁。 



13 
 

を受ける客体ともなるのである。また、選手たちは学生であるがゆえに、進学や就職など

同時代の教育社会の状況や、学校内部の権力関係に規定された存在でもある。社会の状況

を背景にした彼らの動向が、学生野球自治の形成と変容に重要な意味をもつこととなる。 
2）学生野球関係者（野球部長・監督・野球部 OB） 
 野球部長は、学生の課外活動の管理・監督の責任者として教職員のなかから選ばれる。

野球部活動の拡大や組織の形成などにともなって、次第に活動の幅を広げてきた。学校の

方針によって、野球部を統制することもあれば、学生野球組織に参加して自治の主体とな

ることもある。 
 監督は、学生野球大会の組織化や競技の高度化などの要因に伴って大正中期から全国の

野球部に次第に普及していった。選手たちに技術や戦術を指導するため、野球部 OB が就

任することが多い。 
 野球部 OB は、審判やコーチ・監督などの学生野球の現場で重要な役割を担うだけでな

く、組織の運営にも関与する。そのほか、OB 団体を組織して母校野球部の活動の財政的基

盤となったり、人的ネットワークを通じて選手の進路に大きな影響を与えたりする存在で

ある。特に、東京六大学の OB は組織が強力なだけでなく、構成員の知名度も高かったた

め、社会的な影響力がきわめて大きかった。1930 年代以降、彼らの問題意識と経験が学生

野球のあり方を規定していくようになり、戦後の学生野球自治の確立に大きな役割を果た

すこととなった。 
 学生野球関係者は、メディアや行政などの他の主体と選手をつなぐ媒介として位置付け

られよう。その一方で、学生野球の理念や選手への教育のあり方といった事柄に対して独

自の価値観をもち、自律的な立場にも位置する。選手自治と協働や対抗といった関係を切

り結びながら、学生野球自治の形成と変容に大きな役割を果たすこととなった。 
3）マスメディア 
 新聞社を中心としたマスメディアは、自社の事業拡大を目的とした企業戦略の一環とし

て、中等学校野球大会を開催したり、ニュースとして野球の試合を報道したりすることで、

野球の普及や人気の拡大に大きな役割を果たした。また、マスメディアは野球人気が拡大

していくうえで直接的・間接的に大きな役割を果たす一方で、学生野球の弊害を批判し、

学生野球を健全なものとするためのイデオロギーの普及にも貢献した。さらに、中等野球

大会の開催に対して財政面で強力に後押しをするとともに、それを通じて学生野球の組織

化を促進した。 
4）行政・GHQ 
 文部省は明治中期から大正期にかけて諸法令の整備や教育行政の展開により、教育の大

衆化を可能とする社会条件をもたらした。1920 年代半ば以降には体育・スポーツ政策が本

格化していき、学校スポーツの統制・組織化に大きな影響を与えることとなった。さらに、

戦時体制下における学生野球への統制や「弾圧」は、学生野球関係者が戦後に自治組織を

形成することを間接的に促進する要因となった。 
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 GHQ は、教育の民主化政策として学制改革を行い、教育の大衆化への道を開いただけで

なく、民主化の手段としての学生スポーツの普及や発展にも貢献した。特に CIE は体育・

スポーツ担当官が学生野球協会の設立に立ち会い、「学生野球基準要綱」制定にもかかわっ

た。また、選抜大会の開催を巡って CIE と中等学校野球連盟が対立するなど、中等（新制

高校）野球のあり方にも影響を与えた。 
 
 本論文では、以上の諸点に着目しつつ学生野球自治の形成と変容の過程を明らかにして

いくこととする。 
第二の視角として本研究では、諸主体によって発せられるスポーツ観や野球論等の言説

を同時代的な相互関係のなかに位置づけ、言説相互の共通点よりも差異を重視した。この

視角により、固定的で画一的な日本的スポーツ観や武士道野球論としてとらえられてきた

スポーツ観やスポーツイデオロギーを、多様性を含みつつ歴史的・社会的構造のなかでダ

イナミックに変容するものとしてとらえることが可能となった。この視角からするならば、

支配的なスポーツ観や野球論は、日本文化や日本近代の後発性の産物ではなく、学生野球

を取り巻く社会構造と権力関係の産物なのである。 
 第三の視角として、学生野球を取り巻く社会状況のなかでも、特に中高等教育機関を中

心とした教育社会の状況が学生野球に与えた影響に着目した。とりわけ、学校の社会的位

置づけに規定された学生・生徒の進学と就職の状況は、選手が学業と野球の矛盾に直面し

た時の選択や、野球の社会的評価に重要な影響を与えている。そこで、各学校の進学や就

職の状況に注目して、校友会野球部の活動や、それぞれの時代において発せられたスポー

ツ論、学生野球イデオロギー等を分析した。 
 後に、多くの学校の野球部史や校友会雑誌を史料として用いることで、政治決定や学

生野球を取り巻く社会の変容といった大局的な動向と、各校野球部の相互の影響を明らか

にした。これにより、全国的な学生野球の状況や、個別の事例として取り上げられた問題

を全国的な動向や社会の歴史的変化のなかに位置づけることが可能となった。 
 
 上記を視角をもとに、本論文の構成は以下のとおりとした。 
第 1 章では、近代日本における学生野球自治の形成をみるために、明治中後期にかけて

野球界の覇権を握った一高と早慶両校の野球部の活動を検証し、それぞれの自治の主体、

財政基盤、自治の権力関係を検討する。あわせて、野球部の活動と学業の関係を受験状況

と進路を中心にして分析する。 
 第 2 章では、明治後期から大正期初頭における中等学校の野球部の自治を、学校内部の

権力関係や、進学・就職のために学業を重視する当時の社会状況との関係から分析する。

あわせて、大正中期以後の学生野球のメディア・イベント化や人気の拡大の萌芽をさぐる

こととする。 
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 第 3 章では、都市を中心にして中高等教育機関の量的拡大やマスメディアの普及といっ

た大衆社会化状況が生まれてきたことを背景にして、学生野球の全国大会やリーグ戦が組

織され、野球を通じた進学や就職も可能となっていったことを明らかにする。さらに、そ

うした学生野球をめぐる社会状況の変化にともなって、学生野球自治の主体として学生野

球 OB やマスメディアの影響力が強くなっていったことを論証する。 
 第 4 章では、1932（昭和 7）年の「野球統制令」の制定過程とともに、国家による学生

野球自治への介入やそれへの反発、選手主体の自治を求める動きなど、学生野球の自治の

主体や領域、権能をめぐる闘争の過程を見ていくこととする。 
 第 5 章では、日中開戦以後の戦時体制の展開のなかで、国家による学生野球自治の介入

や切り崩しをへて、学生野球自治が崩壊する過程を追うこととする。くわえて、戦時下に

おける学生野球自治の動向を、国家に対する抵抗と順応の両面から分析することとする。 
 後の第 6 章では、占領下において自治組織である学生野球協会とそのルールである「憲

章」が、学生野球 OB、文部省、CIE 三者の交渉の過程から生まれたことを明らかにする。 
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第 1 章 明治中後期の高等教育機関における野球部の活動と自治の形成―第一

高等学校野球部を中心として― 
 
  本章の課題 
 
 本章では、1890（明治 23）年から 1904（明治 37）年に一高の校友会野球部が球界の覇

権を握った「一高時代」における彼らの活動の実態、特に野球部の運営や方針の決定過程

等を見ることによって、一高野球部における選手自治の成立を明らかにしていく。同時に、

野球部 OB、野球部長らの活動や、彼らと選手との関係も見ることによって、一高時代の野

球部の活動と部内の権力関係を明らかにし、大正期以降のそれと比較する基盤を得ること

にする。そしてこれらの作業を通じて、なかば伝説化している一高野球部に関する通説を

批判的に検討していく。 
一高野球に関する文献は、体育史・スポーツ史研究の専門書のみならず、野球史をあつ

かった一般書においてもかなり多いが、そのほとんどすべてにおいて画一的な一高野球像

が提示されている。例えば木下秀明は、明治期に形成された日本独自のスポーツ観を「ナ

ショナリズム的スポーツ観」「武士的スポーツ観」「後進国的スポーツ観」と特徴づけ、1896
（明治 29）年の一高野球部の横浜外人チームへの勝利には「ナショナリズム的スポーツ観」

が、1890（明治 23）年のインブリー事件には「武士的スポーツ観」の勝利至上主義が表れ

ているとする1。有山輝雄は、一高野球部で生まれた独特のイデオロギーの特徴として、「優

勝劣敗の勝利至上主義」、技術以上に精神の鍛錬が重視される「精神主義」、野球を一高精

神の発露の場、校風の振起を担うものとする「集団主義」とし、これらが「互いに相乗化

し、『一高野球』を形成した」とする2。その他 D.Roden、菊幸一、日下裕弘、清水諭らは、

和魂洋才的文化変容論に基づいて一高野球をこうした精神主義的な特徴をもつものとする

とともに、それが日本野球の原型となっているとする点で共通している3。 
 こうしたステレオタイプな一高野球イデオロギー像を再検討したのが坂上康博である。

坂上は、一高野球部の言説の変遷を追うことにより、明治後期の武士道論の隆盛と野球批

判の高まりのなかで、一高生や野球のイデオローグたちが、野球を武士道に立脚したもの

と主張することでその正当性を主張していったとする4。本章では、坂上の精神主義イデオ

ロギーの議論を踏まえつつ、一高野球部の日常的な活動や学校生活との関連、特に一高野

                                                  
1 木下前掲『スポーツの近代日本史』、104－119 頁。 
2 有山前掲『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』、26－30 頁。 
3 Donald Roden 前掲 “Baseball and the Quest for National Dignity in Meiji Japan”。同

前掲”Schooldays in Imperial Japan A Study in the Culture of a Student Elite”。菊前掲

『｢近代プロ・スポーツ｣の歴史社会学―日本プロ野球の成立を中心に―』。日下裕弘『日本

スポーツ文化の源流 成立期におけるわが国のスポーツ制度に関する研究―その形態およ

び特性を中心に―』1996 年、不昧堂出版。清水前掲『甲子園野球のアルケオロジー―スポー

ツの「物語」・メディア・身体文化―』。 
4 坂上前掲『にっぽん野球の系譜学』。 
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球部が一高の野球部であるがゆえにもたざるを得なかった学業と野球の両立という問題か

ら、従来の一高野球像を批判的に検討する。さらに、従来の一高野球部の研究では軽視さ

れてきた、野球の普及・拡大についての一高野球部の役割も見ていくことにする。 
 後に、一高野球部にかわって台頭することとなった早慶両校の野球部の成立について

ふれるとともに、その理由を学業問題の側面から検討していく。 
 
 第 1 節 明治期の中高等教育政策の展開と一高の成立 
 

1.明治中後期における高等教育政策の展開と一高の成立 
 
1877（明治 10）年、それまで専門学校として位置づけられていた開成学校と東京医学校

が合併されて、日本初にして当時唯一の大学、東京大学が成立する。東京大学には法・文・

理・医の 4 学部が設置されていたが、そこでは当初、お雇い外国人教師を中心に英語やド

イツ語で授業が行われていた。明治政府は近代化を急務とし、それを可能とする人材の育

成を目的として大学を創設したが、国内にはその任に当たる人材がきわめて少なく、外国

人に頼らざるを得なかったのである。外国人が外国語で授業を行う以上、それを受講する

学生には語学の素養が必要不可欠であったため、「専門学科ニ昇進スヘキ生徒ニ階梯ヲアタ

ヘ予備学ヲ教授スル」学校として、東京大学予備門が設立されたのである5。 
設立当初、東京大学予備門は制度上においては高等教育機関に位置づけられていたのだ

が、1886（明治 19）年に公布された中学校令において、中等教育機関が尋常中学校と高等

中学校の二段階編成とされた。大学予備門は高等中学校として中等教育機関に組み込まれ、

校名も第一高等中学校へと変更された6。中学校令では、高等中学校は全国を 5 区にわけた

各区に 1 校ずつ設置することとされたため、1886（明治 19）年から翌 87（明治 20）年に

かけて、五高までのナンバースクールと山口高等中学校と鹿児島高等中学造士館、計 7 校

の高等中学校が設けられた。修業年限は 2 年だったが、「尋常中学校の教育が未整備で、尋

常中学校卒業の学力では直ちに高等中学校」に「入学」することは「困難」だったため、

高等中学校には修業年限 3 年の予科が設置された7。 
1894（明治 27）年 6 月、高等学校令により高等中学校が高等学校となったのをうけて、

第一高等中学校は第一高等学校と改称した。高等中学校は、帝国大学進学者に基礎教育を

施す教育機関として、高等教育機関の一部に組み入れられることとなった。また、高等学

校令によって修業年限は基本的に 3 年とされ（医科は 4 年）、尋常中学校卒業程度の学力を

有する者が入学資格をもつこととなった8。中学校令・高等学校令にくわえて、1886（明治

                                                  
5 文部省編『学制百年史』1972 年、帝国地方行政学会、218 頁。 
6 同上書、339－340 頁。 
7 寺崎昌男・成田克矢編著『学校の歴史第 4 巻 大学の歴史』1979 年、第一法規出版、96
頁。 
8 文部省編前掲『学制百年史』、369 頁。 
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19）年には帝国大学令が制定され、明治 20 年代に戦前期の中高等教育の枠組みが成立する

ことになる。 
ただし、中高等教育機関に進学することが可能なものはきわめて少数であった。以下の

表は、1885（明治 17）年から 1910（明治 43）年までの（尋常）中学校と高等学校（高等

中学校）の生徒数の推移である。第一高等中学校が成立した 1886（明治 19））年は、高等

中学校が全国に 2 校しかなく、在学者数はわずか 1500 人ほどにすぎない。この生徒数を当

該年齢人口のなかの割合でると、1885（明治 18）年の中等・高等それぞれの教育機関の在

学率は、0.8％と 0.4％、1890（明治 23）年で 0.7％と 0.4％、1895（明治 28）年で 1.1％
と 0.3％、1900（明治 33）年で 2.9％と 0.5％であった。 
 
中学校・高等学校生徒数推移 

 
出典：文部省前掲『学制百年史』、477、491 頁より作成 
 
在学率の推移 
年度 中等教育（％） 高等教育（％）

1880 1.0  0.3 
1885 0.8 0.4 
1890 0.7 0.4 
1895 1.1 0.3 
1900 2.9 0.5 
1905 4.3 0.9 
1910 15.9 1.0  

出典：文部省前掲『学制百年史』、162 頁。 
 
文部大臣として中高等教育政策を推進した森有礼の言を借りれば、高等中学校の学生は

「後来日本ノ権力ヲ掌握スルモノ」、ないしは「上流ノ人」にして「社会多数ノ思想ヲ左右
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スルニ足ルヘキモノヲ養成スル所」であった。一高をはじめとする高等中学校は、将来の

国家や社会できわめて重要な役割を果たすことを期待された少数のトップ・エリートの養

成機関と位置付けられていたのである9。 
 

2.一高における自治寮の成立 
 

 日本社会の近代化を目的とした政府による中高等教育機関の整備が進められていく一方

で、政府は重大な問題に直面せざるを得なかった。近代化のための西洋の学問の導入は、

それが内包する自由主義的・啓蒙主義的思想をも日本に導入・普及させることとなったか

らにほかならない。政府は近代的教育の普及と引き換えに、民権派という「敵に塩を送る」

ことを余儀なくさせられていたのである。そのため、政府は 1880（明治 13）年の集会条例

等において、軍人や警察官、学校教員等とならんで官公私立学校の生徒が「政治ニ関スル

事項ヲ講談論談スル集会」を禁止し、東京大学への内達等でも学生の政治活動を禁止した。

1883（明治 16）年、東京大学の学位授与式を前にして、学生が校内の施設・器物を破壊・

損壊してまわる「明治 16 年事件」が発生すると、大学側は総勢 148 名を退学処分としたが、

一高設立前後の時期において、学生の政治熱の高まりと「蛮風」の抑制は、教育行政を担

当する政府高官たちの間では重要な問題と認識されていたのである10。 
 こうした状況のもと、1888（明治 21）年 8 月に一高の教頭となった木下広次は、就任直

後の 10 月に一高生全員の前で「籠城演説」を行う。1890（明治 23）年 2 月には校内に寄

宿寮を設け、全学生と希望する教師が寝食を共にするだけでなく、ここを学生の自治によ

って運営することを宣言した。「第一高等中学校ノ生徒ハ後年社会ノ上流ニ立チ学術ニアレ

技芸ニアレ政治ニアレ日本中ノ先達トナリテ日本ヲ指揮スヘキ人々」であるにもかかわら

ず、「品行端正」「剛毅
ご う き

活発ノ気象」「自重自敬自守ノ精神」に乏しい。しかし、社会一般も

「規律ヲ失ヒ終ニ卑猥無作法ヲ観テモ怪マ」ない状況にあることから、学生を自治寮に「籠

城」させて、ここを学生たちの自治によって運営する、と木下は宣言したのである11。さら

に木下は、「自重ノ念ヲ起シ廉恥ノ心ヲ養成セシム」「親愛ノ情起シ共同ノ風ヲ養成セシム」

「辞譲ノ心ヲ起シ静粛ノ習慣ヲ養成セシム」「衛生ニ注意シ清潔ノ習慣ヲ養成セシム」の四

綱領を提示し、これらの順守を学生たちに求めた12。 
寄宿寮自治は、学校による学生管理の一環であったが、それは学生からも圧倒的に支持

                                                  
9 森有礼「仙台区有志寄附者ニ対スル説示」、および、同「明治廿年六月廿一日文部大臣宮

城県庁ニ於テ県官郡区長及学校長ヘ説示ノ要旨」、大久保利謙編『森有礼全集 第一巻』1972
年、宣文堂書店、527、537 頁。 
10 寺崎昌男「自治寮制度成立史論―とくに木下広次とその二演説をめぐって―」、『旧制高等

学校史研究』15 号、1978 年、旧制高等学校資料保存会、21－25 頁。 
11 「第一高等中学校・木下廣次教頭の就任演説（明治二十一年十月）」、仲新総監修『資料

集成旧制高等学校全書 第 4 巻 校風編』1981 年、旧制高等学校資料保存会、23 頁。 
12 第一高等学校寄宿寮編『向陵誌』1913 年、3 頁。 
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されることとなった。例えば、野球部の投手でのちに自治寮規約作成にもかかわった岩岡

保作は、木下の演説を受けて次のように述べている。 
 
今吾人は自治の制を許さる。吾人は実に歓喜に堪へざるなり。我校生徒の気象活発に

して勇武の風に富む〔。〕今共に砥礪
し れ い

徳義の進修を図り自治の制を利用して放恣
ほ う し

に流るヽ

事なく、徳義の点に於ても全国の諸学校に冠絶すと称せらるヽに至らば豈に絶大の快事

に非ずや。〔中略〕諸君自ら治むるに意なきか。此絶大なる快事を取るに意なきか。校長

の言を諾する勇気なきか。余は確然校長の命を諾し自治の制に由
よ

りて自ら治め互に相戒

めて誓て寄宿舎を維持せんことを欲するなり。13 
 
石田雄によると、この当時において自治という言葉は、自由民権運動との関連が強い言

葉であった。民権派のなかでは「自由自治」と並べて用いられたり、「藩閥主義と相容れざ

る」ものと認識されたりしていた14。自治は、藩閥政府を批判するための用語であり、管理

とは対極的な言葉として考えられていたため、木下による寄宿寮自治の宣言は画期的なも

のであった。1895（明治 28）年に編集された『野球部史』によると、「当時ノ寄宿ハ自励

自修ノ郷ニ非ラスシテ干渉叱責ノ場ナリ〔。〕皈
かえ

ルヲ懐
おも

フノ室家ニ非ラスシテ脱スルヲ冀
ねが

フ

ノ囹圄
りょうご

」であったという15。それが一転して自治によって運営されることが決められたこと

から、一高生はこれを「大革命」として圧倒的に支持したのである。 
寄宿寮自治を生徒の側から主体的に形成する際に、中心的な役割を果たしたのが赤沼金

三郎であった。赤沼は 1889（明治 22）年 2 月に徳義会を設立して学生を組織し、翌年の木

下の自治寮開設の演説を支持した。赤沼は自治寮規約の作成や総代・ 委員の選出も主導し、

自らその一員に加わった。 
赤沼は、「今日我邦教育家の生徒を管理する法」は「児童を待するに異ならさるもの」な

いしは「兵士を遇すると同一なるもの」として批判し、それが「学校と生徒との間」の「確

執」や学生の「紛擾
ふんじょう

」の原因の一つとなっているとする16。「木偶的若くは奴隷的の卑屈子

弟を養成せず、専ら独立自治的の活発有為なる人物を養成」するためにも、「軍人的の服従

を命令することをなさず、自然的公平なる制裁」に基づいた学生による自治的な生活管理、

徳育養成の必要性を説く。こうした学生自治を他校に先んじて導入した「我校は実に今日

我邦教育社会の照明台となり、狂瀾
きょうらん

怒涛
ど と う

の轟鳴
ごうめい

せる海岸の巌上
がんじょう

に屹立
きつりつ

して、耿々
こうこう

たる光輝

を放」つものであり、「我校の盛衰存亡は我邦教育社会全体の盛衰存亡に関する」と述べる

                                                  
13 同上書、5 頁。 
14 石田雄『一語の辞典 自治』1998 年、三省堂、16－18 頁。 
15 『校友会雑誌号外 野球部史附規則』1895 年、第一高等学校校友会、復刻版 1980 年、

ベースボールマガジン社、12 頁。 
16 赤沼金三郎「将に第二の自治制寄宿寮を見んとするに就きて所懐を述ぶ」、前掲『校友会

雑誌』6 号、1891 年 4 月、14－15 頁。 
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17。赤沼は、児童や兵士に対するような厳格な管理ではなく、一高生の自覚とプライドに訴

えかけて、自治への主体的参加と生徒間の相互制裁によって独立心や社会性を養成すべき、

と主張したのである18。 
1890（明治 23）年 2 月には、寮の各部屋から一名ずつ選ばれた総代の投票によって寮委

員を選出し、寮委員が合議して自治を運営することを定めた自治寮規約が制定された。自

治寮規約には寮内の整理整頓の徹底や飲酒の禁止などの「約束」が多く盛り込まれるだけ

でなく、「此規約ニ背ク者アル時ハ其ノ事情ニヨリテ制裁ヲ本人ニ加ヘ」ることも明記され

た19。全生徒を基盤とした代議制と相互制裁が自治寮運営の根幹であった。 
さらに、赤沼は一高における自治の確立のために、スポーツ活動を重視していた。「制度

や法規では校風がつくれず、学校（寄宿寮）を熱愛する気もちを高めなくては、寮を誇り

とし、寮運営に主体的に参加しようとする自治のトレーガーが生まれない」からである。

赤沼は、1890（明治 23）年に「花は桜木人は武士」ではじまる「端艇部部歌」を対東京高

等商業（以下、東京高商）戦の応援歌として作詞した20。この競漕会に一高生は「端艇廿三

艘ヲ連ネテ我選手ニ声援シテ天下公衆ノ面前ニ無双ノ勝ヲ制」し、「此夜寮生ハ 悉
ことごと

ク祝杯

ヲ挙ケ凱旋歌ヲ歌ヒ歓呼抃舞
べ ん ぶ

夜半ニ達」したという。この出来事は、のちに「此一宵ハ実

ニ我校風ヲ発動セシメタル雷管」と評価されるほどに画期的なものとなり、以後運動部の

活動が一高の校風を振作する重要な手段として確立していくのである21。 
一高における学生自治は、学校側の合理的な学生管理の模索と学生側の強圧的な学生管

理への反発の産物として形成されたものであった。そして、自治が形式的なものとしてで

はなく、内実を伴ったものとするためにもスポーツ活動が重視され、校風の振作を担うも

のとして活発な活動が展開されることになるのである。 
 
第 2 節 一高野球部の成立と選手自治の形成 
 

 1.一高野球部の成立 
 
日本に野球22が伝播したのは 1872（明治 5）年に東京第一番中学校教師 Horace Willson

が持ち込んだものが 初といわれている。開成学校や開拓使仮学校教師においても、お雇

い外国人教師がそれぞれの学校の学生とともに、課外の余暇活動として野球を行った。1878

                                                  
17 赤沼金三郎「将に第二の自治制寄宿寮を見んとするに就きて所懐を述ぶ（続稿）」、前掲

『校友会雑誌』7 号、1891 年 5 月、11 頁。 
18 宮坂広作『旧制高校史の研究 一高自治の成立と展開』2001 年、信山社、61－64 頁。  
19 第一高等学校寄宿寮編前掲『向陵誌』、7－9 頁。 
20 宮坂前掲『旧制高校史の研究 一高自治の成立と展開』、173－174 頁。 
21 前掲『校友会雑誌号外 野球部史附規則』、13 頁。 
22 日本への移入当初はいまだ訳語がなかったため、「ベースボール」や「ボール」などと呼

ばれていたが、本稿では煩瑣を避けるため、引用部を除いて「野球」で統一する。 
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（明治 11）年にはアメリカ留学から帰国した鉄道技師、平岡熙が新橋アスレチックスを設

立し、明治 10 年代における日本野球の中心的な存在となった。明治 10 年代も半ばに入る

と、中高等教育機関を中心に野球チームが結成されていく。1882・83（明治 15・16）年頃

に東京大学・東京大学予備門、駒場農学校、工部大学、1884（明治 17）年には慶応義塾、

1885（明治 18）年には白金倶楽部（明治学院）、青山英語学校、東京大学法学部ベースボ

ール会、セントポール・クラブ（立教大）、溜池倶楽部、1888（明治 21）年に東京商業学

校など、東京を中心として学校の野球チームが作られ、練習や試合などが活発に行われる

ようになっていった。ただ、この当時は遊び仲間から「常連」となったものが中心に活動

を行い、学校の公認や経済的援助などのないインフォーマルな集団であった23。 
 一高チームは学生の野球チームとして生まれた も古いものに属するが、それは一高の

学生たちが地理的にも出身階層的にも新橋アスレチックスと非常に近かったからであろう

と思われる。両者の交流はかなり盛んだったようで、一高の生徒たちは野球の知識や技術

に一日の長のある「新橋ニ出入シ規則ノ疑ハシキ者
ママ

ヲ質シ熟練ノ足ラサル処ヲ補」ったと

いう。それゆえ学生が「一タヒ新橋ニ赴テ称賛ヲ博スレバ声価十倍シ校内ニ重キヲナ」す

こととなったのである24。 
1886（明治 19）年の第一高等中学校の成立に際して、法学部・工学部等のベースボール

会が合併されて一高野球部となる。その頃の野球の様子を自身も熱中したことで知られる

正岡子規は、試験が終わった当日の野球大会の様子を以下のように記している。 
 

扨正午に学校の寄宿寮に帰ればはやベース・ボール大会の用意 中なり。余もいつに

なく勇みたちて身軽のこしらへにて戦場へくり出すに、いとも晴れわたりたるあたヽか

き日なりければ、駒の足もイヤ人の足も進みがちなり。此日余は白軍の catcher をつとめ

菊池仙湖は pitcher の役なりしが、余の方は終にまけとなれり。それにも拘らず仙湖と余

とは perfect をやりしかばうれしさも一方ならず25 
 
当時は一人の学生が複数の運動部に所属することも多く、野球部は「会員五十余名ヲ有

シ」てはいたものの、「専業ノ士ニ乏シク運動ヲ好ムノ士傍ラ此技ヲ弄
ろう

スルニ止マリ素ヨリ

ぼーと会ト対峙スルニ足ラサルノミナラス 屡
しばしば

ろんでにす
マ マ

ノ為メニ其会員ヲ奪ハレシ事」も

あったという26。 
 こうした牧歌的ともいうべき状況から、精神主義的な「一高野球」が成立して、「一高時

代」を形作るきっかけとなったのが、1890（明治 23）年 5 月に起こったインブリー事件で

                                                  
23 日下前掲『日本スポーツ文化の源流 成立期におけるわが国のスポーツ文化の研究―その

形態及び特性を中心に―』、28－30 頁。 
24 前掲『校友会雑誌号外 野球部史附規則』、1 頁。 
25 正岡子規「松蘿玉液」、木村毅編『明治文化資料叢書 第十巻 スポーツ編』1962 年、

風間書房、248 頁。 
26 前掲『校友会雑誌号外 野球部史附規則』、2 頁。 
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ある。この日、一高野球部は岩岡保作が投手をつとめて、明治学院白金倶楽部と一高校庭

で試合を行っていた。しかし試合の展開は一高側に利なく、6 回までに 0 対 6 とリードを許

していた。そこに明治学院のアメリカ人神学講師、インブリーが一高の「校垣ヲ踰
こ

ヘテ場

内ニ闖入
ちんにゅう

」してきた。それを見た一高「柔道部ノ諸子」や「寮生」は「其礼ヲ知ラサルヲ

怒リ之レヲ詰問セント」したが、「語意通セサルニ血気ノ士或ハ石ヲ飛ハスアリテ終ニ其面

ヲ傷ケタ」のである27。この事件によって当日の試合は中止となっただけでなく、一高や日

本政府にはアメリカ人への傷害事件として国際問題に発展することまで危惧せざるをえな

い状況となったようだ。結局事件自体は、「其後数日〔インブリー〕氏ト我校トノ間ニ数回

ノ往復アリテ我〔一高生〕モ我ノ軽挙ヲ謝シ氏モ亦試合ノ快味ニ誘ハレ期セスシテ垣ヲ踰

ヘ以テ我校威ヲ涜
とく

サントセルヲ謝シ」たことで決着した。それに際して、「事重大に赴かざ

らしめんがため東奔西走和解に之努め」たのが自治寮総代、赤沼金三郎であった28。インブ

リー事件における校長以下学校職員の対応は定かではないが、一高における学生の自治は

寮内の問題だけにとどまらず、運動部の活動等も含めた学生生活の諸分野にまで及んでい

たのである。 
 インブリー事件により、一高は白金倶楽部への「復仇」を目的に練習を強化することと

なり、11 月 8 日に行われた白金倶楽部との再戦に 26 対 2 という大差で勝利する。11 月 23
日には溜池倶楽部、翌 91（明治 24）年 4 月 4 日には白金・溜池連合チームに勝利した結果、

「一高時代」が幕を明けることとなる。「一高時代」は、1890（明治 23）年から 1904（明

治 37）年までのおよそ 15 年間を指すが、その間に一高野球部は、日本初の国際試合、1896
（明治 29）年の横浜外人戦の勝利などの輝かしい実績を収めた。1890（明治 23）年から

1902（明治 25）年の一高野球部の通算戦績は 75 戦 64 勝 11 敗で、勝率は 8 割 5 分 3 厘に

ものぼる。以下、一高野球部の自治的な運営の実態を『校友会雑誌』の記事を中心に見て

いくことにしよう。 
 

  2.一高野球部の規約と活動 
 
 1890（明治 23）年 10 月、一高自治寮の成立から遅れること半年、一高校友会が成立す

る。校友会は、「文武の諸技芸を奨励する」ことを目的とし、「本校の職員生徒及び本校に

縁故ある者を以て会員とす」と定められた。会費は年額 1 円 20 銭で、「其徴収は本校会計

官之を司り毎月拾二銭を授業料と同時に徴収す」ることとされた。「職員は会費の外別に一

同にて毎年四百円以上の金額を該会に寄付するものとす」ることも明記された。会長には

校長が就任し、2 名の職員と各部の幹事からなる委員が、実質的に会の運営を取り仕切った

                                                  
27 同上書、9－10 頁。 
28 前掲『向陵誌』、642 頁。インブリー事件に触れた文献は多くあるが、当事者の一次史料

からその事実の詳細を解明したものは存在しない。文献相互でも微妙に内容に齟齬が見ら

れるため、本稿では一高の史料をもとに本件を論じることとした。 
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と思われる。校長と学校職員によって生徒の活動を管理しつつ、各部から選出された委員

が選手たちの要望をくみ上げる役割を果たしたのであろう。 
校友会の発足に際して、文芸・ボート・撃剣・柔道・弓術・ベースボール・ロンテニス・

陸上運動・遠足の 9 部が設立された。部の選定がどのようなかたちで決定したのかは不明

だが、雑誌の発行を行う文芸部以外の残り 8 部すべてが運動部であることから、校友会の

なかでは特に運動が重視されていたことが見て取れる29。 
 校友会が成立し、野球部がそのなかのひとつとして正式に学校の認可を得たことによっ

て、校友会費から財政的な援助を受けることとなった。以下の表は、ひと月当たりの各部

の支出額であるが、校友会費の分配を も多く受けていたのは、用具や活動に高額な費用

を要するボート部であり、ついで校友会雑誌を出版する文芸部であった。 
 
一高校友会支出構成（月単位） 

  
1891 年 6 月 
 ～92 年 8 月

94 年 9 月 
 ～96 年 1 月

96 年 2 月 
 ～97 年 1 月

  金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 

文芸部 30.577 16.1 41.478 24.7 36.333 24.0 
撃剣部 5.149 2.7 8.412 5.0 7.833 5.2 
柔道部 6.761 3.6 8.912 5.3 8.417 5.6 
弓術部 3.984 2.1 4.576 2.7 4.25 2.8 
ボート部 128.13 67.4 52.812 31.5 48.50 32.0 
艇庫費 - - 32.795 19.5 19.523 12.9
ロンテニス部 5.253 2.8 1.324 0.8 - - 
ベースボール部 3.933 2.1 4.412 2.6 8.333 5.5 
陸上競技部 3.80  2.0 4.412 2.6 4.167 2.8 
遠足部 1.12 0.6 - - - - 
水泳部 - - - - 5 3.3 
音楽部 1.333 0.7 3.941 2.3 0.375 0.2 
基本金 - - 4.804 2.9 8.693 5.7 

計 190.04 100 167.88 100 151.43 100
出典：坂上前掲『にっぽん野球の系譜学』33 頁。 
 
野球部は撃剣部や柔道部とほぼ同額の月 4 円弱の割り当てを受けている。当時バット 1

本が 18 銭（1895＝明治 28 年）、グローブ 1 個が 1－2 円（1898＝明治 31 年）ということ

                                                  
29 「会報」、第一高等学校校友会編『校友会雑誌』1 号、1890 年 11 月、復刻版 2006 年、

近代日本文学館、DVD-ROM 版、1 頁。この当時はまだ「ベースボール部」をなのってい

たが、本稿では煩瑣を避けるために、以下は「野球部」で統一して記すこととする。 
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から30、野球部の活動資金としては潤沢だったというわけではないが、校友会費によって基

本的な用具を賄うことは可能であったと思われる（もっとも、初期のころはキャッチャー

とファースト以外はグローブやミットを使わず素手でプレーしていた）。 
 校友会予算の年額はおよそ 2000 円となるが、校友会規約第三條に記されているとおり、

そのうち 400 円を職員の寄付によっていたとするならば、校友会費の 25％程度を学校職員

が支えていたこととなる。国家が設立した学校の寄宿寮で寝食をともにし、気が向けば学

校職員たちから援助をうけた用具を使って、校友たちとスポーツに打ち込める環境は、ま

さしく一高生だけに認められた特権的なものであった。 
また、校友会規約で各部は「特殊の規則」を定めることとされたため、他の部と同様に

野球部規約も作成された。その内容は以下の通りである。 
 
 一、本部ニハ幹事二名ヲ置キ部員ノ互選ヲ以テ一学期間選任ス 

但シ再選ヲ許ス 
 二、幹事ハ本部会計庶務一切ノ事ヲ周施シ兼テ校友会委員タルモノナリ 
 三、本部ニ加入セントスルモノハ校友会委員ノ資格ヲ以テ幹事ニ入部ノ旨ヲ申込ムヘシ 
 四、本部備付ノ器械一切ハ部員互ニ注意シテ鄭重ニ取扱ヒ使用後ハ必ス一定ノ場所ニ片

付ケ置クヘシ〔。〕又破損ノ器械ハ直ニ幹事ニ示シ修繕ヲ請フヘシ 
五、部員一同ノ投票ニヨリテ予テ選手ヲ選挙シ置キ他校トノ競技ニ備フ但シ其期限ハ一

学期間トス 
 六、毎学期一回ノ大会ヲ開キ小会ハ数度行フモノトス 
 七、本部ニ入部セシモノニハ大会又ハ他校トノ競技ノ時ニ方リ臨時五銭ヨリ少ナカラズ

十銭ヨリ多カラザル出費ヲ請求スルコトアリ31 
 
 野球部規約によると、部の活動でもっとも重要な役割を果たすのは幹事である。幹事は

部員同士の互選によって選出され、一学期間その任を務めることとなっていた。幹事は、

校友会からの分配金や臨時に部員から集めた費用といった部の「会計庶務一切ノ事ヲ周施」

するほか、入部希望者がそれを申込む相手先であり、破損した用具の修繕なども世話する

こととなっていた。さらに、幹事は部と校友会をつなぐ窓口の役割も果たしており、改選

のたびごとに新幹事の名前が『校友会雑誌』に掲載されている。 
 また、第六条に記されているように、野球部のメンバーが中心となって校内の大会や小

会を行っていることも注目に値する。例えば、1891（明治 24）年 11 月に野球部の大会と

して、一高の本科対予科の対戦を行った。この日は好天にも恵まれたため、300 人を超える

見物人が集まり、「明治学院復仇試合以来の盛況」をみせた。結果は 1 点差で本科チームが

勝利しているが、「若手の進歩」に対して「其大胆と活発とは時に老手の持重を圧倒し来学

                                                  
30 週刊朝日編『続値段の明治大正昭和風俗史』1981 年、朝日新聞社、145、205 頁。 
31 「会報」、前掲『校友会雑誌』1 号、4 頁。 
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期には我校の選手として全校の名誉を托するに足るとは過当の評に非ざる可し」と高く評

価している。ちなみに、5 回終了後には「暫く中止して茶菓に一息」していることから、校

内大会は単に勝敗や技術を争うだけのものではなく、校友間の親睦を深めることも目的の

一つであったことがうかがえる32。 
 一高内では白金倶楽部に勝利した頃から野球人気が高まり、ドイツ語予科生を中心とし

た土手下倶楽部、東寮に住む英語予科 3 年生を中心とした庭先倶楽部、南北寮に住む英語

予科生を中心とした食堂前倶楽部、英語予科 2 年生を中心とした窓下倶楽部などのチーム

が結成され、それぞれで練習や対抗試合を行うようになっていった33。1893（明治 26）年

5 月、食堂前倶楽部は野球部員 5 人が率いる春秋倶楽部と試合を行い、木下広次校長や松田

部長のほか一高区域内の尋常中学校の校長がその模様を視察した。試合が白熱したため、

「我部員は臨席の校長諸子の感賛
マ マ

を博せるを自信し一府十県の尋常中学尽く此技に熱中す

るの日遠きに非ざるべきを斯
ママ

するなり」と野球の普及に自信をのぞかせている34。この試合

のほかにも 1 年対 2 年、法科対 2 部、「彌次マツチ」「ヘタ張りマツチ」等、様々な校内試

合が年に数回行われており、一高野球部の活動において野球の普及を目的とした行事も重

視されていたといえよう。 
さらに、第五条に記されているように、対外試合に出場する選手はあらかじめ選手の互

選で決められていた。校内の諸倶楽部の試合や大会・小会は、多くの生徒が参加できるも

のとして企画・実行されていたが、それは同時に対外試合に出場する有力な選手を発掘・

選定する機会でもあった。白金倶楽部戦の勝利投手福島金馬、「野球」の訳者で 初の野球

専門書『野球』の著者でもある中馬庚は土手下倶楽部、キャッチャー伊木常誠とショート

伴宜は窓下倶楽部に属していた35。こうした諸倶楽部が校内にあったため、対校試合のため

に選抜された選手は championを省略した「チャン」もしくは「大チャン」、第二選手は second 
champion として「セコチャン」と呼ばれていた。「選手」はまさしく、「選ばれたもの」な

のであった。中馬庚は『野球』のなかで選手の選定について次のように述べている。 
 
  選手ノ選挙ニ至リテハ全校又ハ全野球部ノ投票ノ如キ愚策ヲ取ル勿レ〔。〕部員中十目

ノ見ル所十指ノ指サス所必ラス二三人ノ選手タルベキ資格アル者アラン〔。〕此二三人ヲ

指名シテ選手九人並ニ補欠一人又ハ二人ヲ指名セシムベシ36 
 
 1890（明治 23）年から 91（明治 24）年にかけて一高野球部は対外試合に連勝を飾って

覇権を確立した結果、対校試合の申し込みが全くなくなってしまったため、1892（明治 25）

                                                  
32 「ベースボール部大会」、同上誌 11 号、1891 年 11 月、36－37 頁。 
33 前掲『校友会雑誌号外 野球部史附規則』、25 頁。 
34 「ベースボール部報」、前掲『校友会雑誌』27 号、1893 年 5 月、59－60 頁。 
35 前掲『校友会雑誌号外 野球部史附規則』、8、25 頁。 
36 中馬庚『野球』1897 年、前川文栄堂出版、復刻版 1980 年、ベースボールマガジン社、

182－183 頁。 
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年春、当時の「選手相議シテ」「天下已ニ敵ナク余輩
よ は い

亦
また

倦
う

ム〔。〕且ツ新進ノ諸子業大ニ進

ム〔。〕久シク顕位
け ん い

ニ居テ後進ノ地ヲ妨クルハ策ノ可ナル者ニアラス」として、福島や中馬

ら明治学院戦から連勝を続けてきた選手たちは「自ラ引退シテ職ヲ新進諸子ニ譲リテ選手

ヲ改選シ」た37。選手たちは、学校から自治の権限や予算を与えられ、その枠内で野球部の

規約を制定し、合議や選挙といった方法によって幹事の選出や選手の選定、自分たちの「引

退」など、様々なチームの運営に関することがらやその方針を自ら決定していたのである。 
  

3.野球部員と OB・監督・部長の関係 
 
球界の覇権を確立したことで一高内における野球部の地位が高まるとともに、1894（明

治 27）年の高等学校令の公布によって在学年限が 5 年から 3 年へと短縮されたため、複数

の運動部を兼部するものが少なくなり、「各部との連関漸く薄くなり来りて、各部の間に画

然たる境界あるが如き」状況がうまれた38。また、部の体制が確立したことで、卒業生の中

に野球部の OB としての意識を強くもつものが生まれ、次第に彼らが部の活動に深く関与

するようになっていく。 
OB が特に必要とされたのは、対校試合の審判であった。選手は補欠も含めて 10 人しか

選出されていないため、対校試合に際しては審判をするための人員が必要不可欠であった。

多くの場合、どちらかの学校の野球部 OB が審判を務めることが多かったが、母校が有利

になる判定をくだすために、他校から審判としないように申し入れを受けるものもいた。 
 一高時代の野球部の活動のなかで、OBとの関係を見ることができるもののひとつに1893
（明治 26）年から翌年にかけて起こった京都遠征問題がある。ことの発端は、京都の三高

の野球部が同志社に敗れたことを知った一高野球部が、その雪辱を果たすために京都遠征

を計画したことにある。遠征推進派の中心人物が、1893（明治 26）年 7 月に一高を卒業し

た中馬であった。中馬は在学中に選手を引退したものの、その後も野球部の活動に積極的

にかかわり、京都遠征が野球部の議題にのぼるなかで、卒業式のために来校した木下前校

長から遠征費として 50 円の寄付の約束を取り付けた。しかし、京都遠征に対して消極的な

現役選手もいたため、中馬は文科大学生になったのちの 1894（明治 27）年 2 月、『校友会

雑誌』に「校風と運動家との関係を論して京都遠征に及ぶ」を寄稿して、遠征の実行を強

く主張した39。結局、対戦相手である同志社から試合を拒否されたため、遠征は立ち消えと

なるが、OB 中馬の動きが野球部の活動にひとつの方向性を与えていたことは間違いない40。 
 さらに中馬は、一高野球部のなかで 初に監督となった人物でもある。1896（明治 29）
年 5 月、6 月に一高野球部は横浜外人と 2 試合を行ってこれに連勝するのだが、このとき文

                                                  
37 同上書、31 頁。 
38 『校友会雑誌号外 野球部史』1903 年、第一高等学校校友会、101 頁。 
39 中馬庚「校風と運動家との関係を論して京都遠征に及ぶ」、前掲『校友会雑誌』34 号、

1894 年 2 月、11－16 頁。 
40 京都遠征問題については、坂上前掲『にっぽん野球の系譜学』、63－75 頁参照。 
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科大学生の中馬庚と 3 年の五来欣造の 2 名が「監督」であった。5 月 19 日午前、横浜外人

方から一高との試合を受諾する旨が伝えられると、中馬・五来の両名も部の会合に参加し、

試合に関する「庶務を主」ることとなった41。中馬はエースの青井鉞男をともなって横浜に

行き、一高野球部が場になれるために横浜のグラウンドで事前に練習する許可を求め（拒

否される）たり、「握手の際竊
ひそ

かに彼の掌を試むるに脂気多くして皮は薄弱なり〔。〕何そ

恐ヽるに足らん」と敵情視察を行ったりしている42。試合前日にも中馬・青井の両名が先発

して横浜に行き、雨天の時の対応を横浜外人側と協議している。 
 ただ、試合当日となると出場選手は既に決定しているだけでなく、試合中の作戦指導な

ども特に行っていなかったようだ。もっとも、このころにはエンドランやスクイズなど選

手の連携が必要な作戦は伝わっておらず、選手交代も基本的になかったことから、現代の

監督に求められるような役割自体が存在しなかった。中馬と五来は 2 試合ともに野球部の

横浜行きに帯同し、もしチームが負けた場合には「勉めて選手を慰藉
い し ゃ

し決して愁容
しゅうよう

を帯ば

しむるべからざるなり」と心得ていたのだが、一高がこれに連勝したため、選手以上に狂

喜している。 
 

  〔5 月 23 日の試合後〕祝宴の酒席未た数巡ならさるに中馬庚衣を脱して狂舞
きょうぶ

快哉
かいさい

を叫

ふ〔。〕腰間唯一 褌
ふんどし

あるのみ〔。〕衆為めに面を掩
おお

ふ〔。〕次て五来欣造長舌を揮
ふる

ふて悉

く選手の顔を一甜
いってん

し称して「キッス」と云ふ〔。〕選手皆鼻を摘む〔中略〕〔6 月 5 日の帰

路〕大勝前回に譲らす二人汽車中に相抱て飲み新橋に達せる比麦酒を悉くすこと已に五

本（但し其大部分は中馬なり）43 
 
 監督は、引退した選手や野球部の OB が、遠征や合宿など学校を離れた活動を行うに際

して、まさしく選手の行動を「監督」することがその名の由来のようだ。ただし、監督と

選手の間には厳しい上下関係があったわけではなく、選手の活動を裏方としてサポートす

ることが主な仕事であったようだ。 
 野球部長についても触れておく。上述の通り、校友会の会員には学生だけでなく学校教

職員もおり、教職員から部長が選ばれているのだが、『校友会雑誌』の記事や選手の回想に

もその名を見ることはほとんどなく、部長の職務の詳細は定かではない。1898（明治 31）
年 9 月に野球部長となった国語教師、谷山初七郎は野球部のほか、ボート部と水泳部の部

長を兼務していることから、一人が複数の部の部長を兼務することもあったようだ44。谷山

の先代の野球部長松田為常は、横浜外人戦に勝利の報を受けて校門で選手を出迎え、彼ら

の労をねぎらう挨拶をした程度にすぎない45。一高の自治寮や校友会が、学生の生活の管理

                                                  
41 「横浜遠征記事」、前掲『校友会雑誌』58 号附録、1896 年 6 月、1 頁。 
42 同上、1－2 頁。 
43 「二監督の狂喜と杞憂」、同上、18 頁。 
44 「部長更迭」、同上誌 79 号、1898 年 9 月、65 頁。 
45 横浜遠征記事」、前掲『校友会雑誌』58 号附録、1896 年 6 月、4 頁。 
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を目的としたものであったがゆえに、学校は各部の活動の管理を担う役職を定めてはいた

が、それを担う部長自身が積極的、主体的に野球部に関与していた様子は見られない。部

の運営に対して重要な役割を果たしたのは、選手や幹事、監督であった。 
1903（明治 36）年刊行の『野球部史』には「我部と先輩」と題した部分があるが、そこ

では両者の関係について次のように述べられている。 
 

  数年来先輩と我部との関係 愈
いよいよ

深からんとし、我部の先輩に負ふ所数ふ可からず量る可

からざるに至れり、我部は仭
ママ

に先輩に依頼して自ら奮ふの勇気なきものを忌むと雖、先

輩と共に我部威を発揮するを目的とするものなり、〔中略〕予は常に信ず。選友〔選手の

友人〕、校友、先輩は三位一体たる可くして三位三体たるべからず、三位一体の一本槍に

は何者かよく支へん、あヽ選手バツトを揮て奮闘する時、其前に真摯なる先輩あり、其

後に一千の校友あり、我戦勝史の光彩陸離たる故なきに非ざるなり。46 
 
 先輩は選手と校友とともに「三位一体」を形成すべきものではあるが、選手は「先輩に

依頼して自ら奮ふの勇気なきもの」であってはならず、先輩と選手は「共に我部威を発揮

するを目的とする」ために協力し合う関係とされている。中馬や守山恒太郎らは在学中に

野球に熱中しただけでなく、帝国大学に入学してからもグラウンドに頻繁に顔を出して練

習を手伝ったり、対校試合の審判を行ったりした。そうした OB たちの協力のもとに一高

の覇権が維持されているという認識が選手たちにもあったのであろう。 
しかし野球部 OB たちにとっても、いつまでも野球にばかり熱中してはいられない事情

もあった。1908（明治 41）年に一高を卒業した野球部員、君島一郎は次のように述べてい

る。 
 
  一高野球部選手は卒業して大学に入ったあと一、二年の間はグラウンドに顔を出して

後輩選手たちの指導に当たる。 
  しかし大学へ行って二年三年となるとそれぞれ学業が忙しくなり、殊に工科や医科で

は実習がはじまる。こうなるとそう頻繁にグラウンドには来られない。47 
 
 大学生となって学業が忙しくなると、いくら野球が好きでも多くの OB は学業を優先し

たのである。それゆえ、横浜外人戦に初勝利した時のエース青井鉞男は、「学士になつて後

に、一高グラウンドに来て投げて見せた腕前は既に見る影もなかつた」と評されるほど48、

野球から遠ざかっていたようだ。中馬は大学進学後も頻繁に一高野球部の活動に関わった

が、それは彼が野球、ないしは一高野球部をこよなく愛したというだけでなく、実習など

                                                  
46 前掲『校友会雑誌号外 野球部史』、107 頁。 
47 君島一郎『日本野球創世記』1972 年、ベースボールマガジン社、80 頁。 
48 辰野隆・辰野保『スポオツ随筆』1932 年、大畑書店、9 頁。 
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のない文科（史学）の学生だったこととも関係していると思われる。 
 
 第 3 節 一高野球部の活動 
 

  1.対外試合と連合試合 
 
対外試合は、一高の国家主義意識や精神主義に基づいた校風が高揚した場として知られ

ている。インブリー事件では、一高の劣勢に校友が「切歯
せ っ し

扼腕
やくわん

」していたことが伏線とな

っているし、それをきっかけに野球部は白金倶楽部への「復仇
ふっきゅう

」を目的として、「一意奮励」

練習に励んだ。特にエースの福島は「夏季休暇を通し一日も休せす、溜池倶楽部に混して

その腕を練」った。これをきっかけにして、一高野球部は翌年から夏季休暇中に summer 
party として練習を行うようになった49。「校ハ即チ我家ナリ〔。〕校名ハ即チ我名ナリ〔。〕

校威一点ノ繊塵
せんじん

ヲモ假
か

ス勿レ」という一高生としてのプライドを維持するためにも白金倶

楽部に勝利することが必要とされた。そのとき野球は「球ハ弄
ろう

スルカ為メニ非ラスシテ鬱勃
うつぼつ

タル胸中一片ノ気ヲ球ニ托シテ外ニ表示スルノ具」とされたのである50。以後、一高野球部

では精神主義的な猛練習が重視され、形式主義的な「伝統」として受け継がれていく。 
 
「一高時代」一高野球部戦績 

年度 対外試合数 勝 負 中心選手（卒業年） 

1890－1894 9 8 1 福島金馬、中馬庚 
1895 1 1 0 伴宜 
1896 11 9 2 井原外助、五来欣造 
1897 7 4 3 青井鉞男 
1898 5 5 0 森脇幾重 
1899 9 5 4 藤井国弘 
1900 7 7 0 長与又郎 
1901 18 17 1 久保田敬一 
1902 8 8 0 守山恒太郎、平野正朝 

合計 75 64 11   
出典：『野球部史』1903 年、第一高等学校校友会、木村毅編前掲『明治文化資料叢書 第十

巻 スポーツ編』、184、229 頁。および、『全国旧制高等学校野球史』1981 年、全国旧制

高等学校野球史編集委員会、22 頁、より作成。 
 

                                                  
49 「ベースボール部雑記」、前掲『校友会雑誌』23 号、1893 年 1 月、39－40 頁。 
50 前掲『校友会雑誌号外 野球部史附規則』、10、14－16 頁。 
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国家を代表するという意識も強く、横浜外人に対する勝利は「単に我校の勝」ではなく

「邦人の勝」と認識された。それを裏付けるかのように、新聞で一高の勝利が伝えられる

と、全国各地の学校から祝電が届けられた51。対外試合がそうした精神主義や国家主義的な

一高の校風を発揚する場として位置づけられており、実際にそうした傾向を帯びていたこ

とも否定はしないのだが、それが一高野球部の活動のすべてというわけでもない。 
先ほども触れたように、対外試合は「一高時代」の 13 年間で 75 試合、1 年平均では 5.8

試合にすぎない。しかも、上記の表でもわかるように、1901（明治 34）年が 18 試合と突

出して多いが、それ以外に年 10 試合を超えるのは 1896（明治 29）年だけにすぎない。1895
（明治 28）年のように 1 試合しか行われない年もあった。それゆえ野球部員だけでなく多

くの一高生にとって、対外試合は年に数回しかない重大なイベントとしてとらえられてい

たが、それだけでは一高野球部の活動の大半が見過ごされてしまうことになる。 
 たとえば、対外試合と同様に一高野球部が重視した活動に連合試合がある。これは 1894
（明治 27）年 5 月に伴宜の発案によってはじめられたもので52、一高のほか慶応義塾、学

習院など 6 チームの選手が集まって、ポジション別に 2 チームにわけて試合を行った。そ

の目的は以下のように説明されている。「輓近
ばんきん

泰西
たいせい

の遊技にして皇国に行はるヽもの其種頗

る多」く、野球もその一つであるが、「外形勝敗を争ふの性質あるを以て、ボールを談すれ

ば仕合の観念を喚起せしめ、体育の事、敢て顧慮するものなし」という状況である。野球

の目的が、単に試合の勝敗や技術の熟練、校風の発揮にあったならばそれは「士人の遊戯

に適せさる」ものである。剣術や柔術など「皇国の武芸遊戯なるものは尽く其の礼あ」る

のと同様、「泰西の技何んぞ礼譲なくして可ならんや」。「府下ベースボール家の多き未た之

〔礼譲〕を試むるものな」い状況を打開すべく「我か部か率先此の試合〔連合試合〕を発

起した」とある53。つまり、野球は単に試合の勝敗やその技術を争い、校風を発揮するため

のものであってはならず、体育として多くの学生に普及させるとともに、「泰西の技」であ

っても「士人の遊戯」にふさわしい「礼譲」もって行う「規範」を広げることを目的とし

て開催したというのである。 

1896（明治 29）年 5 月にも、「斯技
し ぎ

の趣味を天下に紹介すること」「本校以外に斯技の盛

運を促すこと」「此技術に於て外人に対して本邦人の団結を固ふすること」「選手各自責任

を重して競技力を用ゐること」を目的に連合試合が開催されている54。一高野球部は、自他

ともに認める球界のリーダーとして、野球の普及や技術の向上のみならず、「礼譲」の規範

の普及や「本邦人の団結」なども目的として、連合試合を開催していたのである。 
 連合試合はしばらく中断するものの、1900（明治 33）年 3 月に復活し、以後毎年 3 月に

行われるようになった。これは「一高覇権を表徴するものでもあったが、また毎年の野球

                                                  
51 「横浜遠征記事」、前掲『校友会雑誌』58 号附録、1896 年 6 月、4 頁。 
52 君島前掲『日本野球創世記』、133 頁。 
53 好球生「混合ベースボール仕合に就て」、同上誌 37 号、1894 年 5 月、51－56 頁。 
54 「ベースボール部報」、同上誌 58 号、1896 年 6 月、61 頁。 
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シーズン開きを飾るお祭り的行事でもあっ」て55、感想として「吾人か待ちに待ちにし連合

試合は斯の如くにして、熱心と功名と熟練によりて花々しき勝負の中に終わりぬ」や56、「吾

Ground の花、野球界の model match と称す可きは、連合マツチと、大学マツチなり、即

ち其争ふ所、単に勝負に非ずして、技術の研究を主とすればなり」などと述べられていた57。

連合試合は勝敗を重視せず、華やかで楽しみなイベントとして行われていたのである。 
一高野球部は、国家エリートのプライドに基づいて、校風の振作を目的として対外試合

の勝利を熱心に追い求めたが、それだけが彼らの活動のすべてだったわけではない。対外

試合で勝ち得た球界内での地位と一高の社会的威信をもとにして、野球の普及や技術の向

上、野球をつうじた規範の育成などを意図した活動も行っていた。その中心にあったのが

連合試合であり、それは勝敗を重視せず、他チームの選手も参加するイベントとしてとり

行われていたのである。そして、こうした対外試合や連合試合を通じて形成された野球部

員たちのネットワークが、のちの学生野球の組織化の基盤となっていく。 
 

2.一高における学業と野球 
 
 一高は、高等学校のなかでも特に入試の難度が高かったことで知られているが、大学の

授業で必要とされる専門科目の知識や語学の素養を身につけるために、入学後の教育も厳

しく行われた。1886（明治 19）年に定められた「高等中学校ノ学科及其程度」では、第一・

第二外国語、国語及漢文、ラテン語、地理、歴史、数学、動物及植物、地質及鉱物、物理、

化学、天文、理財学、哲学、図画、力学、測量、体操から授業が編成され、一週間の総授

業時間は 26－30 時間であった58。1894（明治 27）年の高等学校令により学科の内容が改

訂され、法科・文科志望の第一部、工科・理科・農科志望の第二部、医科志望の第三部と

いう学科ごとに履修科目が再編されたが、週当たりの授業時間数は 29－31 時間と大きく変

わってはいない。 
 一高では、1 年間に 3 回の試験が行われ、そこでの点数が悪いと落第、2 年続けて落第す

ると退学となった。統計的なデータは少ないが、1889（明治 22）年の一高の学年試業は 1105
名が受験して合格者は 871 名、合格率は 78.8％であることから、5 人に 1 人強が落第した

計算になる59。1902（明治 35）年に一高生となった安倍能成の自伝によると、安倍が 2 年

の時にはクラスで 17 人が落第し、安倍もそのなかの一人となった。安倍は、「巌頭之感
げんとうのかん

」

を残して華厳の滝に飛び込んだ藤村操の自殺が「組全体に動揺とショックを与へて、学科

を勉強する気持が薄れて来た」ためとしているが60、一高における学業の怠慢は即落第へと

                                                  
55 君島前掲『日本野球創世記』133 頁。 
56 「野球部々報 府下連合野球大会」、前掲『校友会雑誌』105 号、1901 年 3 月、83 頁。 
57 「野球部報」、前掲『校友会雑誌』112 号、1901 年 12 月、92 頁。 
58 寺崎・成田編前掲『学校の歴史第 4 巻 大学の歴史』、98 頁。 
59 文部省『文部省第十五年報』1889 年、文部省、44 頁。 
60 安倍能成『我が生ひ立ち』1966 年、岩波書店、347－348 頁。 
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つながるものであった。 
それゆえ、一高生にとって学業はきわめて重要であった。ある一高生の記すところによ

れば、試験勉強は「 も恐るべく、 も憂ふべき」もので、普段は「破帽
は ぼ う

弊衣
へ い い

、磊落
らいらく

不羈
ふ き

を

以て自ら標置せる、一高男子なる者も」「試験前日」となると、撃剣道場や柔道場に人影は

なく、「広きクラウンド
マ マ

上」にも「一人のバットを手にする者」もいなくなってしまう。そ

のころ「寄宿寮内」は「寂として声なく、蕭 々
しょうしょう

たる電灯の下、抄書
しょうしょ

堆裡
た い り

に空しく呻吟
しんぎん

す

る者皆然り」という状況であった61。試験前にはスポーツをする余裕などなく、寄宿寮内で

必死に勉強せざるを得なかったのである。それゆえ試験が終わり、晴れてスポーツをする

ことができる日の喜びは格別のものだったようで、「午前第二学期試業終了、筆は直ちにバ

ツトに代へられつ、長く欝結
うつけつ

したりし心頓みに晴れ渡れる心地し、球取り損ねて『勉強シ

タカラナ』と断るもをかし」と野球部員の心境が語られている62。 
勉強を怠ることは落第や退学へとつながるものであったため、勉強と野球の両立は一高

の野球部員にとっては至上命題であった。野球部員のなかには「お前は学校に何しに来た

んだ、ベースボールをやりに来たか、学問をする気があるのか無いのかと先生に叱られ」

たり63、父親から「屡々
しばしば

、毬
まり

投げばかりやつて勉強を怠つてゐちやいかん、と叱言を蒙」っ

たりする者もいた64。『校友会雑誌』にも、次のようにスポーツに熱中するものを戒める一

文が掲載されている。 
 

抑も運動の体育に資するは更にもいはず、頭脳をクリヤーにする等に於て較著の力あ

るは炳乎
へ い こ

云ふの要なく、従て学途者に必須なる亦論亡し、而れども学途者の運動に於け

るは力士の相撲に於ける関係にあらず、力士一生の職や即ち相撲に在り、学途者一生の

職や深遠高大、到底回向院にあらずして他山に在り、他山に在るか故に運動を軽視すべ

しといふに非るも、煎ずるに運動の従にして主にあらざるは理の睹
み

易き所65 
 
 一高生は力士のように運動を「一生の職」にするのではない以上、運動は「従」にすぎ

ないことが忠告されている。一高野球部の選手たちは、先生や父親だけでなく校友からも

注意・忠告を受けながら、練習や試合を行っていたのである。 

 1893（明治 27）年 6 月、「学年試業の宣告に、運動場は閴
げき

として声なく、人々試験の準

備に余念なき」ある日、慶応義塾野球部より試合の申し込みが舞い込む。それを受けて「理

事は当惑」する。「先月以来霖雨
り ん う

に蟄
ちっ

し球を手にせさる者已に十数日、且つ部員悉く〔試験

の〕準備に暇を惜しむの時」だったからである。しかし、一高野球部は前年 6 月に青山英

                                                  
61 数奇庵主人「試験に就きて」、同上誌 65 号、1897 年 3 月号、27 頁。 
62 「野球部報」、同上誌 126 号、1903 年 4 月、89 頁。 
63 井原外助「我国野球の幼年時代の思出」、木村編前掲『明治文化資料叢書 第十巻 スポ

ーツ編』、242 頁。 
64 長与又郎博士記念会編『長与又郎伝』1944 年、日新書院、77 頁。 
65 片山義勝「死馬の骨（対外試合）」同上誌 95 号、1900 年 3 月、15 頁。 
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和学院と試合をして以降、試合の申込を拒否され続けたため、「外敵を熱望して」もいた。

結局、「試験前に人選出来兼候へども、なまけ者共を駆り催ふし候て御相手仕候はん」と返

書し、青井鉞男や五来欣造ら「なまけ者」がその挑戦を受けるも 11 対 10 で敗れ、2 年間続

いた連勝記録が途絶えることとなった。 

 この結果に「なまけ者」を含む野球部の選手たちは、「敵を侮つて爰
ここ

に至る、慙愧
ざ ん き

出づる

所を知らず」、「先輩苦心の賜」である「部名」を「一朝にして是を毀
こぼ

つ」たことを強く後

悔、反省する。選手たちは「旬を出てずして恥を雪」ぐことを欲するが、それには大きな

問題があった。ひとつは「試業已明日に起り延いて全週に渉らんとす」るため「何の時を

以て練習せんとする」かということであり、もうひとつは、試験が終わって夏休みに入る

と旅行や帰省で校友が「四散」してしまうため、「諸君果たして誰れと共に凱歌を歌奏せん

とするや」という問題である。すぐにでも慶応義塾に雪辱を果たすことを望みつつも、練

習時間と試合日程が大きな問題となったのである。 
結局、一選手の「練習に至つては毎夕食後二時間を以てせんとす」という提案に従い、「選

手は試業の余暇を偸
ぬす

んで、毎夕練習」した。選手たちにとって「此数日間は実に我部浮沈

の境にして、人々半は盟主の名を失はんことを恐れしの時にして、部員の心情甚だ白金復

仇前に類せり」というものであった。そして試験終了まもない午後 1 時半から、一高校庭

で慶応義塾との再戦が行われた。一高はこれに 11 対 1 で勝利して「一週の汚辱」が「是に

終」ることとなった66。一高生の野球部員にとって、校名や校威の発揚のための勝利はきわ

めて重視されていたが、学業も決して軽視できるものではなかったのである。 
こうした野球と学業の両立が一高生野球部員には重要であったことを示すエピソードを

もうひとつ紹介しておく。上述したように、1896（明治 29）年 5 月の一高対横浜外人戦の

勝利に際して送られた木下前校長の祝電は以下のものであった。 
  

一、臨戦尚不失礼勝而不慢敗而不挫は日本武士道の本意にして第一高校の夙
つと

に特色とす

る所なることを 
 二、吾人少壮青年者は独り技術の点のみならず知識の点に於ても同じく光輝ある全勝を

博するの責務あるを記憶されんことを67 
 
 木下は、勝利に際して「勝而不慢敗而不挫」という「日本武士道」の「特色」を強調す

るとともに、一高野球部員は「知識の点に於ても同じく光輝ある全勝を博するの責務」が

あるとして、選手たちに学業を怠ることのないよう注意を促していたのである。 
 そして、実際に一高野球部員たちの多くは、学歴を生かしてその後の人生を送ることと

なった。「一高時代」に一高を卒業した野球部員 66 名のうち、同窓会名簿に名前のないも

の 4 名、職歴不明のもの 9 名を除いた 53 名のその後の経歴は（重複含む）、教授 10 名、社

                                                  
66 「ベースボール部報」、前掲『校友会雑誌』29 号、1893 年 9 月、91－99 頁。 
67 前掲「横浜遠征記事」、5 頁。 
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長・取締役 16 名、衆議院・貴族院議員 4 名（大臣 2 名）、医師 5 名、官僚 12 名などであっ

た。それ以外でも校長、技師（長）、弁護士など、管理職や専門職に就いている者が多い68。

野球部員たちも、他の一高生たちと同様に学歴を生かして末は博士や大臣となっていった

のである。 
一高内で学業が厳しいというだけでなく、彼らの将来への展望という点から見ても、一

高の野球部員が勝利を至上というほどの価値をもって追求していたわけではない。確かに、

彼らは試合における勝利に執着したが、その背後には常に学業との両立という問題が付き

まとっており、試験勉強を放棄してまでも勝利を追求することはなかったのである。球界

における一高の覇権を可能としたのは、選手たちが熱心に野球の練習や試合に取り組んだ

ことに加えて、試験勉強の合間の 2 時間の練習だけで対校試合に大差で勝利することがで

きる当時の野球のレベルがあったことは間違いない。一高野球部のプライドの源泉には、

学業と野球の両者において「全勝」する点にあり、「一高時代」はそれが可能となる幸福な

時代であった。しかし、野球の普及や一高の入試の激化は次第にそれを困難なものとして

いくのである。 
 
第 4 節 運動選手批判の高まりと「一高時代」の終焉 
 
 自治寮成立に際しての木下の演説にも見られるように、一高自治が成立する背景には当

時の学生の頽廃した生活や粗暴な行動に対する批判的な認識が存在した。一高の寄宿寮自

治はそうした問題を学生自らが自覚し、相互に制裁をすることで改良していくことを目指

していた。ただ、寄宿寮成立以後もストームや賄 征 伐
まかないせいばつ

といった学生の粗暴な行動、運動部

員の乱暴な行動や校風を盾にした横暴な態度がなくなることはなかった。 
1890（明治 23）年 11 月 8 日、一高校庭ではインブリー事件の「復仇」を目的とした白

金倶楽部との試合が行われていたが、同日、一高の倫理講堂では唱歌会によるイベントが

開かれていた。当日の夜、3 名の野球部員は雪辱試合の応援に唱歌会の生徒が参加しなかっ

たことを「快トセス同講堂ニ入リ机席ヲ顛覆
てんぷく

シ唱歌会ヲ罵」った。この騒動を聞いた木下

校長により倫理講堂は閉鎖されるばかりか、「唱歌会為メニ校友ニ容レラレス遂ニ亡ブ」こ

ととなった。この事件は唱歌会消滅後にも尾を引き、唱歌会の後継として成立した音楽部

と野球部との間にも「釈然タラサル者」があったという69。ただ、自治寮と校友会の成立当

                                                  
68 勝田一編『帝国大学出身名鑑 1－3 巻』1932 年、校友調査会、復刻版 2003 年、日本図

書センター。全国旧制高等学校野球史編集委員会編・発行『全国旧制高等学校野球史』1981
年。『第一高等学校野球部名簿』1982 年。『第一高等学校同窓会名簿』1995 年。秦郁彦編『日

本近現代人物履歴事典』2002 年、東京大学出版会。なお、一高野球部員の経歴の調査にあ

たって一高同窓会事務局長、兼重一郎氏に御助力いただいた。 
69 前掲『校友会雑誌号外 野球部史附規則』、47－48 頁。なお、『校友会雑誌』では、「我

校の生徒は尚武の気に富み剛直にして柔弱の風なき」にもかかわらず、「神聖なる倫理講堂」

に「婦人の来臨」があったことが騒動の原因であったと記されている。前掲『校友会雑誌』

1 号、42 頁。 
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初は、こうした運動部員の行動も校風の振作や共同の風の育成が重視されていたためか、

それほど問題化されることはなかった。しかし、1890 年代の後半になると運動部や校風を

批判する記事が『校友会雑誌』に続々と掲載されるようになっていく。 
例えば、1898（明治 31）年には「運動部今日の有様を視れば区々たる私情に駆られて他

を排し」、「情実に纏綿
てんめん

して一刀両断の策を施すを得ず部的の感情に駆られて校名を思はざ

るやの疑いなき能はず〔。〕之れ果して能く運動と精神と一致せりと謂ふを得べきか〔。〕

精神的運動を称することを得べきか〔。〕余輩少しく疑なき能はず」、と運動部の選手たち

の行動が私情に駆られたものとなり、表面上の発言と言行不一致となっていることが批判

された70。翌年には発表された「運動家を厚遇する道」と題した論考では、一高内で「運動

家の地位や比較的に高く、従つて品性にして高くんば範を一校に示」すべきであるにもか

かわらず、「勢ひに乗じて運動的勢力を運動圏外に利用し、横行縦横、跋扈
ば っ こ

陸梁
りくりょう

、以て得々

として底止することなくんば風習年を卜ね、人は新陳するも風習は代謝せず、十年此の如

くんは、風習の勢愈々強く、遂に容易く制すべからざる」状況になっている。これを「改

革するにもまづ其〔選手たちの〕顔色を窺」わなければならなず、「独裁政治国」のように

なっている。運動選手は国家における軍人と同様に学校に必要なものである以上、選手た

ちは自ら「品性修養に努めざるべからず」との主張がなされた71。 
 そのほか、「校風の衰退を論じて其振興策に及ぶ」、「死馬の骨（対外試合）」など、運動

選手の行動や品性を批判する論考が『校友会雑誌』の紙面をにぎわせる72。一高の運動部員

たちは、自ら校風の確立と校威の宣揚を目的としてスポーツに励み、それは修養に資する

ものであることを論じていたにもかかわらず、校友からはそうした運動部員の言行不一致

が厳しく指弾されていたのである。 
さらに選手の品性の問題に加えて、「制裁」を運動選手が独占するような状況も生まれて

いた。赤沼の自治論にもあったように、校友間の相互制裁は一高の学生自治において、学

校側の権力的な介入・監督を排する手段と位置づけられていた。しかし、それを民主的な

自治のなかで機能させるためには、「制裁者なるものは、校友全部の負はざるべからざるの

任」であって、「一部少数の士にのみ委任すべきにあらざる」ものであった。「而るに我校

は制裁を各寮委員と、運動家とに専任せるが如き観」、「運動家即ち制裁者の感」が生まれ

ていた。「運動家を以て元気鬱勃
うつぼつ

たらずとは曰はず、而れども常に精神の鍛練を事とせざる

運動家は、反て粗暴々慢家とな」るため、制裁を選手にゆだねるのは「危険測るべからざ

る」ものであった73。野球部など一高運動部の選手たちは、対外試合での勝利で得た名声を

背景に校内ではもっぱら制裁を行う役割を独占するようになっていったのである。 
 また、一高野球部の覇権が確立するに伴って、グラウンドで野球をする機会が野球部に

                                                  
70 佃土用男「敢て校友諸氏に訴ふ」、同上誌 81 号、1898 年 11 月、7 頁。 
71 片山義勝「運動家を厚遇する道」、同上誌 92 号、1899 年 12 月、8－11 頁。 
72 塩谷温「校風の衰退を論じて其振興策に及ぶ」、同上誌 88 号、1898 年 6 月。片山義勝「死

馬の骨（対外試合）」、同上誌 95 号、1900 年 3 月。 
73 斎藤良衛「制裁論」、同上誌 98 号、1900 年 6 月、19－20 頁。 



37 
 

独占され、選手以外の学生が野球を楽しんだり、校内試合をしたりする機会も減少してい

った。1903（明治 36）年には、「グラウンドは、選手の占領に帰すと云ふ事、度々耳にす

る処」となり、「占領と云ふ語の裏には、普及を妨ぐる意味」がこめられるようになった。

「例令選手、如何に妙技を有するとも、後継拙劣に候はヾ、盛んなりとは申し難」く、選

手ではない学生も野球をして「五月蝿ほど球の飛交ふを見るは、練習マツチに中学の健児

をスコンクにしたるよりも、悦ばしき次第に御座候」、とこの筆者は述べている74。対外試

合での勝利よりも、一般学生が野球をする機会が増えることを願う声まで生まれていたの

である。 
1904（明治 37）年 6 月 1 日、2 日の両日、一高野球部は早慶両校に連敗し、「天下の人

士は」早慶両校が「一高の選手を凌駕する技倆を有すと思惟す」るようになっていった。

一高内では選手たちに対して「紛々たる讒謗
ざんぼう

、轟々たる罵言」が「疾風迅雷
じんらい

の如く」起こ

った。選手たちは「入学試験の難」や「好選手の乗らざる」こと、修業年限の短縮、第二

選手の起用などを敗因としたが、これらはすべて「遁辞」とされ75、一高野球部の権威は内

外で決定的に失墜することになるのである。 
 その後、一高内では野球部の権威の失墜に加え、校風批判や運動部批判、藤村操の自殺

による個人主義への自覚といった風潮を背景に、一高内では魚住景雄や安倍能成らを中心

に個人主義が運動部に対抗する一大勢力となっていく。魚住らは、運動部を中心とした籠

城主義の主張を「保守思想の反動的現象」と痛烈に批判し、個人主義の立場に立脚した校

風論やスポーツ論、皆寄宿制度の廃止を主張した。寄宿寮と校友会成立の以後、運動部を

中心になされてきた「自治自由を標榜する全体主義」は、選手たちが特権と制裁を独占す

るようになったことで一般学生の支持を失うことになり、球界の覇権も失うことになるの

である76。  
ただ、一高野球部衰退の背景には、1900 年代の初頭における高等学校の入学試験が難化

の一途をたどったこともあげられる。旧制高校の入学試験、特に一高のそれはきわめて難

解だったことが知られているが、それでも 1890 年代半ばまでは「絶対的学力不足による試

験難」であった。しかし、1899（明治 32）年までは 2 倍以下であった入試倍率が、1900
年代に入ると 2.5－3.5 倍に、1910 年ごろには 5 倍近くにまで達するようになると、入試は

他人を蹴落として合格を勝ち取る「零和ゲーム」、ないしは志願者をふるい落とす「排斥試

験」となった77。 
 

 

                                                  
74 寿老生「野球部員に一書」、同上誌 124 号、1903 年 3 月、63－64 頁。 
75 出羽八郎「中野武二君に与へて野球部を論ずる書」、同上誌 139 号、1904 年 10 月、 
76 宮坂哲文「日本近代学校における課外活動の発達―その発達過程についての覚書―」、宮

坂哲文『宮坂哲文著作集�』1975 年、明治図書出版、194 頁。木村吉次「旧制一高の校風

論争とスポーツ」、中村敏雄ほか『スポーツナショナリズム』1978 年、大修館書店、140 頁。 
77 竹内前掲『立志・出世・苦学 受験生の社会史』、73－77 頁。 
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高等学校入試倍率推移 

 
出典：竹内前掲『立志・出世・苦学 受験生の社会史』、77 頁。 

 
その背景には、中学校の増設に伴う生徒数・卒業者数の増加がある。中学校の卒業生は、

1893（明治 26）年には公私立合わせて 1000 名ほどにすぎなかったが、1900（明治 33）年

には 5000 名、1902（明治 35）年に 1 万名、1909（明治 42）年に 1 万 5 千名を突破した。

中学校の教育の内容や水準も向上し、高等学校入学者に占める中学校卒業生の割合は 1892
（明治 25）年の 34％から、1895（明治 28）年に 68％、1897（明治 30）年に 80％となり、

1900（明治 33）年には 100％に達した78。高等学校入試の激化を受けて、文部省は 1902（明

治 35）年に「高等学校大学予科入学試験規定」を出し、従来の単独選抜方式から共通問題

を用いて試験を実施し、志望校に不合格でも他校の合格 低点を上回ればそこへの入学を

可能とする総合選抜方式に改めた79。 
下の表は、その共通試験・総合選抜方式によって行われた 1903（明治 36）年の全国 8 つ

の高等学校の入試状況を比較したものである。これを見ると、一高は倍率が全校平均の 2.49
倍を大きく上回る 3.59 倍を記録している。合格 低点でも全ての部類において 高点を記

録しており、激化する高等学校入試のなかでも、一高はその 難関に位置していた。明治

中期の中高等教育機関の整備や帝国大学の社会的威信の確立、言い換えれば日本社会にお

ける中高等教育によるメリトクラシーの確立により、一高は中学校時代に野球に打ち込ん

でいた生徒が簡単に入学できるような学校ではなくなったのである。 
1904（明治 37）年の連敗を境に一高野球部は凋落し、こののち早慶両校に勝利するのは、

東大教授でプロ野球コミッショナーも務めた内村祐之投手が活躍した 1917（大正 6）年の

みである。一高野球部は早慶両校と試合はするものの実力的には及ばなくなり、かわって

一高三高定期戦やインターハイなど高等学校との試合に重点が置かれるようになっていく。

こののち高等学校の野球部は、大会の開催や組織の形成に大きな役割を果たしていくよう

                                                  
78 斉藤俊彦『競争と管理の学校史 明治後期中学校教育の展開』1995 年、東京大学出版会、

70－71、88 頁。 
79 竹内洋『日本の近代 12 学歴貴族の栄光と挫折』1994 年、中央公論社、58 頁。 
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になるのである。 
 

1903 年高等学校入試状況 

  志願 
倍率 

合格 低点 
  一部甲 一部乙 二部甲 二部乙 三部 
第一高等学校 3.59 511.0 487.5 555.6 506.6 506.6 
第二高等学校 2.59 373.7 362.5 472.2 445.0  481.3 
第三高等学校 3.14 442.2 395.7 508.1 459.8 478.1 
第四高等学校 2.05 392.7 351.3 490.4 430.6 463.6 
第五高等学校 2.03 378.9 346.0 482.6 490.1 462.6 
第六高等学校 1.95 353.5 306.4 462.6 391.5 424.8 
第七高等学校造士館 1.83 353.5 306.4 462.6 391.5 424.8 
山口高等学校 2.49 366.6 310.3 467.8 402.2 433.8 

平均 2.49 396.5 358.3 487.7 439.7  459.5 
出典：「明治三十六年各高等学校予科入学試験出願者中入学者及不入学者ノ出身中学」、神

立春樹「明治三十六年度全国高等学校入学試験状況―旧々山口高等学校の進退窮まれるを見

る―」、『岡山大学経済学会雑誌』27 巻 1 号、1995 年 6 月、岡山大学、125、132 頁より作

成。 
  
第 5 節 旧制専門学校の成立と早慶両校の野球部の活動 
 

 1.旧制専門学校の整備 
 
 「国家の須要」を担う人材の育成機関として官立の高等学校・大学が整備される一方で、

明治初期には民間の学者や宗教家、留学帰国者などが外国語や法学・医学・宗教学等を教

授する私塾が東京など都市部を中心に多く存在していた。その代表格が福沢諭吉の慶応義

塾であり、新島襄の同志社であった。これらの学校は、1879（明治 12）年の教育令におい

て「専門一科ノ学術ヲ授クル」専門学校80、すなわち単科の高等教育機関と規定されていた。

官立の高等学校や大学で行われている外国語による授業では育成可能な人材が少なく、修

業年限も長くならざるを得ない。そのため、医学や法律学等の分野で人材を速成するため

に、日本語教師が日本語によって専門的な学問を教授する学校、それが専門学校であった81。 
1880（明治 13）年以後、司法省学校の卒業生や留学帰国者の手により明治法律学校（明

治大）、東京法学校（法政大）、専修学校（専修大）、東京専門学校（早稲田大）、英吉利法

                                                  
80 文部省編前掲『学制百年史 資料編』、29 頁。 
81 天野郁夫『旧制専門学校論』1993 年、玉川大学出版部、24－28 頁。 



40 
 

律学校（中央大）等が相次いで設立される82。専門学校は民間の主導で設立・運営されてい

たが、中等教育の整備に伴い進学者が増加していった。1903（明治 36）年、文部省は「高

等教育機関を整備するために専門学校を統一的な規定によって取り扱う」専門学校令を公

布し83、さらに一年半程度の予科をもつ専門学校に対しては「大学」の名称を使用すること

も認可した。これにより、慶応義塾や東京専門学校等の有力な私立専門学校は、それぞれ

慶応義塾大学、早稲田大学等へと改称していった84。 
専門学校に対する法整備がなされる一方で、政府はほとんど財政援助を与えなかった。

慶大のように、卒業生による拠金システムの確立に成功する学校もあったが、多くは授業

料をほとんど唯一の収入としており、財政的にきわめて困窮していた。1909（明治 42）年

の早大を例にとると、収入に占める授業料の割合は 82％超、入学金等も含めた学生納付金

では 89％超にまでいたる。そのため、専門学校は「本科」「正科」のほか、「別科」「特科」

などのコースを設置して、中学校卒業（程度）の学力をもたない学生にも入学を許可して

いた85。そのため、難解な試験と潤沢な資金がある高等学校・帝国大学に比して、専門学校

は学歴ヒエラルキーのなかでは低位に位置づけられ、当時の中学校の卒業者は「高等学校

や官立専門学校をめざして受験と浪人をくり返し、あきらめたあとで、ようやく私学〔私

立専門学校〕に進学するというのが通例」であった86。 
 
私立専門学校卒業者の職業（％） 

  慶應義塾 
東京専門学校

（早稲田大）

東京法学院 
（中央大） 

明治法律学校 
（明治大） 

和仏法律学校

（法政大） 

大学・学校 7.9 7.7 0.3 0.2 0.6 
政府・官業 3.4 16.5 21.2 15.1 21.2 
民間企業 35.3 11.5 4.7 3.5 6.5 
専門職 4.4 12.8 7.9 13.2 11.3 
自営 23.5         
政治 1.1 5.7 0.4 0.6 0.5 
その他 2.5 3.6       
不明 21.9 42.2 65.5 67.4 59.9 

出典：天野前掲『旧制専門学校論』、128 頁。 
 
官立諸学校に比して低位に位置づけられるとはいうものの、明治後期において高等教育

                                                  
82 同上書、29、44 頁。 
83 文部省前掲『学制百年史』、372－373 頁。 
84 同上書、374 頁。以下、慶応義塾大学を慶大、早稲田大学を早大と略す。煩瑣を避ける

ため、以下 1903 年以前の記述についても略称を統一して使用する。 
85 天野前掲『旧制専門学校論』、246－252 頁。 
86 同上書、90 頁。 



41 
 

の進学者は同年齢の数％に過ぎず、私立専門学校の卒業生も一般的には高学歴であったこ

とも確かである。上の表は1900年前後の時期における私立専門学校卒業者の就業先である。

慶大を除いて卒業生の多くは就職先が「不明」となっているが、これは卒業生が「出身地

である農村部に還流し、『郷国に錦衣を飾』って、そこで家業をつぎ、新しい会社を起こし

あるいは地方政界に入っていった」ためである。それを除くと各校ともに、学者・教師や

行政官僚、民間企業や専門職に就いた者の割合は決して少なくない。専門学校卒業生の多

くも、学歴を生かして俸給生活者＝「学歴の世界」に身を置いたのである。 
 

  2.早慶両校の野球部の成立 
 
慶大は、1858（安政 5）年に中津藩士福沢諭吉が江戸築地鉄砲州の藩中屋敷に開いた蘭

学塾を起源としている。幕末から明治 10 年代にかけて、多くの私塾・家塾が経営上の問題

から創立・廃校を繰り返したのと同様、慶大も苦しい学校運営を余儀なくされていた。し

かし 1880（明治 13）年頃から生徒数が増加していき、88 年に 1000 名を越すと独立採算が

可能となって経営が安定し、1890（明治 23）年には大学部が設置された87。 
慶大には幕末の時点で運動場があり、ブランコやシーソー等の運動用具も設置するなど、

学生に運動を奨励してきた。福沢は、健康の増進や娯楽を重視していたようで、「東京大学

は少年の健康屠殺場」として 2 人の息子を大学予備門から慶大に転校させるほどであった88。

野球部は、前述のとおり 1884（明治 17）年には活動しており、選手が新橋倶楽部に出入り

したり、一高と試合を行ったりしていた。塾内では、野球部のほか、柔道・剣道・弓術や

端艇等も行われていた。こうした状況から「義塾の先輩や当局者も各運動部を組織的に統

一する必要を感じ」、1892（明治 25）年 5 月に慶応義塾体育会（以下、慶大体育会）を組

織し、福沢諭吉の二男捨次郎が会長に就任した。体育会には剣術・柔術・野球・端艇・体

操・弓術・操練（兵式体操）・徒歩の 8 部が加入し、「学生から一定の体育会費を徴収して」

費用を賄った。学生は「幾種類でも各自の好むところに従って」運動することが可能であ

った89。 
慶大体育会は、「塾長の推薦」によって選ばれる会長が 1 名、「会長の推薦」によって任

命される理事が 2 名のほか、部長・副部長が各部に 1 名、各部には「部員の互選」によっ

て選出されて「部長を輔けて部の事務に参ず」る幹事が 5 名ずつおかれた90。体育会が整備

された結果、「各自が費用を出さずとも学校の方で出してくれる事」となり、野球部でも統

                                                  
87 慶応義塾編集・発行『慶応義塾百年史 上巻』1958 年、9、17 頁、775－776 頁。およ

び、慶応義塾編集・発行『慶応義塾百年史 中巻（前）』1960 年、50－66 頁。 
88 白幡洋三郎「福澤諭吉の運動会－近代スポーツと日本人の身体観考」、吉見俊哉他『運動

会と日本近代』1999 年、青弓社、56－83 頁。 
89 慶応義塾前掲『慶応義塾百年史 中巻（前）』、168－169 頁。 
90 同上書、170－171 頁。 
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一した「チームらしいものが組織され」、それが学校を「代表することとなった」91。 
 一方の早大は 1881（明治 14）年、明治 14 年政変で下野した大隈重信が、養子英麿を校

長として 1882（明治 15）年に設立した東京専門学校を起源とし、1902（明治 35）年に改

称した92。早大も設立当初は学費や大隈の政治的立場の問題に苦しんでいたが、学校の体制

が整備されるとともに高等学校入試が激化したため、20 世紀に入るころから学生数が急増

する。 
 
早稲田大学生徒数・卒業生数 
 

出典：早稲田大学大学史編集所編前掲『早稲田大学百年史 第 1 巻』、1023－1026 頁。お

よび、早稲田大学大学史編集所編『早稲田大学百年史 第 2 巻』1981 年、早稲田大学出版

部、1178、1180 頁、より作成。 
 
早大の場合、開校翌年の 1883（明治 16）年には、「講師教員学生合同懇親会」として、

200 名が参加して球投げや旗奪いなどを行っていたが、個別の競技の名を冠した運動組織が

成立するのは日清戦争の後のことであった。当時の学生は「紳士だか学生だか分らない風

体をして」いたり、「似非豪傑が跋扈して乱暴を働」いたりするなど「風紀が余りよくなか

つた」。そのため 1895（明治 28）年 3 月、寄宿舎会議においてこうした「風習を撓
ママ

」し、

「寄宿舎生文武兼修ノ主旨ヲ履修スルヲ目的ト」して早稲田倶楽部が作られ、柔道部や撃

剣部などが組織され、寄宿制を中心とした部員から毎月 5 銭の会費を徴収することとした。

                                                  
91 慶応義塾野球部史編纂委員会編『慶応義塾野球部史』1960 年、慶応義塾体育会野球部、

2 頁。 
92 早稲田大学大学史編集所編『早稲田大学百年史 第 1 巻』1978 年、早稲田大学出版部、

458、977 頁。なお、『学制百年史』の記述では、1903 年以後に大学の名称が使用可能とな

った、とされており本記述と矛盾するが、詳細は不明。 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

18
82

18
84

18
86

18
88

18
90

18
92

18
94

18
96

18
98

19
00

19
02

19
04

19
06

19
08

19
10

19
12

人

生徒数

卒業生数



43 
 

創立の議事終了後、特別賛成部員に名を連ねた尾崎行雄が「健全なる心身」という講演を

行い、その後部員たちは相撲やテニス、撃剣・野球を楽しんだという93。早稲田倶楽部は、

学校当局と交渉して柔剣道の道場を設立するなど、学内の運動施設の整備も行った。1897
（明治 30）年 2 月、早稲田倶楽部が発展的に解消して東京専門学校体育部となり、全校生

徒を対象にして、郊外運動・器械体操・撃剣・柔道・弓術・テニス・野球の 7 種目が行わ

れることとなった94。 
1904（明治 37）年には体育部の方針を協議する機関として評議員会が設けられ、各部 2

名の代表と体育部部長・安部磯雄の話し合いの結果、各部 2 名が評議員となりその決議に

よって体育部の運営を行うこと、「各部ノ選手ハ続ケテ二度落第スルトキハ、其資格ヲ失フ」

こと、「明年度ニ於ケル各部ノ経費ハ、体育部評議員会ニ於テ之ヲ決議スルモノトス」るこ

と95、の 3 点が決められた。 
 評議員会によって全体の方針や予算が決議されることが明記され、各部の部員の代表者

による合議的な自治のシステムが整備されることとなった。また、安部の提言により連続

落第者の選手資格喪失の規定ももりこまれた。 
体育部の成立とその運営システムの整備と前後して、1901（明治 34）年頃から橋戸信ら

中学校での野球経験者を中心として「野球部と名の付くようなものが成立した」96。創立当

初は早稲田中学の野球部にも負けていたが、橋戸信や押川清、泉谷祐勝ら有力な部員の入

部と厳しい練習によって急速に力をつけ、1904（明治 37）年に一高を破ることとなった。 
 

3.「早慶時代」の到来と早慶戦の中止 
 

 こうして「早慶時代」が訪れるのだが、その背景には一高と専門学校の入学難度の差が

あった。高等学校入試が激化する一方で、専門学校には中学校卒業者の無試験入学の制度

があるだけでなく、試験もそれはさほど難しいものではなかった。例えば石橋湛山は、1903
（明治 36）年 9 月に早稲田大学に入学しているが、その前に 2 年続けて一高の受験に失敗

している。石橋は、高等学校や官立専門学校の入試問題は「おそろしく、ひねくれたもの

であった」が、早大予科の編入試験は、「高等学校のそれのごとく、ひねくれたものでなく、

常識的の試験であったので、楽に通った」と回想している97。 
こうしたなかで、ある明善中の野球部員は「柔道剣道等を奨励」する一方で、体操教師

が野球部員を監視したり、ボールを没収したりするなど野球を「排斥」することに「失望」

し、慶大に転校して野球部員となった98。また、1903 年に水戸中の選手として慶大と試合

                                                  
93 早稲田大学大学史編集所編前掲『早稲田大学百年史 第 1 巻』、1015－1017 頁。 
94 同上書、1018－1019 頁。 
95 同上書、557 頁。 
96 飛田穂洲編『早稲田大学野球部五十年史』1950 年、早稲田大学野球部、47 頁。 
97 石橋湛山『湛山回想』1985 年、岩波書店、43－46 頁。 
98 明善野球編集委員会編集・発行『明善野球』1972 年、27－28 頁。 
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を行った飛田穂洲は、その時のことを「初めて大選手と試合を行う光栄に浴した」と述べ

ていることから99、一高に劣るとはいえ早慶両校も野球の強豪校として、野球好きの人々の

間には名を知られた存在であったようだ。そうした名声と入学のしやすさから野球好きの

中学生が早慶両校に集まるようになり、「早慶時代」が生まれることになったのであろう。 
1903（明治 36）年、三田グラウンドで第 1 回早慶戦が行われる。橋戸信が記した申し込

みの書状は以下のものであった。 
 
  拝啓仕候陳貴部益御隆盛之段斯道の為め奉賀候〔。〕弊部依然として不振、従ふて選手

皆幼稚を免れす候に就ては近日の中御教示にあづかり以て大に学ぶ所あらば素志此上も

無く候 

  貴部の御都合は如何に候ふべき哉、勝手ながら大至急御返翰
へんかん

被下度
くだされたく

御承知の上は委員

を指向けグラウンド、審判官の事など万々打合せ仕るべく此段得貴意候也100 
 
一高と同様、両校の委員がチームを代表して打ち合わせを行い、試合の日程、会場や審

判などを決めている。このときは両校のライバル意識も低く、試合中のヤジが少ないだけ

でなく、試合後には両校の選手が集まって懇談茶話会が催されている101。しかし 1904（明

治 37）年に早慶両校がともに一高を破って球界の覇権を両校が争うことになるばかりか、

1905（明治 38）年に早大野球部がアメリカ遠征から持ち帰った応援団のカレッジ・エール

を導入すると、集団応援が一般化して応援合戦がエスカレートしていく。 
そして 1906（明治 39）年 11 月の早慶戦第 2 戦後に両校応援団による乱闘騒ぎが起こっ

たり、応援席の割り当てや応援方法をめぐって両校応援部の委員が対立したりするなどし

た結果、慶大塾長鎌田栄吉と早大運動部長安部磯雄が協議して、第 3 戦の中止を決定した。

両校は新聞や雑誌で相手校を非難するなど対立は感情的なものとなり、こののち 20 年にわ

たって早慶戦は中止されることになる102。基本的には早慶両校でも学生の自治によって運

動部は運営されていたのだが、応援団の対立や乱闘など問題が拡大したことで、大学の学

生管理の問題に発展し、 終的にはトップダウンによって試合の中止が決められたのであ

る。 
 
 本章のまとめ 
 
 国家や社会のトップ・エリートの養成機関として成立した一高では、政治社会との断絶

や徳育の自発的養成を目的として、木下広次校長のもとで寄宿寮の自治が成立し、学生側

                                                  
99 飛田穂洲『飛田穂洲選集第一巻 野球生活の思い出』1960 年、ベースボールマガジン社、

42 頁。 
100 慶応義塾野球部史編纂委員会編前掲『慶応義塾野球部史』、11 頁。 
101 横田順彌『早慶戦の謎 空白の十九年』1991 年、ベースボールマガジン社、16、19 頁。 
102 同上書、170－191 頁。 
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も赤沼金三郎を中心として主体的に自治を担うこととなった。その際、校風の振作や寄宿

寮自治をになう主体の育成を目的としてスポーツ活動が重視され、インブリー事件以後に

連勝をつづけた野球部は、その中心的な存在となった。 
 一方、1890（明治 23）年に校友会が成立すると、野球部は学校公認の組織として活動を

行うようになった。野球部は校友会費を部の運営の経済的な基盤とし、自ら部の規約を作

成したほか、選手同士による協議や互選を中心にして、部の運営や活動、選手の選定など

を決定していた。野球部の OB が部の活動に関与したり、監督として遠征に帯同したりす

ることはあったが、決定のイニシアティブは選手が握っていたことは間違いなく、選手主

体の自治によって部が運営されていたのである。 
 対外試合では、野球部員のみならず校友も含めて熱心に試合での勝利を追求し、そこを

校威発揚の場とした。精神主義や国家主義、エリート意識が強かったことは確かであるが、

そうした対外試合は年に数試合と限られていた。一高野球部は球界の覇権と社会的威信、

対外試合で築いた人的ネットワークをもとにして、野球の普及や技術向上の研究、野球に

よる徳義の育成等を目的とした連合試合なども行った。連合試合は、その開催の目的だけ

でなく、華やかなイベントという側面からも対外試合とは異なる様相をもっていた。 
 また、一高では大学で必要とされる語学や専門知識の教授を目的として授業が編成され

ており、試験が厳しかったために落第者が出ることも珍しくなかった。そのため、一高の

野球部員たちにとっては勉強と野球の両立という課題は至上命題のものであり、その枠内

で可能な限り勝利を追求していたのであった。しかし、一高内での運動部や校風批判の論

説が盛り上がるとともに、野球が諸学校に普及していくのと並行して、一高の入試が難化

の一途をたどることによって、一高時代は終焉を迎えることを余儀なくされるのである。 
 一高にかわって台頭したのが専門学校として成立した早稲田と慶応の両校であった。こ

れらの学校でも、学生の間で次第にスポーツが普及するなかで、学生と教師が親睦を深め、

学生に徳義を育成することを目的として体育会（部）が設立された。ここでも一高と同様

に、校長にちかい幹部教職員が会長となって学生の活動を管理する一方で、学生と学校・

教職員の両者が会費を負担して運動部の活動を援助した。部の活動の多くは選手のなかか

ら選ばれた幹部部員が主導したが、早慶戦のような大きな問題が発生すると、体育会の幹

部を務める教職員によって活動が大きく制限されることもあった。 
 旧制の高等教育機関における学生野球自治は、一般学生と学校・教職員によって拠出さ

れた財源をもとに活動し、選手が主体となって規約を制定したり、合議を行ったりして部

が運営された。ただ、校友会や体育会などの組織は、学校による学生管理の一環として導

入されたため、問題が発生した際には選手自治の領域に、学校や教職員が介入する場合も

あった。また、明治後期の時点で高等教育機関に在学し、少ない経済的負担でスポーツを

することが許される環境は、きわめて少数の学生に許された特権的なものであった。その

意味では、明治後期に成立した選手主体の自治は、将来有望なエリート候補生たちによる

自治であった。
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第 2 章 中等学校の整備・普及と校友会野球部の活動 
 
 本章の課題 
 
 体育・スポーツ史において、明治の後期は野球をはじめとした様々な西洋生まれのスポ

ーツが各地に伝播し、次第に定着していった時期に位置づけられる。もちろん、一般庶民・

民衆がスポーツに接触する機会は極めて限られていたが、中高等教育機関を中心にしてス

ポーツが全国各地で行われるようになっていったのである。本章では、明治中・後期から

大正期初頭における中学校を中心とした中等学校の校友会野球部の普及とその活動の内容

を明らかにすることで、大正期以後の野球の大衆化や全国大会の開催に向けた社会的基盤

が形成されていく過程を論じていくこととする。 
中等学校で校友会野球部が普及したこの時期は、全国的に中等学校の整備がなされた時

期にも当たる。中等学校が整備されたからこそ、そこを母体として校友会が多くみられる

ようになったのである。しかし当時の中等学校では、現在とは異なる学校運営の方法、学

生の風紀問題や半途退学、学校騒擾や受験地獄といった諸問題が存在していた。中等学校

の生徒数は少なく、その出身階層も限られていたため、中等学校に通うことの社会的意味

は現在とは大きく異なっていた。 
それゆえ、学校の校友会を母体とした野球部の活動と、中等学校における生徒指導や教

育方針とが著しい齟齬を生み出すこともあった。野球をはじめとしたスポーツが普及して

その活動が活発化していく一方で、教育関係者等からは次第に野球批判、スポーツ批判が

高まっていき、それを統制する動きが生まれることになるのである。こうした学校を基盤

とした教育とスポーツの矛盾が顕在化していくなかで、新聞というマスメディアが大規模

にイベントとして議論を展開したのが 1911（明治 44）年の野球害毒論争であった。本章で

は、明治後期の野球部の活動の展開と教育社会の矛盾が顕在化し、それをメディアが取り

上げてイベント化されたものとして野球害毒論争を位置づけることにする。 
 後に、こうした野球批判や野球統制の動きと中等学校における学校運営の問題に対す

る生徒からの反発として静岡中における学校騒擾を取り上げ、中等学校における学生野球

の自治のあり方を明らかにしたいと思う。 
 
 第 1 節 中等学校の整備と中等教育をめぐる諸問題 
 

1.中等学校の整備 
 
 1879（明治 12）年に発令された教育令をかわきりにして、中等学校に関する諸法令が次々

に発令され、中等学校が全国的に整備されていく。教育令では中学校を「高等ナル普通学

科ヲ授クル所」と規定し、翌年の改正教育令では「各府県は土地の状況に従い中学校を設
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置し、また農学校、商業学校、職工学校等を『設置スヘシ』」として、府県を単位にして中

等学校の整備が進められることとなった1。1881（明治 14）年には中学校教則大綱を発令し

て、中学校を「高等ノ普通学科ヲ授クル所ニシテ中人以上ノ業務ニ就クカ為メ又ハ高等ノ

学校ニ入ルカ為メニ必須ノ学科ヲ授クル」学校とし、中学校を初等中学校と高等中学校に

分け、それぞれの修業年限や授業時間、教科の内容を一律に規定した2。これにより、江戸

時代や幕末に設立された旧藩校や私設の洋・漢学塾など「種々雑多な性格を包含していた

地方の中学校に一定の教育水準が要求され」、基準を満たさない多くの学校が廃校となった。 
私立中学校が淘汰されていく一方で、公立の中学校の整備が進められていく。1886（明

治 19）年の中学校令では、府県費による中学校の設置は原則として一府県一中学校に限ら

れていたが、1891（明治 24）年の改正中学校令や 1899（明治 32）年の中学校令ではそう

した制限が次第に緩和されていき、各地で学校数が大幅に増加していく。これらの政策に

より「明治十年代を通じて中学校数は次第に減少して」いき、「その過程で、私立や町村立

に代わって、府県立中学校が中等教育の主流として定着していった」のである3。 
  
明治期中学校数と生徒数 

 

出典：文部省前掲『学制百年史 資料編』 
 
公立を中心とした中学校の整備とその量的拡大に伴って、中学生数も増加の一途をたど

る。上のグラフは明治後期の全国の中学校数と生徒数の推移を表したものである。1886（明

治 19）年には、全国で中学校が 56 校、生徒数 1 万人強しか存在しなかったのに対し、1900

                                                  
1 文部省編前掲『学制百年史』、210 頁 
2 文部省『学制百年史 資料編』、126 頁。 
3 内田糺・森隆夫編『学校の歴史第 3 巻 中学校・高等学校の歴史』1979 年、第一法規出

版、37－38 頁。 
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（明治 33）年では 194 校 7 万 8 千人、1910（明治 43）年では 302 校 11 万人となる。明治

後半の 25 年間で学校数が約 6 倍、生徒数は 10 倍以上にまで急増したのである。中等教育

が量的に拡大したとは言うものの、義務教育すら卒業しないものが大半を占めていたこの

時期に、中学校に進学するということはそれだけで高学歴だったのであり、さらなる上級

学校に進学して「月給取り」や専門職の世界、すなわち「学歴の世界」に足を踏み出すと

いうことを意味していた4。 
この背景には、教育機関の整備・普及や学歴の価値が次第に社会に浸透するに伴って、

士族や官吏だけでなく富裕な商人や農林漁業従事者の子弟にまで「成功熱」や「立身出世

主義」が拡大していったことが挙げられる。貧しい家庭環境であっても通信教育を受講し

たり、苦学生として上京したりする者も増加する5。高等学校・帝国大学卒業者を頂点とし

た学歴社会化が都市部を中心にして広がりはじめていたのである。 
 

2.淘汰機関としての中学校 
 
中等学校が整備されていったものの、中学校を無事に卒業して学歴の階梯をさらに登っ

ていくことは決しては容易なことではなかった。新潟県立高田中学校では、1899（明治 32）
年から 1911（明治 44）年の期間において、全校生徒の 10－20％程度が毎年退学し、30％
を超えることもあった6。こうした状況は高田中に限ったことではなく、1900（明治 33）年

の全国の中学生 7 万 8 千人に対して退学者数は 1 万 1 千人（14.2％）もおり、同年の卒業

者数 7747 人の 1.4 倍にもなる。卒業者の多くも落第を経験していたようで、熊本県立中学

校の 1905（明治 38）年から 1908（明治 41）年のデータによると、中学校を無事に 5 年間

で卒業した生徒は入学者の 22－34％にすぎない。学業成績と退学の相関関係も強く、群馬

県立前橋中学校では、1898（明治 31）年から 1904（明治 37）年の退学者のうち、退学理

由を「落第」としているものが 22－43％を占める7。そして中学校の退学者は、故郷に帰っ

ても仕事をしなかったり、都市に滞留して放蕩生活を送ったりするなど、「地域のやっかい

者」「一種のゴロツキ」と見られるようになっていた8。 
 
  

                                                  
4 天野郁夫『学歴の社会史』1992 年、復刻版 2005 年、平凡社 
5 竹内前掲『立志・苦学・出世 受験生の社会史』134－143 頁。 
6 斉藤前掲『競争と管理の学校史 明治後期中学校教育の展開』、29 頁。 
7 同上書、51 頁。 
8 同上書、43 頁。 
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明治後期全国中学校卒業者数と半途退学者数 

 

出典：斉藤前掲『競争と管理の学校史 明治後期中学校教育の展開』、37 頁。 
 
家庭の経済問題や学生の健康問題も卒業への大きな障害であった。1904（明治 37）年か

ら 1909（明治 42）年の全国平均でみると、退学の理由として授業料不納をあげる者が約 8
－13％もいた。府立中学の 1 年間の授業料は 1902（明治 35）年で 24 円、1908（明治 41）
円で 30 円であったが9、小学校教員の初任給の月額は 10－13 円でしかない10。高級官吏や

専門職、大企業のサラリーマン、地主や自営業主等の経済的に恵まれた家庭でなければ、

学費の負担は極めて重いものであったことが容易に想像できる11。 
 

明治後期病気と授業料不能を理由とした中学校退学者数・割合 

年度  
病気 授業料不納 合計 

数 ％ 数 ％ 数 ％ 

1904 2041 11.5 1449 8.1 3490 19.6
1905 2053 11.9 2132 12.4 4185 24.3
1906 2264 12.0  2556 13.5 4820 25.5
1907 2248 12.1 2386 12.8 4634 24.9
1908 2300 12.2 2138 11.4 4438 23.6
1909 2288 12.3 1824 9.8 4112 22.1

出典：斉藤前掲『競争と管理の学校史 明治後期中学校教育の展開』、46、54 頁、より作成。 

                                                  
9 週刊朝日編『続続値段の明治大正昭和風俗史』1982 年、朝日新聞社、229 頁。 
10 週刊朝日編前掲『続値段の明治大正昭和風俗史』、19 頁。 
11 ちなみに、高等文官試験に合格した高級官吏は初任給の月額が 50 円（1907 年）、大卒銀

行員は 35 円（1908 年）である。週刊朝日編前掲『続値段の明治大正昭和風俗史』、159 頁。

および、週刊朝日編前掲『続続値段の明治大正昭和風俗史』、69 頁。 
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また、病気を理由とした退学にみられる健康問題も、当時の中学生には大きな不安材料

であった。雑誌『中学世界』では健康問題についての記事が頻繁に掲載され、「若し肺結核

其他不治の疾病の徴候あるか、或は父母兄弟に斯る疾病ありて、遺伝の恐れあるときは、

余り深く学問し身体及び精神を労するは本人の為めに不利益」であり、「斯る輩の中途にし

て或は成業の暁に至りて斃
たお

るヽ実例は少なからず」と述べられることもあった12。 
経済問題と健康問題というやむを得ざる理由で、毎年約 20％、4000 人以上の生徒が学業

を断念せざるを得なかったのであるが、中学校は「中人以上ノ業務ニ就ク」（中学校教則大

綱）人々の育成を目的として設立されていたため、これらの退学者は「やむを得ぬ」もの

と考えられていた。むしろ学校側が生徒の健康状態や学力・家庭の経済状況を調べて、「漫

リニ入学ヲ志望スルノ弊」を改めさせるべきだという認識を示す知事まで存在した13。 
しかし、こうした健康問題が背景にあるがゆえに、中学生の間に健康問題への関心は強

く、『中学世界』に医師から食事や運動などの健康増進法が紹介されたり、「学業にのみ専

心する」のではなく「勉強と体育法と都合よく塩梅して並行させていかねばならぬ」と運

動が奨励されることもあった14。学生自身からも「智徳育と同じく」「一層中学生徒の体育

を奨励する必要」が述べられる一方で、正課体操のような「単に教師の命令の下に機械的

に活動するのみにては、何等の興味をも利益をも感ずる」ことができないことが批判され

ている。編集部からも正課の体操の時間は少ない上に興味が薄く、「中学に於ける体操の一

科ほど無意味なるはあらじ」と酷評されていた15。中学生の健康問題を背景にして、生徒か

らも識者からも「興味ある運動」の必要性が認識されていたのである。 
 

3.生徒管理 
 
日清戦争後、社会の弛緩や風紀の乱れが指摘されたように、中学生にも華美、驕奢な風

俗、暴行、万引き、同性・異性間の性関係などが「悪弊」として指摘されるようになる。

また、中学校や師範学校を中心として学校紛擾が頻発するようになったことで、それへの

対策として、各校で厳重な生徒管理が行われるようになっていく。1902（明治 35）年には

文部省訓令第 5 号によって、反抗や同盟休校をなした生徒や職員には「厳重処分」を課す

ことが通達されるなど、厳重な生徒管理が全国的に実施されるようになっていく。しかし、

こうした対策は学校紛擾を収めるどころかさらなる拡大を招き、日露戦争後に学校紛擾の

発生件数はピークを迎えることとなるのである16。 

                                                  
12 某生「中学生徒諸氏に与ふる書」、『中学世界』5 巻 16 号、1902 年 12 月、博文館、14
頁。 
13 斉藤前掲『競争と管理の学校史 明治後期中学校教育の展開』、75 頁。 
14 川瀬元九郎「体育断片」、『中学世界』5 巻 5 号、1902 年 4 月、115 頁。 
15 山口耕巌「青年と体育。

ママ

」、同上誌 1 巻 6 号、1898 年 11 月、25－27 頁。 
16 寺崎昌男「明治学校史の一断面―学校紛擾をめぐって―」、『日本の教育史学』14 集、1971
年、日本教育史学会、26 頁。 
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1884（明治 17）年発令の中学校通則では、「品行端正ニシテ学校管理ノ任ニ堪フヘキ学

力材幹アル者」が校長につくこととされ、学校管理の責任者として強い権限が認められて

いた17。「大阪府立中学校則」では、「学校長ハ知事ノ指揮監督ヲ承ケ校務ヲ掌理リ附属職員

ヲ統監」するため、「学校ノ規則設定若クハ改廃ニ関スルコト」「職員ノ進退賞罰ニ関スル

コト」「学校ノ利害ニ関スルコト」等について「意見ヲ知事ニ具申スルコト」ができるほか、

「学校ノ管理ニ関スル内規ノ設定若クハ改廃」「生徒ニ放校ヲ命スルコト」「職員ノ願届ヲ

処分シ及除服出仕ヲ命スルコト」等を専行することができた。一方で、校長以外の「職員

ハ学校長ノ命ヲ奉シテ責任ヲ負ヒ敏速忠実ニ其職務ヲ尽スベシ」と規定されており18、校長

は実質的に生徒と教職員の管理・監督に必要な権限の一切を握っていた。 
 校長は「生徒ノ風紀及衛生ニ注意シ以テ訓練上ノ実績ヲ挙ケンカ為」に職員を「生徒監

督」に任命し、「校ノ内外ヲ巡視シ」ての「生徒ノ取締」、「生徒控所ヲ管理シ其静粛整頓ヲ

図ル」、「生徒控所ノ出入ニ際シ乱雑ニ渉ラサル様注意ス」る、「生徒ノ通学途中猥リニ乗車

乗船スル者ノ取締」、「生徒ノ宿所ニ臨検スル」、「時々教室ヲ点検シ無断ニテ生徒ノ出入ヲ

取締」などが行わせた19。さらに、「忠孝ノ念須臾モ忘ルヘカラサルコト」、「校規ヲ恪守シ

師長ニ服従スヘキコト」、「学業ヲ励ミ行状ヲ慎ムコト」などの徳目を定め20、これらの内容

の順守の度合いが操行査定として点数化され、生徒の進学や就職に影響を与えていた。こ

うした校長の強権的・専制的な校内の権力構造とそれを背景にした強圧的な生徒管理に対

する反発として学校紛擾が起こっており、その対策としてさらに厳重な生徒管理が行われ

るようになっていたのである。 
 
第 2 節 中等学校における野球部の普及とその活動 
 

1.中学校校友会の設立と野球部の普及 
 
こうした生徒管理の方法のひとつとして、級長・組長、制裁委員等の役職や、校風・校

規の粛清を目的とした組織を学校が設立するなど、生徒自身を管理組織の構成員に組み込

むことなども行われるようになった。その延長に生徒の課外活動を統制・介入したり、生

徒と教師の親睦をはかったりすることを目的に校友会が設立されていく。1897（明治 30）
年ごろには全国の中学校の約 70％で校友会が設立されるが21、会長などの重要な役員を校

                                                  
17 前掲『学制百年史 資料編』、126 頁。 
18 『大阪府立市岡中学校高等学校百年』2005 年、市岡高等学校百周年記念事業委員会、75
－76 頁。 
19 同上書、78 頁。 
20 神奈川県立希望ヶ丘高等学校百周年実行委員会編纂局編『神中・神高・希望ヶ丘高校百

年史 資料編』1998 年、神奈川県立希望ヶ丘高等学校創立百周年記念事業合同実行委員会、

259 頁。 
21 渡辺融「明治期の中学校におけるスポーツ活動」、『体育学紀要』12 号、1978 年、東京

大学教養学部体育研究室。 
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長以下の教職員が務め、規則の制定や意思決定にも学校側が強く関与していた。さらには

校友会雑誌の発行に際しては教員による検閲も行われるなど、校友会は基本的に生徒の自

治団体ではなく親睦・修養団体であり、学校教育を補完する機能が重視されていた22。 
それゆえ校友会の運動部、とりわけ柔術・撃剣などの武道は教育目的で利用されること

も多かった。1898（明治 31）年、山形中学では生徒に半途退学者が多いことや風紀が乱れ

ていることを理由として、飲酒の禁止や学外での制服制帽の着用、楽器演奏と俗歌の禁止、

芝居や料理屋への立ち入り禁止等が定められた。翌 1899（明治 32）年に赴任した校長は、

さらに「生徒に武道を奨励する気持ちから、撃剣・柔術をやる生徒には操行点として一律

に五点を特別に加える」ことを打ち出した23。福岡県の嘉穂中では 1902（明治 35）年の創

立当初、撃剣と柔道は全生徒が強制的に参加することが決められていた24。日清戦争の後、

武士道論が隆盛して武道が再評価されていくなかで、校友会や柔術部・撃剣部を利用して

規律の徹底や徳育の涵養といった教育目的の達成が図られたのである25。 
しかし、それは校友会において生徒の自発性や意思が反映される可能性が全くなかった、

ということを意味するわけでもない。例えば静岡中では、1893（明治 16）年ごろに野球が

伝えられると、テニスよりも「こっちの方がおもしろいや」と野球を行う生徒が増えて 2
つのクラブが組織され、対抗戦が行われるようになった。1896（明治 29）年に同校で校友

会が設立された際、柔術・撃剣・弓術とともに野球が唯一の西洋スポーツとして運動部に

名を連ねることとなったのは、そうした生徒の活動があったからであろう26。 
1899（明治 32）年に長野県尋常中学校長野支校から独立して成立した長野中では、創立

と同時に校長が生徒に対する「監督の実を挙」げ、「師弟団欒の裡に其情義を完くし」もっ

て「教化修養の実を挙」げることを目的に校友会を設立する。校友会では運動部が 4 部作

られるが、その中に野球部が加えられることとなったのは、支校時代から「信州に於ては

まだ珍し」かった野球が行われていたことにあると思われる27。愛知県の豊橋中学では校友

会設立に際して、生徒は野球・柔術・撃剣のうち「必ズ一技以上行フ」ことが義務とされ

たため、野球部員が 180 人を超えることもあったという28。 
 以下の表は、学校創立と野球部の創部が戦前期であり、かつ「野球部史」などを発行し

                                                  
22 市山前掲「旧制中学校の校友会における生徒自治の側面」、1－13 頁。 
23 山形県立山形東高等学校校史編纂委員会編『山形東高等学校百年史』1987 年、山形県立

山形東高等学校、52－53 頁。 
24 嘉穂高校野球部史編集委員会編・発行『飛翔 嘉中・嘉高野球部九拾年史』1996 年、12
頁。 
25 坂上前掲『にっぽん野球の系譜学』、140－141 頁。 
26 静中静高野球部史編纂委員会編『静中静高野球部史』1964 年、静中静高野球倶楽部、47
－50 頁。 
27 長野高校野球部史編集委員会編『見ずや春風―長野高校野球部史―』1987 年、長野県長

野高校野球部 OB 会、2－8 頁。 
28 林弘編著『時習館野球部史―健児が腕に力あり―』1981 年、時習館野球部史刊行委員会、

6、9 頁。 
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ている旧制中等学校の野球部設立数を年ごとにまとめたものである。管見の限りでは、野

球部の設立が も早いのは 1884（明治 17）年に設立された岐阜中学であるが、日清戦争が

終わって以後の時期に、野球部をもつ学校が増加していったことが示されている。野球は、

正岡子規のように高等教育機関に進学した学生が故郷の後輩に伝えたり、高等教育委機関

で野球を覚えた学生が教師として赴任した学校で生徒に教えたりして広まった。そして、

1890 年代の校友会の設立に合わせて、野球部として次第に組織化されていったと思われる。

また、1896（明治 29）年は前述した一高野球部が横浜外人を初めて破った年にあたること

から、一高の勝利とその報道のインパクトが野球の全国的な普及に一定の役割を果たした

こともうかがえる。 
 
年別野球部設立校数 

年 野球部設立校数 年 野球部設立校数 

1884 1 1902 5 
〔中略〕 〔中略〕 1903 2 

1891 1 1904 1 
1892   1905 2 
1893 2 1906 4 
1894   1907 2 
1895   1908 0 
1896 9 1909 1 
1897 3 1910   
1898 2 1911   
1899 5 1912 1 
1900 4 1913 2 

1901 2 合計 49 
出典：各校野球部史・学校史等より筆者作成。厳密には校友会野球部の設立をもって野球

部の設立とすべきであるが、野球部史の叙述では校友会の有無や、厳密な野球部の設立年

が不明なものもある。「A 年ころ」や「A 年か B 年」に設立とされているものについては、

A 年を、初の対外試合をもって野球部の設立としているものについてはその年を設立年とし

てカウントした。書籍の名称や編著者・出版年等については、巻末の参考文献一覧参照。 
 
 日清戦争後から次第に全国の中等学校で野球が行われたり、野球部が設立されたりする

ようになっていくのであるが、その道のりは決して平坦なものではなかった。大阪府立七

中として 1901（明治 34）年に開校した市岡中では、開校間もないころから「野球好きの少

年が盛んに運動場で、野球の練習を楽しんでいた」が、「野球が嫌いである坪井〔仙次郎校

長〕は、運動場で野球をする生徒に一喝、早刻
マ マ

、校内での野球は一切、禁止」となり、「ボ
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ール、バットなどの持ち込みも禁止、見付け次第、没収するよう、教師に命じた」29。坪井

が野球嫌いとなった理由は定かではないが、「ボールをさわってみて『こんなものを投げる

から窓ガラスが破れてかなわん』などと言って、ボールを没収した」というから30、校舎の

損傷が一番の要因だったのかもしれない。 
野球が禁止される一方で、坪井校長時代には「運動という語が競走の専称に用いられ」

たと言われるほど、陸上が奨励された。近隣の学校との連合運動会の前になると、「必ず少

なくとも二三日前から職員付き
マ マ

添って練習に練習を重ねた」ため31、「創立当時の校友会は

この部事業のための校友会であるかのように見え」たという。市岡中学に野球部ができる

のは坪井校長が転出した後の 1906（明治 39）年であった32。 
 こうした事例が示すのは、単に野球嫌いの校長がいたという問題にとどまらない。以下

の表は、坪井校長時代を知る 1909（明治 42）年 3 月の市岡中の卒業生の運動嗜好の調査で

ある。 
 
市岡中学 1909 年 3 月卒業生の運動嗜好 

順

位 

在学中好まざりし運動遊戯 在学中嗜好せし運動遊戯 

種目 回答数 種目 回答数 

1 
普通体操 
（殊に棍棒体操） 

32 柔術 24 

2 テニス 13 ベースボール 14 
3 剣術 9 器械体操 13 
4 器械体操 8 剣術 12 
5 ベース〔ボール〕 6 徒歩旅行 9 
6 ランニング 5 フットボール 8 
7 柔術 1 ボート 5 
8     普通体操 4 
9     相撲 4 

10     水泳 3 
11     兵式体操 3 

計   74   99 
出典：前掲『大阪府立市岡中学校高等学校百年』、95 頁、より作成。 
これを見ると、柔術と野球、剣道、フットボールなどの競技種目と、器械体操や徒歩旅

                                                  
29 『みおつくし―府立市岡中学校同窓会 青春の三本線―』2004 年、市岡高等学校百周年

記念事業委員会、6 頁。 
30 佐伯達夫『佐伯達夫自伝』1980 年、ベースボールマガジン社、29 頁。 
31 前掲『大阪府立市岡中学校高等学校百年』、45 頁。 
32 市岡野球倶楽部編・発行『青春の三本線―市岡野球部八十年史（上）―』1988 年、11 頁。 
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行という健康志向の運動が人気を二分していたことがわかる。坪井転出の直後に野球部が

成立したことを見ても、市岡中で野球に根強い人気があったことが理解できよう。その一

方で、坪井が奨励した陸上競技（ランニング）は人気がなく、どちらかというと嫌われて

いた種目に属する。坪井は生徒の興味や関心とは関係なく、自らの信念に従って運動種目

の奨励や禁止を決定していたのである。 
 市岡中以外にも、野球をすると「塀をこわすはガラス窓を割るはで、校庭内での練習を

禁止した」神奈川一中33、柔道・剣道を奨励する一方で体操教師が野球部員を監視したり、

ボールを没収したりした明善中34、東京高師出身の体操の理論家だった永井道明校長が野球

を禁止する一方で体操を奨励した姫路中など35、校長によって野球もしくはその練習が禁止

された事例をみることができる。野球の禁止の理由のひとつには、フェンスや防球ネット

など、野球をするために必要な設備が整っていないために、校舎が破損するということが

あげられる。しかし、武士道論の隆盛にともなって武術（武道）が奨励されたり、校長が

専門とする体操が奨励されたりするなど、校長は学校内での自身の権限を利用して、生徒

の要望や趣味・嗜好とは関係なく、自らの信念により特定のスポーツ種目の奨励や禁止の

措置を取ることが可能であった。 
 しかし、それは裏を返せば校長の権限によって、野球を奨励することが可能であったこ

とも意味する。1877（明治 10）年に愛知県中学校として創立した愛知一中は、東京府立一

中、神戸一中と合わせて「一中御三家」とされる進学名門校であった。1893（明治 26）年

にはすでに校友会野球部が発足していたが、1899（明治 32）年に日比野寛が校長に就任す

ると、さらに運動競技を奨励した。なかでも野球は、一高の野球部員でもあった同校 OB
にコーチを依頼したり36、校内野球大会に優勝旗を寄贈したりするなど、積極的に奨励した。

1905（明治 38）年に同校野球部が刊行した『野球便用』には、「青年学生ノ野球ニ於ケル

ヤ其身体及精神ヲ強健ニ発達セシメ且ツ強健ニ維持スルコトヲ得ルノミナラズ其間全ク妄

念ヲ清掃シテ心身ヲ快活ニ慰安シ得ルモノタリ」と序文に記している37。こうした日比野の

奨励の効果もあってか、愛知一中は明治後期から進学校としてのみならず、野球の強豪校

としても知られることとなった。 
日比野は野球だけでなく運動競技全般を奨励しており、在職中に校友会運動部の組織の

整備、校内庭球大会の優勝旗寄贈、端艇部に競漕用 4 隻・練習用 3 隻の建造などを行って

いる38。校長の判断により、特定の運動競技の禁止・奨励、学校の教育方針などが決定され

                                                  
33 J クラブ野球部 OB 会野球部創部一〇〇周年記念史編集委員会編・発行『神奈川県立希

望ヶ丘高等学校野球部創部一〇〇周年記念史』2004 年、84 頁。 
34 明善野球編集委員会編前掲『明善野球』、27－28 頁。 
35 和辻哲郎『和辻哲郎全集 18 巻 自叙伝の試み』1963 年、岩波書店、281－282 頁。 
36 服部邦雄編『愛知一中野球部史』1961 年、愛知一中野球倶楽部、20 頁。 
37 『野球便用』1905 年、愛知県立第一中学校学友会、復刻版 1980 年、ベースボールマガ

ジン社、2－3 頁。 
38 鯱光百年史編集委員会編『鯱光百年史』1977 年、愛知一中（旭丘高校）創立百年祭実行

委員会、110－120 頁。 
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ており、生徒を主体とした自治の領域や権能も校長の方針ひとつで大きく変わらざるを得

なかったのである。 
 

 2.中等学校の対外試合と野球大会の開催 
 
 統制・禁止される学校があったものの、日清戦争後から各地の中等学校で次第に校友会

野球部がつくられていくようになると、学校を代表する野球部同士で対外試合が行われる

ようになっていった。以下は、各校の野球部史をもとにして作成した、明治後期における

試合数の一覧である。 
 
明治後期中等学校野球部試合数 

年 静岡中 愛知一中 下妻中 豊橋中 長野中 市岡中 水戸商 平均

1897 3 5           4.0 
1898 2 1           1.5 
1899 1 2 1 1       1.3 
1900 1 0 0 2 3     1.2 
1901 5 6 1 1 2     3.0 
1902 4 6 1 2 1     2.8 
1903 4 11 2 2 2     4.2 
1904 1 6 0 4 2     2.6 
1905 2 14 0 3 1     4.0 
1906 4 14 4 5 1 3 1 4.6 
1907 1 11 4 3 2 2 3 3.7 
1908 1 10 5 3 1 8 0 4.0 
1909 2 11 1 2 1 5 0 3.1 
1910 1 10 0 2 2 11 1 3.9 
1911 0 29 1 4 6 12 0 7.4 
1912 0 16 0 3 14 2 0 5.0 

平均 2.0  9.5  1.4  2.6  2.9  6.1  0.7    
出典：各校野球部史より筆者作成。書籍名や編著者・出版年等については、参考文献一覧

参照。 
 
日比野校長によって運動競技が奨励された愛知一中が他校に比して多く、年平均で 10 試

合に達するが、多くの場合は 1 年で数試合程度であり、1 年に 1 試合もしない場合も間々見

受けられる。そもそも、中学校が一府県一校の時代には、試合をするための相手が近隣に
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存在しない場合が多く、長期休暇を利用した遠征や、修学旅行のために他校が近隣を訪れ

た機会などを利用するしかなかった。日清戦争以後の野球の普及と中等学校の増加に伴っ

て、次第に試合数が増加していったのである（1912＝明治 45・大正元年は明治天皇の病気

と死去に伴う諒闇のため、試合数が減少している。静岡中の 1911（明治 44）年以降の試合

数 0 は、後述するように校長の方針による）。 
 年間の試合数が限られた状況であったがゆえに、いざ試合となると選手だけでなく多く

の生徒が観戦に訪れて、自校のプライドをかけた激しい応援が行われ、応援団が選手のプ

レーに一喜一憂することが通例であった。選手となれば校友会雑誌の表紙に写真が掲載さ

れ39、試合に勝利した時には選手・応援団がともに「和気靄然として歓呼の声殷々」とし、

校長や教諭が勝利を祝する和歌や漢詩を作ることもあった40。その一方で、敗戦の際には校

友会雑誌に「起て 清史持つ青葉が岡の健男子〔、〕蹶然起ちて武を磨き仇敵を蹴破して汚

れたる覉旗を清めよ」という激励文や、選手たちによる敗戦の「謝罪文」が掲載されるこ

ともあった41。敗戦の責任を取って選手や運動部長が剃髪した事例もある42。当時の中学生

たちにとって野球選手に選ばれることは、自らの技能の優越性を認められることであると

同時に、学校の期待を一身に背負うことも意味していた。 
対外試合の延長として、3 校以上が集っての大会も開催されるようになっていく。管見の

限りで中等学校が参加した 古の大会は、1901（明治 34）年から毎年 11 月に京都の第三

高等学校（以下、三高）で開催されるようになった関西野球大会である。三高でも一高と

同様に校内野球大会や連合野球大会を行っていたが43、それが発展して「京都大学々生我校

の部員を初めとし近府県十有余校の中学師範商業及び同志社の健児等」を集めて第 1 回大

会が開かれた44。この大会は勝ち抜きやリーグ戦ではなく、連合試合が 4 試合、対校試合が

3 試合の計 7 試合が 2 日間にわたって行われた。全試合の終了後には大茶話会が雨天体操場

で催され、「会する者二百余人、東は三河岡崎より西は讃岐丸亀に至る十八余校の選手」が

「団坐和気藹々として談笑」した。茶話会では三高の野球部員が「軽妙の弁を以て応接の

任に当り」、同校陸上部の理事が「遠来の労を謝し」「明春亦此の如き催ふしあらんか奮つ

て諸君の来会せられんを望む」とあいさつし、参加学生の代表からも謝辞述べられた。そ

の一方で、三高野球部 OB の大学生が「審判者総代として」「関西野球界の弊風を論じ、徒

                                                  
39 下妻中学校為桜会編・発行『為桜』17 号、1906 年 4 月、1 頁。 
40 下妻第一高等学校野球部史刊行委員会編・発行『下妻第一高等学校野球部史 中学時代

編』2003 年、40 頁。 
41 浦山文平「野球に就て」、静岡県立静岡中学校校友会編・発行『校友会雑誌』9 号、1905
年 3 月、84 頁。静中静高野球倶楽部編前掲『静中静高野球部史』、56 頁。林弘編著『時習

館野球部史』1981 年、時習館野球部史刊行委員会、17 頁。 
42 森田信博「明治期における秋田県での野球受容と統制について」、『秋田大学教育学部紀

要 教育科学』43 号、1992 年、秋田大学附属図書館、31－32 頁。 
43 愛球生「府下連合野球大会」、「舎通生ベースボールマッチ」、第三高等学校嶽水会編・発

行『嶽水会雑誌』2 号、1899 年 6 月、復刻版 1976 年、中外書房、91－93 頁。 
44 「野球大会」、同上誌 15 号、1902 年 2 月、78 頁。 
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に勝負の末に拘泥して挙動の礼を欠く者あるを難じ、又近時社会の風潮につれて、此技に

携はる者華美に流るヽ嫌あるを戒め」ている45。 
ただ、この大会で愛知一中は三高と試合をして引き分けているが、それは愛知一中の選

手 3 名が「三高へ入学志願することになつて居つたから多少でも感情を良くして置こう
マ マ

と

思い五回からは態と得点せず」「態と失策して漸く敵に四点を与えて終に引き分けにした」

ためだという46。中学校の選手たちは、ただ勝利だけをめざして大会に参加するわけではな

く、進学予定の学校を見学したり、在学生と親交を深めたりする機会としても大会をとら

えていたようだ。 
この大会は優勝を争うものではなかったものの、毎年 10 月末から 11 月の初頭に行われ

る野球大会として定着していった。1911（明治 44）年には 26 校が参加して 5 日間で 14 試

合を行うまでになり47、「毎年天長節前後に」「好球児期せずして神楽岡の一角に集まる」「三

高の名物」と学校紹介に記されるほどであった48。こうした大会は五高でも行われており49、

高等教育機関の野球部や校友会の幹部学生の主導のもと、中学生とのネットワークや学校

の社会的威信などを利用して、多くの参加者を集める大会となっていったのであろう。 
一方、1902（明治 35）年には愛知一中が主唱して東海五県連合野球大会が開かれる。第

1 回大会の開催に先立って、愛知・静岡・岐阜・三重・滋賀にある中等学校に呼びかけた結

果、愛知一中ほか 5 校が参加することとなった。第 2 回大会以後は参加校が持ち回りで当

番校となり、それぞれのグラウンドで開催された。1907（明治 40）年 8 月には、4 県 13
校から「諸学校代表者が会し」て、「本会は国民的品性の涵養、体育の奨励、質素、剛健の

気風を要請するを以て目的とす」、「本会は、毎年一回八月上旬を期して開く」、「開催地は

前年の大会に出席せる諸学校代表者の協議により之を定む」、「大会に関する庶務は質素を

旨とし、主催校専ら之に当たる」、「本会の趣旨に違背せする
マ マ

ものと認めたる時は主催校に

於て之を参加せしめざることを得」などからなる規約が定められた50。 
ほかにも 1902（明治 35）年 11 月に長野師範で行われた県下中等学校連合大運動会51、

1904（明治 37）年から土浦中の呼びかけで始まった茨城県中等学校野球大会など52、中学

校の持ち回り・連合方式による野球大会が各地で行われるようになっていった。東海五県

連合野球大会では、伊勢新聞社が優勝旗を寄贈してはいるものの53、マスメディアの役割は

限定的であり、各校野球部が合議によって規約を作成し、輪番制によって大会が運営され

                                                  
45 同上、85－86 頁。 
46 服部邦雄編前掲『愛知一中野球部史』、26 頁。 
47『嶽水会雑誌』50 号、85－90 頁。 
48 出口競『全国高等学校評判記』1912 年、敬文館、190 頁。 
49 明善野球編集委員会編前掲『明善野球』、45 頁。 
50 林弘編著前掲『時習館野球部史』、20－29 頁。 
51 長野高校野球部史編集委員会編前掲『見ずや春風―長野高校野球部史―』、12 頁。 
52 下妻第一高等学校野球部史刊行委員会編前掲『下妻第一高等学校野球部史 中学時代編』、

54 頁。 
53 林弘編著前掲『時習館野球部史』、37 頁。 
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ていたのである。 
 これら中高等教育機関の学生や野球部の連合による大会が行われることによって、学校

間をつなぐ地域的なまとまりや、大会のための組織を形成することになっていった。こう

した大会の数や規模は次第に増大していき、大正期から始まる全国大会の社会的基盤や大

会運営のノウハウを蓄積することになっていったと思われる。 
 
第 3 節 野球の弊害と統制・禁止措置と選手たちの抵抗 
 

1.野球の弊害 
 
 校友会運動部が普及して中学生のスポーツ活動が活発になりはじめた 1900（明治 33）年

ころから、『運動界』や『中学世界』などの雑誌で運動選手の成績不振が言われるようにな

っていた。例えば 1901（明治 34）年には、ある理科大学生が「運動家多くは怠惰者、勉強

家多くは運動嫌ひなるが現今青年学徒の通弊」と記している54。こうした見方は高等教育機

関の生徒や教育家だけではなく、当事者である生徒たちも自覚していたようで、愛知一中

の生徒と卒業生が著した『野球便用』においても、選手が「一般ニ学績不良」なのは「勉

学セザルガ為メ」であって、「人以上遊ビテ、人ヨリ学績良好ナランハ、望ムベカラザルガ

如キモ、少ナクトモ、普通ノ学績ヲ得ルコト」は必要として、「日々三時間宛勉強」するこ

とを勧めている55。同書では、練習上の効率と「午前中ハ勉強スベキ」ことを理由に、練習

は「午後一時頃ヨリ開始スル」のを「適当」としている56。 
しかし、当然のことながら野球と学業の両立に失敗し、勉学で遅れをとる選手も存在し

た。1911・12（明治 44・45）年に入学した明善中の野球部員 3 人は、全員が 1 回以上落第

したという。彼らは当時、「野球をはじめてからは勉強はやっていない」だけでなく、「修

身の時間はボール縫い」を「仕事」とし、試験では「代数の答案になんも書かんで、丸を

かいて出し」たり、「歴史の答案に」「男のシンボルば書いて出し」たりしたという。その

ため、彼らは野球部長以外の「すべての先生から総スカンをくっていた」ようだ。1910（明

治 43）年の同校野球部主将は「長崎高商の受験に行っていた」が、慶大野球部からの試合

の申し込みの一報を聞くと、「こんな入学試験は来年でも受けられる。この一戦を逃してた

まるか！」と「受験を放棄して決戦に参加した」という57。 
のちの高野連会長佐伯達夫も、市岡中の 上級生で野球部主将であった 1911（明治 44）

年に北野中との試合に敗れたため、「口惜し」くて「何とか勝って卒業したいものだと考え」

て、「もう一年、市岡に留年して再度北野に挑戦すること」を決意する。そのため、卒業ア

                                                  
54 長風生「運動界漫言（続）」、前掲『中学世界』4 巻 11 号、1901 年 9 月、125 頁。 
55 前掲『野球便用』、155－156 頁。 
56 同上書、27 頁。 
57 明善野球編集委員会編前掲『明善野球』、47、90－95 頁。 
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ルバムの写真撮影を「何かと理由をつけてさぼ」り、「卒業試験も、その一週間前になると

『身体の調子が悪いから』ということにして、兵庫県の城崎温泉へ雲隠れし」、「首尾よく

『落第』の願を成就させることに成功」した58。しかし翌年、明治天皇の死に伴う諒闇で北

野中との試合自体が中止となり、佐伯はあきらめて早大に進学したという。 
このように選手のなかには野球に熱中するあまり、中学校での学業をおろそかにしたり、

自身の成績や進学よりも野球を優先したりするものも存在した。中学生の間からも、学校

における「運動奨励の目的は、娯楽其物に非ずして」「生徒をして健全なる身体を作りて、

能く強度の勉強に堪へ得しむること」にある、として「運動のみに耽つて学科を顧み無い

者が沢山出来て来る」状況を批判する者が現れる59。 
 さらに、対外試合が普及するにつれて、そこでのヤジや応援の加熱も問題となった。1897
（明治 30）年 6 月に行われた愛知一中対浜松中の試合では、「馬鹿野郎アンマリ生意気ダゾ」、

「日本男子ニシテ『フアイブボール』〔現在のフォア・ボール〕ヲ利スルハ実ニ卑怯ナリ〔。〕

馬鹿野郎ナリ」などとヤジが浴びせられた。あげく愛知一中の守備を浜松中の「野次」が

「妨害」するなどしたため、愛知一中が「試合中止を申込」んで無効試合となった60。 
1903（明治 36）年に行われた水戸中対郁文館中の試合でも、試合開始当初から郁文館の

「ヤジ連」が「おい田舎っぺい、しっかりやれよ」などのヤジを水戸中の選手たちに浴び

せた。終盤になっても水戸中が大きくリードした状況となると、ヤジは「猛烈に怒号する」

ものとなり、しまいにはライトを守る飛田穂洲に対して、後方の生徒から「さあ小僧、今

度タマが来たときそれを捕ったら許さん、殺してしまう、それ、これを見ろ」として、仕

込杖を抜くものまでいたという。もちろん、飛田が捕球をしても「くびをきられるような

ことはなかったが、いうことをきかぬ小僧奴というのでさかんに小石をお尻のあたりに御

馳走になった」という61。 
 ほかにも審判の判定をきっかけとした乱闘や、敗戦のはらいせに相手校の寄宿舎や校舎

に乱入・襲撃する事件など62、試合をきっかけとした騒動は絶えなかった。そのため、1899
（明治 32）年に宇都宮中では対外試合が禁止となり63、茨城県立水海道中では 1900（明治

33）年の創立当初から校是として対外試合を禁止する（1923＝大正 12 年に解禁）など64、

対策を立てる学校も現れることとなった。 
 
                                                  
58 佐伯前掲『佐伯達夫自伝』、27 頁。 
59 加地歌三郎「勉強と動運

マ マ

」、『為桜』17 号、1907 年 7 月、2 頁。 
60 香雪「弁妄」、『運動界』2 巻 3 号、1898 年 3 月、運動界発行所、復刻版 1986 年、大空

社、16 頁。 
61 飛田前掲『野球生活の思い出』、40－41 頁。 
62 森田前掲「明治期における秋田県での野球受容と統制について」、38 頁。および、愛媛

県立松山商業高等学校野球史編集委員会編『愛媛県立松山商業高等学校野球史』1972 年、

愛媛県立松山商業高等学校、25 頁。 
63 宇高野球部 OB 会編・発行『宇高野球部 80 年』1980 年、9 頁。 
64 阿部光博編著『水戸商野球の百年』2005 年、茨城県立水戸商業高等学校、24 頁。 
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2.野球批判の高まりと野球統制 
 
こうした状況のなかで学生スポーツ批判を展開した人物に武田千代三郎がいる。武田は、

一高・帝大在学中にボート選手として活躍、帝大卒業後は内閣法制局を経て秋田や山口の

県知事を務めていた65。秋田県知事時代には、会長を務める秋田県教育会でチャレンジカッ

プという小中学生の野球大会を創設し、武田自身も大会を観戦した66。しかし、スポーツの

人気の高まりと並行して数々の弊害を目の当たりにするにつれて、学生スポーツを厳しく

批判的するようになっていった。武田は、1904（明治 37）年の著書『理論実験競技運動』

では、 終章を「競技道」と題してフェアプレイの精神や規律の遵守、アマチュアリズム

の理念を「競技者の守るべき道」7 カ条として説いた67。1905（明治 38）年 2 月には、新

聞『いはらき』に「各学校に於る運動の弊害」を 3 回にわたって連載した。 
武田の「競技道」理論の特徴は、「運動ハ心身鍛練ノ目的ヲ達スル手段」であって、「運

動ノ為ニ運動スル」ことを明確に否定する手段論にある。そして、その前提にはダーウィ

ニズム的世界観と、スポーツを行う主体を学生とする考えがあった。すなわち、学生は将

来、帝国主義国家同士の生存競争の世界で、その中枢を担う立場にあるがゆえに、知・徳・

体の三育に優れる必要があり、そのうちの徳・体二育を養成する点にスポーツの価値が存

在するのであった68。ゆえに、武田は運動を奨励すると同時に「学生ハ運動専問
ママ

家ニアラ」

ざるのだから「練習時間ヲ作ルコトニ工風
マ マ

ヲ凝ラ」さなければならないし、「運動ノ為ニ学

業ヲ廃スル」ことも強く戒める。「如何に趣味あり利益ある運動でも、之に熟するに極めて

多くの時間を要するものは、学に忠ならんと欲するものヽ運動には不適当」として、「此の

点から云ふと『ベースボール』などは考へ物」とも述べている69。 
このような武田の学生スポーツ論からすれば、学校がスポーツによって「技芸者即ち平

たく言へば軽業師を作」ったり、学生が「運動家として社会に立つ〔、〕手取り早く言へば

一種の芸人黒人
マ マ

として身を立てる」ことは、以下のように批判されるものであった。 
  
 米国ではベース、テニス其他各種の運動家として世の中に立つて行く道があるから、

丁度常陸山がなまじ学問するより相撲取になつた方が出世したといふのと同じに、それ

〱人間のはけ口があるけれ共、吾が日本ではまだ〱そんな処迄は発達して居らぬ。よし

さういふ設備があるとしても学校生活をして居るものに、さういふ芸人養成法を応用さ

                                                  
65 阿部生雄「武田千代三郎の『競技道』の系譜とその性格」、『筑波大学体育科学系紀要』

25 号、2002 年、筑波大学体育科学系、32－33 頁。 
66 森田前掲「明治期における秋田県での野球受容と統制について」、29－30 頁。 
67 武田千代三郎『理論実験競技運動』1904 年、博文館、復刻版 1992 年、大空社、604－
625 頁。 
68 阿部前掲「武田千代三郎の『競技道』の系譜とその性格」、35 頁。 
69 武田前掲『理論実験競技運動』、612－613 頁。 
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れて堪ものでない70 
 
 もちろん明治後期の日本社会において、相撲を除いてスポーツで「世の中に立つて行く」

ことは不可能であったが、中高等教育機関は学業の習得により官吏や専門職、サラリーマ

ン等になる人物を養成する機関と考える武田にとって、学校で「芸人養成」をすることは

「堪ものでない」のであった。ここには、相撲取などの「芸人黒人」に対する蔑視も露骨

に表現されているが、重要なことは明治後期の時点において、学校卒業後の進路との関係

から学生スポーツが論じられるようになったということであり、「学校出」にふさわしい就

職口を見つけるためにも加熱する学生スポーツのあり方が批判的にとらえられるようにな

っていた、ということである。 
こうしたなかで、1906（明治 39）年 11 月に応援団の騒擾をきっかけに早慶戦が中止と

なると、中等学校においても具体的な運動統制、野球統制の必要性が認識されるようにな

る。早慶戦中止翌年の 1907（明治 40）年 7 月に開かれた全国中学学長会では、文部省から

「各学校間に行はるヽ競技運動の利害及び其の弊害を防止する方法如何」が諮問された。

答申では「一般生徒の体育奨励となること」、「生徒の元気を鼓舞すること」、「共同の精神

を養成すること」、「団体に対する徳義を養成する機会となること」などが「競技運動の利

益」と認められる一方で、「競技に熱中するが為め往々学業を疎外
マ マ

すること」、「徒に日子と

金銭とを費やすこと」「選手優遇の結果種々の弊害を醸すこと」、「勝敗に重きを置くが為め

公徳を傷害して而して紛擾の基となること」、「運動が選手の専有となる傾あること」等が

「弊害」と指摘された。そして「弊害」を防止するために「対外競技は予め学校長の許可

を得べきこと」、「対外競技を行ふには必らず関係学校の職員に於て順序方法を協議し競技

の精神を失はざる様監督すること」、「学力操行共に中等以上の生徒に非ざれば対外競技の

選手とせざること」、「競技は必らず課業を休止せざるの範囲に於て之を行はしむること」、

「応援者の取締を厳にすること」、「慰労会を催し又金銭物品を寄贈する等を禁ずること」、

「平時より他校と競技する為め特別に選手を定め置かざること」、「優勝旗其他勝負の紀念
マ マ

となるべきものを廃すること」等の方法が示された71。さらに翌 1908（明治 41）年 9 月に

は、文部次官から「運動会等に於て競技に専らなる結果、単に一部の学生をして運動遊戯

に与らしめ、且往々余興等に乱費をなし、又は他校との競技に課業を放擲
ほうてき

するが如きは、

深く之を戒め」る通牒が各地方庁になされた72。 
これらの中央からのスポーツ統制の方針は、その後の中等学校の野球に多大な影響を与

えることとなった。水戸中では 1898（明治 31）年に校友会を設立し、野球部をはじめ撃剣・

庭球・端艇各部が盛んに活動を行っていた73。しかし、1909（明治 42）年に水戸中の校長

                                                  
70 武田千代三郎「各学校に於る運動の弊害（一）」、『いはらき』1905 年 2 月 15 日。 
71 「全国中学校長会成績」、『教育時論』802 号、1907 年 7 月 15 日号、開発社、復刻版 1982
年、雄松堂書店、38 頁。 
72 「現文部の教育方針」、同上誌 845 号、1908 年 10 月 5 日号、32 頁。 
73 水戸一高百年史編集委員会編『水戸一高百年史』1978 年、水戸一高創立百周年記念事業
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が替わると、選手制度を廃止し、試合のために授業を欠席したり、遠征のために生徒から

寄付を募ったりといった従来の慣習に対して、「野球専門の学生を作るの必要なしとて断然

斯の如き待遇法を廃した」。生徒がスポーツをすることを禁止したわけではないが、「凡そ

中等教育の主眼」は学業であって、「運動の如きは主にもあらず従にもあらず其時間割より

すれば教育上従の従たる地位に在る」のであり、それゆえ生徒が学業をおろそかにしてま

でスポーツに打ち込むとことは「主従本末を転倒」するものと考えていたのである。そし

て「野球庭球端艇ノ選手ハ各年級ヨリ一組宛ヲ出スコト」とし、「選手ハ前学年ノ成績乙以

上ノ得点ヲ有スル者ヨリ選抜スルコト」、学校選手の廃止、県外試合の禁止、会費以外の費

用徴収の禁止等の校友会規則の改定も行われた74。学業成績による運動選手資格の制限措置

は水戸中だけにとどまらず、静岡中では 1908（明治 41）年から、市岡中では 1914（大正

3）年から採用されている75。 
熊本県では 1908（明治 41）年の済々黌対熊本師範の試合で応援団が乱闘を起こした結

果、県下中学校長会で対外試合禁止が打ち出された。同年秋田県では、弊害を理由とし

て 9 年間 16 回にわたって行われてきたチャレンジカップの中止を森正隆知事が決定し

た76。1907（明治 40）年以前の段階においても、学校レベルでの野球の統制・禁止措置は

存在したのであるが、全国校長会によって問題やその対策が共有されたことで、選手資格

の制限や選手制度の廃止、対外試合の禁止、ひいては野球部の解散にいたる等の事例が広

範な範囲で実施されたのである。 
 

3.安部磯雄の野球論 
 

 こうした野球などのスポーツ批判の高まりと各学校におけるその統制・禁止措置の広が

りのなかで、積極的に野球を擁護する言論を展開したのが安部磯雄であった。安部は、早

大野球部がアメリカ遠征帰国後に出版した『 近野球術』のなかに「野球の三徳」と題し

た文章を執筆し、「運動家と称せらるヽ者の中には学問を怠り品性の陶冶を等閑にして居る

ものがある」ことを認めつつも、適切に行うならば野球は「知仁勇」の三徳を養成するこ

とができるとして、「野球は戸外運動として も適当」と述べた77。1908（明治 41）年には

「運動家は兎角学問を怠るものであるとは一般世人の考へて居る所であるが、果して運動

家の学績は彼等の想像しているが如くに不良であるか」として、前年 6 月の早大の試験の

成績をもとにして、運動部各部ごとに平均点を算出して学生全体と比較し、「運動家の学績」

                                                                                                                                                  
実行委員会、157－176 頁。 
74 琴山生『水戸中学』1910 年、118－119、126－127 頁、三島良太郎。 
75 静中静高野球倶楽部編前掲『静中静高野球部史』、63 頁。および、前掲『青春の三本線―
市岡野球部八十年史（上）―』、56 頁。 
76 森田前掲「明治期における秋田県での野球重要と統制について」、37 頁。 
77 安部磯雄「野球の三徳」、橋戸信『 近野球術』1905 年、博文館、190－208 頁。 
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は「人々の想像せるが如く不良のものでない」と結論付けている78。 
 こうした反論に加えて、安部のスポーツ論の特徴をなすものは、スポーツに内在する娯

楽性を積極的に肯定したことにある。安部は「身体を動かしさへすれば、これが即ち運動」

とする認識を批判し、「運動には身体を動かすと共に幾分か心にも愉快を与ふるといふこと

が伴ふて居なくてはならぬ」とする。安部は、1908（明治 41）年の著書『応用市政論』で

「人は何等かの娯楽なくして此世を送ることは出来ない。若し高尚なる娯楽なくば人は必

ず飲食といふが如き娯楽を求むる」として、公営事業で演劇や音楽会などの「高尚な娯楽」

を展開することを説いている79。安部は人間には本質的に娯楽が必要であるが、放任すれば

不健全な娯楽が隆盛するため、身体の発達や「知仁勇」の気風を養う効果をもつスポーツ

を健全な娯楽として奨励したのである。 
 このように、安部は野球をはじめとしたスポーツを積極的に擁護する文章を多く執筆す

るのであるが、それは決して無条件のものでも、スポーツ礼賛でもない。「野球の三徳」で

は、「体育の理想は品性の修養と両立せねばならぬものでゴロツキ風の人間は速に運動界よ

り排斥せねばならぬ」と述べているし80、1907（明治 40）年の「選手論」では「学校は断

じて選手に学業上の特権を与へてはならぬ。若し学校が選手の不成績をも斟酌して及第せ

しむるが如きことあらば、是れ明に選手を堕落せしむるものであつて、決して彼らを扶助

するの途ではない」とも述べている81。早大運動部の規約に留年学生の選手資格喪失規定を

盛り込み、応援団の騒擾に対する不安から早慶戦中止の判断を下したのも安部であった。

安部は野球をはじめとしたスポーツに対する世間からの誹謗・中傷に対しては根拠を示し

て反論する一方で、スポーツがかかえる問題も認識していた。安部は、学生にふさわしい

娯楽としてスポーツは必要なものと考えていたが、学生にふさわしいものとするためにも

スポーツに対する統制や制限は必要と考えていたのである。 
 
第 4 節 野球害毒論争 
 

1.野球の市場の形成と野球害毒論争 
 

1900（明治 33）年頃までは、野球用具の多くは高級な輸入品が大半を占めており、ほと

んどの野球部でキャッチャーとファースト以外はグローブを使わず素手でプレーしていた。

ボールやバットも自作のものを使用することが多かった。しかし、20 世紀に入る頃から美

満津商店や美津野、石井カジヤマなどの運動用具の専門店が国産のボールやバット、グロ

ーブなどの野球用具を販売するようになり、比較的安価で道具が揃えられるようになる82。

                                                  
78 安部磯雄「運動選手の学業成績」、『中学世界』11 巻 2 号、1908 年 2 月、22－29 頁。 
79 安部磯雄『応用市政論』1908 年、日高有倫堂、復刻版 1988 年、学洋書房、441 頁。 
80 安部前掲「野球の三徳」、201 頁。 
81 安部磯雄「選手論」、『中学世界』10 巻 13 号、1907 年 10 月、11 頁。 
82 菊前掲『「近代プロ・スポーツ」の歴史社会学―日本プロ野球の成立を中心に―』、72－74
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校友会野球部の全国的な普及と歩調を合わせるかたちで、野球用具の生産・販売が産業と

して成立するようになってきたのである。 
一方、出版メディアにとってもスポーツは重要な意味をもつものとなっていった。下表

は明治期に出版された野球関連書籍の一覧であるが、日露戦争前後の頃から次第に野球関

連書籍の出版点数が増加していったことが見て取れる。雑誌でも 1897（明治 30）年創刊の

『運動界』を皮切りにして、1906（明治 39）年創刊『運動』『運動之友』、1908（明治 41）
年創刊『運動世界』といったスポーツ専門雑誌が登場するようになっていき、1911（明治

44）年には日本初の野球専門誌『野球界』が創刊される83。野球を中心としたスポーツが普

及して各地で校友会運動部の活動が活発になるにつれて、野球などスポーツに関する出版

物は採算のとれる商売となっていったのである。 
 

明治期野球関連書籍 
タイトル 著者 出版年 

野球 中馬庚 1897 
野球規則 山口高等学校野球部 1899 
野球叢談 高橋雄次郎 1899 
野球 中馬庚、青井鉞男増補 1901 
野球年報発行ノ旨意 伊東卓夫編 1901 
野球試合規則 山本卯兵衛編 1903 
野球之友 守山恒太郎 1903 
近野球術 橋戸信 1905 

野球試合規則 山本卯兵衛編 1905 
野球便用 愛知一中野球部編 1905 
野球案内 安部磯雄 1907 
ベースボール 早稲田大学野球部編 1907 
米国野球事情 山口竜吉 1909 
現行野球規則 直木松太郎 1910 
米国野球見物 正岡芸陽（猶一） 1910 
野球 伊勢田剛 1911 
野球と学生 安部磯雄 1911 
野球虎之巻 橋戸頑鉄 1911 
出典：木下秀明ほか編『体育・スポーツ書解題』1981 年、不昧堂出版、より作成。 
 
                                                                                                                                                  
頁。 
83 木下秀明・能勢修一・木村吉次編『体育・スポーツ書解題』1981 年、不昧堂出版、563
頁。 
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新聞社でも、明治後期における業界全体の近代化、経営方法の構造的な転換の過程でス

ポーツを重視するようになっていく。旧来のような政治を中心に扱う大新聞と娯楽や町の

噂話が中心の小新聞というすみ分けから脱却して、広範な読者の要望にこたえる内容を志

向して、紙面改革がすすめられた。この傾向に拍車をかけたのが日清・日露戦争の報道合

戦であり、新聞社は戦争報道を通じて通信網の拡張や編集組織の整備、 新式の印刷機の

導入など近代的な新聞の体制を整えていった84。さらに、自社イベントの報道で販売部数を

拡張していく経営手法もとられはじめ、博覧会や講演会などと併せて、マラソンや自転車

競争とともに野球大会も行われるようになっていく85。こうしたなかで、明治 30 年代から

次第に野球記事の件数が増加していくこととなった86。野球記事の増加は新聞だけにとどま

らず、『中学世界』などの学生向けの雑誌にも波及していった。「都下中学野球界評論」や

「中学野球選手の噂」などと題して中学野球選手の技能の論評に加え、個人の経歴や趣味・

特技などまでが取り上げられた87。野球の強豪校の有力選手は、多くの中学生の関心の対象

となり、広い範囲でその名を知られる存在になっていたのである。 
こうした野球人気の拡大を背景にして、1907（明治 40）年 10 月の慶大対セントルイス

大学（という名のセミプロチーム）の試合で、日本で初めて観客から入場料が徴収された。

翌年の早大対ワシントン大学でも入場料が徴収され、その収入で早大戸塚球場のフェンス

や観客席が整備された88。出版メディアが野球を取り上げるようになったことで、学生以外

にも野球を趣味として見物する人々が現れるようになったのである。明治末期の時点にお

いて、野球はひとつの市場を形成するにいたったといえよう。 
こうしたなかで、1911（明治 44）年 8 月、『東京朝日新聞』紙上に「野球界の諸問題」「野

球と其害毒」が連載され、それに対する反論のキャンペーンが『読売新聞』によって展開

された。この両紙に触発されて、『東京日日新聞』『万朝報』など東京を中心に展開する各

紙もあいついで野球のあり方を紙面で論じることとなった。いわゆる野球害毒論争である。

主な論点となったのは、野球選手の学力の低さ、野球選手の服装などの風紀上の問題、一

部の生徒が野球をするという選手制度の問題、私立学校が野球を宣伝に利用している、入

場料徴収による野球の興業化、野球による身体上の弊害など、教育上の見えるスポーツの

                                                  
84 有山前掲『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』、47－52 頁。 
85 西原茂樹「1910 年前後におけるメディア・イベントとしての日米野球試合―東京・大阪

の新聞社による主催試合を中心に―」、『スポーツ史研究』19 号、2006 年、1－18 頁。およ

び、松浪稔「日本におけるメディア・スポーツ・イベントの形成過程に関する研究―1901
（明治 34）年 時事新報社主催『十二時間の長距離競走』に着目して―」、同上誌 20 号、

2007 年、51－65 頁、など。 
86 西原前掲「近代日本におけるメディア・イベントとしての野球試合の成立・展開過程に

関する社会史的研究―東京・大阪両都市間の比較を中心に―」、15 頁。 
87 小鰐子「都下中学野球界評論」、『中学世界』10 巻 9 号、1907 年 7 月、126－130 頁。お

よび、「中学野球選手の噂（一）」、同上誌 13 巻 1 号、1909 年 2 月、126－127 頁、など。 
88 大和球士『真説日本野球史 明治編』1977 年、ベースボールマガジン社、198－202 頁。 
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弊害とスポーツの興業化・商業化であった89。害毒論争では、出版社各々で野球に対するス

タンスが異なっており、時に激しいやりとりも行われるのだが、野球に関する市場の形成

と野球の興業化の関係が不可分である以上、害毒論争は出版メディア界全体によるマッチ

ポンプの側面もある。 
さらに、野球の興業化批判に対して安部磯雄は、「兎に角入場料が気に喰はぬといふこと

は根拠のない感情一偏の説」として、「今日世の中に無料で出来るものは殆ど一もないのだ

から、何事に対しても相当代価を払ふといふのが原則であ」り、「世の中に有益なる事業の

起こるのはこれに興味を有するものが其費用を分担するからである」として、入場料収入

を学生に分配しない限りは、これを正当とする言説を展開した90。菊幸一が指摘するように、

こうした安部の立論は学生野球に必要な経費を支弁するために、入場料収入を積極的に活

用することを正当化することとなり、野球の人気の拡大とそれに伴う収入の増加によって、

球場などの施設や用具、合宿費や遠征費など、野球に関する様々なシステムが整備されて

いくことになるのである91。 
 

2.野球害毒論の教育的背景 
 
一方、「野球と其害毒」の連載では、野球を「巾着切の遊戯」（新渡戸稲造）や「人道の

敵」とする過激な野球批判や、野球選手の成績が悪いのは「掌へ強い衝撃を受けるがため

にその震動が腕より脳に伝わつて柔らかい学生の脳を刺戟」するためというような「余に

馬鹿馬鹿しい」説も報道された92。野球が本質的に問題のあるスポーツなのか、それともた

だやり方が悪いだけなのか、についても論者によって見方が異なっており、野球を批判し

ている人々の間でも一致していない。これまで見てきたように、学業成績や風紀上の問題

などは、害毒論争の以前から指摘されており、学生野球関係者や野球擁護論者のなかにも

そうした問題を批判的にとらえるものもいた。しかし、メディアによって大々的なキャン

ペーンとして行われたことで、その後に大きな影響を与えることとなった。 
害毒論争直後の 1911（明治 44）年 10 月、秋田県では森知事が「『ベースボール』取締

ニ関スル通達」を県下の各学校に通達し、野球とテニスは「我国固有ノ武術ニ於ケルカ

如ク礼ヲ以テ始マリ礼ヲ以テ終ル底ノ観念アルナク随テ其ノ遊技ニ従事スルノ学生タ

ル多クハ学徳劣等ノ者」として、対外試合を禁止するとともに、校内での野球禁止を勧

告した93。愛媛県の今治中学では 1912（明治 45・大正元）年ごろから「野球排斥説」が

                                                  
89 有山前掲『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』、53 頁。 
90 安部磯雄・押川春浪『野球と学生』1911 年、広文堂、26－31 頁。 
91 菊前掲『「近代プロ・スポーツ」の歴史社会学―日本プロ野球の成立を中心に―』、118－
122 頁。 
92 「野球と其害毒（一、九）」『東京朝日新聞』1911 年 8 月 29 日、9 月 6 日。安部磯雄・

押川春浪前掲『野球と学生』、7 頁。 
93 「『ベースボール』取締ニ関スル通達」、秋田県教育委員会編『秋田県教育史』1982 年、
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唱えられるようになった94。和歌山中で野球選手であった小笠原道生（のちの文部省体育局

長）は、父親から「何と言おうと野球はいかん。お前たちは知らぬが、先年朝日新聞に野

球の害悪について大々的に出た事がある。天下の大新聞は嘘は言わぬ」と説教されるなど95、

行政による野球試合の禁止や、野球を批判したり禁止したりする教師・保護者の言動など

が相次いで発生することとなったのである。 
 
「野球と其害毒」発言者の氏名と肩書 

氏 名 肩 書 氏 名 肩 書 

新渡戸 稲造 一高校長 菊池 謙二郎 水戸中校長 
川田 正澂 府立一中校長 中野 早稲田中幹事 

福原 燎二郎 文部省専門学務局長
デービッド・ジョル

ダン 
スタンフォード大学

総長 

田所 美治 文部省普通学務局長 金子 魁一 
東大医科整形外科医

局長 
中村 安太郎 静岡中校長 磯部 検三 日本医学校幹事 

広田 金吾 攻玉社講師 古瀬 安俊 
文部省学校衛生係嘱

託 
某氏 早稲田大学講師 榊保 三郎 医学博士 
某氏 米国人 玉利 喜造 鹿児島高等農林校長

永井 道明 東京高師教授 大里 猪熊 富田林中校長 
河野 安通志 早稲田大学講師 服部 念一 四条畷中校長 
松見 文平 順天中校長 乃木 希典 学習院長 
寺尾 熊三 都留中校長 服部 他助 学習院野球部長 
某氏 中学校教員 佐久間 文部大臣秘書官 
嘉納 治五郎 日本体育会会長 三好 愛吉 二高校長 
某氏 米国人 池原 康造 新潟医専校長 
田中 道光 曹洞宗第一中校長 江口 俊博 忠海中校長 
角谷 源之助 静岡師範校長 
出典：「野球と其害毒」、『東京朝日新聞』1911 年 8 月 29 日―9 月 18 日、より作成。 
言説の内容に矛盾や問題点が多くみられるにもかかわらず、害毒論争でなされた野球批

判が受け入れられていく背景には、それが教育上の問題として提起されたことが重要な意

                                                                                                                                                  
秋田県教育史頒布会、166 頁。および、森田前掲「明治期における秋田県での野球受容と統

制について」、39 頁。 
94 今中・今西野球部史編集委員会編『八十年の軌跡―今治中・今治西高野球部史』1985 年、

愛媛県立今治西高等学校、27 頁。 
95 小笠原道生『体育は教育である』1961 年、不昧堂出版、366 頁。 
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味をもつ。上記の表にみられるように、『東京朝日新聞』紙上で野球批判を展開した人物の

ほとんどが中高等教育機関の学校長や教師、教育行政担当者であった。彼等のアマチュア

リズムに基づいた野球批判、野球選手批判は単に野球の問題点を指摘したものではなく、

むしろ当時の中高等学校における教育環境を背景にした、選手たちの卒業後の進路や家庭

の経済的な負担こそを問題にしていた。例えば新渡戸稲造は「私らは選手の未来が心配で

す」、「大学卒業までも野球で騒いでいては卒業後困りましょう」96、田所美治普通学務局長

は「落第してもいいという金持ちならば別だ」が、日本では「職業を得るために学問をす

るものが多いのだから父兄は学課の妨げになるような子弟の運動は禁止しなくてはならぬ」

と述べている97。 
こうした生徒の成績や将来への不安は、教師や教育政策担当者以上に生徒の親にとって

はより深刻な問題であった。野球害毒論争より少しのちの史料となるが、市岡中から東京

の高等教育機関に進学後も野球を続ける友人への手紙の形式をとった次のような文章が、

同校校友会雑誌『澪標』に掲載されている。 
 

噂に聞きますと。
マ マ

君は今日此頃、未だベースに御熱心とのことですね。君はよもやま

だお忘れにはなりますまい。一学期の試験が済んだ時、君の御両親が、君があまり運動

に耽つた為めに、成績の思はしくなかつたのを嘆かれて、厳しく手紙で君に運動を廃め

よとおつしやつたのを。〔中略〕 
  「弘ちやんかへ、東京の伯父から、又こんな手紙が来ました。富雄は未だベースを廃

めない相ですの。若しか今度の試験に落第でもしたら。」 

 と、〔「君」の母は〕こんなに
マ マ

言はれました。 
  「富雄君には、落第なんかせられる心配は有りません。」 
 と言ひますと、 
  「弘ちやんはそんなに言つてくれるけど、あの子は運動にばかし凝つて、勉強をしな

いから・・・・」 
 と言はれて、ハンカチで幾度となく、涙を拭いて居られました。僕はたまらなくなつて、

直ぐ家に帰りました。98 
 
先に指摘したように、明治後期の時点において中等以上の教育機関へ進学し、卒業する

ことは学歴をもとにして立身出世を目指すことを意味していたが、そこには学力や家庭の

経済環境、生徒の健康など生徒の行く手を阻む問題が多く横たわっていた。ただでさえ卒

業や進学が困難な状況の中で、さらに生徒の学業を阻害して家庭に経済的負担を強いたり、

風紀上の問題を惹起して操行査定を落としたりする要因となる野球は、教育関係者やその

                                                  
96 新渡戸稲造「野球と其害毒」、『東京朝日新聞』1911 年 8 月 29 日。 
97 田所普通学務局長「野球と其害毒（三）」、同上紙、1911 年 8 月 31 日。 
98 小林尋次「運動に耽れる友へ」、前掲『澪標』21 号、1915 年、72 頁。 



71 
 

保護者などにとっては、まさしく「害毒」として認識されるものであった。害毒論争でみ

られた非論理的・感情的で過激な野球批判が社会的に受け入れられる背景には、実売部数

が数十万部を超える『東京朝日新聞』の影響力のみならず、学業やその後の立身出世をな

いがしろにしてまでも野球に熱中する（しているように見える）学生や生徒に対する不安・

心配が社会に広く存在していたからなのである。 
 

第 5 節 選手たちによる抵抗―静岡中学の同盟休校を中心に― 
 
これまで、明治期における野球の統制・禁止措置を見てきたが、そうした状況において

も選手たちは野球への情熱を捨てたわけではなかった。校舎の破損を理由に校庭内での野

球を禁止された神奈川一中の生徒たちは、グラウンドを探して「あちこち移動」して野球

を続け、校長も「いつまでも禁令を守らせるわけには」いかなくなり、「校庭での練習を認

め」るようになった99。香川県の高松商でも校舎の破損を理由に野球が禁止されたが、生徒

たちが「せめてキャッチボールだけでもやらせてください」と校長に直訴し、次第に野球

部の活動が容認されるようになっていった100。愛媛県の松山商では、明治の終わりごろに

教員や親の間に野球批判が強くなり、「練習のため帰宅が遅くなる」という「苦情が続出し、

選手をやめさせてくれ、やめると申し出るものが多かった」。しかし、同校野球部 OB や野

球部員らが教師や親に懇請、説得して野球部を存続させることに成功した101。 
これらは野球の統制・禁止措置や親からの反対にあっても、生徒たちが熱意をもってプ

レーを続けたり、教師や親を説得したりしたことで、野球を行うことが可能となったケー

スなのだが、すべてがこのようにうまくおさまったわけではない。 
1901（明治 34）年、茨城県の下妻中が水戸中と試合をすることが決まると、下妻中の生

徒の多くが野球部員に同行して応援することを希望したが、3 年生以下は「学業に支障があ

る」として学校から応援を禁止された。しかし、当時同校 3 年生の風見章（のちの法相）

ら「日ごろから校長の圧制に不満をもっていた」生徒たちは、「応援に行こうではないかと

いうことに、生徒達の間で、話を決め」、「水戸まで、徒歩を強行して、応援に行」き、試

合当日の水戸中には下妻中の生徒およそ 200 人が集まった。しかし、試合後校長は 3 年生

以下で応援に参加した生徒の「首謀者を取り調べようとした」ため、「かえって反抗の火に

油を注ぎ、教室内のストーブを持ち出して叩きこわすという“直接行動”」に発展、風見ら 3
人が退校処分となった102。校長の野球応援禁止命令がきっかけとなって学校紛擾に発展し、

                                                  
99 J クラブ野球部 OB 会野球部創部一〇〇周年記念史編集委員会編前掲『神奈川県立希望

ヶ丘高等学校野球部創部一〇〇周年記念史』、84 頁。 
100 若宮誠一編『香川県立高松商業高等学校野球史』1982 年、高商クラブ会長大西茂義、5
頁。 
101 愛媛県立松山商業高等学校野球史編集委員会編『愛媛県立松山商業高等学校野球史』、

23－24 頁。 
102 為桜百年史編纂委員会編『為桜百年史』1997 年、茨城県立下妻第一高等学校創立百周
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中心的な生徒は退校処分を受けることとなったのである。 
1906（明治 39）年に和歌山中で校長排斥の同盟休校が発生した際には、学校から野球禁

止が通告されるなど103、野球と学校騒擾が結びつく事例がみられるが、そのなかでも 大

のものが静岡中の同盟休校であろう。前述のとおり、静岡中では 1890 年代から野球部の活

動が行われていたが、全国校長会が開かれた 1907（明治 40）年に中村安太郎が校長に就任

すると、そうした状況は一変する。中村は日露戦後の「風紀頽廃」「人心弛緩」といわれる

状況の中で、「質実剛健、刻苦勉励の教育方針」を採用し、これを生徒ともに「実践躬行」

した。1908（明治 41）年には「訓育の総括責任者として生徒監」や、「通学生徒の生活指

導のため監督教員の制度」を設けるとともに、朝礼を毎日始業前に行ったり、週に一回級

監による訓話を実施したりすることで訓育の強化に努めた。その他「服装は小倉の服にゲ

ートル着用。雨が降っても傘はささず外套、先生は勿論上級生にも挙手の礼」など「万事

軍隊式」の方針とそれを監視することで、訓育の涵養を徹底しようとしたのである104。 
さらに、撃剣部と柔道部を統合して武術部へと改称し、「正課に準じて全生徒に修行せし

め大いに心身の鍛練を奨励」し、「部員は礼譲廉恥を重んじ規律を崇び忍耐質素誠実を旨と

し苟くも卑劣の行為あるまじきこと」、「先進者は懇篤に後進者を導き後進者はこれに従順

なるべきこと」、「稽古衣は正しく着用すべく敗れ
マ マ

たる時は補綴し、汚れたる時は洗濯して

常に清潔を旨とすべきこと」、「呼吸は必ず鼻孔よりなすべきこと」等からなる「武術修行

者心得」を制定した105。中村は、「身体の発達」と「心胆を練り、精神修養する」ことを目

的として武術を奨励し、武術修行者には「礼譲廉恥」「規律」「忍耐質素誠実」等の徳目を

強調するだけでなく、衣服や呼吸法に至るまで統制をはかった。一方で武術の優秀な生徒

を夏休み中に京都で開かれる武徳会の大会に参加させ、参加する生徒は氏名を終業式に全

校生徒の前で発表されている106。 
 武術が「準正課」として奨励される一方で、野球と庭球は「随意科となり、割拠的の部

員を有せざる」ようになった。さらに、野球部の選手資格として「成績が中位以上」で「操

行乙以上」であることが定められたため、「学期試験がある度毎に資格喪失者を出しメンバ

ーを変更せねばなら」なくなった。選手たちは、「選手の地位を保つため」にも「学業はも

とより校長の御気に触れぬこと、特に操行を丙に落とされ」ないよう「平素の行状に迄抜

かりない様気を配」らなければならなかった107。対外試合の制限も厳しくなっていったた

め試合数が減少していき、1911（明治 44）年にはついに 0 となった。武術を奨励する一方

                                                                                                                                                  
年記念事業実行委員会、68、78－79 頁。および、下妻第一高等学校野球部史刊行委員会編

前掲『下妻第一高等学校野球部史 中学時代編』、36－44 頁。 
103 松島正治編『和歌山中学・桐蔭高校野球部百年史』1997 年、和中・桐蔭野球部 OB 会

百周年実行委員会、30 頁。 
104 静中静高百年史編集委員会編静中静高百年史編集委員会編『静中静高百年史 上巻』

1978 年、静岡県立静岡高等学校同窓会、733 頁。 
105 同上書、494－502 頁。 
106 同上書、730 頁。 
107 静中静高野球倶楽部前掲『静中静高野球部史』、63、158 頁。 
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で、野球等の西洋スポーツに対しては厳しい統制が図られたのである。 
1913（大正 2）年 10 月 23 日、青山学院の生徒が修学旅行の帰路の途上にあたる静岡中

と野球試合を行いたいとの申し込みが入り、関口雷三野球部長もこれを許可した。2 年ぶり

の試合ということで試合当日の「校庭には真白なラインが引かれ、ひさびさの対外試合に

興奮と歓喜に続々と集合せる生徒」のもとに、校長から試合中止の命令が届けられた。こ

れにより「中村校長の平素からの独裁的教育方針に対する反発が一気に爆発し」、翌日から

同盟休校が勃発した108。 
生徒は休校を実施するとともに、①購買組合で販売する教科書等への校友会費上乗せ廃

止、②国語漢文の授業での備忘録・習画帳使用の解禁、③5 年生の特別授業の随意化、④3
年生以下の正課運動の廃止、⑤級監訓諭の廃止、⑥運動部選手資格の緩和、⑦試合禁止の

解除、⑧運動部選手の常置化、⑨運動部対抗競技に対する校長の圧迫干渉の廃止、⑩校長

教師の生徒への対応の改善、以上 10 カ条を決議した109。同盟休校発生に至る過程や、⑥か

ら⑨の 4 項目にみられるように、野球部の選手たちは校友会運動部の活動から校長の規制

や「圧迫干渉」を排し、学生選手の主体性と自治による活動の承認を求めた。同時に、決

議の内容が学校生活に関する様々なことがらに及んでおり、普段から多くの生徒が校長の

定めた規制や学校運営に強い不満をもっていたことがうかがえる。生徒たちの校長に対す

る不満が、全校生徒の関心の的となっていた野球部の試合中止命令をきっかけにして爆発

したのである。 
生徒に対して、市民からも「形式的教育」、「虚栄的教育」、「陸軍真似粕的教育」、「政略

的教育」、「上官ニ媚ヒ下々ヲシイタゲル的教育」の「打破、粉砕」を訴える手紙が届けら

れていることから110、同盟休校への支持は校内だけにとどまらないものであった。 
一方、中村校長は同盟休校の勃発に際して、地元新聞に以下のようにコメントした。 

 
  独り野球に限らず庭球其他の野外運動は指導其宜しきを得適当の程度に於て競技せし

むれば生徒の体育上良好の成績を収
ママ

むるは否む可らず所なれど、校内遊戯の範囲に止め

ず対校試合を許すに於ては、青年の敵愾心を挑発して不知不識の間に学業迄放擲し競技

に熱中し、又た競技の際には熱狂の余り学生として有るまじき行動に出づるなしとせず、

却って余弊百出するの虞れあれば父兄側の注文もあり、又県下中学校との申合せもあれ

ば目下は他府県との対抗競技を許さず、妥当の良策にて之を善導せん考案中なり。111 
 
中村は野球害毒論争の際にも、時間の浪費、生徒が虚飾に流れる、風紀が乱れる、学業

不成績の 4 点を理由として野球批判を行ったが112、このときも同様のコメントを繰り返し

                                                  
108 同上書、72、160 頁。 
109 静中静高百年史編集委員会編前掲『静中静高百年史』、736－737 頁。 
110 同上書、736 頁。 
111 同上書、734 頁。原文は『静岡民友』1913 年 10 月 25 日に掲載。 
112 「野球と其害毒（四）」、『東京朝日新聞』1911 年 9 月 1 日。 
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た。中村校長在任中の 1911（明治 44）年には野球部費の増額が行われていることから113、

校長の目的は対外試合の禁止や練習の統制であって野球の禁止ではない。しかし、独裁的

な学校経営による厳格な生徒管理が行われていたなかでの試合の中止命令は、生徒にとっ

て野球禁止命令としか受け取れなかったのであろう。 
同盟休校勃発後、教員や同窓会員、父母らの代表者、警察署長が学生の仲介・説得を重

ねた結果、翌 25 日には生徒総代を務めていた野球部員が「同盟休校したる不心得を謝」し、

校長も「監督の不行届なりし結果なり」と述べて、休校は解かれることとなった114。しか

し、11 月の運動会の仮装に中村校長の顔を模した張りぼてが作られて、それが五年生によ

って「もみくちゃにされ」たり、生徒が「校長排斥の歌」を合唱したりするなど、学校運

営上の問題が多発し、翌年 1 月中村校長は転任となった。同盟休校を主導した生徒たちに

は、 長で 2 か月の停学が課されたが、在学中は執行を猶予された。 
 上述のとおり、校友会は校長を頂点とした生徒管理の組織であった一方で、それを通じ

た生徒間のつながりや運動部を学校の代表とみる考え方が浸透することによって、校長の

強権的な学校管理に対抗する自治的な基盤を提供するものともなり得ていたことがうかが

える。野球試合の勝敗が全校生徒の関心を呼び、それゆえに熱心な応援が繰り広げられる

だけでなく、時にはヤジの加熱や騒擾の勃発などの弊害を生んでいた。選手たちは試合に

負けると全校生徒に「謝罪」しなければならないほどに、重大な責任を負うことにもなっ

ていた。しかし静岡中学の事例のように、運動部に対する生徒の高い関心とその学校の帰

属意識に基づいた生徒の団結が、時に校長を中心とした権力的な学校運営に対して抵抗し、

それを打倒する自治の基盤をも形成していたのである。学校を単位とした集団主義やヤジ

や騒擾などの弊害と、学生自治や選手自治の動きは、まさしく不即不離の関係にあったの

である。 
 
 本章のまとめ 
 
 明治 20年代以降、全国的に中等学校が整備されて学校ごとに校友会が結成されることで、

野球部が各地に組織された。野球部をもつ学校が増加していくことで、部の活動は校内だ

けにとどまらないものとなり、対外試合や大会も開かれるようになった。大会の運営や規

則の制定などは、参加する野球部の合議や持ち回り、高等教育機関の学生が主に担ってい

た。こうした大会は年々その規模を拡大させていき、20 校以上が集まるものもあった。 
 こうした野球の普及や野球部の活動の活性化に伴って、野球の弊害も多く指摘されるよ

うになっていった。それらの多くは、対外試合の過熱や野球に熱中する生徒の学業不振や

風紀に関するものであった。これらが重視されたのは、中等学校に進学するということが

学歴を武器に立身出世を目指すことを意味する一方で、家庭の経済問題や成績不振などで

                                                  
113 静中静高野球倶楽部前掲『静中静高野球部史』、66 頁。 
114 静中静高百年史編集委員会編前掲『静中静高百年史』、738 頁。 
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多くの生徒が半途退学を余儀なくさせられていたからにほかならない。勉強時間が短くな

ることで成績不振に陥ったり、風紀の問題から操行査定を落としたり、家庭にさらなる経

済的負担を強いたりする要因となるがゆえに、野球は批判的にとらえられていたのである。 

1907（明治 40）年、全国中学校校長会で学校スポーツの統制が決議されると、選手資格の

制限や対外試合の制限・禁止、さらには部の解散などに至る事例が各地でみられるように

なる。 
 一方、明治中期以降における野球の普及に伴い、野球用具の生産・販売や野球を扱った

新聞・雑誌・書籍の発行が盛んになっていく。学校の生徒以外にも野球観戦をする人も現

れはじめ、早慶両校の試合では入場料も徴収されるようになるなど、野球がひとつの市場

を形成することになっていった。 
こうしたなかで、中等教育に対する教師や親の不安が野球に対する批判となり、メディ

ア・イベントとして取り上げられることとなったのが 1911（明治 44）年の野球害毒論争で

あった。論争でみられたような非論理的、感情的な野球批判が大々的に取り上げられ、そ

れが社会に受け入れられていく背景には、当時の中等教育をめぐる厳しい社会状況が如実

に表れているといえよう。 
 野球への批判が強まる一方であったが、それでも野球部員や生徒らは熱意をもって野球

に取り組んだり、母校の応援をしたりした。教師のなかには彼らの熱意を認めて野球を公

認する場合もあったが、公認されない時は大規模な学校騒擾に発展する場合もあった。学

校騒擾に発展する場合には、野球部員だけでなく多くの学生も校長や教師の学校運営に反

発していることが多く、校友会の組織や校友会運動部の活動を媒介にして、生徒たちの抵

抗の基盤が形成されたといえよう。校友会は、学校の生徒管理の一環として広く導入され

ることとなったが、それは生徒による自治活動と教職員への抵抗を可能にするものでもあ

ったのである。 
 
 
  



76 
 

第 3 章 日本社会の大衆化の萌芽期における学生野球の組織化と野球を通じた

進学・就職 
 

本章の課題 
 
 大正期から昭和戦前期にかけて、日本社会は都市の形成とその人口の増大、第一次産業

人口の減少と第二次・第三次産業の人口の増加、大量生産＝大量消費社会化、マスメディ

アの発達など、現代社会と共通する諸特性の萌芽がみられるようになった1。中高等教育は、

少数のエリート教育から拡充されていき、大衆化への基盤を形成する。企業の近代化は高

等教育を経た人材のニーズを生み、新規学卒採用の慣行が生まれる。新聞やラジオなどマ

スメディアの発達は、それを通じてスポーツの人気を拡大させていくとともに、新聞を中

心としたマスメディアが自ら大会を開催し、それを報道することで販売部数の増加を図る、

というメディア・イベントとしても成立することとなった。 
 本章の課題は、こうした日本社会の大衆社会化の基盤となる諸事象が、学生野球にいか

なる影響を与え、どのような変化をもたらしたのか、を明らかにする点にある。 
 変化を見る際に特に重視するのが、ひとつは学生野球の主体やその内部での権力関係で

ある。第 1 章では、明治期の一高におけるチームや大会の運営のあり方をモデルとして選

手自治の形成を論じたが、本章ではメディア・イベントとしての学生野球大会の成立、OB
会・後援会等の設立、監督（ベンチ・コーチ）の普及といった学生野球に関する諸制度の

成立を、選手自治が変容する契機ととらえることになる。 
 もうひとつは、現代社会の諸特徴がみられるようになるなかで、学生野球における勝利

の意味が大きく変化するようになる、ということである。学生野球大会やリーグ戦で優勝

したり、選手として活躍したりすることは、チームや選手の知名度を飛躍的に高め、経済

的な価値をも生み出すこととなった。有力な選手は経済的な負担なしで進学したり、大企

業に就職したりすることが可能となった。優勝の副賞として、アメリカ旅行が与えられる

場合もあった。野球は単なる学生のスポーツを超えて、以前には考えられなかったような

進学や就職のチャンスを生み出すものとなるのである。本章では、そうした野球の世界の

形成と、それによる勝利の意味の変容を明らかにしていく。 
 そして、こうした学生野球をめぐる社会状況が変化していくなかで野球部の監督を務め、

その後の文筆活動で日本学生野球のイデオローグとなったのが飛田穂洲であった。先行研

究において飛田の野球論は、「一球入魂」に代表される精神主義や、「自己犠牲的集団主義」

が強調され、「個人の楽しみといった要素はまったく切り捨てられ」たものと評価されてい

る2。しかし、個人の楽しみが否定され、自己犠牲が強要される学生野球論が広まる背景に

                                                  
1 安田浩「総論」、坂野潤治他編『シリーズ日本近現代史 3 現代社会への転形』1993 年、

岩波書店、5－11 頁。 
2 有山前掲『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』、170－171 頁。 
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は、権力的な強要だけでなく、選手の側からも主体的にそれを受け入れ、順応することが

不可欠である。本章では 後に、飛田の学生野球イデオロギーを社会の変化のなかに位置

づけるとともに、その論理に内包される利己主義的な側面を明らかにすることで、のちに

飛田の野球イデオロギーが普及していく要因を探っていくこととする。 
 
 第 1 節 大正期から昭和戦前期における中高等教育機関の拡大 
 

 1.中等教育の量的拡大と実業学校の普及 
 
 明治後期に生まれた進学熱や「立身出世主義」は、大正期に入ってからもさらに拡大を

続けた。企業や官公庁でも組織の中堅を担う人材として学校卒に対する需要が高まり、中

高等教育機関への進学希望者は拡大の一途をたどる。政府も進学希望者の増加に対して、

1913（大正 2）年に教育調査会、1917（大正 6）年に臨時教育会議を設置して、中高等教

育の量的拡大とそのためのカリキュラム編成に着手した。臨時教育会議は 1919（大正 8）
年に答申を発し、小学校から中学校への接続を整備したり、高等教育の量的拡大を促した

りするなど、その後の教育政策の枠組みを打ち出した3。 
この政策的な中等教育の拡大をみるため、1913（大正 2）年と 1935（昭和 10）年を比較

してみると、学校数で約 2 倍、生徒数は約 3 倍に増加する。特に、1930（昭和 5）年ごろ

には中学校の学校数・生徒数が頭打ちとなるのに対して、実業学校はその後も増加を続け

1930 年代半ばには生徒数でも中学校を上回り、約 20 年間で 5 倍も増加することととなっ

た。 
 
大正期から昭和戦前期における中等学校数 

 
出典：文部省編前掲『学制百年史 資料編』、468－469、480－483、488 頁、より作成。 
                                                  
3 文部省編前掲『学制百年史』、439－450、471－472 頁。 
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大正期から昭和戦前期における中等学校生徒数 

 

出典：文部省編前掲『学制百年史 資料編』、468－469、480－483、488 頁、より作成。 
 
中学校への入学者の選抜が小学校の卒業試験から中学校の入学試験へと移行したことに

伴って、大正の初期から東京の進学名門校を中心にして、中学校の志願者が過多となり入

試が「激甚」といわれるほど厳しい選別の場となる。1920 年代には入学試験難の緩和を目

的として公立の中学校数も増加したため、「経済的に許され選り好みしなければ中等学校に

進学すること自体は必ずしも困難ではなくなって」いた。しかし、進学名門校の入試競争

が緩和されることはなく、昭和初期には社会問題としてとらえられるようになっていった。

そのため、1926（大正 15・昭和元）年から翌年にかけて、入学試験の準備教育への過熱を

抑制するために、学科試験の廃止や内申書・人物考査・口頭試問の導入などの改革も行わ

れた。しかし、こうした改革も、口頭試問が事実上の学科試験となったり、合不合の判断

が困難となったりするなどの問題を生むとともに、入学志願者の準備教育の過熱をクール

ダウンするまでにはならなかった。結局、学校現場での試験復活を求める声の高まりもあ

って、次第に試験が復活していくこととなる4。 
一方、大正期から昭和初期にかけて、工業や商業など産業の近代化にともなって中等教

育をうけた人材のニーズが企業の間で拡大していき、従来の徒弟制やたたきあげによる人

材育成から、実業学校卒業生の採用が定着していく。商業学校卒業生も財閥系や業種のト

ップクラスの大企業、地元の銀行等に就職したり、自営業主として開業したりするものを

多く輩出するようになっていった。帝大や高等商業など高等教育機関卒業者と実業学校卒

業者との間には、初任給で 2 倍弱～3 倍弱という給与格差が依然として存在してはいたもの

                                                  
4 木村元「＜入学試験問題＞の史的展開―戦前東京における中学校入学者選抜の変遷を中心

に―」、『教育方法史研究』4 号、1992 年、東京大学教育学部教育方法学研究室、120－128
頁。 
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の、実業学校は企業で働き口を得たり、自営業主となったりするファーストステップとし

ての社会的位置づけを固めていったのである5。 
 また、政策的にもこの時期に実業学校の＜中等学校化＞が進められた。「＜中等学校化＞

とは、実業学校が実業に関する専門教育機関であると同時に中等学校の一種であるという

二つの性格を重ねて有していることを前提にして、前者よりも後者の性格の方が強くなっ

ていくこと」である。1899（明治 32）年の中学校令と実業学校令の発令当初、前者は高等

教育への進学を前提とした中等教育であるのに対し、後者は産業教育を行う機関であり、

上級学校への進学のない「袋小路の学校」であった。しかし、義務教育との接続や教授要

目の制定、修業年限が中学校と同じ 5 年になるなど、次第に＜中等学校化＞がすすめられ

ていった。そして 1924（大正 13）年、文部省告示第 109 号で「甲種程度の実業学校のす

べての卒業者が専門学校一般の入学資格を取得し」、「高等教育機関にも接続する」ことが

可能となったのである6。これ以前には、実業学校の卒業生が高等教育機関に進学するため

には、専門学校入学者検定（以下、専検）等に合格しなければならなかったが、合格者の

割合は受験者の 10％に満たない厳しいものであった7。しかし、この告示により実業学校の

卒業生は、専門学校・私立大学の専門部への入学資格を自動的に手にすることとなったの

である。 
 

2.高等教育機関の拡充と新規学卒採用の誕生 
 
明治 30 年代以降、中等教育が量的に拡大の一途をたどった一方で、高等教育機関の拡大

のペースは遅々としたものであった。そのため、第 1 章でも述べたように一高を中心とし

た高等学校の入試が激化し、高等学校入学者の平均年齢の上昇や進学できない「堕落書生」

等の問題が発生していた。こうした問題に対応するため、1918（大正 7）年に原敬内閣の

もとで「高等諸学校創設及拡張計画」が提出され、国家予算を投入して官立高等教育機関

の拡充がはかられた。これにより 1915（大正 4）年には 4 校であった帝国大学が 1925（大

正 14）年には 11 校、1940（昭和 15）年には 19 校へと増大し、それに伴い生徒数も約 3
倍、2 万 3 千人へと増加した。 
さらに 1918（大正 7）年 12 月には私立大学や単科大学の設立を認める大学令が制定され

る8。「大学」の名称を冠しつつも法令上は専門学校令に基づいて設置されていた私立大学が、

これにより法的にも大学へ位置づけられ、慶応義塾、早稲田、明治等の伝統校が相次いで

                                                  
5 井澤直也「人材共有における商業学校卒労働力の定着過程―下関商業・八幡商業学校の事

例研究―」、『日本の教育史学』46 集、2003 年、教育史学会。および、同「実業学校の社会

的機能と卒業生の職業経歴」、『地方教育史研究』29 号、2008 年、全国地方教育史研究会。 
6 米田俊彦「実業学校の＜中等学校化＞の軌跡―戦前期日本における『中等学校』の使用慣

行の成立―」、望田幸男他編『実業世界の教育社会史』2004 年、昭和堂、242－247 頁。 
7 竹内前掲『立志・出世・苦学 受験生の社会史』、152－154 頁。 
8 文部省編前掲『学制百年史』、486－488 頁。 
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大学に昇格するのである。 
その結果、大正期・昭和戦前期の 30 年間で高等教育は大幅に拡大し、官公立の大学・専

門学校数が 4 倍、私立の大学・専門学校が 3 倍も増加する。学生も官立が 3 倍になり、私

立にいたっては 7 倍も増加することとなった。 
 
大正から昭和戦前期の高等教育機関と生徒数 

  年次 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 

大学 
官立 3 4 6 11 17 18 19 
私立     8 19 24 25 26 

専門学校 
官立 8 8 15 25 25 25 25 
私立 48 53 62 75 95 100 104 

大学 
生徒数 

官立 6025 7736 7347 14280 21293 23978 23806 
私立     3721 11690 20550 24004 27531 

大学予科 
生徒数 

官立     701 1536 1498 1538 1941 
私立     6178 11325 20058 17818 22572 

専門学校 
生徒数 

官立 4260 4442 3656 2738 3426 3566 4460 
私立 18852 23558 17457 30636 54677 57537 82583 

出典：伊藤彰浩『戦間期日本の高等教育』1999 年、玉川大学出版部、79、80 頁より作成。 
 
 大正初期までの時点で、高等教育機関の卒業生の受け入れ先のほとんどは、官公庁を中

心としたパブリックセクターと財閥系の大企業であった。それ以外の企業ではそもそも高

等教育機関の卒業生に対するニーズが少なく、そうした人材を採用する企業は不定期かつ

例外的なかたちで、学生と企業、ないしは教授と企業とのインフォーマルな関係に基づい

て採用が行われていた。こうした縁故採用において重要な意味をもつのは出身校とそこで

の成績であり、試験の成績が 70 点以下のものは「面会しても無駄」と教授の紹介を拒否さ

れたり、1 点の差が就職の成否を分けたりすることもあったようだ9。 
 しかし、第一次大戦を契機として日本の産業構造のなかで重化学工業や商業・サービス

業の占める割合が増大することでホワイトカラー層が拡大し、高等教育卒業者のニーズも

増大していく。高等教育機関の拡充政策がそうしたニーズに対応することも可能にした。

両者の社会的条件が合致するなかで、従来のインフォーマルな関係に基づいた求職・採用

慣行が、次第に定期的でフォーマルなものへと形を変えていき、大正中期から昭和初期に

は就職活動と新規学卒採用という求職・採用慣行が姿を現すこととなったのである。 

                                                  
9 福井康貴「就職の誕生―戦前日本の高等教育卒業者を事例として―」、『社会学評論』59 巻

1 号、2008 年 6 月、日本社会学会、198－215 頁。以下、本項の記述は特に注記のない限り

同論文、および、伊藤彰浩『戦間期日本の高等教育』1999 年、玉川大学出版部、－頁、に

よる。 
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 新規学卒採用が普及するにつれて、採用側が学生に求める基準も変化を見せる。昭和初

期には、求められる成績の基準が「首位ヨリ 3 分ノ 1 以内」や「成績中以上」のようにお

おざっぱなものとなる一方で、求職者の「健康人格才能特技等」を評価する「人物試験」

が重視されるようになっていく。その背景には、第一次大戦後の不況で企業の業績が後退

し、スピーディーな業績の拡大を目指す「敏腕家」よりも「腰のすわった凡才、ねばり強

い努力家」を企業が求めるようになったことや、「成績優等なる者は、頭脳明晰なる敏腕家

であるだけに引く手あまたで安定を欠き、執着に乏しく、腰がすわらず」といった性格的

特性が企業に忌避されるようになったことにあるようだ。 
また、大企業での高等教育卒業者の採用が一般化するなかで、「学業成績の飛びぬけて優

秀な人物は、とかく学究的の人が多く、会社として客相手の商売をするのには少し不向き」

と評されたり、学校の成績を鼻にかけ、「傲然として腕組をして話したり、人を馬鹿にした

ような目つきで委員を見回したりしたような人」が疎まれるようになっていった。 
 さらに、1920 年代を通じて高等教育機関の学生の間にマルクス主義が浸透したことも、

人物試験が重視されるよう要因に挙げられよう。特に 1928（昭和 3）年の 3・15 事件で 100
人を超える学生が検挙されたことにより、文部省は大学に学生部を設置するなどの対策に

乗り出すこととなるが、企業の側でも人物評価により求職学生の思想を選別するようにな

っていた。例えば日本興行銀行理事の天宅敬吉は、「採用される人の特徴」として「思想温健
マ マ

、

驕激に渡らぬこと、そして健康な人」、「つまり も円満に常識の発達した、健康な人」と

述べている10。当時、マルクス主義者は「病的」や「黴菌
ばいきん

」といったイメージや比喩で語ら

れることが多かったこともふまえると11、それとの対比で企業側は「心身の健康な人物」を

求めるようになっていたのである。 
 
第 2 節 マスメディアによる中等野球大会の開催と中等野球の組織化 
 

1.全国中等学校優勝野球大会の開催 
 
前章でみたとおり、明治後期から各地で中等学校野球大会が開催されるようになってい

ったが、明治末期から大正期の初頭にかけて、営利企業が主催するものが多く開催される

ようになっていく。例えば、1911（明治 44）年からの報知新聞主催中等学校連合野球大会、

                                                  
10 天宅敬吉「善くても採らぬ場合と悪くても採る場合」、『実業之日本』32 巻 4 号、1929
年 2 月 15 日、62 頁。 
11 たとえば、新渡戸稲造「共産党事件に対する感想」、『実業之日本』31 巻 9 号、1928 年 5
月 1 日号、10－13 頁では、左翼の欠陥として「知識欲の病的発展」と述べている。増田義

一「一大不祥事を何と見る」、同上誌 31 巻 10 号、1928 年 5 月 15 日、2－5 頁、ではマル

クス主義を「黴菌」の比喩で説明し、「病毒の黴菌は空中に飛散してゐるが、健康体の人は

感染しない。それと同じく国民の思想を健全ならしむれば、危険思想に感染しない」と述

べている。 
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1913（大正 2）年からの美津濃運動服装店主催関西学生連合野球大会、1915（大正 4）年

の武侠世界社主催東京都下野球大会などである12。その中心となったのは、販売部数の拡大

を目指す新聞社・雑誌社や、自社製品の知名度拡大と売り上げの増加をもくろむスポーツ

用品メーカーであった。 
さらに、小林一三の箕面有馬電気鉄道（のちの阪急電鉄）に代表されるように、私鉄が

沿線に住宅地や娯楽施設を建設したり、その沿線で講演会や展示会などのイベントを催し

たりすることによって、鉄道利用者を増加させる経営戦略をとるようになっていった。1913
（大正 2）年には豊中球場を建設し、ここを関西学生連合野球大会の会場とした。大正期の

初頭には、経営の拡大を目的として出版メディアと私鉄が協力してイベントを開催するよ

うになっており、中等学校野球大会もそのひとつとなっていたのである。 
1915（大正 4）年 4 月、京大生が中心となって「東海五県連合大会にならつて新聞社か

ら優勝旗を寄付して貰ひ、更に他府県の代表者とやる試合の仲介をして貰つてはどうだ」

という発案を大阪朝日新聞社（以下、大朝）の運動記者にもちかけた。これをきっかけに

同年 8 月、第 1 回全国中等学校優勝野球大会（のちの全国高等学校野球選手権大会。以下、

優勝大会）の開催が決定された13。有山輝雄が述べるように、優勝大会の特徴は単に学生が

発案した中等学校野球大会というにとどまらず、新聞社と私鉄の「タイアップが実現し」、

従来の野球大会からすれば空前の規模となる１万円もの支出が可能となった点にある14。 
開催決定の後、大朝は 7 月 1 日に紙面で大会開催の社告を掲示する。その内容は、「参加

校の資格は其の地方を代表せる各府県連合大会に於ける優勝校たる事」、「優勝校は本年大

会に於て優勝権を得たるものたる事」、「選手の往復汽車又は汽船賃は主催者に於て負担す

る事」であった15。大会を大規模にして人々の注目を集めるため、各地方で予選大会を行っ

てその優勝校同士を争わせるという方法や、選手の大会参加に必要な交通費を主催者が支

弁する、という点は従来の野球大会にみられない画期的なものであった。新聞社から優勝

旗を寄贈してもらう、という東海五県連合野球大会をモデルとしたアイデアが、大朝の資

金力によってさらに大規模なものにしたてられ、本格的なメディア・イベントとして成立

することとなったのである。 
 しかし、第 1 回の優勝大会開催の時点においては、大朝が独力で地方の予選大会も含め

て開催することは不可能であったため、田村省三ら大朝の社員が「広島商業の先輩」や福

岡にいた慶大野球部 OB、三高野球部主将にいた高松市長の息子らに予選大会への協力を依

頼した16。一方、東京では早大野球部 OB 橋戸信の兄で小説家の押川春浪が設立した武侠世

                                                  
12 井川充雄編「新聞社事業史年表（1877～1944 年）」、津金澤總廣編著『近代日本のメディ

ア・イベント』1996 年、同文館、333－352 頁。 
13 大道弘雄編『全国中等学校野球大会史』1929 年、朝日新聞社、104、122 頁。 
14 有山前掲『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』71－72 頁。 
15 『大阪朝日新聞』1915 年 7 月 2 日。 
16 『野球大会回顧座談会』1953 年、朝日新聞社史編修室、16－17 頁。なお、本史料の入

手には西原茂樹氏にご協力をいただいた。 
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界社が主催する東京都下野球大会が 3 月に行われていたため、その優勝校である早稲田実

業を優勝大会の参加校と認定した17。 
 田村が参加を依頼した学校のなかには、「野球試合ぐらいで県外に出るなどととんでもな

いことだとどうしても肯いてくれな」かったり、予選には参加するが「優勝したからとい

って、大阪三界まで出るということはおかしい。そうでなくとも野球選手は成績が悪いと

か何とかいわれ」たりして、参加を拒否されることもあった。さらに大阪では、野球害毒

論争の余波から大朝に「非常な妨害が起」こり、新橋クラブの設立者である平岡熙の弟、

寅之助が中心となっても「予選大会を開くことができない、予選を開くというても誰も手

伝ってくれない」状況にあり、「美津濃運動具店がやつている関西学生野球大会」を予選大

会に組み込まざるをえなかった18。害毒論争の際に用いられた野球批判の論理や、害毒論争

を原因とした野球関係者の反発が、大朝による優勝大会開催に際しての障害となったので

ある。 
こうした障害にもかかわらず、田村ら大朝社員と大会役員たちは予選も含めた大会の開

催に尽力した。第 1 回大会の開始直前の紙面には大会役員の氏名と肩書きの一覧が掲載さ

れているが、それによると 23 名の委員全員が近畿地方か東京の高等教育機関の学生ないし

は卒業生であり、現役の選手も多い。大会の開催に際して、高等教育機関の野球部員や、

野球部 OB 等のネットワークを駆使していたことがうかがえる19。 
 
全国中等学校優勝野球大会予選大会数と全参加校 

 

出典：朝日新聞社編『全国高等学校野球大会 70 年史』1989 年、朝日新聞社・全国高等学

校野球連盟、33 頁より作成。 
 
                                                  
17 秦真人「1911 年における野球論争の実証的研究（�）―大正期における『全国優勝野球

大会』の地方大会主催者に関わる考察―」、『総合保健体育科学』16 巻 1 号、1993 年 3 月、

32 頁。 
18 前掲『野球大会回顧座談会』、17－18 頁。 
19 「大会役員」、『大阪朝日新聞』1915 年 8 月 18 日。 
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第 1 回大会は社告から開催までは期間が短く、校長の反対や大朝への反発等の障害があ

ったにもかかわらず、結局予選 10 大会に 73 校が参加した。以後、大会は規模を拡大して

いき、1926（大正 15）年の第 12 回大会になると、予選 22 大会に 337 校が参加している。

大会規模の拡大と呼応して野球人気、大会人気も高まることとなり、観戦に訪れる観客が

増加していった。球場の規模も拡大していき、第 3 回大会からは阪神電鉄沿線の鳴尾競馬

場で、1924（大正 13）年の第 10 回大会からは阪神電鉄が 50 万円を投じて建設した甲子園

球場で行われることとなった。 
 

 2.予選大会の変化と中等学校野球連盟の結成 
 
優勝大会は大朝の資金力なしに開催することは不可能であったが、大朝の独力で全国大

会を開くことも不可能であった。第 1 回大会では、予選 10 大会のうち大朝が主催者となっ

たのは京津・兵庫・山陰・山陽の 4 大会にすぎない。近畿と中国地方でしか大朝が予選会

を主催することはできなかったのである。四国大会は高松体育会主催、九州大会は抜天倶

楽部主催で大朝は後援となり、東海大会は東海五県連合野球大会、関東大会は武侠世界社

主催、東北大会は参加 3 校の連合方式とそれぞれの地域の組織の協力を得たり、既存の大

会を予選に認定したりすることで、全国大会としての形式を整えたのである。 
しかし、大会が回を重ねるにつれて大朝・東朝が主催・後援する大会の数が増加してい

く。以下の表は第 1 回から予選 22 大会がでそろう第 12 回大会までの大朝・東朝が主催・

後援した予選大会数の変化である。 
 

全国優勝野球大会地方予選に占める大朝・東朝の主催・後援大会数 
大会回数（西暦） 予選大会数 朝日主催 朝日後援 

1（1915） 10 4 2 
2（1916） 12 7 2 
3（1917） 12 6 4 
4（1918） 14 5 7 
5（1919） 14 6 6 
6（1920） 15 5 9 
7（1921） 17 7 8 
8（1922） 17 7 8 
9（1923） 19 10 7 
10（1924） 19 10 7 
11（1925） 21 11 9 
12（1926） 22 13 8 

出典：秦前掲「1911 年における野球論争の実証的研究（Ⅳ）―大正期における『全国優勝
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野球大会』の地方大会主催者に関わる考察―」、37－41 頁より作成。 
 
上述のとおり、第 1 回大会では主催した予選大会が 4、後援が 2 にとどまっていたのに対

して、第 12 回大会では大朝・東朝主催が 13、後援が 8 となり、北は北海道から南は南九

州大会まで、植民地の朝鮮や台湾も含めて大朝・東朝が主催・後援となって予選を開くよ

うになった。唯一の例外は、遼東新報社が主催となった満州大会であった。 
美津野運動具店と武侠世界社の主催は第 1 回大会のみで消滅し、第 2 回大会からは優勝

大会の予選となった。1902（明治 35）年に創始された東海五県連合野球大会も 1920（大

正 9）年で終止符を打ち、翌 21（大正 10）年からは第八高等学校が主催の予選大会となっ

た。大朝・東朝の資金力を背景にした全国大会の開催は、中等学校の連合や他社の主催で

行われていた大会を包摂し、その後、大朝・東朝の主催・後援大会へと変えていくことに

なったのである。 
第二の変化は、予選大会の主催・後援に各地の体育・スポーツ団体がなるようになった

ことである。第 1 回大会では、四国大会の高松体育会のみであったが、1920（大正 9）年

から紀和予選主催の和歌山県体育奨励会、1920（大正 9）年から 24（大正 13）年まで九州

予選主催の佐賀県体育協会、1925（大正 14）年から北海道予選主催の北海道中等学校競技

連盟、台湾予選主催の台湾体育協会等である20。これらの団体は、和歌山県体育奨励会のよ

うに県の影響力が強い組織もあれば、台湾体育協会のように民間人の主導によって成立し

た組織もあった。1911（明治 44）年の大日本体育協会設立以後、体育・スポーツの普及に

ともなって体育・ スポーツ組織が続々と成立していったが、それらの団体が優勝大会の予

選を主催・運営するようになっていったのである。 
こうしたスポーツ組織の増加の延長として、大都市圏を中心にした中等学校野球連盟の

結成が位置付けられよう。 初に中等学校野球連盟を結成したのは東京で、1923（大正 12）
年に五高野球部 OB で地質調査の専門家でもあった大村一蔵を中心にして、東京中等学校

野球連盟が結成された。発足当初は、「会長制を布かず、当番校制で、事務、試合などを運

営した」。これにより、優勝大会の京浜予選が東京予選と神静予選に分離し、主催者も天狗

倶楽部・武侠世界社から、東京中等学校野球連盟（東京予選）と東朝（神静予選）となっ

た21。 
翌 1924（大正 13）年には大阪と神奈川でも中等学校野球連盟が結成される。連盟結成の

「直接の動機は全国中等学校優勝野球大会大阪予選の母体たらしむるためであつた」ため、

「連盟結成当初は連盟の仕事は夏の大会（朝日の）の大阪予選を行ふ丈けが、一ヶ年中の

唯一の仕事であつた」という22。予選大会では「当番校 OB を中心として、参加校 OB を召

                                                  
20 秦前掲「1911 年における野球論争の実証的研究（�）―大正期における『全国優勝野球

大会』の地方大会主催者に関わる考察―」、 
21 東京都高等学校野球連盟四十年史編集委員会編『白球譜―東京都高校野球のあゆみ―』
1988 年、東京都高等学校野球連盟、47 頁。 
22 大阪府体育運動連盟野球部編『大阪府中等学校野球連盟十五年史』1939 年、大阪府体育
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集して審判を担当し、大会の運営にあたった」ようだ23。大朝による優勝大会の開催と参加

校の増加によって中等野球連盟の必要性が認識されていき、それらの組織を中心にして各

地の予選大会を主催・運営していくことになったのである。 
 後に、優勝大会の規模が拡大していくにつれて、大会役員の数も増大していくことに

なるのだが、一方で役員に占める学生の割合は、役員数と反比例するかのように減少の一

途をたどる。優勝大会の創始当初は野球と関係の深い高等教育機関の学生が大会の開催・

運営において重要な役割を果たしていたと思われるのだが、大会が回を重ねて定着し、大

規模化していったことにより、大会の運営において中心的な役割を果たすのは学生野球 OB
や大朝・東朝の社員へと移り変わっていくこととなったのである。 
 
全国中等学校優勝野球大会役員数とそこに占める学生数と割合 

回数 年 役員数 学生数 割合 

1 1915 23 11 47.8%
2 1916 28 10 35.7%
3 1917 32 13 40.6%
4 1918       
5 1919 36 12 33.3%
6 1920 36 10 27.8%
7 1921 41 6 14.6%
8 1922 39 5 12.8%

出典：『大阪朝日新聞』1915 年 8 月 18 日、1916 年 8 月 16 日、1917 年 8 月 14 日、1919
年 8 月 18 日、1920 年 8 月 12 日、1921 年 8 月 12 日、1922 年 8 月 12 日より作成。1918
年の第 4 回大会は米騒動のため中止。 
 

3.大会規則の制定による応援団の統制 
 
 優勝大会の創設にあたって、大朝が「特に注意を払」ったのは、「権威ある野球規則の制

定であつた」。なぜなら、「それまでにも邦文に訳された野球規則はあつたが、人によつて

原文の解釈を異にする点もあれば、多少の誤訳が目につくのもあり、何れを採つて適用し

ても万一の場合紛議を生ずる虞
おそれ

があつた」からである。対校試合や地域の大会においては、

関係する学校間での合意にもとづいたルールの設定や解釈が可能であったが（それでも審

判の判定やルールをめぐった紛擾が発生したが）、優勝大会の開始にあたって全国で統一し

たルールを設定することは不可欠であった。この任に当たったのが福井松雄、平岡寅之助

両副審判長と早大野球部 OB 河野安通志であった。3 人は「疑義を生じやすいと思はれる條

                                                                                                                                                  
運動連盟野球部、161、176 頁。 
23 『神奈川県体育史』1973 年、神奈川県教育委員会、186 頁。 
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文十一箇條」を「討議」のうえで「解決をつけ」るだけでなく、さらに主審 1 名、塁審 2
名に加えて 1 名の陪審責任者も設置した。「この陪審制度は第二回から廃止したが、要する

に念の上にも念を入れて誤審や見損ひの絶無を期したのである」24。 
 さらに大会開始前日の『大阪朝日新聞』紙面には、「初めて野球を見る人の為に＝ベース

ボール早分り＝」として野球ルールの解説の記事とともに、「観覧者心得」として「観覧者

は試合中一切ボールを
ママ

触るヽことを許さず」、「観覧者にして競技に伴ふ災厄に罹りたる場

合は観覧者自身の責任とす」、「観覧者は絶対に定席以外に立ち入ることを得ず」、「観覧者

にして其の進行に障害を及ぼすものありと認むる時は退場せしむ」、「応援は一切野卑に亙

るを禁ず」の 5 条を示した25。ルールの統一と観客の行動規範を示すことで、紛擾を防止す

ることを目指す大会運営側の慎重な意図がうかがえる。 
 こうした運営側の慎重さの背景には、野球大会を存続していくうえでヤジや応援団によ

る紛擾が大きな障害になっていたからにほかならない。1913（大正 2）年に開かれた山陰

大会では「悪野次」が「跋扈
ば っ こ

」したために大会そのものが消滅し、第 1 回優勝大会の予選

を島根・鳥取両県内で行うことができなかった26。優勝大会開始後もこうした事例は相次ぎ、

1918（大正 7）年の優勝大会四国予選決勝では、ランナーが野手に対して故意にスパイク

を行ったために没収試合となり、翌 19（大正 8）年は香川県知事が県下の学校の予選出場

を禁じた27。1923（大正 12）年には、長野県で中学生の野球試合が長野市と松本市の住民

感情の対立が顕在化する場となったため、県立中等学校校長会で全国優勝野球大会への不

参加が決定された28。同年、茨城県の中学校と栃木県の中学校との試合後には応援団の乱闘

騒動がおき、茨城県中学校校長会で翌年までの県外試合禁止が決定された29。1922（大正

11）年の第 8 回大会では 17 の予選大会うち 4 大会で紛擾が発生し、「若しこんな調子で毎

年騒ぎが各地に起るやうだと、結局は大会を開くことが出来なくなるかも知れない」と大

会関係者を憂慮させた30。学校同士や地域間の対抗意識は野球大会を盛り上げる一方で騒擾

の原因となっており、役員は大会を安定的に開催するためにも応援団の統制が不可欠と認

識していたのである。 
 

                                                  
24 大道弘雄編前掲『全国中等学校野球大会史』、7－8 頁。 
25 「観覧者心得」、『大阪朝日新聞』1915 年 8 月 17 日。 
26 大道弘雄編前掲『全国中等学校野球大会史』、7 頁。 
27 愛媛県立松山商業高等学校野球史編集委員会編前掲『愛媛県立松山商業高等学校野球史』、

29－30 頁。 
28 長野高校野球部史編集委員会編前掲『見ずや春風―長野高校野球部史―』、43 頁。不参加

となったのは県立中学校だけであり、私立学校は参加している。 
29 下妻第一高等学校野球部史刊行会編前掲『下妻第一高等学校野球部史―中学時代編―』、
145－149 頁。 
30 大道弘雄編前掲『全国中等学校野球大会史』、45 頁。 
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 4.野球の大衆化とメディア・イベントとしての中等野球大会の乱立―全国選抜中

等学校野球大会の創設― 
 
 明治後期に全国各地の中高等教育機関の校友会に普及した野球などのスポーツは、大正

期に入るころからさらに多くの人々に知られ、小学生もプレーするようになっていった。

校庭や空き地などで、子供たちが「三角ベース」や「折り返しベース」をする際にはスポ

ンジボールや軟式庭球用の「赤 M」ボールなどが用いられたが、1918（大正 7）年に京都

市の小学校の教師らによって軟式野球のボールが開発されると、東神ゴム工業によって大

量生産され、全国に普及拡大していった。1920（大正 9）年 8 月には、雑誌『野球界』の

協力のもと、全国 8 地区の優勝校を集めて全国大会も開かれるようになった31。 
 1917（大正 6）年には、新愛知新聞の林正雄によって、名古屋にある小学校・女学校・

女子師範学校の生徒たちに「インドア・ベースボール」（という名の戸外運動。ゴムボール

を用いてピッチャーは下手投げで投球する。）が紹介された。翌年 6 月には新愛知新聞社の

主催のもと、小学校の部と女学校の部からなるインドア・ベースボール大会が開催される

こととなった32。中高等教育機関の男子学生が中心ではあったものの、小学生や女子にまで

も野球は普及していったのである。 
 こうした野球の大衆化を後押ししたのが、上記の事例にみられるように、軟式ボールを

製造・販売するゴム会社や、新聞・雑誌等マスメディアによる大会の開催であった。以下

の表にみられるように、1915（大正 4）年以降、信濃毎日、九州日日、名古屋などの新聞

社が全国各地で野球大会を開催するようになった。大朝が主催した優勝大会の成功は、他

紙が類似のイベントを続々と生み出すきっかけとなったのである。こうした後継の大会の

中で 大のものが、大朝のライバルである大阪毎日新聞社（以下、大毎）によって、1924
（大正 13）年に愛知県の八事球場で開催された第 1 回全国選抜中等学校野球大会（後の選

抜高等学校野球大会。以下、選抜大会）であった。大正中期から後期にかけて、営利企業

が自社の知名度拡大や自社製品の販売促進を目的にして、各種野球大会を開催するように

なっていったのである。 
  

                                                  
31 全日本軟式野球連盟編『軟式野球史』1976 年、ベースボールマガジン社、11－19 頁。 
32 大槻剛人「戦前の日本におけるソフトボールの需要についての一考察―名古屋の事例を中

心として―」、『スポーツ史学会第 22 回大会発表抄録』2008 年、スポーツ史学会、12－13
頁。 
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新聞紙主催野球イベント 
年 主催紙 大会名 

1901 九州日日 熊本県各学校野球大会 
1911 報知 中等学校連合野球大会 
1911 東朝 「野球界の諸問題」「野球と其害毒」連載 
1911 読売 野球問題大演説会 
1913 福岡日日 九州野球大会 
1915 読売 野球勝敗予想投票 
1915 大朝・東朝 全国中等学校優勝野球大会 
1916 大毎 慶応対ハワイ・セントルイス野球戦 
1917 名古屋 名古屋野球大会 
1917 福岡日日 中等学校野球庭球大会 
1919 福岡日日 中等学校四大競技（柔剣道、野球、庭球） 
1919 大毎 全国専門学校野球大会関西大会 
1920 大毎 大毎野球団結成 
1920 大朝 実業団野球大会 
1920 信濃毎日 全信州青年野球大会 
1921 九州日日 全熊本少年野球大会 
1924 大毎 全国選抜中等学校野球大会 
1927 東日・大毎 全日本優勝野球大会 
1928 名古屋 全国中等学校野球大会 
1928 中国 内務大臣旗争奪全国中等学校選抜野球大会 

出典：井川編前掲「新聞社事業史年表（1877～1944 年）」より作成。年号は大会開催年、

もしくは、第 1 回大会開始年。 
  
こうした中等野球大会のメディア・イベント化による商業主義の加熱を象徴的に示すの

が、選抜大会優勝チームの渡米であった。1927（昭和 2）年の第 4 回大会から 1931（昭和

6）年の第 8 回大会まで、選抜大会優勝チームは副賞として夏期休暇中に渡米し、現地のチ

ームと試合を行ったり、様々な文物を見学したりしたのである。渡米費用を負担した大毎

の趣意書では、「日米間の諸問題」が「両国当事者の」「頭悩ますところ」となっている状

況のため、「率先して年少者を米国に派遣して風土の視察を遂げしめ」「将来活躍の資とな

す」ことが目的とされている33。しかし有山輝雄が指摘するように、夏期休暇中に渡米する

ということは、選抜大会優勝校が「正規メンバーで夏の大会に出場できなくな」るため「春

                                                  
33 毎日新聞社編『選抜高等学校野球大会 50 年史』1978 年、毎日新聞社・日本高等学校野

球連盟、82 頁。 
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の優勝校の春夏連覇は事実上不可能」となり、「夏の大会の興をそぐ企画であったことは間

違いない」。これには、十数人の渡米費用を負担してでも同業他社のイベントを妨害し、「自

社イベントの成功のみを追求する新聞社の利己的動機が」顕在化していたのである34。 
 ただ、当時の中等学校の生徒にとって渡米という副賞は、野球以上に魅力的だったよう

だ。1931（昭和 6）年、広島商業の選手として選抜大会に出場して優勝を果たした鶴岡一

人は、優勝が決まった瞬間、「アメリカ！！！」と叫んでチームメートに抱きついたという。

実際、レギュラー選手は全員が渡米し、同年の優勝大会には補欠だけで参加したという35。

中等野球大会のメディア・イベント的な側面が加熱したことで、大会の優勝には大きなイ

ンセンティブが働くようになり、時にそれは野球の魅力をも上回ることもあったのである。 
 
第 3 節 高等教育機関における野球の組織化と早慶戦の復活 
 

 1.大学・高等専門学校の野球の組織化 
 

1906（明治 39）年、応援の加熱から早慶戦が中止となって以降、両校の関係者の間で復

活に向けた話し合いが行われるも合意に至ることはなかった。1911（明治 44）年には慶大

がすべての競技で早大との対校試合の禁止を学生大会で決議し、それに対して早大は絶縁

状を叩きつけた。しかし、早慶両校のほかにも一高、明大、学習院など東京にある高等教

育機関の野球部同士での対校試合は活発に行われ、なかでも明大野球部は、早慶両校と変

わらないほどの実力をつけて、関西や米国に遠征したりするなど活発な活動を行った。そ

の結果、早慶両校の強さの比較が明大を介してなされるようになっていた。 
1914（大正 3）年秋、明大野球部の主将の仲介によって、早慶両校の絶縁状を取り消し、

早慶明の 3 校で変則的なリーグ戦を編成することとなった。三大学野球連盟の結成に際し

て、試合の入場料を徴収することや、その使途を「外国野球団招聘費用補助」「各野球団外

征費用補助」「運動場設備費用」「野球部に必要なる費用」に制限し、「選手の慰労会等の費

用には一切使用せざること」が定められた36。変則的とはいえ、早慶両校を含むリーグ戦が

結成された意味は大きく、以後、対校試合が定期的に催されるようになるだけでなく、加

盟校の野球試合や野球部に関わることが連盟の場で協議・議決されることとなった。高等

教育レベルにおける学生野球の自治は、一校単位のものから複数校にまたがって行われる

ことになったのである。連盟には 1917（大正 6）年に法政大が、1921（大正 10）年には立

教大が、そして 1925（大正 14）年に東大が加盟することが連盟の会議で承認され、東京六

大学野球連盟として成立することとなった。 

                                                  
34 有山前掲『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』、156－157 頁。 
35 鶴岡一人『野球ひとすじ 私の履歴書』1984 年、日経事業出版社、30－32 頁。 
36 飛田編前掲『早稲田大学野球部五十年史』、115 頁。および、慶応義塾大学野球部史編纂

委員会編前掲『慶応義塾大学野球部史』、71 頁。 
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 一方、近畿地方においても大正期に大学・高等専門学校の野球部の定期戦やリーグ戦が

行われるようになっていった。1924（大正 13）年、大阪医科大学・神戸高等商業・大阪高

等工業の 3 校と、関西大学・同志社・関西学院の 3 校がそれぞれリーグ戦を開始した37。1927
（昭和 2）年には、大阪医科大学・大阪高校・関西学院・大阪外語・大阪高等工業・大阪高

等商業の 6 校でリーグ戦を組織した38。近畿地方の高等教育機関の連盟は、これ以後も離合

集散を繰り返して、毎年のように連盟参加校が変化していったが、1931（昭和 6）年に立

命館大・関西大・同志社・関西学院・京都帝国大学・神戸高等商業によって、関西六大学

野球連盟が成立した39。同年には、国学院大学・専修大学・中央大学・東京農業大学・日本

大学の 5 大学によって東都大学野球連盟も結成された40。高等教育機関が多数存在する関東

地方と近畿地方を中心にして、大学野球の試合も多数行われることとなり、その結果 3 つ

の大学野球連盟が誕生することとなったのである。 
 高等学校では、明治後期から対抗戦や大会主催者として活発な活動を行ってきた一高と

三高・京大を中心に組織化がすすめられた。1911（明治 44）年、京大主催のもと、7 校が

参加して第 1 回全国直轄学校野球大会が開催された。大正期における高等学校数の増加に

伴って、大会参加校も次第に増加していき、1923（大正 12）年の第 12 回大会には 17 校が

参加することとなった。翌 1924（大正 13）年には、4 帝大主催、朝日新聞社後援の全国高

等専門学校野球大会へと範囲を拡大して開かれるもこととなった。この大会は、4 帝大の所

在地である東京、東北、京都、九州の 4 ブロックで予選を行い、4 チームが全国大会に出場

した。第 1 回大会の参加校は 46 校であったが、1932（昭和 7）年の第 9 回大会には、86
校が参加するまでに至っている41。大正期以降の高等教育機関の量的拡大により、全国各地

でそれらの対抗戦やリーグ戦、全国大会が行われるようになり、それらのなかにはマスメ

ディアの後援を受けるものもあったのである。大正後期から昭和期にかけて、あらゆるレ

ベルの学生野球はメディア・イベントとして成立することとなったのである。 
 

 2.三大学結成当初の諸問題と全国的野球組織の設立案 
 
 三大学野球連盟結成当初の中心的な問題は、入場料聴衆の可否と審判の判定の正当性と

判定を原因として起こる応援団の騒擾であった。リーグ結成の盟約のとおり、早慶明の試

合では入場料を徴収していたが、入場料の徴収に対しては「学生野球の職業化」とする根

強い批判が存在していた。しかし、各校のグラウンドには観覧席として十分な設備がない

にもかかわらず、多くの人が観戦に訪れるようになっており、入場者数の制限や観客席の

整備、場内整理員の人件費等が必要になっていた。そのため、連盟の立場からすれば「特志
マ マ

                                                  
37 朝日新聞社編『運動年鑑 大正十三年度』1924 年、朝日新聞社、99－100 頁。 
38 朝日新聞社編『運動年鑑 昭和三年度』1928 年、朝日新聞社、82－83 頁。 
39 朝日新聞社編『運動年鑑 昭和七年度』1932 年、朝日新聞社、40 頁 
40 脇村春夫「日本の野球の歩み―普及・発展・低迷―」、2007 年〔出版社記載なし〕、30 頁。 
41 同上書、40－41 頁。 
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の人があつて、金力の上に於てドシ〱後援をするやうな人があれば」いいが、現実がそう

でない以上、入場料徴収への批判は「『事理を弁経ぬ』と云ふ謗りを免れない」ものであっ

た42。入場料収入はこうした試合に関する経費のほかに、1923（大正 12）年の関東大震災

で校舎が全焼した明治大学への寄付、加盟校の「罹災学生ヲ救護スル為」などにも使われ

ていた43。 

一方で、入場料の徴収は容認しつつも、学生野球は「一個の娯楽団体
ア メ チ ユ ア ー

に過ぎず、絶対に

野球に拠って衣食するもにあら」ざる以上、使途を「競技場の設備」「器具類の整頓」「外

国チーム招聘の準備金」「外国遠征の基金」等に限定し、「入場料の収支決算を公表」する

べきだとする見解もあった。これにより「学生野球試合の入場料の使途に疑惑の眼を以て

眺め敢て批判を試むる者」を「絶無」にすべきだというのである44。しかしそうした対応が

なされることはなく、この警告は 1930 年代に現実のものとなる。 
 また、応援の過熱が原因となって 1906（明治 39）年に早慶戦が中止となったにもかかわ

らず、それ以後も応援や応援団に関する問題は頻発した。1915（大正 4）年には安部磯雄

が早大応援団を解散させるとともに、連盟の会議で応援廃止の申合せも行われた45。審判問

題も同様で、1913（大正 2）年の慶大対ワシントン大学戦や、1915（大正 4）年の慶大対

明大が審判の判定を巡って放棄試合・没収試合となるなど、判定の是非をめぐる紛擾は絶

えなかった46。 
 中等野球も含めて起こるこうした紛擾の防止と野球界の組織化を目的として、1915（大

正 4）年に『野球界』紙上で「野球界唯一のオーソリチー」にして「完全なる立法府」と「

終の審判所」の機能をもつ「野球協議会」の設立が提案された。これは「球界一切の紛擾

に対して審判を与へ」「面倒な紛擾を生じて」も「明快に解決」することを目指すものであ

り、その裁定に従わない場合には「選手乃至チームに制裁を加」え、「同時に審判官の不都

合に対しても」「掣肘」するというものであった。会員には「我国第一流の各チーム」の選

手・先輩・関係者等から「選挙なり推薦なりをもって」決められた「代表者」、「新聞雑誌

の運動記者」、「協議会が至当と認めて会員に推薦した人」をあて、費用は会員やチームで

拠出した会費と入場料収入の一部をあてることを想定していた。そして「本会に関係し或

は指導干渉を求るチームは、定められた規則の範囲内に於ては絶対に協議会に服従する事」

が求められた47。 

                                                  
42 横井春野「入場料問題是か非か」、『野球界』9 巻 14 号、1919 年 12 月、野球界社、1－3
頁。 
43 明治大学『大正十年三月起 リーグ戦協議録』、財団法人野球体育博物館蔵、1922 年 3
月 18 日、1923 年 10 月 21 日。 
44 佐々木激浪「入場料問題数則」、『野球界』7 巻 5 号、1917 年 4 月、7－10 頁、および、

7 巻 6 号、同年 5 月、4－10 頁。 
45 大和球士『真説日本野球史 大正編』1977 年、ベースボールマガジン社、33 頁。 
46 慶応義塾体育会野球部史編纂委員会編前掲『慶応義塾大学野球部史』、68－69、75 頁。 
47 「御大典記念に野球協議会の組織を望む」、『野球界』5 巻 11 号、1915 年 11 月、2－4
頁。朝日新聞社編『運動年鑑 大正十四年度』1926 年、朝日新聞社、2－6 頁。 
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これ以後も、『野球界』誌上や『運動年鑑』の記事において同様の提案がなされるのであ

るが48、それが実現に向けて動き出すのは 1930（昭和 5）年以降のこととであった。ただ、

これらの提案が重要なのは、紛擾の防止のためには紛擾に関係したチームや連盟内で自主

的・自立的に、言い換えれば当事者の自治によって解決を図るのではなく、トップダウン

の統制によってその解決が目指された、という点にある。各野球部や野球連盟の自治によ

っては紛擾の防止をすることは不可能なものと考えられたがゆえに、強い権力と強制力を

もつ組織を設立して学生野球を統制することが望まれるようになっていたのである。 
 

 3.早慶戦の復活 
 
三大学連盟成立後も早慶戦は休止したままであったが、復活を要望する声は絶えなかっ

た。『野球界』1917（大正 6）年 1 月号では早慶戦復活への特集が組まれ、社論「早慶戦復

活希望とその真因」や立憲国民党の衆議院議員、相島勘次郎の「復活は学生の死活問題で

ある」等、4 本の記事が掲載された。同号ではさらに「早慶戦復活の可否」として、三大学

野球連盟関係者を中心に 56 人から意見を聞いているが、そのうち復活に反対したのは応援

団や観衆の問題を理由に挙げた明大関係者 2 名だけであった。早慶両校の関係者は全員復

活を希望していながら、復活への動きが進展しないという奇妙な状況にあった49。 
 1920 年代にはいって法大と立大が加盟して 5 校となると、試合日程が抽選で決められる

ようになった。しかし早慶両校の組み合わせが生じるたびにやり直しとなり、会議が日付

をこえることもしばしばあった。こうした状況に早慶以外の 3 校の不満が高まっていき、

1924（大正 13）年の春の会議で明大と法大から早慶戦復活が求められることとなった。こ

れに対して、早大監督飛田穂洲は「早稲田が早慶戦復活を熱望してゐることは周知の事実

であり、いま改めていふまでもない」と回答したが、慶応の桐原真二主将は「自分の考へ

では当然早慶戦は復活すべきだと堅く信じてをり、これが復活に就いては選手全体からも、

しば〲当局に哀願したのであるが、何か複雑な事情でもあるものかと許してくれない。従

って僕一存
マ マ

では返事が出来ない」と述べた。同年秋にも早慶戦復活にむけた話合いがもた

れたが、「八分通り復活賛成を得たがなほ一人強硬に反対する先輩があり、これを無視する

わけにはいかぬ事情」があるとして、翌春まで結論はもちこしとなった50。 
 1925（大正 14）年 4 月 1 日、六大学の会議において慶大が再度早慶戦復活延期を申し出

たため、明大と法大が強く反発、慶大を除いた新リーグ結成を主張する事態となった。こ

の日は 2 週間の猶予が慶大に与えられることとなり、その間に慶大野球部 OB 松木直太郎

と主将山岡鎌太郎は、平沼亮三ら同校 OB で財界の有力者の協力をもとに評議員会の同意

                                                  
48 永井二郎「球界の改革」、同上誌 6 巻 3 号、1916 年 3 月。吉川流水「野球技の発達はリ

ーグ組織にあり」、同誌 6 巻 10 号、1916 年 10 月、など。 
49 「早慶戦復活の可否」、『野球界』7 巻 1 号、1917 年 1 月、10－23 頁。 
50 飛田穂洲『球道半世記』1951 年、博友社、211 頁。 
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をとりつけることに成功した51。そして、4 月 15 日の会合で慶大山岡主将が「来年春季ノ

シーズンヨリ早稲田大学野球部トノ試合ヲ開始シリーグヲシテ完全ナラシムル組織」とす

ることを誓約した52。こうして、6 月には前哨戦として「早慶新人野球戦」が開催され、10
月の秋のリーグ戦で早慶戦が正式に復活することとなったのである。 
 早慶戦復活に反対していたのは慶大塾長林毅陸と、同校 OB で当時の三井銀行の筆頭常

務でのちに日銀総裁や内閣参議も務めることとなる池田成彬だったという53。早慶戦で騒擾

が発生することを憂慮する学校当局に加え、慶大 OB である財界の大物の意向も無視でき

ないものとなっていたようだ。後述するように、野球部選手の大企業への就職や、後援会・

OB 会の支援をもとに在学している選手の存在も、彼らの意向を無視できない要因となって

いたのかもしれない。そして、慶大野球部の選手全員が早慶戦復活に賛成していたにもか

かわらず、学校当局と OB の反対を覆すことはできなかったし、反対する人々を説得する

ためにも OB の協力は不可欠であった。1920 年代半ばには、学生野球自治のなかで OB の

もつ力が選手以上に大きなものとなってきていたのである。 
 
第 4 節 監督と後援会の普及と学生野球の＜実業学校化＞ 
 

1.監督（ベンチコーチ）の普及 
 
明治期において、野球部に技術指導をするコーチは、野球部の OB か上級学校の野球部

員であることが一般的であった。ただ OB は仕事の合間や休日にしか指導をすることはで

きなかったし、上級学校の生徒による指導の多くも春や夏の長期休暇に行われていた。河

野安通志のように、明治末期に早大を卒業後に同校の講師となり、授業や校務の「傍ら野

球部をコーチする事」はあったが54、「暇のつくりうる先輩が、思い思いにグラウンドを訪

ねては後輩選手にノックを打ってやるのがせきの山だった」。「ベンチ・コーチなどの必要

を感じたときには、特に先輩を頼むこともあったが、それもきわめてまれであった」し、「部

員が多くなって、そろそろコーチの必要を感じたときには、費用の不足から、これを実現

することが困難であった」55。 
第 1 章で述べたとおり、「一高時代」にはすでに監督と呼ばれる立場の人物はいたものの、

野球部 OB が試合や遠征に付き添ったり、選手の活動の支援をしたりすることが主な役割

であった。明大野球部では、1910（明治 43）年に初代監督として佐竹官二が就任するが、

                                                  
51 慶応義塾体育会野球部史編纂委員会編前掲『慶応義塾野球部史』、147 頁。 
52 明治大学野球部前掲『大正十年三月起 リーグ戦協議録』、1925 年 4 月 15 日。 
53 飛田前掲『球道半世記』、213 頁。および、慶応義塾体育会野球部史編前掲『慶応義塾野

球部史』、149 頁。 
54 飛田編前掲『早稲田大学野球部五十年史』、103 頁。 
55 飛田穂洲『熱球三十年』1934 年、中央公論社、復刻版 1959 年、ベースボールマガジン

社、275 頁。 
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佐竹は学友会の職員として「学生を統率する責任者」として指名されたのであり、野球の

技術指導などは行わなかったことから、「現在の監督とは違う」ものであった56。 
しかし、明治末期から大正期初頭の早慶明のアメリカ遠征により、エンドランやバント

シフトなど、チーム全体で取り組む戦術が日本でも導入され、大会やリーグ戦で勝利する

ためには作戦の立案やチームを指揮・統制するコーチ（ベンチコーチ）の必要性が高まっ

ていった。創設当初の優勝大会では、「技術的にも頭脳的にも中学生独自の力をもって戦は

しめ」るという考えであったため、「競技者席に着席し得るものはユニフオームを着けたる

選手及び補欠と監督〔責任教員〕一名に限る」としていた。教員の中には野球に詳しく作

戦指導を行う者もいたようだが、それは少数だったようだ。 
それゆえ試合の際に「先輩諸君は各々のチームのベンチになるべく近い、又は も見や

すいスタンド」に座り、「選手の一挙一動に対してサインを与へる、サインでわからない時

には、選手がそこまで行つて教へを受けて来るといふこと」が見られるようになった。し

かも、「それは大会の熱が加はるにつれて多々益々盛に且つ露骨になり、各チームの補欠選

手の如きは、そのスタンド・コーチとベンチ又はフイールドにある選手との間を往復する

伝令に終始する」ようになった。そのため、1927（昭和 2）年の第 13 回大会から、「監督

教諭でなくとも、其学校が公に承認した人ならば、監督教諭の代理としてベンチに着席す

るを得る」と規則を改定し、コーチが試合の際にベンチ入りすることを容認した57。 
 東京六大学でも、1920（大正 9）年に稲門倶楽部が月給 50 円を支給して、飛田穂洲が早

大野球部の専任監督に就任すると、1923（大正 12）年に明大、1924 年に法大、1925 年に

慶大と東大、立大も 1929（昭和 4）年には監督をおくこととなった58。「どうも毎度 負〱け

てばかりいてもはじまらない。隙をねらって勝ってやらう」という立大野球部 OB の言葉

にも見られるように59、試合における勝利の追及が監督制普及の大きな要因であった。大会

の開催やリーグ戦の組織化に伴う試合数の増加や優勝制度の制定、野球人気の拡大と並行

して各校の野球部に技術指導や作戦の立案を行う監督（ベンチコーチ）が普及していくの

である。 
 

2.野球部後援会・OB 会の組織化 
 
明治後期から大正期にかけて、名門校・強豪校を中心に野球部の後援会や OB 会が続々

                                                  
56 明治大学野球部史編集委員会編『明治大学野球部史』1974 年、駿台倶楽部、2 頁。 
57 大道弘雄編前掲『全国中等学校野球大会史』、81－82 頁。 
58 明治大学野球部史編集委員会編前掲『明治大学野球部史』118 頁。法政大学野球部編『法

政大学野球部 90 年史』2005 年、法友野球倶楽部、20 頁。慶応義塾体育会野球部史編集委

員会編前掲『慶応義塾野球部史』、148 頁。都築俊三郎編『東京大学野球部史』1975 年、東

京大学野球部一誠寮内一誠会、11 頁。セントポールズ・ベースボール・クラブ編・発行『立

教大学野球部史』1981 年。 
59 太田清一郎「監督がほしい」、セントポールズ・ベースボール・クラブ編同上書、490 頁。 
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と結成されていく。管見の限りで 初のものは、1909（明治 42）年に野球部の「後援並に

先輩相互の親睦を図るを目的として」成立した早大の稲門倶楽部であった60。1911（明治

44）年には、慶大でも「野球部先輩諸氏の校友機関として」三田倶楽部が発足する61。これ

らの組織も、発足当初は野球部 OB の親睦組織としての役割が強かったようだ。 
稲門倶楽部がその役割を大きく変化させるきっかけとなったのは、飛田の監督就任であ

った。部員の増加や定期的な試合の実施を要因として、専任監督の必要性が認識されるよ

うになった際、 大の問題となったのは監督の手当であった。飛田の回想によると、1910
年代半ばから後半ごろの早大野球部の 1 年間の部費がはおよそ 1000 円たらずであり、その

金額で部の活動費に加えて監督の手当まで支給することは極めて困難であった。そのため

稲門倶楽部が、会員から会費を徴収して監督の手当の一部に充てることを決定する。稲門

倶楽部の補助によって、飛田に月給を支払うことが可能となったが、飛田が勤務していた

読売新聞の給与の 3 分の 2 にすぎなかった62。それはともかく、OB 会の経済的な援助によ

り、大学野球部に専任監督を設置することが可能となったのである。 
一方、中等野球でも大正期に後援会や OB 会の組織化がすすめられていったようだ。香

川県の高松商業の事例を見てみよう。1915（大正 4）年ごろ、「高松中学には、大学・高等

学校の先輩が多」く、「夏休みなどに先輩が母校へ帰って来て、いろいろコーチしてくれ」

ていたのに対して「高松商業にはそういう先輩がいな」かったため、野球のコーチをうけ

ることができなかった。そればかりか、優勝大会の四国予選の決勝戦で、審判を務めた高

松中 OB が「非常なえこひいき」をしたため、試合を「棄権して、野球部員は応援団の連

中に囲まれて学校へ帰ってきて校庭で、全員が声を出して泣いていた」。それを見た高松商

業 OB で材木問屋の経営者だった人物が、「少少不公平されても、ほんとに強くなったら勝

てるんだ。そのためにはどうしたらいいか、自分は援助を惜しまない」と申し出たという。

この人物が中心となって高松商野球部を後援する体制が整えられ、野球の用具を購入した

り、慶大を中心にコーチを招聘したりしたという63。その結果、高松商業は戦前だけで優勝

大会 6 回、選抜大会 9 回に出場し、1924（大正 13）年の第 1 回選抜大会や 1925（大正 14）
年の優勝大会に初出場で優勝をはたすなど、全国屈指の強豪へと成長していった。 
大阪府の市岡中でも 1923（大正 12）年 1 月に、「市岡中学出身の大学選手等は母校野球

部近年の不振を慨し今夏の大活躍を期し其充実を計らん
マ マ

と」して、「市岡倶楽部を設立して

後援の実を挙ぐ」こととなった。その際、「野球部基金の募集の為」同校の野球部 OB が「強

                                                  
60 飛田編前掲『早稲田大学野球部五十年史』、91 頁。 
61 慶応義塾大学野球部史編纂委員会編前掲『慶応義塾大学野球部史』、57 頁。 
62 飛田前掲『熱球三十年』、276－280 頁。 
63 水原茂『私の歩んだ野球生活』1962 年、全国書房、32－33 頁。同書にはいつのことか

記載されていないが、朝日新聞社編前掲『全国高等学校野球大会 70 年史』、45、49 頁、に

よると、1915 年の第 1 回優勝大会四国予選で、高松商業（当時の校名は香川商業）は高松

中との決勝戦を棄権し、翌 16 年の第 2 回優勝大会四国予選では、決勝で高松中を 11 対 1
で下していることから、このころのことと推定した。ただし、同書では高松商業の棄権の

理由は「投手疲労」としている。 
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チームを物色して随時野球試合を挙行することとなった」64。中等学校の野球部を資金的に

援助するために、野球部 OB である大学野球選手らが近隣の学校やクラブチームと試合を

行い、その入場料収益を母校に寄付するようになったのである。 
こうして中等学校野球部の後援会は全国各地で結成されることとなった。1931（昭和 6）

年の文部省の調査によると、回答した中等学校 715 校中、「後援寄付金」を受けているのが

ちょうど半数にあたる 357 校で、寄付金の合計が 97,473.14 円であった。1 校あたりの平均

額は 273 円となるが、これを全国大会（優勝大会と選抜大会）出場経験のある 87 校に限る

と、後援寄付金の平均額は 456 円となり、全体の平均額の約 1.6 倍となる。校友会費から

支出される費用も含めた野球部の予算全体でみると、全国大会出場経験校の平均が 1,316
円なのに対し、全国大会未経験校では 497円であり、両者の差は約 2.6倍にまで拡大する65。

全国大会に出場するような強豪校では、学校と後援会から多額の経済的な援助を受けるこ

とが可能となっており、それをもとに部の活動が行われるようになっていた。監督普及の

背景にも、こうした後援会や OB 会の組織化とそこからの援助があるように思われる。 
 

 3.実業学校から私立大学への進学 
 
 後援会や OB 会などの組織の果たす役割は、監督の普及だけにとどまらない。大正期を

通じて中高等教育が拡大したとはいえ、家庭の経済力の問題でそれを受けることができな

いもの数多く存在した。しかし、野球の技能にすぐれた選手は、後援会や OB 会等の経済

的な支援のもとに進学することも可能となっていったのである。 
 1901（明治 34）年に広島県で生まれた浜崎真二は、1916（大正 5）年に広島商業の野球

部員として優勝大会の本大会に出場したが、翌年、学校から無期停学の処分を受けて、同

校を退学した。さらに、実家の米穀商が 1918（大正 7）年の米騒動によって大きな被害を

受けることとなった。そんな矢先に、友人から「神戸商業は大半の選手が来年卒業する。

だから神戸商業へこんか」という手紙を受け取った。浜崎は神戸商を受験して合格となり、

同校野球部の選手として 1922（大正 11）年の優勝大会に出場をはたした。そうした活躍が

認められて、1923（大正 12）年に浜崎は慶大に進学し野球部員となった。浜崎の家は米騒

動により「滅茶苦茶になった」ものの、「神戸商業時代は、野球部関係の先輩が面倒を見て

くれ」、「慶応ヘ進んでからは三田倶楽部が世話をしてくれた」ため、「親からは一文も仕送

りをしてもら」わずにすんだという66。 
 1909（明治 42）年、高松市に生まれた水原茂は、1 歳年上で近所に住んでいた宮武三郎

とともに、幼少の頃から野球の技術に秀で、小学生のころから全国大会に出場していた。

                                                  
64 市岡野球倶楽部編・発行前掲『青春の三本線―市岡野球部八十年史（上）―』、115－116
頁。 
65 『本邦中等学校ノ野球部ニ関スル調査』1933 年、文部大臣官房体育課。 
66 浜崎真二『球界彦左自伝』1978 年、恒文社、9－19 頁。 
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1923（大正 12）年、水原は高松商に入学して野球部員となるが、彼が 2 年生のとき「野球

部強化の為好選手を入学させようということから、宮武とその両親を説きふせて彼を工芸

学校から高松商へ転校させた」。彼らの活躍もあって、同校は 1924（大正 13）年の選抜大

会や 1925（大正 14）年の優勝大会で全国優勝を成し遂げた。上述したように、高松商は慶

大の野球部からしばしばコーチを招聘していたため、1927（昭和 2）年に宮武が、翌年に

は水原他 2 名が慶大に進学した67。 
 このように OB 会や後援会が人的・経済的に支援することで、休暇中に上級学校野球部

員によるコーチを受けたり、大会で発見した有力選手を学校に入学させて野球部員に加え

たりすることが可能となった。OB 会や後援会の組織化により、野球部は実力を強化するた

めの手段を得たのであり、選手にとっては野球をつうじた上級学校への進学ルートが形成

されることとなったのである。 
 

 4.中等野球の＜実業学校化＞ 
 
大正期における中等学校の量的拡大に伴い中等学校の野球部も増加していく。1917（大

正 6）年 3 月に『野球界』が行った調査によると、この時点で全国の中学校 206 校、師範

学校 30 校、実業学校 31 校に野球部があったようだ。これを全国それぞれの学校数に占め

る割合から換算すると、中学校の 62.6％、師範学校の 32.2％、（甲種・乙種）実業学校の

5.3％にあたる。また、中等学校野球部数にしめる学校別の割合になると、中学校が 77.2％、

師範学校が 11.2％、実業学校が 11.6％となる68。 
 
1917 年の中等学校野球部数に占める学校別割合 

 
出典：「野球部の存在せる全国各学校一覧表」、『野球界』7 巻 5 号、1917 年 4 月、102－105
頁、より作成。 
 
横浜商や水戸商など明治期に野球部が創設される実業学校もあったものの、大正中期の

                                                  
67 水原前掲『私の歩んだ野球生活』、28－45 頁。 
68 「野球部の存在せる全国各学校一覧表」、『野球界』7 巻 5 号、1917 年 4 月、102－105
頁。調査は 1917 年 3 月。 
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時点では学校数に比して野球部をもつ実業学校は少なかった。校庭や校舎などの設備が貧

弱なために「セッチン学校」と言われたり69、「庭球コート一面と他に僅かな空き地」程度

の運動場しかなかったため校庭での野球が禁止されたりするなど70、生徒の出身階層の問題

に加え、中学校に比して実業学校の設備が貧弱だったことも野球部の普及が遅れた一因と

思われる。優勝大会に出場する学校も 80％以上を中学校が占め、大正中期の時点において

は、量的にも質的にも中等野球は中学校中心の世界であった。 
しかし、大正期以降の実業学校の量的拡大や野球の大衆化を背景にして、多くの実業学

校で野球部が創設され、優勝大会にも参加していくようになっていく。以下の表にみられ

るとおり、優勝大会創始当初は予選を含めた全参加校のなかで、中学校が 7 割以上を占め

ていたのだが、その割合が次第に減少していき、1930 年代に入るとおよそ 50％強にまで低

下する。それに対し実業学校の割合は増加の一途をたどり、第 1 回大会の 17％から 1930
年代中ごろには 40％以上を占めるまでに至る。 
 
優勝大会予選参加校の学校別割合 

  1 回（1915） 6 回（1920） 11 回（1925） 16 回（1930） 21 回（1935) 26 回（1940）

官公立中学校 49.3% 50.0% 49.3% 47.3% 44.9% 41.5% 
私立中学校 23.3% 19.2% 12.1% 11.0% 12.1% 10.7% 

官公立実業学校 13.7% 17.3% 23.4% 27.3% 30.7% 35.7% 
私立実業学校 4.1% 3.2% 5.5% 5.6% 7.2% 9.2% 
師範学校 0.8% 1.7% 2.9% 4.1% 2.9% 1.0% 
その他 0.0% 0.6% 0.7% 1.4% 0.8% 1.3% 

出典：朝日新聞社編前掲『全国高等学校野球大会 70 年史』、42－225 頁。および、文部省

普通学務局編『全国中学校ニ関スル調査』1929－30 年、復刻版 1988 年、大空社。および、

文部省実業学務局編『全国実業学校ニ関スル調査』、1930－33 年、復刻版 1989 年、大空社。

より作成。その他学校設置者等については、各学校ホームページ等も参照。 
 
 変化は実業学校の量的拡大のみにとどまらない。以下のグラフは、全国大会出場校に占

める実業学校の割合の推移である。1910 年代には 10－20％程度しか全国大会に出場できる

実業学校は存在しなかったが、20 年代半ごろには頻繁に 40％を超え、30 年代半ばには多

くの年で 50％超、そして 1940（昭和 15）年には 71.8％（39 校中 28 校）を記録すること

となる。 
 

                                                  
69 都商同窓会記念事業委員会編『宮崎県立都城商業高等学校創立七十周年記念誌』1974 年、

都商同窓会、30 頁。 
70 記念誌編集委員会編『静岡県立静岡商業高等学校記念誌』1962 年、静岡県立静岡商業高

等学校、37、40 頁。 
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全国大会出場校に占める実業学校の割合 

 

出典：朝日新聞社編前掲『全国高等学校野球大会 70 年史』、33 頁。および、毎日新聞社編

前掲『選抜高等学校野球大会 50 年史』、519 頁、より作成。 
 
 こうした傾向は、全国大会の輩出率からも確認できる。輩出率とは、学校種別ごとの全

国大会出場校の割合を、優勝大会の予選参加校の割合で割って算出する。もし、ある種別

の学校の予選参加校の割合が 40％で、全国大会出場校も 40％であるならば、排出率は 1 と

なる。1 よりも大きければその種別の学校は全国大会に出場しやすく、1 を下回れば全国大

会に出場しにくいということになる。これを 5 年ごとに算出したのが以下の表である。私

立中学や私立実業学校がほとんどの年で 1 を超えているが、両者を比較すると実業学校が

より全国大会に出場しやすかったことみてとれる。 
 
学校種別全国大会輩出率 

  1 回（1915） 6 回（1920） 11 回（1925） 16 回（1930） 21 回（1935) 26 回（1940）

官公立中学校 1.6 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4 
私立中学校 0.0 1.7 1.1 1.9 1.3 1.0 

官公立実業学校 0.7 0.8 1.8 1.4 1.3 1.4 
私立実業学校 2.4 4.2 0.6 1.0 2.6 2.2 
師範学校 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

出典：朝日新聞社編前掲『全国高等学校野球大会 70 年史』、42－225 頁、より作成。 
 
さらに注目すべきは、学歴社会では正系に位置する官公立中学校の衰退である。1915（大

正 4）年の第 1 回大会から次第に輩出率を減らしていき、1940（昭和 15）年には 0.4 にま

で低下している。1939・40（昭和 14・15）年に優勝大会を連覇した和歌山の海草中など、

1930 年代以降においても官公立で野球の名門校といえる中学校は存在した。ただ、そうし
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た事例はむしろ例外で、官公立中学校が全国大会に進出するのは次第に困難になっていっ

たのである。官公立中学校とは対照的に、官公立実業学校は着実に全国大会に出場する割

合を増加させていき、1925（大正 14）年以降はすべて 1 を超えている。中等野球の世界に

おいて、参加校数が増加するのみならず、実力の点においても実業学校が中学校を圧倒す

るようになっていったのである。中等野球の世界が中学校中心から実業学校中心へとなっ

ていくことを、本稿では中等野球の＜実業学校化＞という。 
 中等野球の＜実業学校化＞を支えたのは、実業学校の選手たちがもつ野球を通じての上

昇志向ともいうべき心性が働いていたであろうことは容易に想像できる。前述の浜崎真二

は、親元を離れて神戸に行くことが決まった時、次のように考えたという。 
 

親孝行をするにはどうしたらいいか。 
  そのとき、何も親に物だとか、金だとかをやるばかりが親孝行じゃあるまい。金を与

え、いい着物着せて
マ マ

やろうと思っても、金持ちの子供じゃないからそれはできない。こ

こで一人前の選手になって、とにかく天下に名前を挙げてやろう。 
  神戸商業へいったとき、これだけは自分で意識した。これが親に対して、ぼくがなし

得る親孝行じゃないかと思ったのだ。たまたま、神戸へ行くと、パッと名が出て、〔大正〕

十一年に朝日新聞の大会に出たときには親父が見にきた。 
  だから、まあ名をあげた、ということはやったわけだ。71 
 
 浜崎は、野球の技能によって進学することをめざしていたわけではない。また、実業学

校生という自分の立場もふまえてであろうが、親に「金」や「いい着物」を与えることも

できない、とも思っていた。ただ、メディア・イベントとしての中等野球大会に選手とし

て出場することは、「名をあげる」ことであり、それが「親孝行」にもなるという意識も生

まれてきていた。経済的には恵まれない環境にいる選手たちの名誉欲を喚起する装置とし

て中等野球大会は機能し、そこで活躍して知名度をあげることは選手たちが想像もしてい

なかったような上級学校への進学をも可能にしたのである。 
 

 5.大学野球部の＜実業学校化＞ 
 
 中等野球の＜実業学校化＞の影響は、中等野球の枠内に収まるものではなかった。以下

のグラフは、早大・慶大・同志社大・関西大の 4 大学野球部のそれぞれの年の新入部員に

占める実業学校出身者の割合の推移である。1910 年代には、新入部員のなかで実業学校出

身者は、およそ 10％程度で推移しており、1918（大正 7）年と 20（大正 9）年にはひとり

もいなかった。しかし、20 年代に入るとその割合が次第に増加していき、多い年では 30％
を超えるようになる。1929・30（昭和 4・5）年は大幅に低下するものの、それ以後はつね

                                                  
71 浜崎前掲『球界彦左自伝』、20－21 頁。 
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に新入部員の 20－40％程度が実業学校出身者で占められるようになる。1924（大正 13）
年の文部省告示により、実業学校の卒業生が専検を受験しなくても自動的に私立大学の専

門部に進学することが可能となったことが大きく影響しているように思われる。 
 
4 大学野球部新入部員に占める実業学校出身者割合 

 

出典：飛田編前掲『早稲田大学野球部五十年史』。慶応義塾体育会野球部史編纂委員会編前

掲『慶応義塾野球部史』。『同志社大学野球部史 前編』1993 年。『関西大学野球部史』2005
年、より作成。 
 
東京六大学野球連盟野球部における実業学校出身者 
年度 早稲田 慶應 法政 立教 明治 合計 
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1933 29 17 24 13 26 9 26 8 28 14 133 61 45.9% 

1934 27 15 23 11 31 8 27 8 26 17 134 59 44.0% 

1935 30 15 24 11 31 9 28 11 25 16 138 62 44.9% 

1936 61 18 46 18 40 20 43 13 30 19 220 88 40.0% 

1937 42 13 33 11 34 23 37 14 25 13 171 74 43.3% 

1938 33 12 27 16 27 16 27 9 27 15 141 68 48.2% 

1939 33 11 23 12 27 14 24 8 24 16 131 61 46.6% 

1940 42 11 23 10 27 14 22 5 31 23 145 63 43.4% 

1941 38 15 31 12 29 13 23 7 31 19 152 66 43.4% 

出典：『野球界』付録『六大学選手写真名鑑』各年次より作成。東大は出身高等学校のみ記

載されているため、出身の中等学校は不明である。 
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こうした傾向の結果、1930 年代の東京六大学野球では実業学校出身者の占める割合が大

きなものとなっていた。上の表は、1933（昭和 8）年から 41（昭和 16）年までの東大を除

く 5 大学の野球部に占める実業学校出身部員の割合である。1930 年代には、東京六大学野

球は名実ともに日本一の野球リーグとして高い人気を誇ることとなるのだが、そこに属す

る選手の 40％以上が実業学校の出身者であった。天野郁夫の研究によると、1930（昭和 5）
年の私立大学予科入学者に占める中学校卒業者の割合は 85.1％、私立大学専門部は 70.6％、

1935（昭和 10）年では私大予科が 84.8％、私大専門部は 68.0％であった72。野球部員に占

める予科・大学部と専門部の割合は不明だが、野球部員に占める実業学校出身者の割合は、

私立大学の学生の平均と比較して多かったことは間違いない。 
上述したように、優秀な中等学校の野球選手は、後援会などが進学や生活に必要な資金

等を援助するようになっていた。こうしたことは、おそらく慶大以外の私立大学野球部で

も行われていたであろうことが、上の表のから推測される。1930 年代には、中等野球で優

秀な選手は、家庭の経済力に関係なく、私立大学へ進学することが可能となったのである。 
  
第 5 節 野球による就職の形成 
 

 1.プロ野球の成立と選手の学歴 
 
 大正期の中ごろから、中高等教育機関を卒業した野球選手・スポーツ選手の就職に関し

手大きく二つの動向が明確になっていく。ひとつは自らの野球の技能を生かして職を得る

というものであり、就職後も競技を継続するというもの。もうひとつは、競技よりも仕事

中心の生活とはなるものの、それまでの競技成績で得た知名度やスポーツ選手としての体

力や人格を評価されて就職口を見つける、というものである。 
 先に現れたのは前者であり、その嚆矢となったのは大毎が自社の宣伝の一環として創設

したセミ・プロチーム、大毎野球団であった。大毎野球団は、早大野球部 OB で同社記者

であった西尾守一を中心に組織され、高等教育機関の野球部や各地のクラブチームなどと

対戦して、1920（大正 9）年からの 6 年間で通算 303 勝 88 敗 8 引分、勝率.775 という成

績を誇った。同球団に所属した選手のうち 18 名の出身校が判明しているが、そのなかで高

等教育未経験者はわずか 1 名にすぎない。残り 17 名は、早大１、慶大 10、明大 6 と私立

大学の強豪 3 校出身の選手が中心となっていたことがわかる73。 
 1921（大正 10）年には奇術師・松旭斎天勝一座が「各地の興業先でその宣伝と人気を高

めるため」プロ野球チーム、天勝野球団を結成した。このチームも有名な大学選手を多く

集め、これまで判明している選手 13 名のうち、11 名までが東京六大学の私立 4 校の野球部

                                                  
72 天野郁夫『近代日本高等教育研究』1989 年、玉川大学出版部、296 頁。 
73 社史編纂委員会編『毎日新聞七十年史』1952 年、毎日新聞社、532－533 頁。および、

菊前掲『「近代プロ・スポーツ」の歴史社会学』、143－144 頁。 
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員であった。第一次大戦後の不況によって大学生の就職難がひろがるなかで、大学野球選

手を「高給で誘った」ことでこうした選手たちが集まったという74。天勝野球団が、関東大

震災をきっかけに活動を停止したのち、大毎野球団へと移っていく選手もいた。 
 1921（大正 10）年には、河野安通志・橋戸信・押川清など早大野球部 OB を中心にして

日本 初の本格的プロ野球チーム、合資会社日本運動協会（本拠地が芝浦球場であったた

め、芝浦協会と呼ばれる。以下、芝浦協会）も結成される。芝浦協会は、朝日新聞等に「十

八歳より三十歳迄」で「中等教育を受けたるもの」から「健康、人格、技倆の三点を吟味

詮衡の上」採用する旨を記した広告を出し、選手を募集した。早大だけでなく、慶大や一

高出身の野球選手・スポーツ選手 32 人から資本金 8 万 5 千円を集めたが、約 200 人の応募

者に大学出身者は 1 人もおらず、選抜された第 1 期メンバー14 人のなかで、高等教育卒業

生は東京物理学校卒業の 1 名のみであった。その他は、中学校卒業 5、同中退 2、実業学校

卒業１、同中退 2、実業補習学校卒業 1、不明 2 であった。結成当初には早大との試合で敗

れるなど技術的には未熟で、見習い選手の手当てが 15 円、本選手の初任給が 50－100 円で

「漸次成績により増給」という待遇も大卒選手が応募しなかった要因であろう75。芝浦協会

も、関東大震災で大きな被害を受けて一時解散を余儀なくさせられ、のちに小林一三の資

金援助を受けて宝塚に本拠地を移転した。しかし、相手チームの不足や経営上の問題から、

大毎野球団とともに 1929（昭和 4）年に解散した76。 
 しかし、1930 年代初頭からの「野球狂時代」が到来し、東京六大学を中心とした野球人

気は爆発的に高まっていった。1934（昭和 9）年、読売新聞社がアメリカ大リーグの選抜

チームを招聘し、これを契機にして 1936（昭和 11）年に日本職業野球連盟が結成され、プ

ロ野球のリーグ戦が開始された。戦前の日本職業野球連盟には、新聞社や鉄道会社を母体

として 9 チームが結成され、 初の 5 年間で 388 人がプロ野球選手となった。以下の表は、

その学歴を調査して分類したものである。 
まず中等教育から見てみよう。中等野球の＜実業学校化＞を背景にして、官公立実業卒

が も多い 33％を占め、次いで官公立中卒、私立中卒、私立実業卒、と続く。中学校と実

業学校を合計して比較すると、前者が 44％、後者が 49％となり、実業学校出身者が多数派

となっている。 
高等教育歴でみると、私立大卒が圧倒的に多く、それに私立大中退が続く。両者を合わ

せると全体の 36％にのぼり、高等教育経験者の約 9 割にもなる。逆に、官公立大学の経験

者は 1 人もいない。官公立大学の入試の難度が高かったことが関係しているように思われ

る。私立大学に入学した者の中等教育経験をみると、中学校卒業者が 66 名と多数派を占め

                                                  
74 菊同上書、140－141 頁。および、佐藤光房『もうひとつのプロ野球 山本栄一郎の数奇

な生涯』1986 年、朝日新聞社、78－81 頁。 
75 佐藤同上書、16－22、32－33、52－61 頁。ちなみに、週刊朝日編前掲『続値段の明治

大正昭和風俗史』、159 頁、によると、このころの高等文官試験に合格した官僚の初任給は

70 円であった。 
76 佐藤前掲『もうひとつのプロ野球 山本栄一郎の数奇な生涯』、143 頁。 
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るが、実業学校卒も 56 名にのぼる。実業学校卒業者 180 名の中で 65 名、36％の者が私立

大学に進学しており、実業学校の野球部にいた技能の高い選手は、私立大学に多く進学し

ていたことが見て取れる。そうしたことが可能な背景として、前述した後援会の資金援助

や学校からの特待生待遇による勧誘があったものと思われる。 
また、全体として、プロ野球選手のなかで中等教育の経験がないものはわずか 2 名、0.5％

しかおらず、高等教育経験者が 39％もいることは注目に値する。中高等教育が拡大したと

はいえ、1930 年代における中等学校進学率は同年齢の 30－40％程度、高等教育は 10％に

届かなかった。中高等教育を経験することは、それだけで比較的高学歴に位置づけられる

のであるが、その経験のないプロ野球選手は極めて少数であった。 
 
 1936－40 年に在籍したプロ野球選手の学歴 

  
高      等     教     育 総計 

経験な

し 
私立大

卒 
官公立

専門卒 
私立 
専門卒 

私立大

中退 
私立専

門中退 
  

中 
等 
教 
育 

経験 
なし 

2 

（0.5%）      

2 

(0.5%)

官公立中卒 
58 

(14.9%) 

39 

(10.1%) 

1 

(0.3%) 

1 

(0.3%) 

5 

(1.3%) 

1 

(0.3%) 

105 

(27.1%)

私立中卒 
32 

(8.2%) 

27 

(7.0%)  

3 

(0.8%) 

4 

(1.0%)  

66 

(17.0%)

官公立実業

卒 
89 

(22.9%) 

33 

(8.5%)  

1 

(0.3%) 

6 

(1.5%)  

129 

(33.2%)

私立実業 
卒 

34 

(8.8%) 

23 

(5.9%)   

3 

(0.8%) 

1 

(0.3%) 

61 

(15.7%)

官公立中 
中退 

1 

(0.3%)      

1 

(0.3%)

私立中 
中退        

官公立実業

中退 
2 

(0.5%)      

2 

(0.5%)

私立実業中

退 
1 

(0.3%)      

1 

(0.3%)

不明・その

他 
21 

(5.4%)      

21 

(5.4%)

総

計 
  

240 

(61.9%) 

122 

(31.4%) 

1 

(0.3%) 

5 

(1.3%) 

18 

(4.6%) 

2 

(0.5%) 

388 

(100%)
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出典：森岡浩編『CD プロ野球人名事典 2001』2001 年、日外アソシエーツ、より作成。私

立大には専門部在籍者も含む。 
  

 2.実業団野球の成立と野球選手の就職 
 
 日本の企業のなかでスポーツに対する関心が高まっていったのは第一次大戦前後のこと

であった。社会主義イデオロギーの普及や、戦後不況、米騒動の原因ともなった物価の高

騰などを背景として、各地でストライキ等の労働争議が頻発したが、その際に労働者運動

会が催され、野球・水泳・相撲・登山なども行われた。労働者のスポーツに対する関心が

高まる一方で、経営者側も労働争議の抑制、労働者の娯楽や健康増進、上司と部下の友好

関係の構築など、福利厚生と労務管理を目的として、社内や会社の近郊にスポーツ施設を

建設したり、職場や地域ごとの同好会チームの支援、大会の開催などを行うようになって

いった。そうした企業の野球チーム同士での対抗試合も行われるようになり、1915（大正 4）
年の満州野球大会をかわきりに、1917（大正 6）年から全関東対全関西対抗戦、1918・19
（大正 7・8）年には全国実業団大会、1921（大正 10）年第 1 回全国鉄野球大会などが行

われるようになっていった77。 
 一方、大卒の新規学卒就職が慣例となっていくなかで、大卒社員は将来、経営者となる

ことを約束された少数のトップ・エリートではなく、数多くいるホワイトカラー労働者と

なっていった。そのため、業種によっては「自然そのものに十分打ち勝つだけの体格の所

有者」（日本綿花）を求める企業も現れるようになっていた78。 
スポーツ人気の拡大や体力重視の採用方針の企業の登場、スポーツ選手のイメージの好

転などがあいまって、1923（大正 12）年ごろからスポーツ選手を積極的に採用する企業が

現れるようになってくる。慶大を卒業して大日本精糖などの社長を務め、当時東京商業会

議所の会頭で貴族院議員でもあった藤山雷太は、「青年が世に処し将来立身出世する上に於

て も必要なもの」の「第一は健康の身体を有つと云ふこと」、「第二は、快活なる精神の

持ち主」、「第三は永年努力の継続」、「第四は高潔なる人格」としつつ、前二者における運

動の効用を高く評価した。いわく、「日本に於ては戸外の運動、心身の鍛錬の為の運動は、

一種の遊戯と観られ」「恰も無益の遊興の為に空費せられつヽあるが如き誤解」を受けてい

る。しかし、「心身の鍛練は将来の大なる発展と、成功とを期する上に於ける も緊要なる

一大レツスンであ」り、「戸内に閉居し、終日読書三昧に耽つて居る人は、兎角陰鬱になり

易く、戸外運動を盛んにやつて居る人は、精神が爽快になり、自然に快活の人となる」と。

さらに藤山は、日本の教育における「詰め込み主義」「学問智識のみの注入」を批判し、「大

                                                  
77 中沢不二雄監修『球界―八十年の歩み―』1956 年、日刊スポーツ新聞社、26 頁。および、

高津前掲『日本近代スポーツ史の底流』、43－46 頁。および、澤野雅彦『企業スポーツの栄

光と挫折』2005 年、青弓社、54－75 頁。 
78 尾崎盛光『日本就職史』1967 年、文芸春秋、161 頁。 
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いに徳育を奨励」して「卓越せる人格の人を多く養成」することを提唱したのである79。 
財界の大物の認識と同調するかのように、三菱財閥の一角を形成する日本郵船の採用担

当者は、より積極的に以下のように述べたという。 
 
  数年前までは、運動家といえば学校の鼻つまみ者か、餓鬼大将視されていたが、近頃

では学生も学校も運動に対する理解もあり、また運動技術の習得中に知らず知らず多数

の人物観や処世術を養うなどの利益もあって、卒業頃には思わぬ修養を積んでいる、と

いう関係があると信ずる。したがって、学生時代運動家であったという経歴のあるもの
マ マ

は、

いかにも応対が円滑にいきそうに感じられる。その上、運動家の多くは体格ももちろん

優秀で、会社としては見逃すことのできぬ採用条件80 
 
もちろん、こうした評価を得られるものは東大や東京商大などの官立大学ないしは早慶

等の名門私立大学を出ていることが前提であって、知識や学力を軽視しているとは言い難

い。しかし、人物評価を重視した採用が広がるなかで、スポーツ選手は体力があるだけで

なく、「修養を積ん」だ人格の持ち主として高く評価されるようになっていったのである。 
その結果、1924（大正 13）年 3 月に大学を卒業するスポーツ選手たちの就職状況は以下

のようなものであった。極東大会の庭球日本代表になった神戸高商の庭球部員は、「各会社

からの引張凧の中」「三井物産の本店詰め」に81、同志社大のラグビー部の主将は「近代人

の明るさと温かさをそなえた青年紳士」と評され「方々の会社から招かれ」た82。早大野球

部の正捕手は、「優等の成績をつゞけてゐるのと、ベース・ボール
マ マ

が幸いして卒業前から、

名古屋銀行、中島鉱業、大洋倶楽部等から引張凧となつてゐたが」「先輩の多い東京電気」

に就職を決めた83、等々。 
その後もこうした傾向がやむことはなく、早大在学中に三段跳びの選手としてアムステ

ルダム五輪に出場し、日本人 初の五輪金メダリストとなった織田幹雄は、1931（昭和 6）
年の卒業に際して大朝・大毎・読売の 3 社から勧誘を受け、大朝に就職する84。同年「慶応

大学の名投手といふよりは日本の名投手」宮武三郎は、大卒初任給の平均の 3－４倍にもあ

たる月給 300 円という高給で日本蓄音機に就職した85。トップ・アスリートを筆頭にして、

スポーツ選手が大企業に続々就職していくようになったのである。大恐慌によって新卒労

                                                  
79 藤山雷太「こういう青年は必ず出世する」、『実業之日本』26 巻 6 号、1923 年 3 月 15 日

号、11－13 頁。 
80 尾崎前掲『日本就職史』、140 頁。 
81 「学窓を出る大選手物語（2）」、『大阪毎日新聞』1924 年 3 月 15 日。 
82 「学窓を出る大選手物語（9）」、同上紙 1924 年 3 月 24 日。 
83 「学窓を出る大選手物語（10）」、同上紙 1924 年 3 月 25 日。 
84 織田幹雄『わが陸上人生』1977 年、新日本出版社、復刻版 1997 年、日本図書センター、

122－125 頁。 
85 野口源三郎「スポーツを明朗へ戻せ」、大日本体育学会編『体育と競技』10 巻 3 号、1931
年 3 月、目黒書店、復刻版 1984 年、第一書房、9 頁。 
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働市場が冷え込んでいた当時、こうしたスポーツ選手の就職状況は極めて目立つもので、

かつて「ゴミ」であった「スポーツは米の飯になつた」とまで評されるのである86。 
さらに企業によるスポーツ支援や企業のスポーツチームが広がったことを受けて、1927

（昭和 2）年に東京日日新聞社が「全国各地の社会人チームが“実力日本一”を争」うことを

銘打った都市対抗野球大会を創設した。第 1 回大会は、朝鮮・満州も含めて各地から 12 チ

ームが招待され、第 2 回からは各地の予選大会優勝チームを集めて行われた。第 1 回大会

に優勝した大連満鉄倶楽部は、メンバー17 名のうち 11 名が大学出身者で、京都大学出身の

1 名を除く 10 名全員が東京六大学に属する私立大学出身、中等学校出身の選手は全員が戦

前に全国大会に出場経験をもつ学校の出身者であった。1938・39（昭和 13・14）年の大会

を連覇した東京クラブの選手の多くは藤倉電線という企業に属していたが、やはり東京六

大学と中等野球の強豪校出身の選手が多くを占めていたようだ87。 
 こうして 1938（昭和 13）年には、「野球をやると何かよい事があるか」との問い対して、

「体はよくならう、動作は敏捷になるであらう」に加え「就職には都合がよいかも知れぬ」

88、とか「運動してゐれば、卒業後の就職は保証される」というような認識が形成されるこ

ととなったのである89。 
 学生野球のメディア・イベント化、高等教育の拡大のなかでの私立大学による有力選手

の勧誘、新規学卒採用慣行の定着と人物重視の採用といった教育とスポーツをめぐる社会

環境の変化のなかで、学生時代に野球をすることやそこで勝利することの意味が大きく転

換していった。全国大会・リーグ戦で優勝したり活躍したりすることは、学校や地域の名

誉・威信を誇示するというだけでなく、野球の技能やマスメディアの報道で得た知名度を

いかして、選手たちが進学・就職することを可能にしたのである。もちろん、選手のなか

で進学・就職できるものはごく少数の者に限られていたが、マスメディアの報道は野球を

通じた進学や就職のルートの存在を可視化させ、学歴社会で相対的に低位に位置する実業

学校や、貧しい家庭出身の選手たちの勝利への欲求を過熱することになったのである。 
 ただ、こうして熱心に野球に取り組む学生や生徒にとって、学校での学業と野球の両立

はあいかわらず困難なものであった。広島県の私立広陵中学は 1935（昭和 10）年までに優

勝大会 4 回、選抜大会 6 回の出場を誇る強豪校であり、東京六大学や草創期のプロ野球に

も多くの選手を輩出していた。しかし 1936（昭和 11）年に校長が交代すると、新校長はそ

れまでの方針を一変して、学業重視の姿勢を打ち出した。新校長はイギリスのケンブリッ

ジ大学の生徒が学業に取り組む姿勢に感銘を受け、「今後本校生徒もそれに倣って平均七十

                                                  
86 高田保「買はれた（又は、飼はれた）スポーツ―昔も今も変わらぬ話―」、『改造』13 巻 4
号、1931 年 4 月、改造社、154 頁。 
87 『都市対抗野球大会四十年史』1969 年、日本社会人野球協会・毎日新聞社、3－7、39
頁。 
88 林弘編前掲『時習館野球部史―健児が腕に力あり―』、237 頁。原文は 1938 年 3 月。 
89 高津前掲『日本近代スポーツ史の底流』、290 頁。筆者は東京商大ホッケー部員、八藤雄

一。 
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点以上の者でないと選手として対外試合に出場することを認めないと宣言」したのである。

しかし、「野球部を見渡して適
マ マ

格者は僅かで、チームの編成は出来ず」、結局この年は大会

への出場を「断念せざるを得な」くなってしまった90。そればかりか、この校長の在職中は

野球部が全国大会に出場することはできず、1958（昭和 33）年の選抜大会に出場するまで

20 年以上も甲子園から遠ざかることとなった。野球を通じた進学や就職のルートが整備さ

れたことにより、野球選手は自らの将来を野球に託すのか、それとも学業を継続するのか、

そうした難問が立ち現われてきていたのである。 
 

 3.飛田穂洲の学生野球論 
 

1925（大正 14）年 12 月、早大野球部は東京六大学リーグで優勝を果たし、来日したシ

カゴ大学にも勝利した。これをきっかけに飛田は監督を辞任して朝日新聞の嘱託となり、

新聞や雑誌に野球試合の評論や野球の技術書等の執筆活動に専念するようになる。本節で

はこのころの飛田の学生野球論を見ていくことにする。 
飛田は、1927（昭和 2）年から翌年にかけて実業之日本社から『ベースボール』と題し

た野球の技術書を「攻撃編」「内野編」「外野及び練習編」の 3 巻に分けて刊行する。「外野

及び練習編」の第 4 章は「理論と精神」と題して、精神主義的な野球論を展開している91。 
飛田は、「先づ各野球部が主なる目的とせねばならぬ事は」、「日本精神を根元」とした「正

道の青年」を造ることであり、野球などのスポーツは、そうした人物を造る「教育機関」

であるという。スポーツが「教育機関」となるのは、「やヽもすれば建国の精神を忘れ、悪

思想に囚はれんとする現下の形勢」で、スポーツ選手からは「一人の危険思想家」もだし

ていないからだという。この本が出版された 1928（昭和 3）年は、3・15 事件で共産党員

が治安維持法違反として大量に検挙され、そのなかには百人を超える大学生が含まれてい

た。飛田は、そのなかにスポーツ選手が含まれていなかったことを指摘しつつ、スポーツ

こそが「建国の精神を忘れた悪思想」から人間を解き放つ教育的意義をもつと主張したの

である。 
 飛田が野球などのスポーツによって涵養されるとした教育的特性は、大きく分けて二つ

ある。ひとつは、試合に勝つために平生から「吐血奮闘的精神」を打ち込んで行われる練

習によって培われる「努力的精神」であり、もうひとつが送りバントに必要な「犠牲的精

神」やチームプレー、集団生活で養われる「他愛的精神」である。こうした精神的特性を

養成するなかで「テーム精神は確立され」ていくのであり、「此等の精神を土台とした野球

部は譬
たと

へ、試合成績の上には不首尾であつても、存在の意義が十分あり、野球教育の目的

を完成する」という。 

                                                  
90 広陵野球史編集委員会編『広陵野球史』1992 年、広陵学園、109 頁。 
91 以下、本節では引用部の記載のないものは、飛田穂洲『ベースボール 外野及び練習編』

1928 年、実業之日本社、94－122 頁。 



110 
 

 これに反して、飛田が厳しく批判するのは、「只勝たんのみに齷齪
あくせく

して、精神を没却した

るテーム」である。このようなチームは「不良の徒の集団に過ぎず」「かかる徒輩が試合に

のみ優勝したりとて何等の価値があるものではな」い。それゆえ、「野球の天才であるとい

ふやうなことにより此の精神を没却して選手席を与ふる学校野球部があつたら、それはテ

ームを破壊する」のと同様の行為である。「テームの事を考ふる前に、自己を考へるやうな

我利々々亡者が、テームに加はつてゐる事は、そのテームの大なる恥辱であると同時に本

人自身は邪道に踏み迷つてゐるもの」という。野球と学校の野球部を愛し、「野球部の為め

には、すべてのものを犠牲にして、顧みないといふ強烈無比の信念を有して初めて選手た

るの有資格者となる」のである。そして、「この精神は単に野球選手生活に重要であるばか

りではな」く、それを延長すれば祖国愛となる「極めて重大」なものである、と飛田は主

張するのである。 
 飛田の主張は、ナショナリズムに基づいた集団主義、精神主義色彩が極めて強く、個人

主義・利己主義に対する批判も厳しい。しかし、一方で飛田の理論が勝利への欲求や個人

の利得といった内発的な動機付けを全面的に否定しているというわけでもない。 
 
  野球部愛を満身に漲らして、あらゆる努力を払ひ、命を打込み、身を慎んで、燦然た

る勲功を樹たる時、あらゆる賞賛と感謝は、果たして誰れの頭上に落ちてくるか、それ

を受くるものはいふまでもなく選手その人の外にはないのである。 
  かく論ずるならば、結局己れに出て己れに帰へる。〔中略〕 
  然し利己心によるスタートには、犠牲的精神を欠き、心境に清澄さがないから必ず邪

道に陥ゐる。自己の為めに練習するといふ心よりも、母校野球部の為に精進するといふ

心は強い。 
  自己の為めに試合に勝たうとするよりも、母校野球部の為めに勝たねばならぬといふ

精神には間隙がない。即ち常に祖国を守る勇士の赤誠がなくてはならない。92 
 
飛田が批判するのは「犠牲的精神」や「心境に清澄さがない」利己心であって、日々の

努力や集団のための自己犠牲の精神を身につけた結果として、「燦然たる勲功」挙げた選手

には「あらゆる賞賛と感謝」が贈られるのである。そうした選手には、「努力するものには、

如何なるものでも与へられるといふ、強い信念が生ずる」のみか、「この信念は軈
やが

て社会に

送り出された時、大きな力となるとなる」というのである。 
 これまで述べてきたように、飛田が早大野球部の監督として過ごした 1920（大正 9）年

からの 5 年間は、学生野球のメディア・イベント化の進展、後援会や OB 会等の組織化と

その援助による野球選手の進学ルートの形成、新規学卒採用慣行の成立と人物評価におけ

るスポーツ選手の評価の向上とそれに伴うスポーツ選手の就職、といったルートが形成さ

れた時期とちょうど一致する。野球を通じた進学・就職が可能となることで、学生野球で

                                                  
92 同上書、111 頁。 
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も大会や試合での勝利の追及が過熱してきたのである。飛田は学生野球をめぐる社会の変

化のなかで、技術の向上や優秀な選手の獲得によって勝利を追及するチームを厳しく批判

する一方で、日々の努力と精神の鍛練によってなされた勝利には称賛を惜しまない。そう

した努力さえすれば、自動的に勝利がもたらされる、とまで読めるふしがある。しかも、

日々の努力や精神の鍛練を行った人物は、「社会に送り出された時」、すなわち学校を卒業

して就職した際には、「大きな力」を得ている、というのである。 
そして、実際に飛田が監督をしていた時代に、大企業の経営者からそうした精神的特性

と体力のある人物こそが望ましい、とする見解が出されるのみならず、実際に大学を卒業

した野球部員たちは大企業へと就職していったのである。飛田の野球論における精神主義

や集団主義は、試合での勝利や就職といった個人の利己的な動機と矛盾するわけではない。

利己主義や個人主義は、集団主義や精神主義と相反するものとして、一時否定される。し

かし、選手はそうした利己主義の否定を学生時代に経験することによって、そののち大き

な見返りを得ることを強調する点にこそ飛田の精神主義の特徴があるのであり、実際に社

会がそれを可能とするものへと変貌を遂げていたのである。 
 
本章のまとめ 
 
大正期から昭和戦前期において、中高等教育機関が政策的に大幅に拡充された。一部中

学校の受験や官公立大学の試験が難化する一方で、その受け皿として私立大学や実業学校

も学校数・生徒数を増加させていった。また、企業が近代化していくなかで新規学卒者の

採用が次第に成立・定着していくとともに、その過程で学校での成績よりも個人の人格や

態度を評価する人物試験が重視されるようになっていった。 
一方、大正期になると優勝大会や選抜大会を中心にして、メディア・イベントとしての

中等野球大会が開催されるようになっていき、マスメディアの資金力と学生野球 OB らの

人的ネットワークによって、大会は大規模なものへと発展していった。大学野球もリーグ

戦が組織されて定期的に試合が行われるようになり、それがマスメディアの報道を通じて

人気を集めるようになっていった。そうしたなかで後援会や OB 会が組織され、それらの

組織の支援を受けて、試合での勝利を目的とする監督が普及し、有力選手の進学も可能と

なっていった。学生野球の大会が大規模化し、複数の学校を組織して運営がなされるよう

になることで、学生野球自治におけるマスメディアと学生野球 OB の影響力が強くなって

いったのである。 
さらに、実業団野球やプロ野球が組織され、学生スポーツ選手の労働市場での評価が高

くなっていったことで、有力な野球選手が就職することも可能となった。野球選手が進学・

就職できるルートが形成されるなかで、学歴社会では相対的に低位であった実業学校の野

球部が強化されていき、学生野球でもプロ野球でも＜実業学校化＞が進んでいくのである。

学生野球での勝利は、学校や地域のプライドを誇示するものから、有力選手の進学や就職
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を可能にするものへとその意味が転換することとなったのである。 
飛田穂洲の学生野球論は、こうした学生野球を取り巻く社会の変化のなかで形成された。

飛田の精神主義的イデオロギーは、直接的な利己主義や個人主義を否定はするものの、集

団主義的特性や修養を積んだ人格の持ち主には、試合での勝利や人生での成功がもたらさ

れることが強調される。そして、そうした人格の持ち主を企業側も求め、実際に就職する

選手たちが飛田のもとからも続々と生まれていた。飛田は試合での勝利のみを追求する当

時の学生野球の状況を批判的にとらえて、学生野球を通じた精神教育を訴えたのだが、そ

れは学生スポーツから就職への接続が生まれてきていた社会状況を的確にとらえたものだ

ったのである。 
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第４章 「野球統制令」の制定と学生野球の自治―1930 年代の東京六大学野球

を中心に― 
 
 本章の課題 
 
 前章では、メディア・イベントとしての学生野球大会の成立、学生野球の組織化、監督

の普及、OB 会・後援会の組織化などが展開していき、学生野球の組織や運営のなかで学生

野球 OB やマスメディアなどの役割が次第に大きくなっていったことを論じた。学生野球

の選手自治が衰退し、OB が自治の中心的な役割を担うようになっていったのである。 
 しかし、こうした学生野球 OB を中心とした自治は単線的な過程として戦後に連続する

わけではない。昭和初期から学生野球等の学生スポーツが、マスメディアや一般学生から

多くの弊害を指摘されるようになると、スポーツ浄化へ社会の支持をてこに政府は思想問

題とも関係して、スポーツを本格的に政策課題として取り上げるようになる。その結果 1932
（昭和 7）年に「野球統制令」が成立し、以後文部省は学生野球の自治領域に介入し、統制

をはかるようになっていった。一方で、選手たちからも学生野球 OB を中心とした運営や

指導への不満と、学生スポーツ浄化を目的として連盟の脱退や監督の追放といった動きが

とられることとなる。さらに、文部省の学生野球への介入と統制に対する反発から、学生

野球 OB を中心として全国的な学生野球団体を作り上げる機運が生まれることとなる。 
 1930 年代の東京六大学を中心とした学生野球では、学生野球の運営主体や統制のあり方、

学生野球自治の主体をめぐって、国家、学生野球 OB、選手の三者が協働や対立をくり返し、

激しくせめぎ合ったのである。そして、その延長に戦後の学生野球の組織化の姿が見える

こととなるのである。 
 本章の課題は、そうした諸主体による学生野球をめぐる闘争の過程を実証的に明らかに

するとともに、そこでの論点を追うことで戦後の学生野球組織とこの時期の運動の断絶と

連続を論じる基盤をつくっていくこととなる。 
 
 第 1 節 学生野球の弊害と学生スポーツ浄化運動 
 
 1925（大正 14）年、早慶戦の復活と東京六大学野球連盟の結成以後、学生野球人気は急

激な高まりを見せ、1930（昭和 5）年ごろには「野球狂時代」が到来する。人気の高まり

と呼応するかのように、学生野球に対する様々な弊害が指摘されることとなるが、それは

端的にいえば、東京六大学リーグを中心とした野球の大衆的な人気に支えられた莫大なリ

ーグ戦の収入という現実と、あるべき学生像ないしは学生スポーツの理念の矛盾が顕在化

したものであった。 
 前章でも述べたように、三大学野球連盟時代から入場料は徴収していたが、1930 年ごろ

にはそれが莫大なものとなっていた。1929（昭和 4）年の春の早慶戦は 3 試合で入場料収
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入が 4 万円を超え1、1931（昭和 6）年秋には東慶 1 回戦の収入が 22,883 円2、同季の早慶

戦では入場者数が 13 万 6 千人で入場料は 8 万 3 千円を超えた3。1930（昭和 5）年春のリ

ーグ戦からは早慶戦のチケットが抽選制となり、 2 万 7 千枚の一般用チケットに対して 23
万通を超える応募があった。神宮球場に近い信濃町の駅前では、定価 1 円の入場券に 10 円

以上の値段がつけられた4。世界恐慌の影響で「民間諸事業の赤字と、国を挙げて収入減と

欠損に悩まされつゝある時に当たつて、唯一つ、真に唯一つ、景気の神から見放されない

で居るのが野球」であった5。1932（昭和 7）年春には、東京六大学野球連盟の理事長と会

計主任が連盟の収入から「一万数千円を借用していた」ことが発覚して、辞任するという

スキャンダルも起こった6。 
 リーグ戦で好成績を残すために選手の勧誘や引き抜きなどが多発し、有力な選手には「裏

口から」「運動用具の仕送りから大学後の学費補助契約」が約束されることは「公然の秘密」

となっていた7。1931（昭和 6）年春には、東京の私立 2 大学による選手の争奪戦がエスカ

レートし、選手が一時行方不明となる誘拐騒動まで発生した8。東京六大学野球の有力選手

は、女優との交際や個人的な家庭の事情までが雑誌で取り上げられるようになっていた。 
 第一次大戦以後の日本社会の経済発展に伴う都市化の進展と新中間層の増加のなかで、

マスメディアによるスポーツ報道が一般化し、スポーツを娯楽として楽しむ人々が増加し

た。その結果、東京六大学野球には人々の注目が集まり、莫大な入場料収入がもたらされ

ることとなったのである。しかし、「見るスポーツ」の市場が形成されたにもかかわらず、

宝塚協会の失敗に見られるようにプロ・スポーツの整備は遅れたままであった。プロ・ス

ポーツが成立可能な社会経済的条件がありながらも、それを学生スポーツが代替するとい

う状況が、様々な弊害を生むことになるのである。 
 都市部において大衆社会状況が次第に姿を現わしはじめるなかで、 初に学生スポーツ

を体系的に批判したのが、1925（大正 14）年に武田千代三郎が執筆した『学生運動取締論』

であろう。本書は「急速刊行ノ要ニ迫ラレ」たため「誤字誤植甚ダ多ク」、巻頭と巻末に 3
頁にわたる正誤表が付されており、そこに武田の危機感が表れている。武田は「運動界ノ

陋習
ろうしゅう

宿弊」として、「運動ヲ以テ利得ノ具トナサントスル」「貧汚行為」、競技中や競技資格

に関する「不正虚偽」、「教養足ラズ性行不良ナル運動家」による「暴慢行為」、選手に「特

                                                  
1 「総収入は四万円」、『東京朝日新聞』1929 年 5 月 22 日。 
2 「第一日の収支」、同上紙 1931 年 9 月 13 日。 
3 「何と八万三千円」、同上紙 1931 年 10 月 25 日。 
4 大和球士『真説 日本野球史 昭和編その一』1977 年、ベースボールマガジン社、146
－148 頁。 
5 小汀利得「野球経済学」、『改造』13 巻 6 号、1931 年 6 月、93 頁。 
6 小島六郎「六大学リーグ改造劇の真相」、『野球界』22 巻 8 号、1932 年 6 月、82 頁。お

よび、「六大学リーグの醜聞に責任を感じ二氏辞職」、『東京朝日新聞』1932 年 4 月 22 日。 
7 菊川忠雄「スポーツ界剔抉記」、『中央公論』46 巻 4 号、1931 年 4 月、中央公論社、214
頁。 
8 「誘拐騒ぎまで惹起 大学の野球選手争奪」、『東京日日新聞』1931 年 4 月 23 日。 
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別入学ヲ許」したり選手が「学績不良」となったりする「怠業」、選手や応援団の「野鄙
や ひ

ナ

ル言動」、競技に必要経費だけでなく「享楽費」にまで大金を浪費する「奢侈
し ゃ し

浪費」、の 6
点を指摘した。その上で、本来そうした問題は体協や各競技団体、学校などの「自治ニ任

ズベ」きであるが、それらの組織の「実力」が伴っていない以上、「学生々徒ニ関シテハ文

部当局自ラ其ノ監督権ヲ行使シテ一斉ニ之ヲ指導シ、教育ノ本旨ニ合致セシメザルベカラ

ズ」と主張した9。当時の学生スポーツの状況に対する批判から、国家統制やむなしとの認

識も生まれてきていたのである。 
 しかし武田の忠告も甲斐なく、そうした弊害は年を追うごとに増加の一途をたどり、『改

造』や『中央公論』などの総合雑誌でもスポーツが取り上げられるようになってった。そ

こでは試合の予想と結果の報道に加えて、野球選手は「アメリカの商 売 人 模 型 者
プロフエツシヨナル・エミテーシヨン

だ。

学生であると同時に、芸人だ」と批判されたり10、「学校企業家が選手争奪に狂奔するのも

宜なるかな」とする論説が掲載されたりした11。体育学の専門家からも、野球選手が学校の

成績に関係なく好待遇で就職する「スポーツの職業化」が批判されるなど12、東京六大学を

中心とした学生野球はマスメディアで様々な批判にさらされたのである。 
 さらに、学生スポーツ批判はマスメディアのみらず、大学や高等学校の内部からも沸き

起こる。そこで問題とされたのは、選手たちが多くの一般学生の負担のうえにもつ特権的

な地位であった。多くの学校で運動部は一般学生から（半ば強制的に）校友会費を徴収し、

その大半を用具の購入や遠征費にあてていた。その一方で、一般学生には運動場や用具の

使用がほとんど認められず、スポーツをする環境は選手たちに独占されていた。不足した

活動費を借金で補い続けた結果、累積した負債総額が部の年間予算に匹敵するまでふくら

み、一般学生にさらなる負担を強いかねない学校まであった。一般学生の不満とスポーツ

選手に対する批判が高まった結果、高等学校を中心にして選手制度廃止とスポーツの大衆

化を求めた運動部改革運動が広がる。この運動は、一高をはじめ北は弘前から南は高知ま

で、全国 17 の高等学校に広がった13。東大でも予算をめぐる運動部と非運動部の対立に思

想問題も加わって、1928（昭和 3）年に学友会が分裂する事態に発展した14。 
私立大学でも「卒業後の就職保証を条件とした入学勧誘」や「型の如き受験」、授業の欠

席の容認、「追試験の恩典」などスポーツ選手に与えられる特権、六大学野球のリーグ終了

後の慰安旅行や「六大学リーグ戦の収支決算が粗漏を極めている」ことも指摘されるなど、

選手制度と選手を中心としたスポーツのあり方は、学校の内外から厳しい批判にさらされ

                                                  
9 武田千代三郎『学生運動取締論』1925 年、大阪市立高等商業学校校友会、1－15 頁。 
10 邦枝完二「野球界雑感」、『改造』14 巻 5 号、1932 年 5 月、18－19 頁、ルビ原文ママ。 
11 菊川前掲「スポーツ界剔抉記」、214 頁。 
12 野口源三郎前掲「スポーツを明朗へ戻せ」、10 頁。 
13 加賀前掲「1930 年前後の旧制高等学校における運動部改革運動について」、333－345 頁。 
14 中沢篤史「大正後期から昭和初期における東京帝国大学運動会の組織化過程：学生間お

よび大学当局の相互行為に焦点を当てて」、『体育学研究』53 巻 2 号、2008 年 12 月、日本

体育学会。 
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ていたのである15。 
その結果、1930（昭和 5）年には浦和、弘前、山口の各高校で選手制度の廃止が決議さ

れ、慶大体育会で選手制度の改革運動がはじめられた。慶大体育会の運動では、翌年 2 月

に「入部以来一年を経ざる者は技優秀なりとも選手資格を与えず」、「特別の理由なくして

二ヶ月間練習を休んだ者を部より除名する」、「不当の饗応を受け又は売名的行為を為した

者及び落第した者を除外する」などからなる「浄化案」が示された16。1932（昭和 7）年に

は東大の体育会が「スポーツの常道確立に関する声明書」（以下、「常道確立声明書」）を発

した。 
 文部省でも学生スポーツのあり方を問題として、体育運動主事会議に「体育運動競技の

健全なる施行方法に関する件」が諮問され、雑誌『体育と競技』1931（昭和 6）年 3 月号

には、「スポーツ浄化運動」が巻頭言でとりあげられ、以後毎号のように「スポーツ浄化」

を問題とした論文や座談会の記事が掲載される17。1930 年代初頭、学生スポーツ浄化は社

会の高い関心を集め、学生・大学・政府などの諸主体によって実行されることになったの

である。 
 
 第 2 節 野球協会設立構想と「野球統制令」の制定 
 

 1.政府のスポーツ政策と思想善導 
 
日本社会におけるスポーツの普及と問題の拡大の一方で、政府のスポーツ政策は立ち遅

れたものであった。これまで見てきたように、日本のスポーツは中高等教育機関の学生が、

課外の余暇の活動として行うものが中心であったため、スポーツは文部省の管轄下にはあ

ったものの、文部省の関心は学力や操行など学生スポーツが教育とかかわる範囲にあるに

限られていた。1920 年代初頭からスポーツの普及と人気の拡大により、文部省や内務省に

よりスポーツ政策が姿を現わしはじめたものの、1924（大正 13）年のオリンピック・パリ

大会の選手派遣費や、同年から始まった明治神宮競技大会の所管をめぐって両省が激しく

対立した。1926（大正 15）年には文部省が、厚生省所管の明治神宮大会に学生選手が出場

                                                  
15 「スポーツの興業化を本来の明朗へ戻せ」、『東京朝日新聞』1931 年 2 月 5 日。 
16 「慶応が率先して選手制改革」、『東京朝日新聞』1930 年 12 月 14 日。および、同上「ス

ポーツの興業化を本来の明朗へ戻せ」。 
17 『体育と競技』に掲載された「スポーツ浄化」に関する論文は以下の通り。大谷武一「体

育運動の効果と弊害の省察」、野口前掲「スポーツを明朗へ戻せ」、以上 10 巻 3 号、1931
年 3 月。青水生「我国に於ける体育問題を如何に解決すべきか（一）」、清水善造、大谷武

一、野口源三郎、広井家太、中島海、上田精一、小野宗治、佐藤卯吉「スポーツ浄化座談

会（一）」、以上 10 巻 4 号、1931 年 4 月。青水生「我国に於ける体育問題を如何に解決す

べきか（二）」、清水善造他「スポーツ浄化座談会（二）」、以上 10 巻 5 号、1931 年 5 月。

野口源三郎「競技会料金及び課税問題」、10 巻 6 号、1931 年 6 月。竹内一「スポーツマン

シツプとは何ぞや！？」、10 巻 7－9 号、1931 年 7－ 9 月。 



117 
 

することを禁止する方針まで打ち出すありさまであった。結局、実力行使などが功を奏し

てスポーツ政策の所管を文部省が手にしたのは、1928（昭和 3）年 1 月のことであった18。 
 1920 年代はスポーツが普及し大規模化していった一方で、学生のあいだには社会主義や

マルクス主義が浸透し、大学の自治を求めた学生運動も広がっていた。そうしたなかで、

1928（昭和 3）年の 3・15 事件では 147 名の大学・高専の学生が逮捕・起訴され、その数

は逮捕者全体の約 4 割を占めていた19。これに衝撃を受けた文部省は、大学に学生課を設置

するなど学生の思想対策を講じていくことになり、スポーツもそのひとつに位置付けられ

ていく。1928（昭和 3）年 12 月 5 日から 4 日間にわたって、全国の体育主事を集めて体育

運動主事会議が開催され、会議の冒頭に文部大臣勝田主計は、「国民体育の振興」などのス

ポーツ奨励政策は「中央地方相協力して進むことが意義深きことと考へられ」ると前置き

したうえで、次のように述べる。 
 
  尚茲に特に各位のご留意を望むことは、国民体育の指導奨励に当たりて、常に国民思

想の善導と国民体力の増進とに関し、実際上の効果を収ることに不断の努力と、深甚の

注意を払はれたいことであります。これ体育夫れ自身の本領が、精神の修養と身体の練

磨に存するのみならず、我が国民の思想の傾向並に体力の趨勢より見て、之が善導を健

全なる国民体育の振興に待つことの大なるものがあるからであります。20 
 
そして、「国民思想の善導に関し体育運動実施上留意すへき点如何」を諮問し、 終日に

「運動精神の意義を闡明
せんめい

し且之れが徹底を図ること」「体育運動指導者は運動競技の特質に

鑑み運動精神の実践躬行を期すること」「意志強固にして思想健全なる体育指導者の養成に

努ること」「競技者は常に公正なる闘志の発揚に努め併て互助協調並に犠牲的精神等の涵養

に努ること」「尚武の精神を涵養し愛国の思念を鼓吹するため特に武道の振作を図ること」

等からなる答申を全会一致で可決した21。この答申をきっかけにスポーツの普及・振興とス

ポーツの統制を通じた思想善導を両輪とした、政府のスポーツ政策が本格化していく。 
1930（昭和 5）年 1 月、文部省は官民一体となったスポーツ政策を展開させることを目

的に体育運動審議会を発足させる。委員には山川建、小笠原道生、岩原拓ら文部省体育課

員、岸清一、嘉納治五郎、平沼亮三ら体協幹部など 40 人が選定された。野球界からは、蘆

田公平（東大野球部監督）、大村一蔵（五高野球部 OB）、長与又男（一高野球部 OB、東大

総長）が選ばれた。田中隆三文部大臣から「体育運動の合理的振興方策如何」が諮問され、

7 月に体育行政機関の整備、体育・スポーツの奨励、体育・スポーツ団体の統制と政府補助、

                                                  
18 坂上前掲『権力装置としてのスポーツ 帝国日本の国家戦略』、64－80 頁。 
19 菊川忠雄『学生社会運動史』1931 年、中央公論社、531－534 頁。 
20『自大正十三年度至昭和十四年度 体育運動主事会議要録』1940 年、文部大臣官房体育

課、79 頁、復刻版 1993 年、大空社。 
21 同上書、73－81 頁。 
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競技会の統制と選手の「職業化」防止などを骨子とした答申が出される22。これにより、政

府補助や行政機関の整備などのスポーツ振興がなされるとともに、競技会の統制や職業化

防止というスポーツ統制も展開していくことになるのである。 
ただし、政府がスポーツ政策展開していくうえで大きな制約となったのが、財政の問題

であった。世界恐慌の影響から、政府の歳出は 1928（昭和 3）年度の 18 億 1400 万円をピ

ークに、1931（昭和 6）年度の 14 億 7600 万円まで減少し続けていた23。国債の発行は増

加の一途をたどり、1931（昭和 6）年度には歳出のおよそ 30％にあたる 4 億 5800 万円を

国債に依存していた24。このような財政状況のなかで、体育・スポーツを管轄する文部省は、

その政策展開に十分な予算を得ることができないでいた。そのことが明確に現れたのが、

1932（昭和 7）年 5 月の東大体育会によって起草された「常道確立声明書」への文部省の

対応であった。 
 「常道確立声明書」では、「学生スポーツ浄化」のために選手、社会、応援学生、学校体

育当事者、そして文部当局それぞれに具体的な対応を求めたものであった。なかでも、文

部当局に対しては「学生スポーツの常道確立のため、積極的行動を起す」ことが必要だと

して、「体育に関して、相当の経費を公に認むる」ことを求めていた25。東大体育会は「常

道確立声明書」を携えて、6 月 1 日に鳩山一郎文部大臣を訪問し、「入場料を全廃するかは

りに体育団体に国家が補助を与へてはくれまいか？」との要望をだした。しかし鳩山文相

は「現下の国家財政では見方によると、恩給まで公債によつている有様で、スポーツの奨

励以上重大
マ マ

な学術振興に関する補助金でさへ悩んでいる実情である」として、これを拒否

した26。昭和初期、国家のスポーツ政策の展開の必要性は認識されながらも、そのために必

要な予算は限られていたのであり、スポーツ政策の効果的な展開のためにも、民間スポー

ツ団体の組織的な協力は必要不可欠であった。 
 

 2.学生野球統制機関設立構想と「野球統制令」の制定 
 
 政府によるスポーツ政策の一番手に取り上げられたのが学生野球であった。文部省は官

民の協力のもとにスポーツ政策を展開するため、スポーツ団体との連携強化を目的とした

「全国的体育総連盟」の設立を目指していたが、学生野球には全国的な統一団体が存在し

                                                  
22 中嶋前掲「昭和初期の文部省の『国民体育』政策の展開過程について―主に体育・スポー

ツ団体の系統整備計画を中心に―」。および、坂上前掲『権力装置としてのスポーツ 帝国

日本の国家戦略』、112－115 頁。 
23 大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史 第三巻 歳計』1955 年、東洋経済新報社、3
頁。 
24 大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史 第六巻 国債』1954 年、東洋経済新報社、3
頁。 
25「学生スポーツ常道確立に関する声明書（草案）」、『帝国大学新聞』、1932 年 5 月 31 日、

復刻版 1984 年、不二出版、187 頁。 
26 「文相と東大委員がスポーツ浄化問答」、『東京朝日新聞』1932 年 6 月 2 日。 
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なかった27。学生野球は地域ごとの大学リーグや中等野球連盟の組織化にとどまっており、

それらの組織の間では「何等組織立つた連絡を持たず」にいるような「あまりにも混とん
マ マ

た

る状態」で、圧倒的な人気にもかかわらず「組織的には却つてその 下位にある有様」で

あった。文部省体育課長の山川建は、「本球界が将来も穏健な発達を希望するものであるな

ら有力な統一団体は是非とも必要であるべき」であり、「球界の諸先輩の希望もあつたので

文部省がこれを斡旋して実現を期したい」と述べた28。 
こうした文部省の働きかけを受けて、安部磯雄、平沼亮三、長与又郎、河野安通志、押

川清、飛田穂洲、桜井彌一郎（慶大野球部 OB）、中野武二、腰本寿（慶大野球部監督）、藤

田信男（法大野球部監督）、蘆田公平、浅沼誉夫、武満国雄、橋戸信らを集めて学生野球の

統一団体である「野球協会」を作るための懇談会が開催されることになるのであるが、当

初から文部省の思惑通りに進むわけではなかった。河野安通志は、会議開催の前から「野

球協会」設立に対して、「文部省からやかましい干渉があつたり、官僚的のものであるなら

不賛成である｣と、文部省主導への警戒感を示しているし、腰本寿も野球界を統一する機関

の設立を希望しつつも「内容のないものでは反つて御免を蒙りたい」と述べている29。これ

まで見てきたように、日本の学生野球は選手や野球部 OB、マスメディアの関係者など、民

間の人々の自治で運営されてきた。そのため、文部省が効果的に野球の統制と奨励を行う

ためには、民間の野球関係者の協力は必要不可欠であったが、学生野球関係者の間には文

部省の介入に対して警戒感があったのである。 
こうしたなかで 1930（昭和 5）年 10 月 22 日に開かれた第一回の官民の懇親会で、山川

建は「全国的野球統制機関組織には文部省も賛成できることなら助力をしたいと思ふ、し

かし当局が省内に野球の監督機関を設けるとか干渉をするとかいふ意味では決してないか

ら誤解のないやうに願ひたい」と述べ30、学生野球統制団体はあくまで学生野球関係者の自

治を基盤にして文部省が監督や干渉するものではないという方針を強調した。これ以後、

関西や中等野球の関係者も加えての会合や意見交換が行われた31。1931（昭和 6）年 1 月に

は蘆田、武満、浅沼、橋戸、桜井、中野、河野、飛田らを野球協会設立の実行委員に選出32、

7 月には中等学校の野球連盟の「根本精神」や入場料や競技会についての「根本方針」が決

定された33。高等専門学校についても試合回数や大会開催方法、入場料など具体的な問題に

                                                  
27 中嶋前掲「昭和初期文部省の『国民体育』政策の展開過程について―主に体育・スポーツ

団体の系統整備計画を中心に―」、53－56 頁。 
28「有力団体を造り野球界を統一」、『東京朝日新聞』1930 年 10 月 14 日。 
29 同上。 
30 「先づ学生野球の全国連盟を組織」、同上紙 1930 年 10 月 23 日。 
31 「野球協会創設打ち合わせ会」、同上紙 1930 年 10 月 30 日。「野球団体の統一協議」、同

紙 11 月 18 日。「野球協会設立に関西側も賛成」、同紙 11 月 27 日。および、「野球協会設立

で関西側協議」、同紙 12 月 9 日。 
32 「野球協会の創立具体化す」、同上紙 1931 年 1 月 24 日。 
33 「中等学校野球連盟の根本精神と方針決る」、同上紙 1931 年 7 月 9 日。 
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ついての意見交換がなされるなど34、野球協会設立は着実に具体化していった。しかし、こ

のあと野球協会についての報道は途絶えることとなった。その理由は不明だが、野球協会

設立が頓挫したことは間違いない。 
 学生野球関係者が主体となった野球協会にかわって、野球界の組織化と統制に動き出し

たのは体育運動審議会（以下、体審）であった。体審は「体育運動競技の健全なる施行方

法に関する件」答申を 1931（昭和 6）年 6 月に発表し、7 月にはその具体化の第一歩とし

て学生野球の審議を開始する35。体審は野球の施行に関する特別委員会を設置して会合を重

ね、10 月 22 日に小学校、中等学校、大学・高専の野球の実施に対する枠組みの草案を決定

した36。この草案では、統制の主体を「適当なる組織」とし、すべての学校レベルにおいて

参加する選手の選定に学校長の関与を明記した。 
1932（昭和 7）年 1 月 19 日、鳩山一郎文相出席のもとに開かれた体審において、文部省

が野球を直接統制することが決定する。特別委員会からの草案に基づいて体審の答申が作

成され、 後に「六、付帯事項」として「全国的統制団体設置まで文部省が適当なる方法

で目的達成に努力せられたし」の一文が加えられた37。野球関係者の手による組織化が頓挫

した結果、「統制団体設置まで」文部省が学校と連携をとりながら直接学生野球を統制する

ことになったのである。 
これをうけて文部省は野球統制臨時委員会を立ち上げ、安部、蘆田、東龍太郎、桜井、

飛田、長与、中野、橋戸、平沼、宮原清（慶大野球部 OB）など 17 名が委員に任命された38。 

野球統制臨時委員会は、体審の答申をもとに細目の作成を進め、2 月 24 日には小学校の試

合規定を、2 月 27 日には中等学校の試合規定を、3 月 2 日には大学・高等専門学校の試合

規定をそれぞれ作成した。そして同年 3 月 28 日、文部省を主体として学生野球の統制を目

的とする文部省訓令四号「野球ノ統制並施行ニ関スル件」､通称「野球統制令」が発令され、

4 月 1 日から施行されるのである（巻末「参考資料 1」参照）。 
 

3.「野球統制令」の内容 
 
「野球統制令」は、学生野球を「教育ノ本義ニ則リテ運動競技ノ精神ヲ発揮セシムル」

ものと思想善導の一環に位置付けつつ39、小学校、中学校、大学・高等専門学校それぞれの

レベルに応じて学生野球を管理・統制するものであった。例えば、対外試合への参加には

                                                  
34 「東京中等校野球連盟いよ〱実現」、同上紙 1931 年 7 月 12 日。 
35 「まづ野球を議に上す」、同上紙 1931 年 7 月 2 日。 
36 体育運動審議会特別委員会「野球の健全なる施行方法に関する件要項」、『体育と競技』

10 巻 12 号、1931 年 12 月、71－72 頁。および、「文相が大乗気の野球浄化案」、『東京朝

日新聞』1931 年 10 月 23 日。 
37 「野球施行方法と応援規定可決さる」、同上紙 1932 年 1 月 21 日。 
38 「野球統制実現に先づ委員会設置」、同上紙 1932 年 2 月 2 日。 
39 加賀前掲「わが国における 1932 年の学生野球の統制について｣、1－16 頁。 
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学校長の承認を必要とすること、留年した選手の試合の出場禁止、「試合ハ総テ学業ニ支障

ナキ時」に行うことなどが定められた。学生がプロとして試合に出場することや、プロの

チームとの試合も禁止された。入場料の使途が制限され、優勝旗、優勝牌以外の褒章も禁

止されたため、選抜大会優勝校の渡米も廃止された。応援団は当該校の教職員と生徒のみ

で組織され、制服・制帽の着用が義務付けられた40。学生野球の弊害として多く批判されて

いた選手の学力、選手のプロ化、大会の商業主義化、応援団などの問題に対して明確なル

ールが定められたのである。 
ただ「野球統制令」には問題も少なくなかった。例えば、中等学校の大会は府県体育団

体や関係学校が主催ないしは公認するものだけが認められ、営利企業の主催する野球大会

は原則禁止となったため、中等学校の野球大会や強豪校の試合数が大幅に減少した41。しか

し、その中心ともいうべき優勝大会と選抜大会は文部省が公認する形で存続することとな

り、選抜大会の予選の役割を果たす毎日新聞社主催のリーグ戦は、正月早々から 2 月にか

けて全国各地で行われた。そのため、「文部省は、日本中に新聞としては大朝大毎しかない

と思つてるン
ママ

だらう」という批判や、｢大朝と大毎が金力をもつて文部の御役人を買収した

んだという風説｣も流れたという42。文部省は、営利企業が主催するスポーツ大会や入場料

の問題を認識しながらも、財政上の制約からこれらの大会を全廃することは不可能であっ

たと思われるが、シーズン制と営利企業主催大会の廃止を徹底できなかったことが、後に

GHQ によるスポーツ政策のもとで大きな問題として取り上げられることになる。 
 さらに「野球統制令」は、小学校の野球を府県や市区町村の体育団体、中等学校は府県

体育団体ないしは府県学事当局者と文部省、大学・高専は文部省が試合や大会等に関する

事項の許認可権をもち、行政と学生野球関係者、教職員が協力して学生野球の統制を行う

ものとした。それゆえ、学生は統制の主体からは排除され、一方的に統制の対象として規

定されることとなった。「野球統制令」が思想善導の一環として導入された以上、文部省は

学生運動とも通底するような下からの学生スポーツ改革を容認することはできなかったの

であろう。「野球統制令」の制定によって、文部省を中心とした行政が学生野球の生殺与奪

の権を握り、競技団体や指導者層への指導・介入が頻発することになるのである。 
ところで、前述の通り体審設置以後の一連の政策には、スポーツ奨励の側面も存在した。

下表は文部省予算のうちの「体育研究及奨励費」の推移を示したものだが、交付初年の 1924
（大正 13）年度予算から着実に増加を続け、体育運動審議会が設置された 1930（昭和 5）
年には 12 万円以上が計上された。予算の拡充に伴って補助金の受け皿である府県体育団体

の組織も整備され、「文部省の野球統制の訓令が交付されてからは、著しく実力が備わつて

                                                  
40 山川建『野球統制の話』、出版年・出版社記載なし〔1932 年〕、187－201 頁。 
41 田代正之「中等学校野球の動向からみた『野球統制令』の歴史的意義」、『スポーツ史研

究』9 号、1996 年、11－26 頁。 
42 「球界隠士球界時事を語る」、『野球界』22 巻 12 号、1932 年 9 月、123 頁。 
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来た」と評されるようになった43。 
 

 
体育研究及奨励費 

 

出典：大蔵大臣官房財政経済調査課『大蔵省年報』文部大臣官房文書課、1925 年－1939
年各年度より作成。 
 
また、この時期にスポーツ関連施設の整備もすすめられた。以下の表は 1921（大正 10）

年から 37（昭和 12）年までに建設された野球場数を設置者別にみたものである。 
 

1921－40 年に建設された野球場数と設置者 

年 公営 私営 計 年 公営 私営 計 

1921 1 1 2 1931 4   4 

1922   3 3 1932 5   5 

1923       1933 2 2 4 

1924   2 2 1934 3   3 

1925 1   1 1935 2   2 

1926 3 1 4 1936 5   5 

1927   1 1 1937 2 3 5 

1928 3 3 6 1938 1 1 2 

1929 2   2 1939 1 1 2 

1930 1 1 2 1940 2   2 
出典：沢柳政義『野球場の研究』1951 年、新数学研究社、177－201 頁、より作成。 

                                                  
43 吉田清「体育行政私論（五

ママ

）」、『体育と競技』12 巻 6 号、1933 年 6 月、3 頁。 
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大正期から 28（昭和 3）年までは電鉄会社などの営利企業が多く球場を建設していたの

だが、28（昭和 3）年以降は市営や県営などの公営球場が増加していったことが見てとれる。

静岡県営草薙球場や大阪府営住之江球場、京都市営西京極球場など、今も残る球場もここ

に含まれている。公営球場建設の背景には、野球などのスポーツに対する関心の高まりの

みならず、国から「体育研究及奨励費」が交付されたことが大きな役割を果たしていると

思われる。1920 年代後半からの体育運動主事会議や体育運動審議会で示されたように、昭

和初期のスポーツ政策はスポーツの統制と奨励が一体となって官民の協力のもとに展開さ

れていったのである。 
後に「野球統制令」によって学生選手とプロ選手の試合が禁止されたため、1934（昭

和 9）年に読売新聞社がアメリカ・大リーグの選抜チームを招待した際に、日本側の対戦相

手としてプロ野球チーム、大日本東京野球倶楽部が結成された。翌 35（昭和 10）年から

36（昭和 11）年初頭にかけて、大阪タイガースなど 6 チームも結成され、日本職業野球連

盟のリーグ戦が行われることとなった。「野球統制令」は、学生野球のルールを明確にした

ことで、プロ野球の結成を促すことにもなったのである。 
  
第 3 節 学生野球自治をめぐる対抗 
 

1.早稲田大学野球部のリーグ脱退とリーグ改革 
 
「野球統制令」発令間もない 1932（昭和 7）年 5 月 10 日、早大野球部は突如、東京六大

学野球連盟からの脱退を発表する。 
 
  近時野球の一般的発達に伴い、ややもすれば弊害を生じ、現在の連盟組織を以てして

は到底これを矯正し得ない、と考うるが故に、わが早稲田大学野球部は、ここに三十年

来の伝統的精神に生き、今日のスポーツ浄化を期せんがために断然意を決し、ここに六

大学野球連盟の加盟を脱し、今日われ等は本来の目的たる学生スポーツの精神を以て心

身の錬磨体育の健全なる発達を期せんと欲するもる
マ マ

である。しかし乍ら従来の親交ある

各大学との対抗競技を行うことは、われ等の虚心より歓迎するところである。44 
 
 脱退の直接の動機は、六大学野球連盟の理事会で「新人選手をリーグ戦一ケ年間出場禁

止する件」の廃止、リーグ戦の試合での入場無料と指定席の撤廃という早大からの六大学

野球の浄化を目的とした提案が否決されたことであったが、「リーグ当局の興行化した態度、

リーグ収入の分配問題、学生の自治的運営を奪つたリーグ役員の横暴、課税問題、寄附問

                                                  
44 飛田編前掲『早稲田大学野球部五十年史』1950 年、早稲田大学野球部、332 頁。 
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題、これ等に早大選手が不満を持つていた」ことがその根底にあった45。早大野球部監督の

大下常吉は、「学生スポーツの精神から離れて行つて」しまった｢現在のリーグ戦｣ではなく、

「今後はリーグの主体を学生として学生スポーツは学生の手で行ひ試合は対抗試合の形式

でやつて行きたいと思ふ」と述べた46。当時早大野球部の選手であった三原修も「学生の野

球であるべきものが、学生の意志を理事会に反映させず、先輩理事の意志のまにまに、学

生野球が壟断される事は、許さるべき事」が脱退の原因であったと回想している47。大正末

期から昭和初期にかけて、学生野球の大会が大規模になるとともに組織化がすすみ、OB
会・後援会が結成され、監督制が普及していくにつれて、選手よりも学生野球 OB が運営

を取り仕切るようになっていっていた。当時、「学生スポーツ浄化」や選手制度の弊害など

が叫ばれていたが、選手の立場からすれば、学生野球 OB を中心にしたリーグの運営体制

こそが、弊害の元凶なのであった。「野球統制令」を発令した文部省主導の「学生スポーツ

浄化」とは異なり、早大野球部は学生野球 OB たちに支配された学生野球を、選手主体の

ものにするために「学生スポーツ浄化」を主張したのであった。 
 早大の脱退を受けて、東京大学野球連盟（東京六大学野球連盟から改称）は、組織改革

の動きを進めていく。連盟に対して東大や明大から「改革意見」が出され、特に明大のも

のは「会長、副会長の廃止」、「選手代表委員会の確立」、「会場整理の学生自治」等を打ち

出して、その内容は「早大野球部の改革意見と共通」する部分が多く48、選手による学生ス

ポーツの自治を強く主張したものであった。この意見は 6 月 18 日の連盟理事会で審議され、

6 月 25 日の理事評議員連合総会で、「理事会を拡大し主将及びマネヂヤー或はこれに相当す

る野球部員を一名加へる」、「会計幹事三名を増加し各校より一名宛選出する」、「主事会計

主任を廃止し書記若干名を置く」、「副会長を廃止し会長のみを置く」、「リーグの事務は加

盟校二校宛がシーズン毎に廻り持ちする」という 5 項目の決議となった49。選手が連盟の運

営に関与できるように制度改革が行われたのである。 
早大野球部は、リーグ改革の前進とリーグ復帰を望む世論をうけて、9 月 7 日の連盟理事

評議員会で佐伯主将が復帰を宣言することとなった。早大野球部のリーグ脱退は、学生野

球関係者主導になりつつあった連盟の運営に対して、選手を主体としたスポーツのあり方

を直接行動によって提起したものであり、選手たちがスポーツの自治の要求を通じて、ス

ポーツの自由を求めたものであったといえるであろう。 
 

                                                  
45 同上書、333 頁。 
46 「今後の試合は対校試合の形で」、『読売新聞』1932 年 5 月 11 日。 
47 三原修『私の野球生活』1947 年、東亜出版社、80 頁。 
48 「明、帝両野球部からリーグ改革の一石」、『東京朝日新聞』1932 年 6 月 1 日。 
49 「リーグ改革第一歩へ」、『読売新聞』1932 年 6 月 26 日。飛田編前掲『早稲田大学野球

部五十年史』には、5 月 25 日とされているが、6 月 25 日の誤りと思われる。 
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2.文部省による統制の強化と「野球統制令」批判―「1 シーズン制」導入問題をめ

ぐって― 
 
 1932（昭和 7）年 12 月１日、山川体育課長は東京大学野球連盟の幹部や各校野球部長な

どを招き、収支などの報告を求めた。その席上、「文部省当局としては本年のリーグ戦入場

料四十四万円を以てしても学生スポーツとしては多額に過ぎるといふ見地から先づ入場料

の減額を希望し、その他リーグ戦シーズンを短縮する事」などを求めた50。これをうけて、

入場料収入の削減を意図したリーグ戦短縮の動きが進められていく。この時期の文部省側

の政策的意図は必ずしも明白ではないが、早大野球部の脱退事件の際、鳩山文相や山川体

育課長が思想問題との関連を危惧していたことから51、「学生スポーツ浄化」と同時に学生

によるスポーツ自治の財政基盤を切り崩すことを目的としたのではないかと推測される。

12 月 13 日の連盟の会議では、これまでの 1 年 2 シーズンから 1 シーズンへの削減が早慶

両校から提案され、12 月 16 日の会議では全校が「1 シーズン案」に賛成を表明する52。 
 この「1 シーズン案」に対して も強く反対したのが、早大野球部の OB 組織である稲門

会であった。12 月 21 日、稲門会は山本忠興ら早大体育会幹部から「1 シーズン案」に賛成

した理由を聴取したのち、稲門会常任理事会において、「積極的反対運動」を起こすことを

決定する53。年が明けた 1933（昭和 8）年 1 月 11 日には、稲門会の代表が田中穂積早大総

長と山本体育会長を訪問し、提案の撤回を希望する旨を伝えた54。1 月 23 日には六大学各

校野球部 OB の代表者による会合が開かれ、「1 シーズン案」反対を満場一致で決議、1 日

に 2 試合行うことによるシーズンの短縮や、同成績のチームが出た場合のみ順位決定戦を

行うという試合数削減を骨子とした対案を打ち出す55。しかし山川体育課長はこれを却下し、

反対運動は活動を断念することを余儀なくさせられた56。 
 読売新聞は 1932（昭和 7）年 12 月 18 日から 23 日の 6 日間にわたって、「野球一シーズ

ン制に賛成か、反対か 球界先輩の改革意見」と題して、六大学野球 OB たちの「１シー

ズン制」に対する賛否と意見を掲載した。合計 18 人の意見が掲載されているが、「１シー

ズン制」に積極的な賛成を表明したのは 1 名だけであった57。野球だけが１シーズンでなけ

                                                  
50 「野球リーグ改革に 文部省から苦言」、『東京朝日新聞』1932 年 12 月 3 日。 
51 鳩山一郎「スポーツ精神の普遍化を妨ぐ」、山川建「順序を踏まず」、同上紙 1932 年 5
月 11 日。 
52 「早慶帝賛意を表す」、同上紙 1932 年 12 月 15 日。「リーグ戦論議一年一期案には各校

とも賛成」、同紙 1932 年 12 月 17 日。および、「一年一シーズン制問題は他季の試合」、『読

売新聞』1932 年 12 月 17 日。 
53 「一シーズン案に稲門の対策」、『東京朝日新聞』1932 年 12 月 22 日。 
54 「答申の撤回を学校へ希望」、同上紙 1933 年 1 月 13 日。 
55 「リーグ改革問題六大学野球先輩団二シーズンを支持」、同上紙 1933 年 1 月 24 日。 
56 「リーグ戦二シーズン案文部省一蹴」、同上紙 1933 年 1 月 26 日。および、「先輩側つひ

に譲歩しシーズン制問題解決」、同紙 1933 年 1 月 31 日。 
57 「野球一シーズン制に賛成か、反対か」、『読売新聞』1932 年 12 月 19 日。 
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ればならない理由がない、シーズンオフが長くなるとむしろ学生が悪い方向に流れる、１

シーズンにしても他の試合をやるから意味がない、収入が激減するとリーグ存続が危うく

なる、などが反対の理由として挙げられたが、その根底には「これだけの大問題をナゼ文

部省当局なり、リーグ当事者が先輩に相談をしないのか」という感情的な反発があったと

推測されている58。 
文部省が学生野球に直接介入して統制を強化したことにより、学生野球関係者の「野球

統制令」に対する反発が強まっていく。「野球統制令」発令当初から、それを「天下の愚法」

とする評価は存在していたが59、一方で「文部省の統制は従来の弊害を矯めるに半成功した

けれども、その代り実質上の損害も大き」く、「功罪相半す」るものであった60、という評

価も存在していた。ところが「1 シーズン制」施行後には、「野球統制令」と文部省に対す

る批判が強まる。雑誌『野球界』の主幹、横井鶴城（春野）は、1933（昭和 8）年の春の

試合の終了後、『野球界』の「巻頭言」で「1 シーズン制」を「遺憾千万」と批判し、「天下

のフアンは東京大学連盟当局を鞭撻して、二シーズン制を復活せしめねばならぬ。と同時

に、文部省屬吏らの蒙を啓いて統制案を撤回せしめなければならない」と述べるとともに、

「文部省の威圧に心臆し、血迷つた」「私学の雄鎮」5 校も批判した61。横井は翌月にも｢野

球統制令｣を「天下開闢以来の暴令」として、その打倒を呼びかけている62。 
文部省による統制の強化は、飛田穂洲をも「野球統制令」批判に向かわせる。飛田は野

球協会設立実行委員や野球統制臨時委員を務めていることからも見てとれるように、文部

省と連携して学生野球の浄化を進める立場にあり、新聞や雑誌の論説でも学生野球浄化を

訴えてきた。1931（昭和 6）年 5 月の「八十川ボーク事件」の際には、学生野球は「試合

を清く行ふといふ精神を根本義に置かねばならぬ」として、「堕落」した連盟の幹部や「選

手にぜい沢をさせたりする不心得」な大学経営者を批判していた63。早大野球部の連盟脱退

に際しては、選手の事前手続きの不備を指摘しながらも、浄化を目的とする選手の動きに

同調し、安部磯雄の慎重論を振り切って、押川清・橋戸信・河野安通志とともに理事を辞

任した。 
「1 シーズン制」採用直後の 1933（昭和 8）年 4 月、飛田は雑誌『中央公論』に「学生

野球の危機」と題した文章を発表する。「学生野球の危機」とは、高まる人気に浮かれて多

発する弊害に自制・自浄能力を示せない野球部や学生野球関係者と、弊害の浄化を契機に

した文部省による介入のはざまで、学生野球の健全な発展が阻害されようとしている状況

                                                  
58 「指導を誤れる日本のスポーツ界（上）」、同上紙 1932 年 12 月 21 日。 
59 球界隠士「野球統制劇秘話」、『野球界』22 巻 9 号、1932 年 6 月、132 頁。 
60 「指導を誤れる日本のスポーツ界（下）」、『読売新聞』1932 年 12 月 3 日。 
61 横井鶴城「リーグ戦総評 一シーズン制の検討」、『野球界』23 巻 10 号、1933 年 8 月、

50－51 頁。 
62 横井鶴城「打ち倒せ！！野球統制案と一シーズン制を」、『野球界』23 巻 11 号、1933 年

9 月、50－53 頁。 
63 飛田穂洲「明大事件に鑑み禍因を去れ」、『東京朝日新聞』1931 年 6 月 17 日。 
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を指している。飛田はまず、「神宮球場に幾萬のフアンを集めて」「華やかな試合が演ぜら

れつヽある事によつて、野球界愈よ全盛と考へてゐる」選手や学生野球関係者を批判する。

なぜなら、そこでは学生野球で重視されるべき「野球部精神の整美」が忘れられ、「軽佻」

なものとなっているからにほかならない。人気絶頂の今こそ、「野球の本道に帰る事」を説

いたのである。その一方で、飛田は試合数を削減することとなる「1 シーズン制」に「憤慨」

し、導入を主導した山本早大体育会会長、槇智雄慶大体育会会長、長与又男の三名を「仇

敵視」すると宣言する。飛田は、野球は選手だけでなく一般の学生にも「愛校心」をあた

え、それがひいては「愛国心」「日本精神」につながると主張するとともに、「清き野球部

の結成こそ何者の侵入をも排撃し得る事を知らねばならない」と自主的な弊害の浄化によ

って、学生野球自治を守ることを訴えた64。 
 「野球統制令」と「1 シーズン制」に対する批判の高まりをうけて、1934（昭和 9）年シ

ーズンの終了後には東京大学野球連盟で「1 シーズン制」の見直しが進められていく。しか

し、「2 シーズン制」復活にむけての文部省との折衝で 大の懸案となったのは、入場料収

入と各校への分配金であった。連盟は 1 シーズンの試合数を各校の対戦 2 試合ずつとし、

高勝率が同率の場合のみ優勝決定試合を実施すること、分配金の上限を 6 万円とした「2
シーズン制復活案」を連盟理事会で可決するが、この案では収入を減らす具体策がなかっ

たため、岩原拓体育課長がこれを却下する65。その後も外野席の入場料値下げなどの提案が

行われるものの、交渉は難航する66。3 月 9 日の岩本連盟理事長と岩原の会談では、岩原か

ら「2 シーズン制」復活の条件として、入場料を半額程度にして分配金を 3－6 万円に制限

することが提案されるが、この提案には早大が体育会運営費用の問題から「真向より反対」

する67。「早大は学生数並びに体育会部員数が加盟他校に比して著しく多数」であるだけで

なく、「早大では学生から体育会費を徴収せず、野球部の分配金を財源としている」ため68、

分配金の減額は野球部だけでなく、早大体育会の活動全体に大きな支障をきたすものであ

ったからである。多額の入場料収入は、学生スポーツの弊害を生みだす根源であったが、

同時に学生スポーツと学生スポーツの自治の経済的基盤でもあった。 
文部省との交渉が難航するにつれて、「体育会経費の点では全く野球入場料に頼る必要」

のない東大と私立 5 大学の対立が激化し、また「過般来屡開催された理事会の会議内容が

発表に先立ち帝大理事を通じて文部省体育課員に筒抜け」となっていたため、「二シーズン

制実現を益困難ならしめ」ているとして、東大以外の 5 大学による新リーグの組織化まで

                                                  
64 飛田穂洲「学生野球の危機」、『中央公論』48 巻 4 号、1933 年 4 月、294－299 頁。  
65 「六大学リーグ二季制復活」、『東京朝日新聞』1934 年 12 月 19 日。「東京大学野球リー

グ戦二季制愈復活」、同紙 1934 年 12 月 20 日。および、「二季制諒解の目鼻つく」、同紙 1935
年 1 月 25 日。 
66 「外野席を卅銭に二季制復活か」、同上紙 1935 年 3 月 6 日。 
67 「配分金問題で議論沸騰」、同上紙 1935 年 3 月 10 日。および、「配分金問題遂に纏らず」、

同紙 1935 年 3 月 13 日。 
68 『山本忠興伝』1953 年、山本忠興博士伝記刊行会、139 頁。 
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噂されるようになる69。結局この問題は、田中穂積早大総長が三邊文部次官、松田源治文相

と会談して、分配金限度額を 6 万円とすることで合意し、文部省は「2 シーズン制」導入を

承認することとなった70。 
 「1 シーズン制」の導入は、文部省が東京六大学があげる多額の入場料収入を問題として、

「野球統制令」を根拠に試合数という学生野球の自治的領域に介入したものであった。こ

れに対して、学生野球側は野球部 OB を中心として文部省に抵抗し、撤回させることに成

功した。成功の要因には、学生野球が大衆的人気に支えられており、その支持のもとに運

動を行うことが可能だったからであり、同時に野球部を中心とした私立大学の運動部が自

治の財政基盤を守るために選手や OB が一体となって活動したからであろう。この文部省

の強権的な介入は、学生野球関係者に学生野球の自治団体設立の必要性を認識させること

にもなり、学生野球団体の設立運動へとつながっていく。 
 

3.選手たちによる無監督制の主張 
 
 前章で述べたように、大正期以後学生野球大会の組織化や勝利への志向が強まっていく

につれて、大学や中等学校の野球部で監督制が普及していった。しかし 1930 年頃から、東

京六大学で監督の職務と権限をめぐって選手たちとの対立が強まる。 初に監督排斥の動

きが起こったのは、監督設置の も遅かった立大野球部であった。1930（昭和 5）年 11 月、

立大野球部内部で選手と監督の対立が激化し、選手から「『この侭ではとてもやつて行けぬ

〔。〕監督に退いてもらうか然らずんば我々が退く』との声が全合宿に満ち」たという。主

将を中心にして OB らと協議がもたれるも妥結せず、逆に部長から「監督に対して不満を

抱く者は即時退部してもらひ度い〔。〕そして合宿をも出てもらひ度い」との通告がなされ

る。部長は新聞の取材に対して、「今回の野球部員の脱退は純真なスポーツ精神の正道から

いつて部員が結束して主さい
マ マ

者にことを構へるということは自分としてはどうかと思ふ」

とコメントし、選手たちを野球部の「主さい者」に刃向かう「スポーツ精神に背馳する悪

分子」と批判した。この問題は学生団体をも巻き込みながら、主将を中心とした選手と学

長らの話し合いへと発展していき、 終的には監督と部長が辞任した。後任の部長には久

保田正次が就任するが、立大野球部は戦後まで監督をおかず、主将を中心とした合議制で

部を運営することとなる71。 
                                                  
69 「入場料問題から帝大を除外の議」、『東京朝日新聞』1935 年 3 月 25 日。ただし、「野球

統制のどこが悪いか」、『読売新聞』1935 年 3 月 25 日、ではこのような「リーグ解散並び

に帝大除外の噂」は山本忠興らに「デマ」と否定されている。 
70 「田中早大総長直接陳情」、『東京朝日新聞』1935 年 3 月 20 日。「早大側の譲歩で 配分

金問題好転」、同紙 1935 年 3 月 21 日。「田中早大総長 文相と会談」、同紙 1935 年 3 月 28
日。「早大の問題も解消 リーグ戦・廿日開幕」、同上 1935 年 4 月 6 日。および、「リーグ

戦二季制と確定」、『読売新聞』1935 年 4 月 5 日。 
71 以上立大野球部の監督排斥については、山木貞夫「立大野球部事件の真相を山木主将が

語る」、『野球界』21 巻 4 号、1931 年 3 月、20－22 頁。および、「今秋の不成績から選手廿
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このような監督と選手の対立は立大野球部だけにとどまらなかった。1933（昭和 8）年

12 月、早大野球部は大下常吉監督の後任に、稲門会が推薦した久保田禎が就任する72。し

かし 1934（昭和 9）年 6 月には、「早大野球部内部」に起こりつつあった「学生スポーツ擁

護を土台とした監督制の主張」が、「シーズンにおける久保田監督と選手の感情の行違ひを

端緒に表面化」する。「早大野球部に入らうとする連中は」「ベースボールの理論と技術に

対してすこしの自信を以て
マ マ

入つてくる」ため、｢ボールが見えなくなつてもノツクをしたり、

闇で見えなくても見えるなどゝ頑張つて選手をヘバらせるだけで満足する練習法は、現在

の選手にはあまりにも時代を無視した強制｣となったことが排斥の一因とされている73。た

だ監督排斥問題の本質は「連盟を牛耳」る「先輩勢力」の存在にあり、早大の脱退事件か

ら続いていた「学生による、学生の為のリーグ戦」を求める選手主体の自治の動きの延長

線上に位置づけられるものであった74。 
問題が表面化すると、山本忠興野球部長や橋戸信、伊丹安広ら稲門会幹部が選手と学校

当局との仲介に入る75。しかし稲門会は、｢問題の核心が無監督制に傾いているのに対して

絶対反対、選手の猛省を促すといふ事｣を決めたため、「問題は選手、先輩の正面衝突」と

いう事態に発展する。8 月には「久保田監督は山本部長の提案に従つて監督としての実権を

放擲」するが、稲門会はこれに納得せず、同年末にも「久保田氏及び監督制問題は野球部

の伝統の名の下に絶対支持する事｣を表明した76。このあとも稲門会を中心に選手・学校と

の折衝が重ねられたが、結局久保田は 1935（昭和 10）年 3 月に監督を辞任し、無監督で部

が運営されることとなった77。 
 1934（昭和 9）年 12 月には、法大野球部が新たに助監督を設置しようとするが、選手た

ちから「時代に逆行する制度として助監督不必要論」が起こる。そのため、法大野球部は

助監督設置を断念し、翌年 1 月に法大野球部長がその責任をとって辞任した。この時期の

「六大学野球選手の間には」「職業監督を排して選手の自治制によつて統制してゆかうとい

ふ進歩的な空気が醸成されて」いたのである78。初代監督芦田公平の後任の監督が定まらな

かった東大、1934（昭和 9）年末に健康上の理由から腰本寿監督が辞任した慶大を含め、

1935（昭和 10）年初頭の時点で、東京六大学の野球部のなかで監督がいるのは明大と法大

だけとなった。 
 このような選手自治の主張による無監督制の広がりに対して、早大 OB を中心とした野

球界の重鎮から強い批判の声があがる。飛田穂洲は、「近頃学生野球を代表するところの東

                                                                                                                                                  
余名脱退」、『東京朝日新聞』1930 年 11 月 19 日。 
72 飛田編前掲『早稲田大学野球部五十年史』、359－360 頁。 
73 城北球士「紛擾の真相を衝く」、『野球界』24 巻 10 号、1934 年 8 月、112 頁。 
74 三原前掲『私の野球生活』、86－87 頁。 
75 「早大野球部無監督制を主張」、『東京朝日新聞』1934 年 6 月 15 日。 
76 「早大野球部紛擾 急転直下解決へ」、同上紙 1934 年 8 月 26 日。および、「稲門倶楽部

は監督制支持」、同紙 1934 年 12 月 27 日。 
77 「久保田監督勇退」、同上紙 1935 年 3 月 8 日。 
78 「大学野球の時代傾向職業監督解消へ」、同上紙 1935 年 1 月 20 日。 
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京六大学中に無監督制の声が高まつている」が、「コーチのある事によつて学生自治の野球

に支障を起すやうに考へているものがあればむしろ滑稽」と、無監督制を批判する。飛田

は「選手合宿の自治、その他の野球部行政等は学生の手に委ねる事が穏当」であるが、「野

球練習とその精神教育だけはコーチによつてなされるほか、他に求むべき何ものもない」

と述べ79、選手の自治の必要性は認めながらも、学生野球にとって「 も大切な精神教育が

施されない」と、監督の必要性を訴えた。 
河野安通志も、野球の技術的な指導や試合内容の研究だけでなく、「技倆と密接の関係あ

る精神的問題に至つては到底学生自身にてはなすを得ざる大問題」として監督の重要性を

強調し、ついには「六大学の全部に悉く無監督制が布かれた時其処に六大学野球の滅亡が

来るであらう」とまで極論する80。河野は元来「ベンチコーチ無用論」をとなえていたが、

それは「体育にもコーチ即ち訓練者の必要なこと」を否定しているわけではなく、「コーチ

の役目は平素練習に於いて訓練する」ことにあり、「試合に於いては全部キャプティン
マ マ

の統

率の下に選手ら自身が試合できるやうに」なるのが理想と考えていたからである。「スポー

ツマン・シップは、人間として守るべき道徳」と考える河野にとって、学生野球の価値の

立脚点は選手たちに対して精神の教育を施すことにあり、無監督制の問題はスポーツだけ

にはとどまらない「重大な思想問題」であった81。 
政府による思想善導政策にもみられるような、スポーツを通じた精神の教育という思考

の枠組みのなかでは、学生や選手たちは常に教育される対象であって、学生スポーツの主

体ではない。飛田ら学生野球 OB は、連盟の運営に対する文部省の介入には反対していた

のだが、部の運営の主体や学生スポーツの目的という面においては文部省と極めて近い立

場にあり、選手たちには自治よりも統制や精神の教育を重視していたのである。 
それに対して、無監督制という選手を主体とした自治の主張は、監督を完全に否定する

わけではない。むしろ、監督の役割や権限を選手の技術の向上や試合の勝利に資すること

に限定し、学生スポーツの意義を精神教育に限定することや、監督や部長を主体とした部

や連盟の運営のあり方を問題としていた。1930 年代の東京六大学野球では、選手と監督あ

いだで監督の役割や権限をめぐる闘争があり、そこでは学生スポーツの目的や運営の主体

は何か、が問題の焦点となっていたのである。 
ただ、立大の監督排斥事件において「特種関係」の選手、すなわち学費の免除や生活費

の支給などの特典を受けていると思われる選手は、監督排斥に賛同せず、部長からも退部

を命じられなかった82。野球の技能を通じた進学や就職は、貧しい経済環境にある学生・生

                                                  
79 飛田穂洲「野球」、『師範大学講座体育第一巻』1935 年、建文館、４－5 頁。 
80 河野安通志「早大の敗因を衝く―督監

マ マ

制の再検討」、『野球界』25 巻 11 号、1935 年 9 月、

143 頁。 
81 河野安通志｢学生選手の学ぶべき教訓｣、『誠文堂野球叢書第十二編 ベンチコーチ編』

1931 年、誠文堂、78、84 頁。および、「二シーズン制と無監督の制度」、『読売新聞』1934
年 12 月 25 日。 
82 山木前掲「立大野球部事件の真相を山木主将が語る」、20－21 頁。 
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徒に立身出世の希望をもたらすものであったが、それは選手主体の自治とは対立する側面

をもっていたのである。 
 
第 4 節 学生野球統制団体設立運動の展開と挫折 
 
 1937（昭和 12）年 3 月 17 日、東京大学野球連盟理事会で飛田穂洲は、「野球統制令」の

管理運用により大学、専門学校、中学の野球を包括的に管理・統制する学生野球団体を設

立する構想を発表する。飛田は、「自治団体であるべき野球連盟が文部省の統制案に掣肘を

受けていることは身から出た錆とはいえ全く不甲斐ないことで、統制団体の出現は当然の

こと」と述べ、東京六大学野球を中心にして運動を展開していく意向を示す。立大の久保

田野球部長も、学生野球が「文部省統制案の掣肘を受けるなどは自治体として恥辱です、

我々は反省し誠心をもつて運動の達成に尽くさねばなりません」とコメントした。文部省

の岩原体育課長も、「そういう機運が出てきたことは結構なことと思います」と歓迎する姿

勢を示す83。「野球統制令」は、野球の「全国的統制団体がないための臨時的方法」であっ

たため、学生野球団体が設立されれば、「当然解消するもの」と考えられていた84。 
 7 月 9 日、東京大学野球連盟の小委員会で、団体設立の第一歩として「全国大学野球連盟

（仮称）」の結成に乗り出すことを決定し、全国の大学への呼びかけが始められる85。そし

て 12 月 13 日、野球統制案作成の小委員会が開かれ、「大学々生野球の健全なる発展を図る

を以て目的とす」る「大学野球協会規則」が発表された86。東京大学野球連盟はこの原案を

満場一致で承認し、各大学野球連盟が代表者を出して発起人会を構成することを決定した87。

1938（昭和 13）年 1 月 22 日には、東京・東都・関西それぞれの大学野球連盟の代表者が

集まって発起人会が開かれ、原案が「多少の字句の改正」を経たのち承認された88。 
 しかし、各大学推薦の理事の顔ぶれが出そろった 1938（昭和 13）年 2 月、東大推薦の理

事である大村一蔵が学生野球の関係者ではない、という異議が早慶 2 校から出される。こ

の異議は、早慶両校と東大との間にあった学生野球の自治と統制の主体に対する理解の違

いを表面化させる。東龍太郎東大野球部長は、次のように主張する。 
 
  さきに決定をみた理事の顔触れを見るに自分達が折角大学球界のためと思つて申合せ

た内容とは可なり相違したものになつているのを知つた、これは決して理事個人が云々

といふのではない、統制される側の者が同時に統制する方をも兼ねていることの不合理

                                                  
83 「全国学生野球を統制」、『大阪朝日新聞』1937 年 3 月 18 日。 
84 「全国学生野球の統制団体愈よ実現」、『読売新聞』1937 年 3 月 18 日。 
85 「まづ大学野球から東京大学リーグの統制案」、『東京朝日新聞』1937 年 7 月 10 日。 
86 「野球自治へ第一歩統制新団体生まる」、同上紙 1937 年 12 月 14 日。 
87 「東都、関西を糾合し野球統制案実施へ」、同上紙 1937 年 12 月 19 日。および、東京大

学野球連盟『野球年鑑 昭和十二年度』1938 年、東京大学野球連盟、193 頁。 
88 「大学野球協会原案を承認」、『東京朝日新聞』1938 年 1 月 23 日。 
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さに不満を持つたのである、あれでは折角大学野球のために理想的のものを作らんとし

た意図に反するばかりか、その逆の場合さへも予想させるのである89 
 
情実を排除して不正を防止するという、実効性のある統制を行うためには、野球部長や

監督などがそのまま「大学野球協会」の役員を務めることを「不合理」と考えたために、

東は統制者と被統制者の分離を主張したのである。一方、恒松安夫慶大野球部長は、 
 

大学野球に関する限り我々は飽くまで学生野球の本質に従ひ、教育的目的と平行して

行ひ度いと思つている、我々の野球は他の力によつて制御され統制されるものであつて

はならないと考えている、我々の手から離れた統制機関は夫が文部省であらうが他の機

関であらうが大学野球の自治精神に伴はないものであるといふのが我々の意見である90 
 
として、東の意見と真っ向から対立する。早慶両校は、学生野球の統制は「学生野球の本

質」の点からも、あくまで学生野球関係者の手による自治でなければならないと考えてい

たのである。この問題の解決は、東京大学野球連盟の理事に一任されて調整が進められる

が、「双方の意見が根底から相違」していたため、ついに「大学野球協会」の結成は見送ら

れることとなった91。 
この「大学野球協会」結成への動きは、戦前期 大の学生野球組織化の運動であったが、

統制の主体と被統制者との関係についての見解の対立によって挫折した。「野球統制令」の

制定など、スポーツ行政の中心人物であった小笠原道生を OB にもつなど、文部省に近い

立場にいて学生野球を上から統制しようとする東大と、「野球統制令」の管理・運用を文部

省の手から離し、学生野球関係者の自治による統制をめざす早慶両校の対立は 後まで解

消することはなかったのである。民主主義とは、「支配被支配関係を前提にしながら、被支

配者が同時に支配者でもある」政治原理とするならば92、両者の対抗は学生野球自治の内実

を民主的なものとするか、統制を重視してトップダウン型の組織構造とするか、をめぐる

対抗だったのである。 
 その一方で、この運動の過程において、もうひとつの自治の主体である選手の視点がか

えりみられることはなかった。「野球統制令」が文部省と学生野球 OB、学校関係者を主体

とした学生野球統制を規定しており、飛田ら学生野球関係者の多くも学生野球の目的を精

神面の教育と考え、監督による選手の管理・指導が必要不可欠と考えていたためであろう。

早大野球部の脱退や各校野球部での監督排斥などを経て、大学野球連盟や各校野球部では

選手の自治を進めていく動きがあったが、「大学野球協会」にまでそれが及ぶことはなかっ

                                                  
89 「大学野球協会結成目前に暗礁」、『読売新聞』1938 年 3 月 8 日。 
90 「解決の曙光」同上紙、1938 年 3 月 9 日。 
91 「直球的和解へ」、『東京朝日新聞』1938 年 3 月 16 日。および、「大学野球協会設立今一

歩で又も流産」、同上紙 1938 年 7 月 4 日。 
92 西尾前掲「自治」、25 頁。 
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た。選手たちも自らを統制の主体とした学生スポーツ統括組織を模索する動きには乏しく、

部や連盟という枠組みを超えて連帯することはなかった。「野球統制令」を運用する主体に

選手は加えられておらず、文部省の方針からもそれが容易に認められるものではなったこ

とは確かである。しかし、部を超えた連帯の動きの弱さに選手自治の限界があったことも

確かであろう。 
 
 本章のまとめ 
 
 東京六大学野球連盟所属の野球部は、大衆的な人気に支えられて莫大な入場料収入をあ

げることで、校友会運動部の活動に必要な財源を確保し、それが自治を可能としていた。

しかし、多額の入場料収入は学生スポーツの弊害の根源でもあり、それが文部省による学

生野球の自治領域への介入と統制を導く原因のひとつとなった。しかし「野球統制令」発

令時、文部省は財政と組織の両面において、学生野球界の協力なしには統制を実施するこ

とは不可能であった。そのため｢野球統制令｣は、「学生スポーツ浄化」と思想善導という枠

組みのもと、学生野球の既存の自治のあり方に介入し、行政が学生野球 OB と学校関係者

への指導とその協力のもとに、学生野球統制を推し進めていこうとするものであった。1932
（昭和 7）年末から生起した「1 シーズン問題」の一連の経過は、当時の文部省が学生野球

OB の協力なしに統制することの難しさと同時に、「野球統制令」を根拠にした文部省の強

引な学生野球統制の実態を示している。 
また、「1 シーズン問題」など文部省の強権的な介入は、学生野球 OB の強い反発を生み

出し、それが学生野球統括団体設立運動へと繋がっていった。学生野球統括団体は戦前に

成立することはなかったが、文部省による統制の経験は戦後に日本学生野球協会が成立す

るうえでのひとつの基盤をかたちづくることとなった。 
一方、大正期以後の学生野球の組織化や監督制の普及のなかで、1930 年代初頭には学生

野球 OB が自治の主体として強い権限と影響力をもつようになっていった。こうしたなか

で、選手が主体となって学生野球の浄化や OB 主体の自治、監督の権限などが問題化され、

監督や連盟役員などが批判の対象となった。選手主体の自治の動きは 1930 年代の半ばには

ひとつの大きな動きとなったが、部や連盟を越えた連帯の動きに乏しかっただけでなく、

自治や学生野球の理念を大々的に打ち出すこともできなかった。選手たちが学生野球をと

りまく国家・社会を構造的に把握し、それをもとに選手の自治を構想・展開することはな

く、身近な監督や OB たちを批判するにとどまったのである。そこに、選手を主体とした

自治の限界があったといえよう。 
それでも、本章で述べた 1938（昭和 13）年の上半期頃までは、一般学生や大衆の支持も

あって、選手を主体としていた自治の動きや学生野球の自治団体を形成する動きは継続し

ていた。しかし、日中戦争の長期化とそれに伴った戦時体制への移行によって、「野球統制

令」による文部省の介入もより強権的なものへとなっていくこととなる。  
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第 5 章 戦時体制下におけるスポーツ政策の展開と学生野球の「弾圧」 
 
 本章の課題 
 
 前章において、「野球統制令」の制定とそれをもとにした文部省の介入に対して、学生野

球 OB が中心となって、学生野球の自治を守るために文部省に抵抗し、学生野球の自治組

織の形成に向けた動きの展開と挫折を明らかにした。本章の課題の第一は、日中開戦後の

戦時体制の展開のもとで、野球に対する批判や国家の統制が強まり、学生野球自治が崩壊

への道をあゆみ、1943（昭和 18）年の「弾圧」にいたる過程を実証的に明らかにすること

である。 
戦時期を「野球弾圧時代」とする理解は、学術上のみならず広く一般に流布した通説と

なっており、それへの抵抗の象徴的存在が飛田穂洲である93。例えば坂上康博は、「学生野

球をめぐる弊害を野球関係者自身の手で改善し、アマチュアスポーツである学生野球の健

全な発展をはかること」という飛田の主張は、「戦争を背景に野球にたいする弾圧が強まる

なかで、学生野球がこうした弾圧をはねのけ、自らの弊害を除去しながら健全な発展をと

げていくためになされた学生野球の生き残りをかけた必死の訴えだったといえよう」と述

べている94。戦時中、体育・スポーツは国民体位の向上や国民精神教化の手段として重視さ

れ、体協を中心とした体育・スポーツ関係者は戦争に積極的に協力したことが明らかとさ

れているが95、それとの対比で体協に加盟しておらず（野球には全国組織そのものがなかっ

た）、「弾圧」された学生野球関係者の抵抗の側面が重視されているといえよう。 
しかし、すべての社会領域でなんらかのかたちでの戦争協力が要請される戦時体制下に

おいて、学生野球がひとりその埒外にあることができるものではない。特に、1940（昭和

15）年からの新体制運動の展開によって諸主体による自主的・組織的な活動が官僚や政府

による指導・統制のもとにおかれ、政官民が一体となって戦争への道を進んだことをふま

えるならば、学生野球内部にもそうした政府に順応する動きが存在しているだけでなく、

                                                  
93 飛田は戦後、1942－43 年を「野球弾圧時代」とする文章を記している（飛田前掲『球道

半世記』）。本稿では飛田の用語を用いつつ、その認識の問題点を論ずるため、「弾圧」と記

すこととする。 
94 坂上前掲『にっぽん野球の系譜学』、176－177 頁。および、功刀俊雄「太平洋戦争下の

飛田穂洲―“野球弾圧時代”のペンによる抵抗―」、『現代スポーツ研究』8 号、2007 年、現代

スポーツ研究会、15－29 頁。両者に比して高津勝は、飛田を消極的な抵抗者として位置づ

けている。高津前掲『日本近代スポーツ史の底流』、324－327 頁。 
95 体育・スポーツ関係者の戦争協力を明らかにした研究としては、木下前掲『スポーツの

近代日本史』。入江前掲『日本ファシズム下の体育思想』。清原泰治「1938（昭和 13）年の

大日本体育協会の改組に関する研究」、『高知学園短期大学紀要』21 号、1990 年、高知学園

短期大学。および、同前掲「大日本体育協会と新体制運動」。中村祐司「戦時下の『国民体

力』行政―厚生省体力局による体育行政施策を中心に―」、『早稲田大学人間科学研究』5 巻

1 号、1992 年、早稲田大学人間科学部。坂上康博「大谷武一（1887－1966）」、日本体育学

会『体育の科学』56 巻 2 号、2006 年 2 月、体育の科学社、など。 



135 
 

飛田の言説にも抵抗だけでは語ることができない側面があることも否めない。戦時下にお

ける学生野球の動向や飛田の野球言説を、介入と統制を強める国家への抵抗とともに国家

に順応する動きの両面から分析することが、本章の第二の課題である。 
 1941（昭和 16）年の優勝大会の中断と、1943（昭和 18）年の東京大学野球連盟の解散

をもって語られることが多い学生野球の「弾圧」であるが、六大学以外の学校で起こった

出来事や全国的な傾向は、ほとんど明らかになっていない。本章の 後には、中等野球に

おける「弾圧」の諸相とそこでの学生野球の選手・関係者の経験を明らかにすることで、

戦後の学生野球の復活と自治組織の形成を下から支える人々の意識の基盤をかたちづくる

契機をみることにする。 
 
第 1 節 日中開戦後の体育・スポーツ政策の展開と「体育新体制」の成立 
 
 昭和初期から政府の体育・スポーツ政策が本格化し、「系統整備計画」や 1935（昭和 10）
年の体協の改組などによって、体育・スポーツ団体の組織化と連携の強化が進められてき

たが、1937（昭和 12）年 7 月に日中戦争が始まると、体位向上と皇国民意識の教化などを

目的とした体育・スポーツ政策が一層強化される。文部省は体育運動審議会の答申に基づ

いて、同年 12 月に「国民精神総動員ニ際シ体育運動ノ実施ニ関スル件」を発する。そこで

は、「体育運動ハ益々之ヲ奨励」し「一層質実剛健タラシムルコト」、「身体ノ修錬ヲナスト

トモニ特ニ精神訓錬ニ重キヲ置キ」「挙国一致、堅忍持久、進取必勝、困苦欠乏ニ耐フルノ

精神ヲ錬磨スルコト」、「多人数ノ参加シ得ル集団的体育行事ノ実施ヲ奨励」し「一部選手

ノ範囲ニ止ルコトナク弘ク之ヲ実施セシムルコト」、開・閉会式において「宮城遥拝、国旗

掲揚、国歌斉唱等ヲ励行」すること、競技会等においては「簡素ヲ旨トシ」「経費ノ節約ヲ

計」ることなどが求められた96。「奨励」というかたちで自主的・半強制的な体育・スポー

ツへの参加を促しつつ、それを通じた国民精神の錬磨・教化が政策化したのである。 
 一方で 1938（昭和 13）年 1 月に国民体力の向上や結核などの伝染病対策などを目的とし

て厚生省が誕生すると、学校以外の体育行政が文部省から移管され、体協の協力のもと体

力局が国民体力行政の中核を担うこととなる。厚生省は 1939（昭和 14）年から明治神宮競

技大会を主催し、その名称を「明治神宮国民体育大会」へと変更した。競技種目に国防競

技を導入したり、「選手」を「選士」へと呼称変更したりするなど、競技会の戦時体制化を

進めていった97。また、15 歳から 25 歳までの男子に対して体力章検定を実施し、翌年施行

の国民体力法に基づいた体力検査とあわせて「人的資源」の管理と強化を目的とした政策

も実施されていった。 

                                                  
96 浜田義明『学校体育運動に関する法令並通牒』1939 年、目黒書店、274－275 頁。 
97 加賀秀雄「わが国における近代スポーツの展開過程に関する実証的研究―『明治神宮競技

大会』の戦時体制をめぐって―」、『名古屋文理大学紀要』3 号、2003 年、名古屋文理大学、

121 頁。 



136 
 

こうして文部省と厚生省が中心となって戦時下の体育・スポーツ政策が進められるので

あるが、体育・スポーツ行政が文部・厚生両省の協同主管になったことにより、実働部隊

である体協には事務の二重化や両省間での政策理念の不一致による混乱がうまれ、体協内

部には反発や混乱が生じるようになっていた。例えば川本信正は、「厚生省では『国民体位

向上』という題目の前には、結核予防も乳幼児保健も、体操も武道も、厚生運動も体力章

検定も、何もかもが混沌として渦を巻き、当局者はただもう無我夢中にその渦の中に身を

巻き込まれて、体育やスポーツの本質を見極めるなどとは到底思いもよらぬ有様になって

しまった」として98、厚生省の体育・スポーツ行政によって現場に混乱が起きていることを

痛烈に批判した。「国民体力行政」の展開の一方で、戦時体制下における体育・スポーツ政

策や組織の統一には多くの課題が残されていたのである。 
 こうしたなか、ドイツ軍の侵攻の拡大と軌を一にして展開する新体制運動によって、体

育・スポーツ行政の革新が図られる。新体制運動は 1940（昭和 15）年 6 月の近衛文麿の新

党構想から発展するが、国内においては高度国防国家の建設を目指して、既存政党の解体

と一国一党体制の樹立や、国民の組織化をはかるものであった。新体制運動の帰結として、

1940（昭和 15）年 10 月 12 日に大政翼賛会が発足、翌月には大日本産業報国会が結成され、

政治・経済分野における組織化と官僚統制の体制が作られていく。 
 新体制運動の展開を背景にして、体育・スポーツの分野でも「体育新体制」の樹立が叫

ばれるようになるが、その中心となったのが北沢清や郷隆ら体協の幹部であった99。北沢は

「大日本臣民道の陶冶理念を熾烈にし、『皇道体育』の本義をスポーツ実践層に徹底せしめ」

ること、「加盟団体均等の常議員制を改め、有能常識ある人材の簡抜起用」を可能とする人

事制度の樹立による「理事および 高幹部の陣容力強化」、「加盟各競技団体の保有しつゝ

ある対外代表権の体協集中帰一による一元化」、「競技部門の重点主義による設置制」など、

体協への権力の集中、トップダウン式の体育・スポーツ政策の実施、それを通じた「皇道

体育」実践を骨子とした「体育の新体制」樹立を主張した100。1940（昭和 15）年 12 月と

1941（昭和 16）年 6 月には郷隆が大政翼賛会臨時中央協力会議で「体育国策の樹立」「行

政機構の一元化」などの体育行政の整備を求める演説を 2 度にわたって行い、1941（昭和

16）年 5 月には体協によって「体育新体制樹立に関する件建議」も提出されている101。政

府の体育・スポーツ行政が不十分であることを批判しつつ、体協幹部が主導して戦時体制

下における体育・スポーツ行政の整備が訴えられたのである。 
一方で文部省は、日中開戦に伴って発生した農村の労働力の不足を補いつつ、学徒の修

                                                  
98 川本信正「混乱と秩序 今年のスポーツ界回顧」、『体育と競技』18 巻 12 号、1939 年

12 月、74－75 頁。 
99 以下、体協を中心とした新体制運動の展開については、清原前掲「大日本体育協会と新

体制運動」を参照。 
100 北沢清「脱藩志士の心境」、『体育日本』18 巻 10 号、1940 年 10 月、14－15 頁。 
101 日本体育協会編『大日本体育協会史 補遺』1946 年、第一書房、復刻版 1983 年、69
頁。 
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練をも目的とした集団勤労作業や勤労動員の実施を各学校に下令していた。1940（昭和15）
年 9 月には校友会を再組織化して「一意報国精神ニ基ク心身一体ノ修練施設」とする「修

練組織強化ニ関スル件」を発し、各学校に報国団・報国隊の結成を求めた。1941（昭和 16）
年 3 月には「中等学校等ニ於ケル修練組織ニ関スル件」が、同年 8 月には「学校報国団ノ

体制確立方策」が発せられ、各学校で校長を隊長とする学校報国団が編成されることとな

った。学校報国団は、軍事組織と同様の階層構造によって成立しており、教師・生徒全員

の加盟が義務づけられた102。校友会運動部は、学校報国団鍛錬部の班に編成替えされると

ともに、学生・生徒は全員がいずれかの班員になることが強制された。文部省は教化を目

的として強制的に学生・生徒にスポーツや教練・体錬を行わせるようになったのである。 
 1941（昭和 16）年 10 月からは、文部省・厚生省・陸軍省を中心として体育・スポーツ

行政機構の統一がはかられるようになり、同年 12 月には文部省主管のもとに学校の体育・

スポーツを管理・運営する大日本学徒体育振興会（以下、学振）が、1942（昭和 17）年 4
月には総理大臣を会長、厚生・文部両大臣を副会長とし、両省の協同主管のもとに一般の

体育・スポーツを管理・運営する大日本体育会が成立する。学振が大日本体育会の傘下に

入ることで体育・スポーツを一元的に管理・統制する組織が完成し、ここに「体育の新体

制」が確立するのである。 
 
 第 2 節 日中開戦下の学生野球―国家への抵抗と順応― 
 

 1.文部省による学生野球への介入・統制の強化 
 
二・二六事件で蜂起した青年将校たちが属する皇道派を代表する陸軍大将、荒木貞夫は

1936（昭和 11）年 11 月に茨城県の下妻中学で行った講演の中で次のように述べた。 
 
  何も全然日本人が外人の通りにしなくてもよいではないか、好い点を学ぶのはよいが

全く真似するのはいけない〔。〕諸君に向つていふのが野球である。野球をならぬと何故

するのか。野球をもつと上品化しなければならぬ、外人がやるから日本人もやるといふ

訳はない。〔中略〕野球をする者は兎角身体を左右に振つてだらしない変な歩き方をし、

帽子を横つちよに冠る。あれはアメリカの野球選手が植民地気質でさういふ格好をする

のをその侭真似てゐるのだといふ。なにもさういふ不体裁なところまで真似る必要はな

いではないか。103 
 

                                                  
102 米田俊彦「学校教育場面における錬成 中等諸学校」、寺崎昌男・戦時教育研究会編『総

力戦体制と教育 皇国民『錬成』の理念と実践』1987 年、東京大学出版会、125－129 頁。 
103 大武敏達・関豊筆記「荒木大将講演」『為桜』354 号、1936 年 12 月、下妻中学校為桜

会、2 頁。 
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 こうした荒木の発言に対して、「野球の選手が大威張で殊更ダラしない格好で人道を闊歩

するのは勿論醜とすべきだが武道家は悉くその態度が謹厳端正であらうか」という荒木の

野球批判に対する「愛球家」の生徒からの反論もあったが104、日中戦争がはじまると国民

精神の教化をめざす国内の戦時体制の進展や対米関係の悪化といった要因を背景として、

荒木のような国粋主義的野球批判が高まっていく。 
1938（昭和 13）年 5 月に荒木貞夫が第一次近衛内閣の文部大臣に就任すると、学生野球

の統制が武道の奨励と一体となりながら具体化されていく。イギリスの大使館が本国の外

務省に送った 1938（昭和 13）年 9 月 8 日付の文書には、その様子が次のように記されてい

る。 
 
荒木文部大臣は、世界中で共有されているところのスポーツマンシップの精神は、日

本においては適していないとし、国策により合致した「新しいスポーツマンシップ」の

確立を企てています。ヨーロッパやアメリカからの「借り物の精神」は取り除かねばな

らず、スポーツマンシップは武士道（武士のしきたり）と一致しなければならない。文

相は、日本の伝統的な競技を偏愛し、多くのヨーロッパ産のスポーツが消え去るのを望

んでいますが、野球については次のような条件のもとで支持しています。 
「バットやボール、グラブは、侍が自分の刀に注ぎ込んだような愛情のこもった取扱

いをせねばならない。グラブを投げるというような習慣は、禁止しなければならない。

対戦チームは、古い侍のしきたりにもとづいて、試合前に整列し、互いに礼をしなけれ

ばならない。厳粛な入場の儀式を試合前に行わねばならない。武士の命がけの戦い、そ

の真剣さをもってすべての仕合を行わねばならない」。このように文相は、野球を娯楽と

みなす誤った態度の矯正を望んでいるのです。そのような態度は、「青年たちのまじめな

精神を破壊する」と彼は述べています。105 
 
こうした荒木の信念にそうかたちで、1939（昭和 14）年 7 月に石黒英彦文部次官から「一

本勝負論」が提唱される。石黒は「凡ての競技は一本勝負が妥当」として、リーグ戦など

もすべて 1 回戦に改めるように、岩原拓文部省体育課長に調査・研究を命じたのである106。

「一本勝負論」は野球をはじめとした体育・スポーツ関係者から強い反発を招く。例えば

早大野球部 OB で野球評論家の太田四洲は、「一本勝負論」を「スポーツの持つ特異性や特

能を解せず、徒に勝負を本位として、勝負以外にスポーツの価値と生命の存在することを

知らざるものが殊更らに難をスポーツの上に擬せんとする根本観念の欠如から沸き起こる

例」と痛烈に批判した107。結局この問題は、岩原が「一本勝負」を拒否して体育課長を辞

                                                  
104 中島茂八郎「荒木大将の講演を聴いて」、同上誌、6 頁。 
105 イギリス公文書館所蔵史料（FO371/22189/22248）、坂上前掲『にっぽん野球の系譜学』、

171－172 頁より重引。 
106 朝日新聞社運動部編纂『運動年鑑 昭和十五年』1940 年、朝日新聞社、5 頁。 
107 太田四洲「一本勝負案の検討」、『体育日本』17 巻 9 号、1939 年 9 月、18 頁。 



139 
 

任するとともに108、独ソ不可侵条約締結に伴う平沼内閣の倒閣によって石黒も離任したこ

とで決着をみた。荒木の文相就任以後、政府内部でも国粋主義的スポーツ批判が広がって

いったのであり、それは同時にスポーツの根幹を揺るがせるものとして、スポーツ行政の

担当者に強い葛藤を強いることとなったのである。それゆえ岩原辞任以後も文部省による

体育・スポーツへの介入や統制の強化は進められていくが、それは国粋主義的スポーツ批

判とは一線を画して進められていく。 
岩原の後任として文部省体育課長に再任した小笠原道生は、就任直後の 1939（昭和 14）

年 8 月、事変下の粛清を名目に、試合数と入場料収入の削減を目的とした平日試合の禁止

を各大学野球連盟に通達するが、東京大学野球連盟は週末のみでこれまで同様に各校 2 試

合ずつの対戦スケジュールを作成した109。小笠原は、このような対応をした連盟を「学生

野球に対する精神に於いて著しく自粛の欠くる所あり」と判断し、翌年からの「根本的刷

新改善」を宣言する110。 
小笠原の宣言どおり、1939（昭和 14）年の冬から翌年春にかけてそれが実行に移される

が、その第一は連盟組織の改編であった。当時の東京大学野球連盟の理事会は、「野球部長、

先輩、監督、マネジヤー、主将（学生）から成り、教授も学生も対等の発言を持つ
マ マ

仕組に

なつているからこの不合理を是正」するとして、野球部長からなる理事会とその下部組織

として監督・主将からなる技術委員会への改組を実行した111。連盟は野球部長を中心とし

たトップダウン型組織に移行することとなったのである。また、秋のリーグ戦を 1 試合と

し、同時に入場料を半額に減額することで連盟収入の大幅な削減をうちだした112。事変下

の「リーグ粛清」を名目に文部省が学生野球に介入したことで、学生野球の自治的組織と

物質的基盤が大きく切り崩され、学生野球の自治が崩壊していくことになるのである。 
 

2.飛田穂洲の学生野球擁護論 
 

 こうした国粋主義的野球批判と文部省からの統制強化の動きに対して、飛田穂洲は以前

にもまして激烈な口吻をもって学生野球とその自治を擁護する論陣を張っていく。1938（昭

和 13）年 5 月、飛田は雑誌『改造』に「スポーツ私論」と題した論考を発表する。冒頭、

「現在行はれつヽある各種のスポーツは、果たして遊楽と看做すべきや否や」と自問し、

これに対して「是を遊楽とか娯楽とか解釈することが正しいものとすれば 早議論の余地

はない」し、「今日の事態に遊楽必要論を唱ふるが如きは不心得といふよりも狂気の沙汰」

                                                  
108 『文部時報』664 号、1939 年 8 月 21 日、95 頁。および、飛田穂洲「大学野球の周辺」、

『中央公論』54 巻第 10 号、1939 年 10 月、230－235 頁。 
109 「今秋から実行か野球一本勝負・文部省の意向」、『東京朝日新聞』1939 年 8 月 17 日。

および、「二回戦を希望付承認」、同紙 8 月 19 日。 
110 「リーグを根本的粛清」、同上紙 1939 年 8 月 20 日。 
111 「大学野球連盟に機構改革を命ず」、同上紙 1939 年 12 月 23 日。 
112 「リーグ戦改革本極り」同上紙 1940 年 3 月 28 日。 
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として、スポーツを娯楽とする考えを強く否定する。スポーツの練習は「苦行」「苦痛」に

満ちており、「此れ以上は僅に死あるのみ」という「忍耐の 大限」まで追い込むものであ

る。こうした厳しい練習を通じて「郷土愛とか、母校愛とか、或は愛部心」が生まれ、「こ

れを延長すればとりもなほさず祖国愛」になるのだから、「スポーツの精神から国家観念と

いふものを除去する事は絶対に出来得べきでない」と主張する。さらに飛田はスポーツに

よって「運動神経の洗練された兵士をより多く送つて護国の犠牲を 小限にとゞめ、一層

戦果を挙げしめることも一策」と、戦場におけるスポーツの効用にまで及ぶ113。スポーツ

は人間の「闘争性」の「はけ口」であり、「悲惨」で「残忍」な戦争を抑止する効果をもち

うるとしていた開戦前の主張は影をひそめ114、戦場におけるスポーツの有用性をアピール

するものとなっていたのである。 
一方で、荒木のような国粋主義的な野球批判に対して飛田は次のように反論する。 

 
外国人常用の被服を礼讃し、同じく異国人によつてつくられた言葉に心酔し外国文明

を極度に謳歌しながら、ひとり舶来競技だけ忌避されるべき理由がどこにあるか。是等

の移入が、我等の持つ日本精神に何等か危険を齎すものとすれば、洋服も英書も等しく

国外に追放して鎖国攘夷の旧態に復し、よろしくその悪影響から免れしめねばならない。

文明文化の吸収に外国語を必要とし、洋服を便利とするならば、少なくとも舶来スポー

ツにも同等の待遇を与えねばならぬし、あくまでこれを排撃せんとするならば、日本人

の総ては丁髷、裃の時代に還元せねばならぬ。 
  しかも洋装や英書以上に困難なものは軍隊であつて、日本の軍隊は洋式調練を排して、

鎧兜に身を固め、槍薙刀をおつ取つて練兵場を馳駆せねばならぬであらう。115 
 
アメリカ生まれのスポーツであることもって野球を批判するのであるならば、日本から

洋服や洋書をなくし、日本軍は戦国時代のように鎧や刀をつかうのか。飛田はこのように

反論したのである。さらに、石黒文部次官から出された「一本勝負論」には、 
 
 野球用語のワン・アウトといふのが一死と譯されてるのを理由として―一度死んだもの

が直ちに生き返つて再び試合に参加するといふ法があるか、〔剣道で〕一本お面をとられ

て斬り殺されたものが二本目三本目と戦ふ不合理があるものか―かうした議論を正気で

する人間が実在するとしたらどうであらう。116 
 

として、「一本勝負論」を「全く問題にならないし、真面目に考へれば気が変になるかも知

                                                  
113 飛田穂洲「スポーツ私論」、『改造』20 巻 5 号、1938 年 5 月、10－16 頁。 
114 飛田穂洲「スポーツ精神」、飛田穂洲・豊島與志雄『日本少国民文庫第 11 巻 スポーツ

と冒険物語』1936 年、新潮社、24－36 頁。 
115 飛田前掲「スポーツ私論」、頁。 
116 飛田前掲「大学野球の周辺」、230－235 頁。 
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れない」と痛罵する。飛田は文部省による統制は「元はといへば身から出た錆であり、大

学リーグ戦の全盛に有頂天となつて自省を忘れた天罰」であり、「六大学リーグ自身が反省

せねばならぬ点も亦多々ある」としつつも、「野球統制令」の「精神は真に学生野球の愛護

にあつて、一部の人々が考へてゐるやうに学生野球を圧迫統制せんとしたものではない」

のだから、「試合数の制限や週日試合禁止等は文部当局の干渉すべき範囲ではない」、と文

部省の介入を強く批判した117。「野球統制令」の策定に関与した飛田にとって、「学生野球

愛護」という当初の「精神」から大きく逸脱し、「圧迫統制」に乗り出してくる文部省の態

度は受けいれがたいものであった。 
 日中開戦以後、事変下の綱紀粛正や国粋主義的観念の教化を求めて「圧迫干渉」を強め

る文部省に対応して、飛田の主張は以前にもまして忍耐や愛国心といった精神主義を強め

ていった。そうした飛田の主張は、国家の求める学生野球のありかたに基づいて学生野球

の現状を批判するとともに、野球を通じて精神を鍛えることが可能とすることで、国粋主

義的野球批判や文部省の「圧迫干渉」を批判する論拠を形成していた。飛田の主張にとっ

て、国家は野球を正当化する論理的基盤であると同時に、学生野球自治への介入を批判す

る対象でもあった。 
 こうした飛田の学生野球論は、戦時下の野球界において高い評価を受けることとなる。

1936（昭和 11）年に職業野球リーグが開始された際、飛田はそれを「興行野球」「邪道的

野球」と批判し、学生野球は「武士道」に基づいた「精神の野球」でなければならないと

主張した118。しかし、ファンの間にはこのような飛田の意見は「ピーンとこないネ」、「時

代の相違だ」などと、時代錯誤の見解とさえ見られていた119。それが 1941（昭和 16）年初

頭の『野球界』では、飛田の野球論は「新体制の理念」に適合した「六大学の復古」を主

張したものと評され120、1942（昭和 17）年 1 月から翌年 3 月まで都合 23 回にわたって『野

球界』紙上で連載された「魂の野球」は、「飛田穂洲の精神は、現代の野球監督のもつて範

とすべき輝ける古典精神と云ふべきだ」と賞賛された121。 
飛田や小笠原らが教化中心のスポーツ論を展開する背景には、娯楽映画やカフェやダン

スホール、麻雀などが禁止されていく社会状況においても、可能な限り娯楽を求める選手

やスポーツファンの存在があった。雑誌記事にも、「スポーツはスポーツであつて、禅寺で

坐禅をやるのとは違ふ」のだから「生臭坊主の下で坐禅を組んだり、道学先生の時局談義

に生あくびを噛み殺すよりは、此の方〔スポーツを見る方〕がどれくらゐ天空海闊な気持

                                                  
117 同上、頁。 
118 飛田穂洲「興行野球と学生野球 1－2」、『東京朝日新聞』1936 年 3 月 15 日、16 日。 
119 「街頭で野球を拾ふ」、『野球界』26 巻 1 号、1936 年 6 月 1 日、186 頁。 
120 戸塚八郎「六大学野球の横顔－球界時評―」、『野球界』31 巻 1 号、1941 年 1 月 1 日、

137 頁。 
121 北澤三郎「学生野球の復古精神―球界時評―」、『野球界』32 巻 6 号、1942 年 3 月 15 日、

86 頁。 
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になり、日本精神に逞しく活を入れる思ひがするかわからない」として122、教化一辺倒の

時局を批判的にとらえるスポーツ論も存在したが、こうした意見は極めて少数だった。人々

はスポーツに娯楽を求めつつも、それを公に表明することが次第に難しくなっていくので

ある。 
 

 3.日中戦争下の学生野球 
 
 戦時体制の進展と野球批判の高まりに対応するため、東京六大学野球でも様々な対応が

とられるようになっていく。日中開戦後、初めてとなる 1937（昭和 12）年秋のリーグ戦を

前に、東京大学野球連盟理事会は陸・海軍にそれぞれ 1 万円を献金する。軍への献金はリ

ーグ戦の終了ごとに行われ、収支報告を史料から確認できる 1937・38（昭和 12・13）年

の 2 年間だけでも、入場料収入から捻出した国防献金の合計は 6 万 2336 円 26 銭にのぼっ

た123。1937（昭和 12）年 9 月に海軍に献納された 1 万円は陸戦用重機関銃 5 台となり、第

一から第五「東京大学野球連盟号」として、刑務所収容者献納飛行機「至誠号」、カリフォ

ルニア移民献納飛行機「南加同胞号」等とともに、連盟幹部が出席のもと羽田飛行場で「盛

大ナル命名式」が挙行された124。 
さらに開・閉会式などの式典に際しても、国家主義的な儀式が導入されていく。1937（昭

和 12）年 9 月 4 日、開会式に先立って選手役員一同が明治神宮に参拝し、祈願式を執り行

った。開会式では、緑川大二郎東大野球部主将が、以下のような選手宣誓を行った。 
 
今ヤ時局重大ノ秋、我等学生選手タル者亦深ク決意スル所無クンバアルベカラズ〔。〕

我等ハ愈々深ク鑑ミ益々強ク相警メ学生タルノ本分ト運動競技ノ本義トニ従ヒ渾身ノ勇

ヲ発シテ奮励努力以テ飽クマデモ質実ニシテ剛健ナル学生野球ノ精華ヲ発揚スルト共ニ

茲ニ銃後青年ノ意気軒昂タルモノアルヲ示サントス125 
 
 開会式前の明治神宮参拝は以降も続けられ、1938 年の春季リーグからは制服・制帽が着

用された。同年秋には「時局認識体現ノ具体的方策」として開会式の次第が以下のように

定められた。「（一）選手入場、（二）国旗掲揚、（三）宮城遥拝、（四）戦没将士の慰霊黙祷、

（五）優勝カツプ返還、（六）理事長挨拶、（七）文部大臣訓示、（八）選手総代宣誓、（九）

君ガ代
マ マ

合唱、（十）両陛下万歳、（十一）選手退場」。さらに、試合開始前と試合終了後に両

チームが「ホーム・プレートヲ挟ンデ整列シ審判員ノ号令下ニ厳粛ナル挨拶ヲナスコト」、

                                                  
122 津久井龍雄「スポーツ随想」、『野球界』30 巻 16 号、1940 年 8 月 15 日、48－49 頁。 
123 東京大学野球連盟『野球年鑑 昭和十二年度』1938 年、195 頁。および、東京大学野

球連盟『野球年鑑 昭和十三年度』1939 年、223－224 頁。 
124 東京大学野球連盟同上『野球年鑑 昭和十三年度』、219 頁。および、「『至誠号』等命

名式」、『東京朝日新聞』1938 年 10 月 16 日夕刊。 
125 東京大学野球連盟前掲『野球年鑑 昭和十二年度』、190－191 頁。 
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「試合中両ベンチハ相互ニ静粛タルコト」なども決められた126。荒木貞夫の主張に従うか

のように、国家主義的で厳粛な儀式が東京六大学でも取り入れられていったのである。 
 中等野球においても、同様の取り組みが行われた。日中開戦の 1 ヶ月後に開催された第

23 回全国中等学校優勝野球大会では、出場校選手一同の名で「時局ノ重大性ニ鑑ミ特ニ武

士道精神ニ則リ中等学校野球ノ精華ヲ発揮シテ国民体育ノ向上ニ資シ国家有事ノ際ノ遺憾

ナキ奉公ヲ期ス」という宣言がなされた。翌 1938（昭和 13）年の第 24 回大会では、「愛国

行進曲」の合唱や宮城遥拝が行われた。1940（昭和 15）年の第 26 回大会は、朝日新聞社

主催、文部省後援の形式で、紀元二千六百年奉祝全日本中等学校体育総力大会の一環とし

て行われた。野球のほか、陸上・水泳・庭球・器械体操・排球（バレーボール）・籠球（バ

スケットボール）が甲子園一帯で行われた127。中等野球でも、国粋主義的な儀式が採用さ

れるとともに、その過程で文部省とマスメディアと学生野球関係者の協力関係が築かれて

いったのである。 
 日中開戦後、国粋主義的な野球批判と文部省による学生野球の統制が強化されていくな

かで、学生野球界は精神主義の強調や国家主義的な儀式、軍への献金を実施する一方で、

選手や学生野球関係者に対しては、自治によるリーグ運営の存続を目指して弊害の自主的

な浄化を訴えた。こうした国家の求めに順応する方策を取ることによって、文部省による

自治への介入の不当性や国粋主義的な野球批判の矛盾を主張しえたのである。戦時体制下

の学生野球においては、国家への順応と抵抗がまさしく渾然一体となっていたのである。 
 
第 3 節 アジア・太平洋戦争下の体育・スポーツ政策と学生野球「弾圧」の諸相 
 

1.全国中等学校優勝野球大会の終止 
 
 日中開戦からの 4 年間にわたり、中等野球では国家とマスメディア、学生野球関係者の 3
者が協力して、大会の開催・運営や演出にあたってきた。しかし翌 1941（昭和 16）年 7 月、

優勝大会が予選途中で文部省の次官通達により中止となった。 
1941（昭和 16）年 12 月、真珠湾攻撃とマレー沖海戦を皮切りに、日本はアジア・太平

洋戦争に突入する。対米英開戦直後に学振が設立されると、学生野球も他の競技と同様に

その傘下に組み込まれた。大日本体育会にも野球部会が作られて、アマチュア野球を統括

することとなった。学振野球部会長には、「学生の野球といふものは、あくまでも、国家の

ために、未来の祖国日本を背負つて立つべき立派な人間を作るために目的が置かれて行か

なければならない」とする慶大野球部 OB の神吉英三が128、大日本体育会の野球部会長に

                                                  
126 東京大学野球連盟前掲『野球年鑑 昭和十三年度』、210 頁。 
127 有山前掲『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』、171－179 頁。 
128 神吉英三「新しき学生野球の出発―六大学リーグ戦はどうなるか―」、『野球界』1942 年

8 月 1 日号、32 巻 15 号、81 頁。 
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は「野球統制令」制定を主導した元文部省体育課長、山川建が就任した。 
 学振と大日本体育会の主導のもと、国民体位の向上や産業戦士の育成を目的とした国内

の体育・スポーツ活動の奨励と一元的統制が目指され、1942（昭和 17）年 4 月の年間事業

計画において学生スポーツの全国大会は学振が主催することが決められた129。7 月、これに

基づいて文部省は優勝大会を文部省と学振が共同主催する全国男子中等学校体育大会に組

み込むことを決定し、朝日新聞社主催の中等野球大会は幕を閉じることとなったのである

130。 
この決定の直前、大会副委員長であった佐伯達夫は、東口真平朝日新聞編集局次長から

の依頼で、小笠原道生に対して朝日新聞社主催による大会の存続を訴えた。しかし、小笠

原は文部省と学振による大会の主催を譲らず、佐伯が「在京の球界人とも力を合わせて、

強硬に押していったのだが、どうしてもだめだった」ようだ131。体協幹部が主導した体育

新体制の確立と、それによる統制力の強化を背景にした強引な体育行政の展開の帰結とし

て、朝日新聞は優勝大会を終えざるを得なくなったのである。朝日新聞は大会終止の社告

で以下のように述べている。 
 

文部省が大日本学徒体育振興会を結成し、もつて学徒の体育を一元的に統制指導せん

とするその根本的方針に至つては、時局下の施策として吾人の賛同を吝まぬところであ

るが、ただその接収に当り、「昭和十七年度以降は中等学校生徒の全国的大会は年一回と

しこれを本省主催もしくは大日本学徒体育振興会主催の下に別途の形式により開催致す

ことと相成たるを以て」といふ一片の通牒のほか何等委曲を尽すことなかりし当局の態

度に対しては、遺憾を禁ぜざるものがある〔。〕 
茲に全国中等野球大会を終止するに当り、その経過を叙べて大会関係者ならびに創始

以来熱誠なる支援を賜はりたる江湖各位の御了承を請ふ次第である。132 
 
 佐伯はのちに自伝の中で、この社告を「戦時言論統制の際に、これだけ強く当局の行為

に非難をぶつけているのは、よくよくのことと言われた」と述べている133。しかし、この

社告が批判しているのは、「大会の接収に当た」って「一片の通牒のほか何ら委曲を尽すこ

となかりし当局の態度」であって、体育新体制でも一元的統制の是非であるわけでもない。

有山が、朝日新聞社や飛田らが主張してきた「体育報国」や大会で行われてきた超国家主

義の儀礼などの野球イデオロギーが、国家統制を批判するのではなく受け入れてしまう論

理構造をもち、このときにはすでに抵抗の論理の根拠を失っている、と指摘しているとお

                                                  
129 「学生競技を一元統制」、『朝日新聞』1942 年 4 月 3 日。 
130「学徒体育大会を統合」、同上紙 1942 年 7 月 12 日。 
131 佐伯前掲『佐伯達夫自伝』、100－101 頁。 
132 「本社主催 全国中等野球大会終止」、『朝日新聞』1942 年 7 月 12 日。 
133 佐伯前掲『佐伯達夫自伝』、100 頁。 
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り134、「野球統制令」以来の文部省とメディアの密接な関係に基づいた中等野球の展開によ

り、戦時における抵抗の論理的基盤を自ら掘り崩していたのであった。 
 また、戦時中の儀式や言説において強調されたのは、優勝大会と全国中等学校体育大会

との連続性であった。学振が発行した『学徒体育年鑑』の記載によると、「本大会〔全国中

等学校体育大会〕種目中には、朝日新聞主催の野球、毎日新聞主催の相撲、野球等も継承

され、両新聞社の従来の貢献に対しては開会式に当り橋田文相から感謝状が贈呈された」

という135。1943（昭和 18）年に朝日新聞社から出版された『全国中等学校優勝野球大会史』

でも、大会は全国中等学校体育大会に「包摂」されたために「朝日新聞社主催の大会は終

止することヽなつた」という説明がなされている。同書に寄せられた小笠原道生の一文で

は、「単独の野球大会としての歴史は一応此所で区切られることヽなつた」が、「これは決

して終止符を打つことではない」。「大会の形式は変らうとも、過去の大会の精神は新しい

大会の中にそのまヽに生き、大会の歴史は脈々として続いてゐる」136、として、やはり両

者の連続性が強調されたのである。 
ちなみに、同書では優勝大会は 1940（昭和 15）年の「第廿六回大会を 後として終焉を

告ぐることとなった」として、大会の終焉を予選途中で途絶した 1941（昭和 16）年ではな

く、その前年の 1940（昭和 15）年として示している137。この認識は、飛田穂洲や東口真平

らこの本に原稿を執筆した他の論者も共有している。戦時中の認識では、主催者も学生野

球関係者も 1940（昭和 15）年の第 26 回が「 後の大会」と認識していたのである。 
  
学振専門部野球委員の一覧 

氏名 役職 肩書 

神吉 英三 委員長 慶大野球部 OB 
伊丹 安広 常務委員 早大野球部 OB、元同校野球部監督 
浅井 清 常務委員 元慶大野球部長、慶大教授 
小宮 一夫 常務委員 東大野球部 OB、掛川中野球部長 
西村 房太郎 委員 元東京府立一中校長 
小幡 孫二 委員 横浜高等商業 
片山 義勝 委員 中央大学 
森  繁雄 委員 第一高等学校教授 
中村 正雄 委員 早大野球部 OB 
松本 滝蔵 委員 明大野球部 OB、明大教授 

                                                  
134 有山前掲『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』、180－181 頁。 
135 大日本学徒体育振興会『昭和十七―十八年度 学徒体育年鑑』、77－78 頁。 
136 小笠原道生「新しいものに生きる真実の歴史」、『全国中等学校優勝野球大会史』、1943
年、朝日新聞社、14 頁。 
137 「感謝」、同上書、1－3 頁。 
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出典：大日本学徒体育振興会前掲『昭和十七―十八年度 学徒体育年鑑』、15－22 頁、より

作成。 
 
さらに、学振の本部役員には朝日・毎日両紙の社長が顧問に、山本忠興（元早大野球部

長）、槇智雄（元慶大野球部長）、東口真平（以上、参与）、大村一蔵、小泉信三（慶大総長）、

東龍太郎（元東大野球部長）（以上、理事）といった学生野球に尽力してきた人々が名を連

ねていた138。大正期から人気を拡大し、社会的な影響力を増したスポーツの一元的統制を

実現するために、学振は本部役員に官民から 100 人を超える広範な人々を選定した。それ

ゆえ、野球界からは中等野球に強い影響力をもつマスメディアのトップと東京六大学の関

係者をそろって参加させていたのであった。学振の専門部野球部委員も、神吉をはじめ伊

丹安広早大野球部元監督ら学生野球に関係の深い人物が選出された。 
朝日新聞運動部員、東口真平のように学振が中等野球大会を開催することに反対する人

物も内部にいたことは確かである。しかし、学生野球に関係の深い人々の協力のもとで体

育・スポーツ行政の一元化や大会の包摂が進められた以上、それへの抵抗は決して容易な

ものではなかった。1942（昭和 17）年の優勝大会の主催者問題について、大村一蔵と飛田

穂洲の話し合いがもたれた時の様子を、同席した伊丹安広は次のように述べている。 
 
  私は飛田さんが火のような弁舌をふるって大村さんとの間に激論が展開されるものと

予想していた。けれども飛田さんは案外おとなしく大村さんの意向を承認された。大村

さんと飛田さんとは親友だった。飛田さんは学生野球の理解者としての大村さんを信じ

ておられ、この人がそういうなら、もはやしかたないと考えられたのかもしれない。139 
 
 後述するように、対米英開戦後に強まる野球批判や学生野球統制に対して飛田は強く反

発していた。しかし、大村や伊丹といった長年の盟友が国家に取り込まれ、彼らからなさ

れる説得に対しては、飛田も抵抗の意志を貫徹することはできなかったのである。 
 

2.重点主義の進展と学生野球「弾圧」 
 
アジア・太平洋戦争開戦以後、それまでは国粋主義者が中心であった英語禁止や欧米文

化の排撃が本格化・一般化し、野球批判が激化することとなった。大石五雄の研究による

と、英語禁止措置の もはじめのものは 1940（昭和 15）年 3 月に内務省が芸能人の芸名に

英語を使うことを禁止したことにあるが、英語禁止措置が量的に増大するのは 1942（昭和

                                                  
138 大日本学徒体育振興会前掲『昭和十七―十八年度 学徒体育年鑑』、15－22 頁。 
139 伊丹安広『一球無二 わが人生の神宮球場』1978 年、ベースボールマガジン社、328
頁。 
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17）年以後のことであった140。野球関係では、人気が収入やリーグの存続に直結するプロ

野球のほうがこうした社会動向に敏感だったようで、スタルヒンの須田博への改名やプロ

野球チームの日本語化、監督・選手・マネージャーの「教士・選士・秘書」への改称は 1940
（昭和 15）年 9 月から翌年 1 月にかけて行われている141。これに対して、チーム名をもた

ない学生野球では 1942（昭和 17）年まで用語等で大きく変更されたものはない。 
ただ、学生野球への風当たりは強まる一方であった。1942（昭和 17）年 8 月、文部省と

学振主催の全国中等学校体育大会の一環として中等野球大会も開催されたが、ある教員は

その時の様子を「旧態依然たる試合をしてゐて騒々しいこと夥し」く「アメリカン野球そ

の侭」であり、「野球の存在価値は見る競技の範囲を出ない」ことから、野球によって「学

徒を錬成しようと思つたら大間違ひ」と酷評した142。 
しかし、こうした野球批判が学生野球「弾圧」の直接の要因となったわけではない。よ

り重要なのは、体育新体制の成立による重点主義の進展である。重点主義とは、日中開戦

以後、軍需部門への資源の集中的な投入により、皮革やゴムなどのスポーツ用具の生産に

必要な資源が枯渇していくなかで、国民体位向上や産業戦士育成、兵士としての資質の育

成に直結する運動競技を選定して重点的に行わせ、それ以外の種目については大会から外

したり、実施順位を後回しにしたりする政策のことである。体育新体制の成立を主導した

北沢清は、1940（昭和 15）年の秋ごろからスポーツにおける重点主義の採用を主張してい

たが、文部省体育課長に就任するとこれを実行に移していく。 
例えば、1942（昭和 17）年 8 月の中等学校体育大会等で行われたのは、野球・剣道・柔

道・射撃・戦場運動・相撲・陸上競技・水泳・蹴球・籠球・銃剣道の 11 種目であり143、テ

ニスやバレーボールは大会が開かれなかった。同年 10 月の明治神宮大会でも 1940（昭和

15）年大会種目から重量挙げ・ハンドボール・ホッケーが除かれ 23 種目とされた144。 
重点主義は、戦局の悪化による物資の欠乏が深刻になった 1943 年初頭に本格化する。そ

して 1943（昭和 18）年 3 月、文部省は体育運動を「 大ノ限度ニ之ガ強化徹底ヲ図」り、

「其ノ目標モ モ明確ニ戦力増強ノ一点ニ置」くことを目的とした「戦時学徒体育訓練実

施要綱」（以下、「実施要綱」）を発令する145。「実施要綱」は、課外体育を行軍や戦場運動

などの「戦技訓練」、体操や陸上運動、柔剣道やラグビーなどの「基礎訓練」、海洋訓練や

航空訓練などの「特技訓練」に限定し、2 つ以上の道府県の学校が参加する大会やリーグ戦

                                                  
140 大石五雄『英語を禁止せよ 知られざる戦時下日本とアメリカ』2007 年、ごま書房、

77－81 頁。 
141『プロ野球 70 年史 歴史編』2004 年、ベースボールマガジン社、43－49 頁。 
142 「学徒体育大会を顧みて（参加者側）」、『学徒体育』2 巻 10 号、1942 年 10 月、21－22
頁。 
143 大日本学徒体育振興会前掲『昭和十七―十八年度 学徒体育年鑑』、77－78 頁。 
144 朝日新聞社編纂『運動年鑑』昭和 18 年版、1943 年、朝日新聞社。1941 年は、中等学

校野球大会が休止になったのと同じく、交通輸送の制限のために大会規模が縮小され、実

施された種目数は 20 であった。 
145 大政翼賛会調査局『錬成要綱集粋』1943 年、30 頁。 



148 
 

の開催はすべて文部省の承認を必要とすることとなった。中等学校以下の対抗試合は地方

長官に、大学・高等専門学校のそれは各校校長に許認可権が一任された。そして 1943（昭

和 18）年 4 月、文部省から「体育局振興課長ヨリ東京大学野球連盟理事長ニ手交セル覚書」

が通達され、連盟も解散を決議した146。東都や関西の大学野球連盟も解散となった。 
大学野球連盟の解散に際して学振野球部長の神吉英三は、時局認識からすれば「学徒の

体育を直接戦場に通じる第一義的なものに切り替へることが現代としては当然」とし、さ

らに明治時代には試合やリーグ戦などなくても「真の心身錬成のため、人間を鍛えるため」

に野球の練習をしていたのだから、リーグ戦の消滅は「学生の野球が滅びたことを意味す

るものではない」という認識を示した147。文部省の相次ぐ介入によって組織も資金源も断

たれたうえ、学生野球に長く携わってきた人々が国家に取り込まれたことにより、学生野

球の自治は戦時下に崩壊することとなったのである。 
 

3.飛田穂洲の抵抗と「 後の早慶戦」 
 
国家を中心とした体育・スポーツの体制が築かれていくにつれて、1942（昭和 17）年春

ごろから東京大学野球連盟も「もうこの春きりでリーグ戦はおしまひになるのではないか」、

「秋にはどんなふうに変つて行くのかわからない」といった「リーグ戦の前途に就いてい

ろ〱憶測が行はれ」るようになっていた。こうしたなかで、飛田は学生野球の国家への取

り込み＝「官営」化と「官吏独善」を批判して、「野球に熱意を持ち興味を持つ者のみ」に

よって運営されるリーグ戦や大会の「永続」を訴えた148。 
さらに 1942（昭和 17）年の秋ごろから学生野球禁止の方針が伝わるようになると、飛田

穂洲は体育・スポーツ行政の陸軍の中心人物、児玉久蔵陸軍省兵務課長に野球存続を直訴

し、小泉信三や田中穂積と懇談する。さらには野球好きで知られた皇族で、陸軍少将でも

あった賀陽宮恒憲王にも働きかけた149。1943（昭和 18）年１月には、愛知県で「野球をや

つてゐては敵愾心の昂揚はできない」（山田内政部長談）ことを理由とした「野球排撃決議」

がなされ150、同様の動きが静岡でも見られるようになると、こうした国粋主義的スポーツ

批判にこたえて、東京大学野球連盟もストライクを「本球」、ボールを「外球」などとした

                                                  
146 「体育局振興課長ヨリ東京大学野球連盟理事長ニ手交セル覚書」、早稲田大学大学史史

料センター蔵。 
147 神吉英三「学生野球の再出発」、『相撲と野球』（『野球界』改題）1943 年 5 月 15 日号、

33 巻 10 号、77－78 頁。 
148 飛田穂洲「六大学野球リーグ戦総評（下）」、『朝日新聞』1942 年 6 月 24 日。および、

同「学生野球の現在から将来へ」、『アサヒ・スポーツ』20 巻 13 号、1942 年 7 月 1 日、4
－5 頁。この項以下、功刀前掲「太平洋戦争下の飛田穂洲―“野球弾圧時代”のペンによる抵

抗―」、参照。 
149 飛田前掲『球道半世記』、152－159 頁。田中穂積『田中穂積日記』、早稲田大学図書館

蔵、1943 年 3 月 6 日、3 月 11 日。 
150 「野球を叩き出す 王国愛知で排撃決議」、『朝日新聞』1943 年 1 月 22 日。 
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「野球用邦語集」を作成し、野球の日本化を訴えた151。 
1943（昭和 18）年 2 月、飛田は『野球界』から改題した『相撲と野球』に「日本球界へ

の要望――誤れる観念を撃砕せよ――」を掲載する。「野球排撃決議」にみられる「外来運動

競技の存在は、敵愾心を減殺するが故に排撃しなければならぬ」とする新たに「台頭して

来た誤れる観念」論や、重点主義にみられる「資材に籍口し或は誤れる観念論のかげに隠

れて、野球を非議し他の運動競技を誹謗する悪質的言論乃至行為に対しては飽くまで応戦

し撃破し制裁を加へなければならない」と、愛知県や文部省を激烈に批判した。そしてこ

の文章の 後に「同志よ起て」と題した檄文を記す。 
 
  先輩の血によつて汗によつて忍苦によつて造られた野球道は、野球宗は、諸君の情熱

によつて護られなければならない。各大学の野球部は、各中等学校の野球部は、各小学校

の野球部は幾十年の歴史に輝いてゐる。伝統を失ふことは日本人たることを自ら放棄する

ものである。先輩も起て、選手も起て、後援者も共に起つて自らの母校野球部を守り抜か

ねばならない。やがて老も若きも共に戦の庭に立たねばならぬ時が来たら、打棒を直ちに

銃に代へて、血の一滴まで夷狄にそゝぎかけねば己まないであろう。しかしそれまでは吾

等の信仰を温く抱きしめて置かねばならない。 
正道に二途はない、吾等の野球は、吾等の野球部は、吾等の野球愛は決して冒されては

ならないのである。 
  ――昭和十八年二月五日記―― 

         全日本の野球同志に告ぐ。152 
 
 野球が批判にさらされたり、禁止されたりするだけでなく、学生野球にかかわりの深い

人々が国家に取り込まれていくという絶望的な状況のなかで、飛田は全国の「同志」に向

けて「自らの母校野球部を守り抜」くこと、そのために先輩も、選手も、後援者も一致団

結して起ち上がることを訴えたのである。 
ただ、飛田が主張したのはあくまで「戦の庭に立」つ前の段階で、野球を「弾圧」・排撃

する理不尽さであって、その時がきたならば飛田は「打棒を直ちに銃に代へ」ることは辞

さないとする。国家による学生野球への介入や「官営」化、国粋主義的野球批判に対して

抵抗しつつも、戦時下で国家が求める精神主義や自粛に立脚して展開した飛田の学生野球

擁護論は、戦局が決定的に悪化するなかで挫折を余儀なくさせられたのである。 
1943（昭和 18）年 3 月「実施要綱」による学生野球「弾圧」後にも、早大野球部は飛田

を中心に練習を続ける。1943（昭和 18）年 10 月 16 日には、早大当局の反対を押し切って、

                                                  
151 東京大学野球連盟『東京大学野球連盟選定 野球用邦語集』出版年・発行者記載なし

〔1943 年〕、4－5 頁。 
152 飛田穂洲「日本球界への要望――誤れる観念を撃砕せよ――」、『相撲と野球』33 巻 5 号、

1943 年 3 月 1 日、90－95 頁。 
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慶大野球部と「学徒出陣壮行早慶野球試合」、いわゆる「 後の早慶戦」を実施した。早慶

戦を実施する案は、この年の 4 月ごろから動き始めたのだが、春の時点では早大当局の反

対により実現しなかった。秋の実施に際しても、田中穂積早大総長が強硬に反対し、小泉

信三慶大塾長も快く思っていなかったようだ。戦時下に強まる野球批判だけでなく、1943
（昭和 18）年初頭から早慶両校が共同して大学院の設置を文部省と交渉していたなかで、

いたずらに文部省を刺激するような方策を両校のトップが取りたくなかったためであろう

153。そのため、早大野球部顧問の飛田と慶大野球部長平井新が、越権行為としりつつ「独

断専行」で試合を実施し、平井は試合後に小泉からそれを叱責されている154。飛田の学生

野球を守る戦いは、少数の賛同者を除いてほとんど孤立無援の状態であった。 
飛田は選手の出征後も、野球部の合宿所が軍に接収されないように「部員の替玉」を住

まわせた155。軍へ志願しようとする部員に対し「軍隊とは、いま君が思っているほど純粋

できれいなところではない」156、出征する立大選手には「死ぬばかりが国の為ではないぞ、

生きて帰って来い」などの忠告もしたという157。日中開戦以後の飛田の言説には、常に国

家や戦争に対する抵抗と順応が相半ばする。そこには、飛田の思想の国家主義的側面の連

続性のみならず、国家の施策に順応することなしには国家に抵抗して学生野球の存続を訴

えることもできなかったということが示されているのである。 
 

4.学生野球「弾圧」の諸相 
 
中等野球における「弾圧」の状況も見ていこう。旧制中等学校時代から野球部が存在し、

かつ部史を編纂している学校について、管見の限りで 71 校の部史を確認することができ、

そのうちの 61 校で野球部（野球班）の解散・活動停止年が明らかとなっている。解散・活

動停止が も早いものは長野師範で、1941（昭和 16）年 2 月である158。解散・活動停止年

の内訳は、1941（昭和 16）年 4 校、1942（昭和 17）年 17 校、1943（昭和 18）年 36 校、

1944（昭和 19）年 4 校となる。東京高師付属中は 後まで解散はしなかったものの、1944
（昭和 19）年 7 月末に活動を停止した159。対米関係の悪化と学校報国団の組織化に伴って

                                                  
153 早稲田大学大学史編集所編『早稲田大学百年史 第三巻』1987 年、早稲田大学出版部、

980－986 頁。および、慶応義塾編・発行『慶応義塾百年史 中巻（後）』1964 年、841－
850 頁。 
154 平井新「出陣学徒壮行早慶戦を思う」、未発表原稿、執筆年不明。本史料の入手に際し

て、慶応義塾大学名誉教授白井厚氏のご協力をいただいた。 
155 飛田前掲『球道半世記』、173 頁。 
156 笠原和夫「『 後の早慶戦』と穂洲先生」、『飛田穂洲選集 別巻 回想の飛田穂洲先生』

1986 年、ベースボールマガジン社、160 頁。 
157 好村三郎「飛田先生とともに過ごした日々」、同上書、63 頁。 
158 長師野球部のあゆみ編集委員会編『長師野球部のあゆみ』1979 年、長師野球部のあゆ

み刊行会、234 頁。 
159 桐陰会野球部百年史記念事業実行委員会編『桐陰会野球部の一世紀 筑波大学附属高等
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中等学校の野球部が次第に解散に追い込まれていき、「実施要綱」によって残っていた野球

部の大半が解散・活動停止に追い込まれたことが見て取れよう。また、文部省が「野球部

とか庭球部とかの旧体制は依然として一部に残つてゐるのでこれらを一切清算」せよとの

通牒を発し、野球などのスポーツを弾圧するのは 1944（昭和 19）年 5 月であるが160、そ

れ以前の段階でほとんどの野球部が解散・活動停止となっていることも注目に値しよう。

実際の国家による弾圧は、虫の息の学生野球にとどめを刺したにすぎないものであった。 
解散・活動停止の内実をさらに詳しくみていくと、山梨県では 1942（昭和 17）年に中学

校校長会で野球部の解散・活動停止の申し合わせがなされ161、長野中では学校報国団の組

織化に合わせて野球部が一般球技班に解消させられた162。愛知商業では前述の「山田武夫

内政部長が朝礼台から野球部廃止を絶叫」し、野球部は解散を余儀なくさせられた163。 
ただし、「実施要綱」では中等学校の課外活動の内容を決定する権限が地方長官や校長に

あったため、地方ごとでの対応は分かれた。1943（昭和 18）年 5 月の時点で、「野球排撃」

を決議した愛知県を筆頭に 5 県が野球の廃止を打ち出す一方で、神奈川県・福岡県などの

10 県は存続を表明している。「野球闘球などは心身鍛錬、敢闘精神を鍛へる上に捨てがたい」

と和歌山県では、1943（昭和 18）年 6 月までリーグ戦を行った164。とはいうものの、前述

の通り「実施要綱」発令によって野球部の多くが解散・活動停止に追い込まれたことは間

違いなく、飛田が「弾圧」と受け取ったのもうなずけよう。 
 後に、「弾圧」に際した選手と野球部長の事例を紹介しておく。大阪府の明星商業は「実

施要綱」発令直後の 1943（昭和 18）年 4 月に野球部が解散することとなった。新学期開始

当日に校長から告げられた野球部解散の知らせは、野球部員たちにとって「正に青天の霹

靂」で、「唖然と口を開いたまヽ為すことも知らない」状態となった。部員たちも愛知県の

「野球排撃決議」を知らないわけではなかったが、「我々野球人は戦時に野球が不適とは夢

にも思はなかつた」し、「解散の怒涛は未だ遠き沖に逆巻いてゐるものと考へていた」。「も

う一年だけ」という「全班員の唯一の願」はかなわないものとなり、「球と苦しみバツトと

楽しみグローブと暮して来た私」の生活も、この日をもって終わりを告げることとなった165。 
 「野球排撃決議」がなされた愛知県の時習館中学でも、1943（昭和 18）年をもって野球

部の活動は終焉を迎えることとなった。これに際して太田旭野球部長は「選手一同と愛用

                                                                                                                                                  
学校・中学校野球部史』1999 年、154・166 頁。本史料の入手に際して、波多野絢香氏の

ご協力をいただいた。 
160 「野球庭球は返上」、『朝日新聞』1944 年 5 月 2 日。 
161 鶴城野球倶楽部編『甲府中学・甲府一高野球部史』、68 頁。 
162 長野高校野球部史編集委員会編『見ずや春風―長野高校野球部史―』、1987 年、長野県

長野高等学校野球部 OB 会、93－94 頁。 
163 愛商野球部史編集部同人編『愛商野球部史』1981 年、愛商野球部同好会、243 頁。 
164 「中等野球は、かう変る」、『相撲と野球』33 巻 10 号、1943 年 5 月 15 日、72 頁。引

用は海草中学宮崎校長の談話。 
165 「野球班有終の美」『明星校友会誌』60 号、1943 年 12 月、133－134 頁。 
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のミット、グローブを箱詰めし」、以下の様に記した一片の紙片を箱のなかに封印した。「わ

れらがいのち、 愛のミットよ、グローブよ、ここにしばらく汝等と別れを告げる。妖雲

去って晴天の陽光を仰ぐまでを、静かにねむれ」166。 
彼ら野球選手や野球部長たちも、飛田と同様に戦争に反対していたわけではない。しか

し、戦時体制の展開と戦局の悪化のなかで、自らが愛し生活の一部となっていたスポーツ

が、国家や社会から不適切と批判され、半ば強制的にプレーを続けていくことを断念せざ

るを得なくなったのである。野球を続けていくことを断腸の思いで断ち切らなければなら

かなかった選手や野球部長たちの苦難の経験、それが敗戦直後からの急速な野球の復活と

学生野球自治の組織化を草の根で支えることになるのである。 
 

 本章のまとめ 
 
 日中開戦による戦時体制の進展と対米関係の悪化、国粋主義の高まりを背景にして学生

野球は社会から多くの批判を浴び、戦時下の粛清を名目に文部省からの介入・統制が強化

されていった。文部省主導の組織改編や入場料の削減は、学生野球の財政的・組織的基盤

を掘り崩し、学振の成立に伴って学生野球もその傘下に組み込まれたことで、学生野球自

治は崩壊した。さらに、戦局の悪化に伴う重点主義の進展によって大会などでの種目数が

削減されていくなかで、野球もその対象に組み込まれ、1943（昭和 18）年 3 月に出された

「実施要項」により、大会やリーグ戦が廃止となり、学校の野球部の多くも解散・活動停

止に追い込まれたのである。 
 野球批判と文部省の介入・統制が強化されていくなかで、学生野球においても開閉会式

における儀式や試合中の態度、軍への献金など様々なかたちで国家主義や精神主義、戦時

下での野球の有用性が強調されるようになっていった。飛田の学生野球論も、野球を通じ

た精神主義の育成とそれが戦争に有効なことを強調するものとなっていた。それは、戦時

体制への順応であると同時に、国粋主義的な野球批判や文部省の介入・統制を批判して学

生野球自治の存続を訴えるものであった。 
しかし、学生野球に深いつながりをもつ人々が国家に取り込まれるとともに、野球をす

ることの正当性の根拠を国家に求めた飛田ら学生野球擁護の論理は、国家の領域の拡大と

戦局の決定的な悪化のなかで、挫折を余儀なくさせられることになったのである。ただ、

飛田のみならず学生野球の選手や野球部長らが、戦時下であじわった苦難の経験が、戦後

の学生野球の自治組織の形成と野球の復活の礎となるのである。 
 

                                                  
166 林弘編著前掲『時習館野球部史』、216－217 頁。 
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第 6 章 戦後改革期における学生野球の組織化と学生野球自治の確立 
 
 本章の課題 
 
 1930 年代初頭、スポーツが政策課題として認識されていくなかで学生野球の組織化が図

られ、1932（昭和 7）年の「野球統制令」発令以後はそれへの反発から、学生野球の自治

組織を形成する動きが展開されてきた。しかし、日中開戦以後、戦時体制が展開していく

なかでスポーツの自治や自律性は次第に狭められて国家の統制のもとに組み込まれていっ

た。1943（昭和 18）年の半ば以後には、学生野球の活動はほとんど不可能なものになり、

野球界は壊滅状態のなかで 1945（昭和 20）年 8 月の敗戦を迎えることとなった。 
 本章では、こうした過程をへて戦後に確立する日本における学生野球自治の成立過程を、

その組織とルールに着目して明らかにしていくこととする。第 1 節では、戦後の野球の復

活に際して学生野球関係者がいかなる思いを抱いていたのか、戦時下の野球を取り巻く状

況をどのようなものと認識していたのか、を見ていく。それにより、戦後の学生野球自治

の動きの基層ともいうべき認識を明らかにしていくことにする。 
第 2 節では、1946（昭和 21）年 12 月に生まれることとなる日本学生野球協会とそのル

節ールである「学生野球基準要綱」の成立過程を明らかにし、第 3 節では連合国軍総司令

部の民間情報教育局（Civil Information and Education Section、以下 CIE）を中心とした

スポーツ民主化政策が日本の学生野球のあり方と鋭く対立した選抜大会の開催をめぐる問

題を詳細に見ていくこととする。 
 第 4 節では、1950（昭和 25）年に成立した「日本学生野球憲章」の内容を明らかにする

とともに、その前文にみられるナショナリズムや精神教育を重視するイデオロギーを作り

出し、受け入れることとなる社会意識を飛田穂洲の野球論を踏まえつつ明らかにしていき

たいと思う。 
 
第 1 節 野球の復活と学生野球界の戦争の記憶 
 

1.戦後における野球の復活 
 
戦時中、対米関係の悪化と国粋主義の高まりに伴う野球批判の強化や、戦局の悪化によ

る体育・スポーツ活動の統制、物資や人員の欠乏によって、野球は部や連盟の解散・活動

停止に追い込まれたが、敗戦直後からすさまじい勢いで復活に向けて動きだす。その先鞭

をつけたのは 1945（昭和 20）年 10 月 28 日に東京六大学野球の OB たちによって行われ

た紅白野球試合であった。11 月 18 日にはオール早慶戦、11 月 23 日にはプロ野球の東西対

抗戦が開催された1。1946（昭和 21）年には東京六大学・東都・関西六大学の大学野球連盟

                                                  
1 大和球士『真説日本野球史 昭和篇その五』1979 年、ベースボールマガジン社、3－4 頁、
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が再結成され、春のリーグ戦から活動が再開される。 
中等野球も佐伯達夫が中心となって再開への動きが進められる。佐伯は、敗戦翌日の 1945

（昭和 20）年 8 月 16 日には朝日新聞社大阪本社を訪ね、「一日も早く中等学校野球大会を

再開してほしいと熱をこめて話をした」。9 月の終わりごろには朝日新聞社内でも中等野球

復活への動きが高まりはじめ、11 月には同社運動部部長の伊藤寛、早大野球部 OB で運動

部次長の芥田武夫、それに佐伯が加わり文部省体育課長の北沢清と会談した。この席上で

北沢が「文部省としては、この際、競技団体を作って、大会の実際上の運営は従来通り朝

日新聞社が行うにしても、表面上は、競技団体との共催という姿にしてもらった方が一層

スムーズに行くように思う」と述べたことをきっかけに2、中等野球連盟結成への動きが進

められていく。1946（昭和 21）年 1 月 21 日には優勝大会の復活が決定、2 月 25 日には全

国中等学校野球連盟（以下、中野連）設立総会が朝日新聞大阪本社で開催され、連盟の初

代会長には朝日新聞社社主の上野精一が、副会長には佐伯が就任した3。そして、同年 8 月

には朝日新聞社と中野連主催のもと、優勝大会が復活することとなるのである。 
大学野球も 1946（昭和 21）年初頭からリーグ戦の復活への動きが進められていき、東京

六大学野球が同年 5 月からリーグ戦を再開、東都大学野球連盟と関西六大学野球連盟も同

年に復活することとなった。 
 東京や大阪など「中央」での野球の復活と組織化を支えたのは、地方や一般の人々、子

供たちの野球に対する渇望があったことも忘れてはならない。1945（昭和 20）年 10 月か

ら 11 月にかけて、茨城・京都・長野の 3 府県で対抗試合や大会が行われた。茨城の水戸中

と水戸商の試合には、ファンや OB 百数十人が集まった。京都では同志社中の校庭に 9 中

学校が参加した大会が開かれ、すりきれたボールを「木綿糸で縫い合わせて」使ったが、「打

った拍子に木綿糸が切れてボールに羽が生えた様に飛ぶ」ことがあったり、「グラブに、バ

ットは両チーム共用」で「服装もまちまちで素足のものも大分いた」りしたが、「選手たち

は、大張りきりで、ヒットが打てたといってははしゃぎ、勝ったといっては小躍り」した

という4。 
 子供たちの野球に対する思いもきわめて強かったと思われる。終戦直後の混乱のなか、

軟式野球ボールを求めて山形から東京まで旅をする少年を描いた井上ひさしの『下駄の上

の卵』や、同時期の淡路島を舞台に少年・少女の野球チームを描く阿久悠の自伝的小説、『瀬

戸内少年野球団』はその頃の少年たちがもっていた野球への熱意を映しだしているといえ

る5。 

                                                                                                                                                  
11－20 頁。 
2 佐伯達夫『佐伯達夫自伝』1980 年、ベースボールマガジン社、111－114 頁。 
3 同上書、124 頁。および、日本高等学校野球連盟・佐伯達夫編『日本高校野球連盟三十年

史』1976 年、日本高等学校野球連盟、23－24 頁。 
4 佐伯同上書、248、266、284 頁。 
5 井上ひさし『下駄の上の卵』1980 年、岩波書店。および、阿久悠『瀬戸内少年野球団』

1979 年、文芸春秋。 
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前章でみたように、戦時下において野球選手や学生野球関係者たちは断腸の思いで野球

への愛情を断ち切らねばならなかった。そうした野球への非難が霧消して野球をする自由

を得たとき、彼らは日々の困難な生活環境や物資の不足などの問題を抱えながらも、多く

の人々の支持のもとで野球への復活のあゆみを進めることになったのである。 
 しかし、戦後の野球の復活と「野球統制令」の実質上の空文化により、戦前の「野球狂

時代」と同様、新聞等のメディアが多くのスポーツ大会を主催することとなった。それは、

優勝大会や選抜大会、読売新聞社を中心としたプロ野球だけにとどまらない。例えば北海

道新聞社は、1945（昭和 20）年 10 月に札幌の丸山球場で全道実業野球大会を開催したの

を皮切りに、1946（昭和 21）年 8 月に全道少年野球大会とプロ野球の公式戦、同年 10 月

に札幌野球まつりを開催している。同社は野球のほかにも、1946（昭和 21）年 4 月の札幌

市民マラソン、6 月の札幌―小樽間駅伝競走、7 月の全道十マイル短縮マラソン選手権大会、

9 月の全道中等学校駅伝競走などを開催している6。戦後の開放的な雰囲気のもとで再び盛

んになった野球などのスポーツ大会が、新聞社の販売戦略の一端として開かれるようにな

っていたのである。 
 さらに、1946（昭和 21）年の第 28 回優勝大会の兵庫県予選で、敗れたチームが勝利チ

ームの選手に対して暴行を働くという事件や、試合中の審判の判定への不満から大会本部

にチームの関係者が殺到し、審判や大会役員に暴行を加える事件が発生した。判定をめぐ

る騒擾は兵庫県に限らずいくつか発生していたようで7、そうした事態が大会関係者を憂慮

させたであろうことは想像に難くない。戦後の野球の復活に際しておこるこれらの問題は、

「野球統制令」発令時と同じく、学生野球に対する統制の必要性を文部省や学生野球関係

者に再認識させるものであった。 
 

2.学生野球界の戦争の記憶 
 
 こうして野球が復活していくなかで、学生野球関係者たちは戦時期をどのように振り返

り、戦後の学生野球の展望を切り開いていったのであろうか。敗戦直後の 1945（昭和 20）
年 9 月 29 日に文部省で開かれた「終戦ニ伴フ学徒体育運動振興ニ関スル懇談会」において、

学生野球側からは「学生野球に関しては野球訓令の趣旨を体して各学校が自主的自律的に

（実施したき）旨の要望」がだされる8。朝日新聞でも同年 11 月 6 日に「スポーツを民間に

還せ」と題した社説を掲載し、戦時下の体育・スポーツ政策は「スポーツを民間の手から

役人の手に接収」し、「スポーツの純粋性を屠殺して、これを戦技化」するものであったか

ら、大日本体育会と学振は「速やかに解散して、スポーツを役人から民間に還」すべきで

                                                  
6 井川前掲「戦後復興期マス・メディア・イベント年表」、321－337 頁。 
7 佐伯前掲『佐伯達夫自伝』、171 頁。 
8 「体育課関係会議一覧（自昭和十九年九月至昭和廿一年五月）」、国立国会図書館所蔵、

GHQ/SCAP RECORDS、CIE(B)4476、原文和文。日本学生野球協会『日本学生野球協会

史』1984 年、日本学生野球協会、3 頁。 
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あるとの主張がなされた。同日の「声」欄には飛田穂洲の「日本野球道の再建」も掲載さ

れ、戦時下において「文部当局の役人」は、「理非曲直を論外とし」て学生野球を「弾圧」

するという「偏頗な措置を断行した」ことが批判された9。戦時体制下の統制と「弾圧」の

記憶から、戦後は国家によるスポーツ統制やスポーツ組織を廃し、学校や民間の人々の手

によって「自主的自律的に」スポーツを組織・運営することが目指されたのである。 
ただこうした自治の主張は、戦前の学生野球に多発した弊害への自省とそれを防止する

ことと不可分であった。上述の飛田の投書「日本野球道の再建」には以下のような一節が

ある。 
 
  嘗ての野球全盛時代、学生野球の本質から離脱して邪道を踏んだ選手の中には当然指

弾されてしかるべき筋合のものがあり学生野球への嫉視ばかりでなく、非難の声を甘受

しなければならぬむきもあつた。それがやがて野球弾圧の一因をなしたものともいへる

かも知れないのであるから、再出発に當つては一層この点に留意して健全無比の野球を

組み立てヽいかねばならぬであらう。野球経世の大理想を実現せんために―10 
 
飛田は、戦前の学生野球の弊害は非難されて当然であるというだけでなく、それが文部

省の介入を招き、ひいては「野球弾圧の一因」ともなったと認識していた。早大野球部長

で東京六大学野球の理事を務めていた外岡茂十郎も、1946（昭和 21）年春のリーグ戦再開

を前にして、「昨秋以来、野球愛好者が熱誠を篭めて、リーグ戦の復活を待望して居るが、

この故を以て、何等の批判も反省もせずに、徒に過去の夢を追つて昔のままの六大学リー

グを復活するとは、決して善良な野球愛好者の□情に応える所以ではない」として、やはり

過去への反省を示している11。戦前の学生野球の弊害と官僚による学生野球の統制、戦局の

悪化に伴う学生野球の「弾圧」は、彼らにとって一連で不可分のものと認識されていたの

である。それゆえ、戦後の学生野球の自治を復活させるに際しては、その基盤に学生野球

の弊害に対する反省がなくてはならないものだったのである。 
 

第 2 節 日本学生野球協会と「学生野球基準要綱」の成立 
 

1.占領初期の体育・スポーツ政策 
 

 1945（昭和 20）年 8 月、日本が敗戦を迎えたことにより、戦時体制のもとでの体育・ス

ポーツ政策が根本的に見直されることとなった。敗戦直後における体育・スポーツ政策は、

                                                  
9 飛田穂洲「日本野球道の再建」、『朝日新聞』1945 年 11 月 6 日。 
10 同上。 
11 外岡茂十郎「リーグ戦復活論議」、『早大新聞』1946 年 4 月 15 日、『縮刷版 早稲田大学

新聞 第 8 巻』1982 年、龍溪書舎、8 頁。 
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戦争遂行を目的とした体育・スポーツを平時のものへと復帰することであった。8 月 24 日、

文部省は「学校教練教授要目」など戦時関係書訓令 18 件を全廃し、9 月 5 日には 7 月に廃

止された体育局が復活した。9 月 15 日に公表された「新日本建設ノ教育方針」では、勤労

動員や学童疎開によって心身ともに疲労している児童・学生の体位の回復・向上とそのた

めの食糧増産に重点を置くこととともに、明朗闊達な精神の涵養や公明正大の風尚の作興

を目的として運動競技やスポーツが奨励されることが示された。11 月には、「終戦ニ伴ウ体

錬科教授要項（目）ニ関スル件」が通達され、柔道・剣道などの武道や画一的な指導のも

とに行う徒手体操の中止、スポーツを教材とした授業を行うことなどが指示された12。12
月の「学校体錬科関係事項ノ処理徹底ニ関スル件」では、「学校ノ内外ヲ問ハズ軍事教錬的

色彩ヲ一掃スルコト」や「学校又ハ附属ノ施設ニ於テ武道ヲ実施セシメザルコト」を通達

し13、武道と軍国主義の排除の徹底を各学校に求めた。 
 こうしたなか、1946（昭和 21）年 1 月 20 日、CIE に体育担当官として John W. Norviel
少佐（以下、ノーヴィル）が着任する。ノーヴィルは 2 月の上旬から、国民学校や女学校、

師範学校、帝国大学など、東京を中心に多くの学校で視察を行い、日本におけるスポーツ

への関心の高さや、学校の体育・スポーツ活動がもつ教育効果を高く評価した。ノーヴィ

ルは学校の視察と並行して栗本義彦文部省体育局運動振興課長、北沢清体育課長、小笠原

道生元体育局長ら体育行政を主導した人物や、末広厳太郎・清瀬三郎・平沼亮三ら大日本

体育会の幹部らからのヒヤリングも行った。これによってノーヴィルは日本のスポーツ界

の組織や歴史的経緯についての知識を深める一方で、東大総長の南原繁からは「野球のよ

うに一人の選手のスキルに注意を払うのではなくて、もっと集団の民主的な行動に重点を

置くスポーツ」の振興を重視すべき、とのアドバイスを受けた14。 
 これらの視察やヒヤリングの成果として、3 月に「日本の体育」がまとめられる。「日本

の体育」では、敗戦直後から示された文部省の基本方針を評価しつつも、武道や戦時色の

強い訓練の廃止、体育教師の再教育、用具の不足への対応などの新しい方針も示された。

さらに、大日本体育会や学振を大政翼賛会と同様の「1 人の権力者のもとにすべての組織を

導く」ものとして問題視し、種目ごとのスポーツ組織や大学リーグの再建・復活の動きを

奨励するとともに、それらの組織と文部省の関係を再考する必要があることも提起された。

こうしたトップダウンの組織構造の改革と下からの再組織化によるスポーツ組織の民主化

の方針の一方で、日本が少数のトップ・アスリートだけが注目を集める「ヒーロー崇拝の

国」と批判され、野球に関する規則の改訂や競技会の入場料収入の問題も取り上げられて

いた。これらのことから、すでに 1946（昭和 21）年 3 月の時点において、ノーヴィルは戦

                                                  
12 江橋慎四郎「戦後の学校体育行政―小学校の学習指導要領の改訂を中心として―」、『戦後

日本の教育改革 第 7 巻 教育課程（各論）』1969 年、東京大学出版会、378－379 頁。 
13 学校体育研究同好会編「学校体育関係法令並びに通牒集附体育関係参考資料」、1949 年、

体育評論社、木下秀明監修『戦後体育基本資料集 第 5 巻』1995 年、大空社、102－103
頁。 
14 草深前掲『体育・スポーツの戦後改革に関する実証的研究』、8－9 頁。 
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時下に形成された日本のスポーツの組織改革を進めるだけでなく、日本のスポーツの大衆

化やスポーツの財政的な問題にまで踏み込んだ改革を進める見通しをもっていたと言える

だろう。「日本の体育」は、来日した米国教育使節団の講義録としても用いられ、その後の

文部省と CIE の体育・スポーツ政策の基調をなすことになっていく15。 
 1946（昭和 21）年 6 月、文部省は発体 73 号「学校校友会運動部の組織運営に関する件」

を発する。このなかでは「課外運動としての校友会運動部の適正な組織運営は民主主義的

体育振興の原動力であつて、今後の学校体育振興上極めて重要な意義をもつもの」と位置

づけられ、「教職員は進んで之に関与し生徒は正課営業の余暇を善用して自発的に創意工夫

をこらし、教職員学生徒が相協力して其の成果の発揚に努める」ものとして、戦時下にお

ける体育・教練の組織と方法を否定し、再び学校体育の振興へと舵を切ることが明言され

た。そのため、生徒が「自発的に運動競技を楽しく実施」することを重視するとともに、

それらの活動をつうじて「自治共同、規律、節制、責任完遂等、社会生活に必要な諸徳を

体験し、之を日常生活に実現するよう努めること」が明記された。「徒に勝敗にこだわるこ

と」や「興奮の余り野卑乱暴の振舞に及ぶこと」が厳重に戒められ、「アマチアー精神、特

に学生競技者精神を尊重し、飽くまでも生徒としての本分を守り、言語、態度等を始め、

行動の凡てを通じて高潔なる品格を保つこと」が求められた。さらに、対外試合以上に校

内競技を重視すること、シーズンオフを設けることが望ましいことなども記された。 
 敗戦に伴って、文部省は学校体育の平時化を進めるとともに、占領軍の方針にしたがっ

てスポーツの組織を民主主義的なものへと位置付けることとなった。しかし、だからとい

ってそれは学生スポーツが民間の競技団体の管理・運営に一任されることを意味していた

わけではない。文部省の体育局員も彼らからヒヤリングを行ったノーヴィルも、戦前の学

生スポーツで続発した多くの問題点を認識しており、学生スポーツの再建にあたって、そ

の管理・運営を競技団体に一任することは、多くの問題をはらむものと考えていた。特に、

アマチュアリズムの徹底や対外試合偏重の是正、シーズン制に関しては上からの指導が必

要不可欠と考えていたと思われる。それゆえ、日本におけるスポーツの再建と民主化は、

文部省と CIE による上からの指導と、自発的な再建を目指す下からの運動との対抗のなか

で行われていくことになるのである。 
 

2.「野球統制令」廃止の要求と文部省の対応 
 
占領期における文部省と CIE のスポーツ政策はこうした矛盾を内包していたため、上か

らの体育・スポーツの民主化政策の実施と野球の復活を求める国民的な動きのなかで、

大の問題となったのは「野球統制令」の扱いについてであった。「野球統制令」は、学生野

球を国家統制のもとにおくことを定めたものであったが、同時に学生野球の弊害を防止す

るための指針でもあった。そのため、スポーツの民主化と健全な学生スポーツの実施とい

                                                  
15 「日本の体育」、同上書、14－32 頁。 
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うふたつの問題のはざまで、廃止するか否か、運用の主体はどこか、新しい学生野球のル

ールはいかにあるべきか、が問われたのである。 
「野球統制令」廃止の要望は、1945（昭和 20）年 9 月 29 日に開かれた「終戦ニ伴フ学

徒体育運動振興ニ関スル懇談会」において、すでに示されていた。1946（昭和 21）年 2 月

21 日には、浅井清慶大野球部長と伊丹安広早大野球部元監督が文部省を訪れて北沢清と会

談し、東京六大学野球のリーグ戦再開の報告と合わせて、「野球訓令の廃止、全国的野球統

括団体の設立等に関し、種々意見を具申する」とともに、「文部省の助力を要請した」16。 
4 月 15 日、外岡をはじめとした大学の野球部関係者 8 名とノーヴィル出席のもと、文部

省で「都下大学野球部長第一次打合会」が開かれた。文部省から「野球統制令」は学生野

球の「弊害を封ずるために設けたもので、文部省としては今日もその精神を生かして行き

たいと述べ」られたのに対し、各校野球部長らは「学生野球今後
マ マ

の指導運営については学

校当局が教育的責任をもって自主的に実施する事とし野球訓令の廃止」を主張した。戦後

においても「野球統制令」の「精神」を生かしていきたいと考える文部省と、「学校当局」

の責任のもとで学生野球の「指導運営」を行う方針を示した大学野球関係者が真っ向から

対立したのである。「野球統制令」の扱いについては意見が分かれたものの、「全国の学生

野球統制団体」設立については両者が合意し、詳細は当番校の早大に一任された17。 
4 月 18 日に学振主催で開かれた「学生野球に関する打合会」でも、「野球統制令」をめぐ

る文部省と学生野球関係者の対立は繰り返された。東大野球部 OB の神田順治が「野球統

制令の簡素化を求め」、法大の藤田信男も「野球は自由と自治によって発展することが望ま

しい」と述べたのに対して、北沢は「野球統制令」を修正して戦後の学生野球の状況に適

応するものを作成する方針を示した。北沢は、学校関係者と学生野球関係者によって組織

される「野球統制協会」設立の方針も示していたことから、「野球統制令」を改定してその

運用を文部省から切り離すことで、学生野球の民主化と統制の両立を図ろうとしたのであ

る18。 
 しかし、4 月 21 日に京大で開かれた「関西地方大学野球部長打合会」でも「野球統制令」

廃止の要望がだされるなど、学生野球界には根強い「野球統制令」への反発が存在した。

その結果、5 月 17 日に開かれた「都下大学野球部長第二次打合会」において、柴沼直体育

局長から「訓令が廃止されても、文部省に代わって学生野球界の指導管理を担当し得る機

関（委員会）の設置が各学校の熱意と協力とに依り自主的に具体化」し、「関係学校当局の

教育的責任に於いて学生野球が健全に施行され」ることが「保障され」ることを条件に「野

                                                  
16 文部省体育局体育課編「学生野球指導委員会（仮称）結成に至る迄の経過」1946 年 8 月

22 日、日本学生野球協会前掲『日本学生野球協会史』、3 頁。以下本項の記述は、同書 3－
8 頁、による。 
17 「野球統制令は廃止」、『朝日新聞』1946 年 4 月 16 日。 
18 “Discussion Meeting Regarding the Establishment of a Baseball Control Association”、 
GHQ/SCAP RECORDS、CIE (C) 04608、18 April 1946。以下、特に注記のない限り、

GHQ/SCAP RECORDS の引用は、原文英文を筆者が和訳したものである。 
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球統制令」廃止の方針が示された。学生野球界が「野球統制令」の廃止を要望しつづけた

結果、文部省はこれを受け入れることとなったのである。この会議以降、問題の焦点は「野

球統制令」の存廃から学生野球を指導管理する機関の設立へと移っていく。 
 

3.学生野球指導委員会の結成 
 
「野球統制令」廃止の方針が決まり、学生野球を指導する機関の設立が具体化する過程

において、中心的な役割を果たしたのは外岡茂十郎と北沢清であった。1946（昭和 21）年

6 月 4 日の両者の会談で、外岡が「学生野球指導管理機関設置につき具体案を研究すると共

に東都及び関西両大学野球連盟に対し協力方につき文部省の助力を要請」したことをきっ

かけに、ふたりは東都大学野球連盟や関西六大学野球連盟の理事とも連絡をとりながら学

生野球の全国機関の組織化に動き出す。外岡は各大学野球連盟と連絡を取りつつ組織の規

程草案を起草し、北沢はそれに注意や激励を与えたり、学生野球関係者の会合の仲介や事

務手続きをこなしたりするなど、外岡の活動を支援した。8 月 14 日、文部省主催のもと岸

体育館で「第三次打合会」が開かれ、「学生野球指導委員会」の設置について外岡の原案が

「若干の字句修正」の後「全会一致可決」、8 月 16 日には「関西地区学生野球第二次打合会」

でもそれが「全会一致賛成」となった。そして 8 月 26 日、静岡県の大仁高女で「学生野球

協議機関設置打合会」が文部省の主催で開かれた19。柴沼体育局長は、会の冒頭で次のよう

にあいさつした。 
 
学生野球の学生スポーツにおける位置づけはきわめて重要であり、それに対する善良

かつ教育的な指導は必要である。1932 年の「野球統制令」は発令当時には必要なもので

あったが、学生野球は今後直接関係する人々の手によって扱われ、統制されることとな

った。これらの人々は健全な学生野球の促進に自らイニシアティブをもって働くであろ

う。そして、この会議への招待状を送付するという仕事はしたものの、文部省はこの会

議では一切主導的な役割をになうことはしない。真に善良で民主的な委員会がこの会議

の結果として組織されることを願う。 
 
柴沼のあいさつのあと、外岡が文部省から議長に推薦され、ノーヴィルのあいさつを経

たのち、「指導委員会」の規程が全会一致で承認された。これにより、日本で 初の全国的

な学生野球の統括団体である学生野球指導委員会（以下、指導委員会）が設立されること

となったのである。「学生野球指導委員会結成の趣意書」は以下のとおりである。 
 

                                                  
19 会議の詳細については、”Control of baseball in Japan”、GHQ／SCAP RECORDS、
CIE (A) 672、26 August, ‘46、および、日本学生野球協会編前掲『日本学生野球協会史』、

8－10 頁、参照。以下同じ。 
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吾々は学生野球が永久に愛され、喜ばれ、親しまれるスポーツであることを信ずる者

であります。戦争中、学生野球が白眼視されて廃滅に瀕しても、終戦と共にあらゆる悪

條件を克服して、他のスポーツに魁け再出発の先駆を承った事実こそ、明瞭にこのこと

を説明しております。併し、学生野球永遠の生命は、学生野球が教育の本義に則り学生

スポーツの精神を発揮するものであることを、その不可欠の要件とする。されば、学生

野球の職業化乃至興行化は断乎としてこれを排撃せねばなりません。昭和七年、学生ス

ポーツ中特に野球に付てだけ、その統制令の制定を必要とした社会情勢に鑑み、吾々は

深く自粛反省しなくてはなりません。スポーツの民主化は自由と自堕落とを穿き違へて、

選手を心身錬磨の精進生活から解放することでもなければ、またその施行に野球無軌道

時代を現出することでも決してない筈であります。吾々は学生野球の再出発に当って、

真の民主主義理念に立脚し、明朗真摯なる学生スポーツの精神に則り、学生野球の適正

健全なる発達を期する為め、後に述べるような学生野球指導委員会を結成した次第であ

ります。20 
 

1932（昭和 7）年の「野球統制令」施行以後、「1 シーズン制」や分配金の制限、「1 本勝

負論」など、文部省から様々な干渉・圧迫をうけてきた学生野球界にとって、「野球統制令」

の撤廃と自治の回復は宿願ともいうべきものであった。戦後においても「野球統制令」の

改定を考える文部省をおしきって、廃止の方針を打ち出させることとなったのは、外岡ら

学生野球関係者たちの熱心な働きかけの産物であった。もちろん、それには日本社会や日

本のスポーツ組織の民主化を進める CIE や世論の後押しをうけたことは否めないのだ、そ

れでも「野球統制令」撤廃の交渉や指導委員会の設立過程に CIE が深く関与したわけでは

なく、彼らの熱心な活動や要望が も大きな要因であったといえるだろう。 
学生野球関係者によるこうした活動の結果、「野球統制令」を廃止する方針が決定的とな

り、それと引き換えに学生野球関係者は学生野球の健全な施行という課題を文部省からう

けおうこととなった。それは、スポーツ組織の民主化とともに戦前の日本のスポーツの弊

害を問題視する CIE の方針とも一致するものであった。「真の民主主義」と学生に対する教

育の徹底をうたった戦後の学生野球の理念は、学生野球の民主化とスポーツを教育的に施

行することを目指す学生野球関係者と文部省、CIE 三者の思惑の産物なのである。 
 

4.「野球統制令」の評価と戦後の学生野球の課題 
 
本項では、指導委員会委員長として、さらには法学者として「基準要綱」の制定を主導

した外岡茂十郎早大野球部長を中心に「基準要綱」の理念を明らかにしてく。 
 外岡は学生時代を早大で過ごし、1923（大正 12）年からは法学部で教鞭をとっていたが、

野球に深く関わっていたわけではなく、「一野球フアン」にすぎなかった。しかし、1935（昭

                                                  
20 日本学生野球協会編前掲『日本学生野球協会史』、9－10 頁。 
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和 10）年 11 月に早大専門部の野球部長に就任すると、飛田穂洲の著書『熱球三十年』を「む

さぼり読」み、選手と寝食をともにしていくうちに、「教育観なり、人生観なり、社会観な

りが、これを契機として大きく転換」したという21。日米開戦後の 1942（昭和 17）年 4 月、

外岡は早大野球部長と東京大学野球連盟の理事に就任し、学生野球「弾圧」や「 後の早

慶戦」を直接経験した。外岡は飛田の野球観を著書で学ぶだけでなく、日常的に教えを受

け、その思想と行動を目の当たりにしながら学生野球に対する考えをつくりあげていった

のであり、飛田から強い影響を受けていた。 
戦後、外岡は東京六大学野球連盟の復活に積極的に行動する。しかし上述の通り、東京

六大学の戦後の復活には戦前のような「商業化」「興行化」に対する反省は不可欠であった。

そのため「野球統制令」が事実上失効し、新聞社などによる学生スポーツ大会が開催され

るようになっていた当時の状況に対して外岡は、「学生野球は、その拠るべき軌道を失って、

しかも新軌道も持たないという極めて危険な無軌道状態に陥ち入り、そこでは、戦前にも

増して学生野球堕落の危険さえ懸念される」ものと認識していたのである22。 
一方で外岡には、「野球統制令を見ると、認可、承認を得よというようなことが盛んに各

所に出てくる」が、「今さら文部省の厄介になる」のではなく、「野球人が出て行つて、野

球人自身の手で立派な一つの指導機関をつくろう」という意志もあった。 
すなわち、「基準要綱」と学生野球協会の成立に際しての課題は、戦後の野球人気復活の

動きのなかで、様々な「弊害」から学生野球を守り、学生野球が「健全」な学生スポーツ

としてあるように統制することであり、同時に民間団体として官僚機構から独立してスポ

ーツの自主性・自立性を確保するということであった。外岡の言葉を借りれば、「官製『野

球統制令』に代わる民製『学生野球基準要網』」の制定が目指されたのであった23。 
このような表現が用いられる背景として、外岡の「野球統制令」に対する次のような評

価が挙げられる。すなわち、「野球統制令」は「その精神に於ては学生野球が本来の目的か

ら離脱して、邪道に踏み入ることを防止するに在つた」が、「併し戦時中に於ける官僚独善

は学生野球愛護の為めの野球統制令を、学生野球弾圧の為めに曲げて利用したと云う場合

も決して少くはなかつた」というのである24。外岡は、「野球統制令」の精神や目的を評価

する一方で、それが「官僚独善」により「曲げて利用」され、「学生野球弾圧」に用いられ

たことを批判的にとらえていたのであった。 
このような「野球統制令」の評価は外岡だけにとどまらない。東大野球部 OB で 1943（昭

和 18）年の解散のときの東京大学野球連盟会長内村祐之、早大野球部元監督伊丹安広、早

                                                  
21 外岡茂十郎『フェア・プレー ―その日・その時―』1958 年、敬文堂書店、5－6 頁。 
22 外岡茂十郎「『学生野球基準要綱』に就いて」、日本学生野球協会編『学生野球』1 号、

1947 年 4 月、人生社、4 頁。この内容は 1947 年 3 月 30 日にラジオ放送されたもの。 
23 外岡茂十郎「戦後に於ける学生野球の諸問題」、『野球世界』3 巻 5 号、1950 年 5 月、64
頁。 
24 外岡前掲「『学生野球基準要綱』に就いて」、4 頁。 
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大野球部 OB で中野連副会長の佐伯達夫、元横浜高商野球部長の武石彌彦ら、学生野球組

織の幹部らも外岡と同様に、「野球統制令」の理念は評価しつつも、「官僚独善」や「野球

弾圧」を批判していたのであった25。アマチュアリズムにのっとった「健全」な学生野球の

実施という「野球統制令」の統制の理念をひきつぎながらも、それを学生野球関係者など

民間の人々の手によって実現すること。これこそが「基準要綱」の理念だったのである。 
 

 5.日本学生野球協会と「学生野球基準要綱」の成立、「野球統制令」の廃止 
 
野球指導委員会は、「全国学生野球連盟（仮称）ノ結成ヲ準備シソノ成立ニ至ル迄ノ間、

学生野球ニ関スル重要事項ノ審査並ニ其ノ施行ヲ指導監督」することを目的として結成さ

れた26。そのため、野球協会が結成される 1946（昭和 21）年 12 月までのおよそ 4 ヶ月間

に取り組んだ仕事は、おもに「学生野球の適正健全なる発達を期する」ための基準を定め

ることと、学生野球協会結成の準備であった。指導委員会は、委員長の外岡を中心に 6 名

で実務を執り行った。9 月から 12 月まで計 4 回の会合がもたれ、 後の会合で「学生野球

基準要綱の原案が確定」した27。 
「基準要綱」は、「中等学校野球ニ関スル事項」と、「大学及ビ高専ノ野球ニ関スル事項」

から成り立っている。これは「野球統制令」で大学・高専は文部省が、中等学校は各都道

府県が統制することが定められており、「指導に服する者の環境條件が異」るということで、

「両者を別々に規律することが望ましいと考えたから」であった28。 
「基準要綱」の第一の特徴は、第一条で「試合ハ総テ学業ニ支障ナキトキニ之ヲ行フベ

ク、春秋各シーズンハ三ケ月ヲ超ユルヲ得ザルコト」として29、大学・旧制高校・高専の野

球に「厳格なるシーズン制が採用されたこと」である。春と秋の年 2 回のリーグ戦は、「3
ヶ月ヲ超ユルヲ得ザルコト」として、期間が限定された。なぜなら、野球が原因で選手に

「学業を怠らしむるが如きことがあつてはな」らないからである。「野球が学生生活の全部

を占めて仕舞う」ような学生は、「善良なる学生ではあり得ない」のであり、「善良なる学

生でなくては学校選手になれないと云う所に学生野球の尊厳もあるし、アマチユアスポー

ツの純潔も生れて来る」からであった。また、「野球統制令」同様に、中等学校と大学等の

                                                  
25 内村祐之「スポーツマンの立場―野球人に代つて―」、『スポーツ』1948 年 3 月号、15 頁、

伊丹安広「日本学生野球協会結成に寄せて」、『学生野球』1 号、5 頁、佐伯前掲『佐伯達夫

自伝』、98 頁、武石彌彦「日本学生野球協会の生まれるまで」、『学生野球』3 号、1947 年

11 月、28 頁。 
26 日本学生野球協会前掲『日本学生野球協会史』、10 頁。 
27 「日本学生野球協会結成に至るまでの経過」、GHQ/SCAP RECORDS、原文和文、

CIE(C)4609。 
28 外岡前掲「『学生野球基準要綱』に就いて」、4 頁。以下、本項の引用部で特に注記のな

いものは同、4－5 頁、による。 
29 学生野球基準要綱、GHQ/SCAP RECORDS、原文和文、CIE（C）4610。以下、本項

の「基準要綱」の引用は、同史料による。 



164 
 

両方で「選手ハ学校長二於テ身体、学業、人物等適当卜認メタルモノニ限ルコト」として、

選手の選定に学校長が関与すること規定された。シーズン制の規定は「野球統制令」には

なく、野球選手の学業を重視する姿勢は「基準要綱」でより強められたのである。 
二点目は、大会やリーグ戦の主催団体や入場料を徴収できる場合を規定したことである。

大学等においては、第二条で「野球大会又ハリーグ戦ヲ主催スル団体ハ其ノ役員中ニ関係

学校ノ責任者ヲ加ヘルコト」として、学校関係者の関与なしに大会やリーグ戦を行うこと

はできなくなった。中学では、第四条で全国および都道府県野球連盟の主催、ないしは、

これらの団体の承認なしには大会を開催することができなくなった。入場料については、

大学等では「入場者ノ整理ヲ為シ試合及ビ練習ニ要スル経費ニ充ツル場合ニ限リ之ヲ徴収

シ得ルコト」として、ある程度の必要経費を徴収することを容認したのに対して、中学で

は野球連盟の承認のない限り、「野球試合ニ於テハ入場料ヲ徴収セザルヲ原則」とした。こ

れらの規定は「学生野球が種々の他の目的に利用されることを防止」し、「不純性を断乎排

してアマチユア精神を死守」するためであった。 
三点目が、「アマチユアリズムの確立」である。これは「学生野球の健全なる発達を期す

る為めには、是非とも明確にして置かねばならない、根本的な問題」と外岡は位置づけて

いる。具体的には、選手が学費や生活費などを受け取ることを禁止することによる「選手

買収主義」の「排撃」、コーチや審判が旅費や宿泊費などの「必要ナル経費」以外を受け取

ることを禁じた「コーチ審判などに対する無報酬主義」、「選手は高校又は出身校を背景と

するクラブチーム以外の試合に出場する」ことの禁止、「学校選手ハ職業選手又ハ職業選手

タリシ者ト試合ヲ行フ」ことの禁止である。金銭の授受やプロ野球との接触をほぼ全面的

に禁止することによって、「アマチュアリズムの確立」がはかられたのである。 
こうした厳しいアマチュアリズムを「野球統制令」から受け継いだことは大きく分けて 2

つの点において重要であろう。ひとつは加賀秀雄が述べたように、アマチュアリズムの強

調は選手の思想善導の側面をもつということである30。もうひとつは、アマチュアリズムが

内包するブルジョア的・エリート主義的側面である。中高等教育は拡大したとはいえ、そ

れを享受することが可能な人々は富裕層や中産層の子弟などに限られており、いまだ同年

代のなかでは少数派に属するものだった。そうした戦前からの中高等教育を背景に成立し

た学生スポーツ観が、「基準要綱」によって戦後にもうけつがれたのである。 
さらに「基準要綱」には罰則規定も明文化された。「基準要綱」に違反した場合や「学生

野球ノ本義ニ違背シ又ハ違背スル虞アルトキ」に、「日本学生野球協会ハ審査ノ上当該野球

選手又ハ当該選手所属学校野球部ニ対シテ警告、謹慎、出場禁止ヲ為シ又ハ当該野球部除

名ノ処置」をすることが規定され、これらの「処置」を通じて「学生野球の正道を直截明

瞭に指示する」こととなったのである。この審査室の制度は、外岡が「基準要綱」の「一ばん
マ マ

大きな特色」と自負している部分であり、「基準要綱」という学生野球の「憲法」において、

                                                  
30 加賀前掲「わが国における 1932 年の学生野球の統制について｣。 
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「司法権の独立といつたような意味」をもつものであった31。審査室をおくことにより、「裁

かれる人と裁く人が同じになつている」ことを防ぐとともに、「学生野球の本領を護り抜く」

ことが目指されたのである。初代審査室委員には、慶大塾長小泉信三（室長）、飛田穂洲、

早大総長島田幸一、法大総長野上豊一郎、横浜経済専門学校元校長田尻常雄、慶大野球部

OB 桜井彌一郎の 6 名が就任した32。 
 1946（昭和 21）年 12 月 21 日、東大山上御殿で「学生野球指導委員会を発展的に解消、

日本学生野球協会の誕生をみるとともに学生野球基準要綱が制定された」33。戦前からの学

生野球の自治運動は、戦争と敗戦という社会の激動の時代をはさんで結実することとなっ

た。 
 しかし、戦後における学生野球自治の確立に際して、戦前期のそれとの断絶も生まれる

こととなった。それは、学生野球の統制者と被統制者の関係である。両者の一致か分離か

という問題は、第 5 章でも述べたとおり、戦前の学生野球においてはきわめて重要な論点

であった。しかし「基準要綱」では、両者の分離は当然のこととされ、審査室の制度がつ

くられたのである。その結果、審査室は選手やチームから独立して組織され、様々な処分

を下す機関として強い権限をもつこととなった。選手やチームには異議申し立てや再審査

の権限も認められず、審査室の委員たちが「学生野球の正道」を体現するという考えのも

と、処分を武器に選手とチームを統制するシステムがつくりあげられたのである。 
学生野球協会と「基準要綱」が成立したことをうけて、文部省は 1947（昭和 22）年 5 月

21 日に訓令第六号を発して「野球統制令」を廃止した34。これにより、学生野球は国家統

制を離れ、民間の人々による自治で運営されていく制度的保障を得たのである。 
 

 6.CIE の指導による改定 
 
 「基準要綱」は、日本の学生野球関係者が中心となって制定したものであったため、そ

の内容について CIE と学生野球関係者による協議が行われた。1947（昭和 22）年 1 月、野

球協会の組織と規約についての文書（日本語と英訳）が CIE に提出される。文部省の平野

出見体育課長は、ノーヴィルにその内容を調査するように依頼し、ノーヴィルは数日内に

彼の考えを明らかにすると返答した35。2 月 14 日には明大野球部 OB で衆議院議員の松本

滝蔵、平野、外岡、伊丹、ノーヴィル、コックスが集まり、野球に関する様々な問題とそ

                                                  
31 飛田穂洲・外山

ママ

茂十郎「新しき学生野球について」、『ベースボールマガジン』、1947 年 2
月号、恒文社、４頁。 
32 日本学生野球協会前掲『日本学生野球協会史』、93 頁。 
33 同上書、92 頁。 
34 学校体育研究同好会編前掲「学校体育関係法令並びに通牒集 附体育関係参考資料」、115
頁。 
35 “Japan Student’s Baseball Association”、conference report、GHQ／SCAP RECORDS、
CIE (A) 7170、Major Norviel、28 January 1947。 
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の統制についての議論が行われ、ノーヴィルから「基準要綱」の改定と再提出の勧告がな

された36。若干の改訂を経てたのち、3 月 5 日に正式に「基準要綱」が「確定を見るにつ至

た」37。 
 中等野球に関する条文では、2 か所の改定が行われた。ひとつは、第五条の入場料収入の

使途に関してである。原案では｢入場料ノ処分ハ厳正デアルコト｣となっていたが、「入場料

ノ使途ハ大会又ハ試合ヲ開催スルニ必要ナ経費、参加学校ニ於ケル体育ノ普及発達ニ必要

ナ経費ノ充当ニ限定セラルベキコト」とされ、入場料の使途が大会や試合の経費と「体育

ノ普及発達ニ必要ナ経費」と具体的に限定されることとなった。 
 また、原案にはない条文が第八条として加えられ、「コーチヲナシ得ル者ハ中等学校教員

有資格者又ハ之ニ準ジ得ベキ者（例ヘバ大学令ニヨル学部ノ学生又ハ高等学校、専門学校

ノ 終学年在学中ノ者）ナルコト」と規定され、コーチの資格に教員か学生であることが

示された。 
 大学野球に関しては 1 か所のみである。それは、プロ選手と大学選手の試合を禁じた第

十条である。原案では、「選手ハ職業選手又ハ職業選手タリシ者ト試合ヲ行フヲ得ザルコト」

として職業選手との試合を禁止していた。しかし、この条文に「但シ職業選手タリシ者ニ

シテ本協会審査室ニ於テ適性ヲ認定サレタ者ハ此ノ限リデハナイ」と例外規定が設けられ

た。1949（昭和 24）年 10 月 30 日、アメリカの３A、パシフィック・コースト・リーグ所

属の独立チーム、サンフランシスコ・シールズが東京六大学選抜チームと対戦した試合は、

この規定が適用されたものと思われる38。 
以上のことから、CIE のノーヴィルとコックスは中等野球に関して、日本の学生野球関

係者よりも入場料の処分やコーチの資格を厳正にして、「興行化」や「プロ化」、「商業主義

化」を排し、強い教育的指導のもとにおこうとする意図があったといえる。CIE の体育・

スポーツ政策は、1946（昭和 21）年 3 月の時点でアマチュアリズムの重視を打ち出してい

たが、その基本理念に基づいて中等野球に関する規則の改定が行われ、方針の徹底がはか

られたのである。 
その一方で大学野球に関しては、許可制のもとに職業野球選手との試合も容認している

ことから、かなりの程度で自治的な裁量の範囲を認め、ある程度の興行的な側面をも容認

していたといえる。このことは、占領軍のスポーツ政策の不統一ないし矛盾ということも

できるが、学生野球の自治を重視しつつ、プロ野球との共存共栄をはかる可能性をも内在

していたということもできよう。日本側が「野球統制令」と同様に、あるいはそれ以上に

                                                  
36 “National School Baseball Association”、conference report、GHQ／SCAP RECORDS、
CIE (A) 7170、Major Norviel、14 February 1947。 
37 外岡前掲「『学生野球基準要綱』に就いて」、4 頁。以下、原案の引用は、「学生野球基準

要綱」、GHQ／SCAP RECORDS、CIE（C）4610、改定されたものは、日本学生野球協会

前掲『日本学生野球協会史』、18－19 頁、からの引用である。 
38 谷川建治「占領期の対日スポーツ政策―ベースボールとコカ・コーラを巡って」、20 世紀

メディア研究所編『インテリジェンス』第 3 号、2003 年 10 月、紀伊国屋書店。 
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プロと学生野球の分離を志向したのに対して、CIE は入場料収入の管理や学生選手への金

銭授受の禁止によって、「興行化」「商業化」に歯止めをかけつつ、プロと学生野球の交流

を図ろうとしていたのではないだろうか。また、中等野球と大学等の野球で異なる方針が

打ち出されたことにより、その後の日本大学野球連盟と高野連と間の統制の方針に対する

違いをも生み出すこととなったといえるであろう39（巻末「参考資料 2」参照）。 
学生野球関係者は自治の回復に際して、「野球統制令」の理念を保持しつつ、それを民間

の人々の手によって運用していくことをめざしていた。それに対し、CIE は中等野球にお

けるアマチュアリズムの徹底や商業主義の抑止、対外試合偏重の是正に対しては、「野球統

制令」以上に規制を強化することを志向しつつ、大学野球については学生野球関係者の自

治領域に関する裁量の範囲を大きく認め、規制を緩和する方針を示していた。こうした学

生野球関係者と CIE の方針の齟齬が 1947（昭和 22）年の選抜大会の再開にあたって顕在

化することとなる。 
 
第 3 節 GHQ の体育・スポーツ政策と学生野球の対抗―選抜大会の開催をめぐって― 
 

 1.選抜大会の再開 
 
 1946（昭和 21）年の半ば以降、「日本の体育」で示された教師の再教育や体育科の教授

マニュアルの再編、スポーツの大衆化といった CIE の方針が着実に具体化に向けて歩みを

進めていった。9 月には CIE や文部省体育局に加え、ESS（経済科学局）や商工省、農林

省にスポーツ用品の生産者の代表も集めてスポーツ用品供給計画が立案された。そこでは、

野球・ソフトボール・ワンアウトベースボールに必要な用具は「直さま も優先して製造

すべき用品」と位置づけられ、硬式野球ボール 22 万個、軟式野球ボール 114 万個をはじめ、

多くの野球用具が生産されることとなった40。CIE は武道などを禁止する一方で、日本で人

気も知名度も高い野球の普及・振興を政策的に推し進めたのであった。 
また、同月文部省に学校体育研究委員会が設置され、10 月末にはその答申が示された。

答申では、のちに学校体育指導要綱となる「学校体育指導上の具体的事項」と、「学校体育

の刷新改善に関する事項」に大別された。後者には、「選手制及シーズン制に関する事項」

と「試合に関する事項」が含まれており、選手の選定に対する学業成績の重視、シーズン

                                                  
39 2007 年の「特待生問題」においても、日本大学野球連盟と高野連は「憲章」の同一条文

を根拠にしながら、まったく異なる対応を示した。「憲章」の解釈・運用の大きな相違は、

「憲章」の根幹を揺るがせかねないものであったが、それが問題として大きく取り上げら

れることはなかった。 
40 寶学淳郎、木村吉次、庄司節子、大熊広明、中村哲夫、真田久、中嶋健「占領下日本に

おける CIE のスポーツ用品供給措置（1946－1949）―CIE 体育担当官の活動を中心に―」、
『スポーツ産業学研 
究』14 巻 2 号、2004 年 9 月、日本スポーツ産業学会、5－6 頁。 
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制の実施、アマチュア精神の遵守、校内試合重視の姿勢が打ち出された。さらに対外試合

に際しては、対戦相手を近隣の都道府県の範囲内にとどめること、授業に差支えない日程

で行うこと、応援に際して品位を保つことなどに加え、「競技会の主催者又は後援者の中に

はその目的性格が必ずしも教育的でないものと予想されるのでこれらについては十分検討」

することが求められた41。 
 こうしたなかで、中野連と毎日新聞を中心として選抜大会の再開に向けた動きが進めら

れていくこととなる。再開に向けた動きが始まった当初、中野連は朝日新聞社との関係が

きわめて強い組織であったため、毎日新聞社と選抜大会を共催することに異論をとなえる

むきもあったようだが、1946（昭和 21）年 12 月に中野連の理事会で選抜の共催が満場一

致で決定され、開催へ向けた動きが本格化することとなった。ただ、こうした理由から選

抜大会の開催に関しては「共催とは名ばかりで、大会の計画、実施などすべて毎日新聞社

が独自の立場で」行っていたという42。 
開催が目前にせまった 1947（昭和 22）年 3 月初頭、中野連に対して「文部省から大会中

止」が通達された43。これをうけて、3 月 5 日に毎日新聞の三宅運動部長とノーヴィルの会

談が行われこととなった。三宅は、「戦争で中断するまで『選抜』が 24 年の歴史を有して

いる〔正確には、1924＝大正 13 年から 1941＝大正 16 年までの 18 年〕」こと、「日本人は

『選抜』を 1 年の も大きなイベントのひとつと考えていて、非常に楽しみにしている」

こと、「大会のために文部省と商工省の大阪支局からすでに 50 ダースのボールを受け取っ

ている」こと、「佐伯達夫中野連副会長も大会開催に賛成している」ことなどを理由に大会

の開催を主張した。これに対してノーヴィルは、選抜大会は「現在日本で体育指導者たち

によって進められているシーズン制の確立」に「明確に反する」、と反対意見を述べた。三

宅は「シーズン制には原則的に賛成」としながらも44、「今年は大会の予定を変更するには

時間が足りない」として、あくまで開催を主張した45。 
この会談の直後、ノーヴィルら CIE の体育担当官、伊藤日出登ら文部省体育局員、外岡

ら学生野球協会幹部、さらには清瀬一郎体協会長らが集められて対応策が協議された46。ま

ず、ノーヴィルがシーズン制についての意見を参加者に求めたところ、東大厚生課の加藤

                                                  
41 「学校体育研究委員会 終答申」、草深直臣「『野球統制令』の廃止と『対外競技基準』

の制定過程の研究」、『立命館教育科学研究』2 号、1992 年 3 月、立命館大学教育科学研究

所、116－117 頁、より重引。 
42 佐伯前掲『佐伯達夫自伝』、143－144 頁。 
43 同上書、144 頁。 
44 原文では、「The Mainichi representatives agreed in principal to the seasonal sports 
plan」（下線引用者）とあるが、文脈から「principle」の誤りと判断した。 
45 ”Middle School Baseball – National Grand Tournament”、GHQ/SCAP RECORDS、
CIE(A)7171、Major Norviel、5 March 1947。 
46 以下、会議の内容は、”Baseball Conference”、GHQ/SCAP RECORDS、CIE(A)7195、
Nroviel、5 March 1947。出席者は、ノーヴィル、コックス、伊藤日出登、栗本義彦、高田

通、西田、外岡茂十郎、松本滝蔵、藤田信男、武石弥彦、船津国夫、佐藤嘉一郎、吉田実、

神田順治、加藤橘夫、清瀬一郎。 
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橘夫が「現在の経済的な困窮状態では、90 パーセントの学生が生活費も学費も稼がなけれ

ばならず、シーズン制の導入は学生にとって、働き、勉強し、スポーツに参加するよりよ

い機会を与えるものとなる」とシーズン制の導入に賛成意見を述べた。一方、清瀬一郎は

「原則的にシーズン制は望ましいが、施設や道具が不足している現在の状況では、その促

進は難しいと思う」と慎重な姿勢を示した。 
スポーツ大会の主催者については、「営利組織が主催すべきではない、という考えに全員

が同意した」が、清瀬は「スポーツ大会の企画には経済的支援の確保が必要であり、この

観点から言えば新聞社は大きな力になってきた」とも述べ、「入場料をすべてのスポーツに

使えるようにプールするという提案」もなされた。外岡は、「新聞社は過去及び現在におい

てもスポーツ大会の主催者としてとても良い働きをしてきたが、今後は教育組織がこれを

引き継ぐべきである」と述べ、一同がこれに同意した。 
 そして、この議論を前提に選抜大会の再開が問題となった。ノーヴィルは「シーズン

初の大会は、年中練習する原因となる」こと、「大会はシーズンの 後に開くべきである」

ことを理由に、選抜大会は「スポーツの原則に反する」と反対を表明した。しかし「大会

を中止するには時間が足りない」という意見が出され、それに清瀬と外岡も同意したこと

から、ノーヴィルは毎日新聞社の主催を 1947（昭和 22）年限りとし、翌年以降は学生野球

協会が引き継ぐこと条件に大会の再開を了承することとなった。ノーヴィルは、CIE 着任

当初からスポーツにおける商業主義の浸透や対外試合偏重の傾向を抑止し、「”すべての国民

のスポーツ・レクリエーション参加”の倫理的あり方としてアマチュアリズムの強調と制度

的保障としてのシーズン制の重要性」の方針を打ち出してきたが47、中止に対する実務的な

問題と野球協会側の同情論に押し切られるかたちで、選抜大会は 1 回限りを前提に再開さ

れることとなったのである。 
 1947（昭和 22）年の選抜大会は開催されたものの、CIE の方針は新聞社が中等野球大会

の主催者になることを認めないものであったため、優勝大会でも朝日新聞社の主催が問題

となることは明白であった。そのため朝日新聞社は、学生野球協会を通じて CIE に「金銭

を扱うほど強い影響力をもたない」こと、「日本学生野球協会との共催」を条件に主催者と

なることを申請した48。CIE からは「朝日新聞社は後援にせよ」という指示があったが、優

勝大会は戦前の朝日新聞社の「犠牲や努力を払い続けた結果」今日のように盛大なものに

なったこと、「実際問題として、連盟の単独の力で〔優勝大会を〕やれと言われても不可能」

なこと、後援になると朝日新聞の「全社を挙げての協力」が得られなくなるかもしれない

こと等を理由にして、「あくまで共催を主張した」という。中野連としては、大会開催に必

要な実務を処理するために朝日新聞社の「全社を挙げ」た協力が必要であり、朝日新聞社

                                                  
47 草深前掲「『野球統制令』の廃止と『対外競技基準』の制定過程の研究」、120 頁。 
48 “Student’s Baseball”、GHQ/SCAP RECORDS、CIE (A) 7196、Major Norviel、5 June 
1947。 
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が主催からはずれることで両者の協力体制が損なわれることをおそれたのであった49。ノー

ヴィルは、学生スポーツに商業主義や勝利至上主義が浸透することを抑制するために新聞

社による中等野球大会の主催に強く反対したのだが、佐伯ら大会の実務を執り行うものに

とっては、新聞社の協力なしで大会を開催することは極めて難しかったのである。 
 

2.選抜大会の開催と「学徒の対外試合について」 
 
 1947（昭和 22）年の選抜大会はなし崩し的に開催されたものの、それは 1 年限りのもの

とされ、翌年からの学生スポーツ大会のルールづくりが文部省と CIE によって進められた。

占領下において、学生スポーツの対外試合に対する制限について 初に規定したのは、1947
（昭和 22）年 8 月に制定された「学校体育指導要綱」（以下、「指導要綱」）である50。「指

導要綱」は「教育使節団報告書」に記された学校体育の方針に基づいて、体育・スポーツ

の「指導者のよるべき基本的指針」として作成された。強制力こそなかったものの、学校

の体育・スポーツの指導・運営に大きな影響力をもっていた。そこでは、「健全な競技を普

及し学友間の親和とスポーツマンシップの向上をはかる」ことを目的として、校内競技会

が重視される一方で、対外競技は小学校では原則禁止、中等学校以上も「学業に支障のな

い」範囲内で「主催者、出場者資格、参加回数、練習期間、時期、経費、応援その他につ

き関係運動団体または相手校と協定する」と定められた51。校内競技会が重視されてはいる

が、対外競技の実施における中等以上の学校やスポーツ団体がもつ裁量の範囲は広範にわ

たる。「指導要綱」は選抜大会の再開後に制定されており、のちに問題となるような規定を

作ったCIEの意図は明らかではないが、草深直臣は前年12月に成立した学生野球協会の「基

準要綱」の前例から、CIE にも日本のスポーツ団体の自律性や自治に期待があったからだ

と推測している52。しかし、選抜大会をめぐる CIE と毎日新聞・中野連の対立により、ス

ポーツ団体の自治に対して CIE と文部省からの統制が強化されていく。 

 方針転換の第一歩が、1947（昭和 22）年 11 月に体育課長平野出見
い ず み

により作成された「学

徒の対外試合についての私案」（以下、「平野私案」）であった。ここでは小学校での対外試

合禁止の方針を「指導要綱」から受け継ぎつつ、新制中学校の対外試合は「宿泊を要しな

い程度の地域的なもの」、新制高校では全国大会を年 1 回（国体除く）、地方大会・都道府

県大会は全国大会の予選として開催するものとした。対外試合は「学校当局がその教育的

責任において」行うものとし、大会の主催者は基本的に「学校又は学徒の団体」か「教育

団体」であって、上級学校や新聞社などの営利団体が主催者となることは「望ましくない」

                                                  
49 佐伯前掲『佐伯達夫自伝』、146－147 頁。 
50 草深直臣「『学校体育指導要綱』制定をめぐる問題点」、立命館大産業社会学会『立命館

産業社会論集』、31 巻 3 号、1995 年 12 月、27 頁。 
51 「学校体育指導要綱 昭和 22 年版」、井上一男『学校体育制度史 増補版』1970 年、大

修館書店、432、449－450 頁。 
52 草深前掲「『野球統制令』の廃止と『対外競技基準』の制定過程の研究」、117 頁。 
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とした53。選抜大会復活の経緯をふまえ、文部省が対外試合の制限に乗り出したのである。 
文部省による統制強化の動きに対して、体協でも傘下の競技団体の代表者による話し合

いを行って、小学校の市区町村大会参加の容認、アマチュアリズムを順守する範囲内で「新

聞社などの他団体の後援をえて大会を主催したりすることができる」こと等を骨子とした

「体協案」を 12 月にまとめた54。文部省と CIE が対外試合に対する制限を強化していこう

とするなかで、体協はそれに対抗してスポーツ団体の権限の強化とトップレベルの選手を

中心にしたスポーツ大会の充実を求めたのであった。学生スポーツの教育的な施行とスポ

ーツの国民的普及を強権的に進めようとする CIE と文部省の政策に対して、スポーツ団体

からは自主的な大会開催の権限を求める動きが起こっていたのである。 
 こうしたなか、1948（昭和 23）年 1 月に「平野私案」を踏襲した「学徒の対外試合につ

いて」の「文部省案」が CIE に提出される55。ノーヴィルの後任の体育担当官、Louis J. 
Aebischer（以下、アエビシャー）は、「文部省案」に対して「勝利への自然な要求を弱め

ること」や生徒の肉体的・精神的負担、商業主義の抑止、「ごく少数の生徒が全国大会に参

加するために、費用を負担する正当な根拠がない」ことを理由に、「全てのレベルで校内競

技をより重視すること」と「全国大会を強調しないこと」を指示した56。アエビシャーは文

部省の方針以上に対外試合の制限を求めたのである。 
こうした文部省と CIE の動きのなかで、毎日新聞社と中野連は選抜大会を存続させるた

めに、前年秋から文部省と CIE に「陳情の波状攻撃」をかけていた57。CIE の強硬な方針

が伝わると、毎日新聞社は主催から後援に退くこと、商業主義的傾向を改善して「今後は、

純粋に教育的立場から」大会を開催すること、と譲歩を示す一方で、佐伯は片山哲内閣の

外務省政務次官で後楽園球場の接収解除を占領軍と交渉した経験をもつ松本滝蔵に働きか

けを行っていた58。中野連が選抜大会存続へむけて、政治家をも動員して圧力をかけた結果、

体育局は CIE と毎日新聞社・中野連の間で板ばさみになっていた。 
この状況を打開するため、2 月に文部省体育局の手によって「体育局案」が作成される。

そこでは、学生の対外競技大会は原則として「学校もしくは教育的組織」によって主催・

指導・監督されるべきであるとしながらも、「特定の大会の主催者が大会の歴史、規模、内

容の点から他団体の協力が必要ないし適切と認めた場合には、その団体が教育的原則に厳

                                                  
53「学徒の対外試合についての私案」、GHQ/SCAP RECORDS、CIE(C)4606。 
54 “THE DAIRY SPORTS NEWS”、GHQ/SCAP RECORDS、3 December 1947、
CIE(C)4606。および、「小学生も対外競技ができる」、『朝日新聞』1947 年 12 月 4 日。 
55 “ON INTERSCHOOL COMPETITION (Draft of Education Ministry)”、GHQ/SCAP 
RECORDS、CIE(D)1753。 
56 “Interschool Competition”、GHQ/SCAP RECORDS、Captain Aebischer、9 January 
1948、CIE(D)1753。 
57 毎日新聞社編前掲『選抜高校野球大会 40 年史』、17 頁。 
58 佐伯前掲『佐伯達夫自伝』、152 頁。および、波多野勝『日米野球史 メジャーを追いか

けた 70 年』2001 年、PHP 研究所、183 頁。 
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格に従い、大会の運営を成功させるために必要な範囲において、その団体に大会の後援を

求めることができる」と、新聞社が後援として学生スポーツ大会に関与することを容認し

た59。「体育局案」の提出をうけて、翌日、アエビシャーから CIE 教育課長 Mark T. Orr（以

下、オアー）に対して、「体育局は、数年以内に学校外の団体による主催を完全に排除する

ことをめざし」つつも、現段階では新聞社の後援を容認することが提案された60。「体育局

案」とアエビシャーの提案が決定打となり、CIE 局長 Donald R. Nugent とオアーによる裁

可を経て、1948（昭和 23）年以降も選抜大会が存続することが決定された61。 
 選抜大会存続の決定は、3 月 20 日に通達される「学徒の対外試合について」にも大きく

影響した。「学徒の対外試合について」では、「学徒の対外試合は学校体育の一環として重

要な位置を占めるもの」であるから「真に教育的に企画運営」されなければならないとし、

「ややもすれば勝敗にとらわれ、心身の正常な発達を阻害し、限られた施設や用具が特定

の選手に独占され、非教育的な動機によって教育の自主性がそこなわれ、練習や試合の為

に不当に多額の経費が充てられ」てきた「従来の対外試合」に対して「鋭い反省を加え」

ることが強調された。そのため、小学校の対外試合や中学生の大会参加のための宿泊、上

級学校の大会開催を禁止し、校内競技を重視し選手を固定することのないように求めた。

しかし主催者については、教育関係団体や関係学校が「主催しその責任において適正な運

営を期する」ものとしつつ、営利企業の関与には一切言及されないこととなった62。また、

「新制高等学校では地方的大会に重点をおき、全国的大会は年一回程度にとヾめる」とさ

れたため、選抜大会の正式名称が 1947（昭和 22）年の「全国選抜中等学校野球大会」から

「全国」がはずれ、1948（昭和 23）年には「選抜高校野球大会」へと変更された。「全国」

が外れたため、東北と北海道以外から代表チームを集めた「シーズン初めの野球祭」と位

置づけられることとなった63。 
CIE からシーズン制の徹底が指示された結果、日本高等学校野球連盟（1948 年 4 月の学

制改革により中野連から名称を変更。以下、高野連）は 1948（昭和 23）年秋の理事会で「シ

ーズン外の試合は、入場料を徴収せず」「校庭を使用することを原則とし、二試合以上集合

しての試合とか、遠隔地の学校対抗をしてはいけない」ことを決定した。さらに、翌 1949
（昭和 24）年 1 月の常任理事会では「シーズン制の徹底と厳守につとめる」ため、「高校野

球は、春のシーズン開き大会（選抜大会）に始まり、秋のシーズン納めの大会（地区別大

                                                  
59 “Sponsorship of Interschool Tournaments”、Physical Education Bureau、GHQ/SCAP 
RECORDS、16 February 1948、CIE(C)4606。 
60 “Sponsorship of Inter-school Athletic Contests by Organizations not affiliated with 
schools”、Louis J. AEBISCHER、MEMORUNDUM FOR; Chief, Education Division、
GHQ/SCAP RECORDS、17 February 1948、CIE(C)4606。 
61 草深前掲「『野球統制令』の廃止と『対外競技基準』の制定過程の研究」、124 頁。 
62 学校体育研究同好会編、「学校体育関係法令並びに通牒集附体育関係参考資料」、1949 年、

体育評論社、復刻版 1995 年、大空社、146－147 頁。 
63 佐伯前掲『佐伯達夫自伝』、154 頁。 



173 
 

会）で終わりとする」こと、「シーズン外は練習を主とし、時に練習試合を行うぐらいにと

どめる」ことが決められ、「加盟各校に通知」された64。 
 

3.学生野球の教育的施行 
 
 1948（昭和 23）年 3 月の CIE による決定をうけて選抜大会の存続は決定したものの、

CIE はその後も学校でのレクリエーションや校内競技の充実を進めていった。1948（昭和

23）年 9 月には、CIE 体育担当官の William Neufeld（以下、ニューフェルド）がレクリ

エーション協会の役員と会談したり65、10 月に東大で開かれたソフトボールやバレーボー

ル、バドミントンなどのレクリエーションプログラムを視察したりするなど66、活発な活動

を展開した。一方で、従来のような少数の選手たちによるトーナメント大会や野球の独占

的な人気が問題とされるようになり、1948（昭和 23）年 9 月の CIE と文部省の体育担当官

の会議では、「出版物の中のスポーツのページのうちの 4 分の 3 を野球が占める」こと、「野

球は比較的広い場所を必要とする」こと、「野球は春、夏、秋、そして時には冬にまで行わ

れる」ことから、他のスポーツとのバランスが悪い、との指摘がなされた。野球人気を抑

制するため、野球に対する皮やゴムの配給を減らして他のスポーツにそれを充てたり、新

しいコース・オブ・スタディーではスポーツのシーズンによるバランスを強調したりする

ことなども指示された67。占領初期、スポーツ普及と大衆化をのために野球は CIE から優

先的に物資の配分を受けていたが、この時期になると野球の独占的な人気はむしろスポー

ツの普及や大衆化を阻害するものとみなされるようになっていた。 
CIE はさらに、学生スポーツ組織に教職員の関与を求めていく。1948（昭和 23）年 10

月 8 日、体協の会議に出席したニューフェルドは、「学校は対外競技や校内競技など、生徒

の教室外での活動にも責任がある。学校制度の再編とあわせて、教職員が健全なスポーツ

プログラムの指導についての責任を引き継ぐことが望ましい」として68、体協傘下の団体の

学生スポーツにおいても、教職員のイニシアティブの強化を求めた。高野連も同様に、「非

教職員と新聞社によって運営されており、学校からはかなり独立している」ことが問題と

                                                  
64 同上書、156 頁。 
65 “Need for a Strong Recreation Movement in Japan”、GHQ/SCAP RECORDS、Wm. 
Neufeld、18 September 1948、CIE(D) 1751。 
66 “Observe recreation program and assist in any way possible in the promotion of a 
sound program”、GHQ/SCAP RECORDS、Wm. Neufeld、18 October 1948、CIE(D)1751。 
67 “Weekly Physical Education Bureau Meeting”、GHQ/SCAP RECORDS、Mr. William 
Neufeld、20 September 1948、CIE(D)1751。および、”Weekly Report HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION”、GHQ/SCAP RECORDS、23 September 1948、CIE(A) 7177。 
68 “Monthly meeting of the JAAA”、GHQ/SCAP RECORDS、Mr. Wm. Neufeld、8 October 
1948、CIE(D)1751。 
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指摘された69。1949（昭和 24）年 1 月 26 日に行われたニューフェルドと外岡ら学生野球

協会の幹部との会談では、ニューフェルドから「スポーツ選手の宣伝的利用を避け」、学生

スポーツを「学校のプログラム全体と 大限に調和する」ものとするため、大会を「教育

者の管轄の下に」おき、「毎日新聞社による財政支援と大会運営は中止されるべきである」

ことが勧告された。また、多くの生徒がスポーツに参加できるように、総当たり戦の実施

や地方大会に重点をおくことが提案された。1949（昭和 24）年 2 月 1 日には「昭和二十三

年内に限り例外として認められて来た新聞社の主催」を禁止する改正「学徒の対外試合に

ついて」が、文部省から都道府県教育委員会と大学、高校、高専各校長に通達された70。 
改正「学徒の対外試合について」通達の同日、学生野球協会の伊丹安広がニューフェル

ドを訪ね、高野連と学生野球協会からの選抜大会開催の要望がニューフェルドに伝えられ

た。ニューフェルドは、「過去の学校スポーツ大会の広告的利用」には問題があり、「ほか

の学校のプログラムと同じく、学校と教職員の責任と監督が必要」との見解を示した71。そ

して 1949（昭和 24）年 3 月 10 日、選抜大会の開催を前にして、佐伯ら高野連幹部、松本

ら学生野球協会幹部とニューフェルドが会して、毎日新聞社と選抜大会の関係についての

話し合いがもたれ、「毎日新聞社は今後、本大会に対しては後援としてのみ活動」し、「高

野連が主催者として活動すること」、「毎日新聞社は 50 万円を限度として損失を補償するこ

と」が決められた。さらにニューフェルドは、選抜大会の入場料収入が 1000 万円にものぼ

ることから、「このような大会は補助金なしに自らの足で立つことができるし、必要経費以

上のかなりの額の純益を上げている。この大会の開催によって上がった利益はすべて学校

の体育や健康の増進のための計画に使われるべきであり、大会運営にかかわった人々の食

費や経費に当てられるべきではない」と主張した72。毎日新聞社が後援となること、損失が

出た場合は毎日新聞社が補償することが選抜大会存続の条件として課せられるとともに、

入場料収益の適正な処理も同時に求められたのである。入場料収入の使途の問題は翌年に

も取り上げられており73、高野連の不適正な金銭の処理が CIE の不信を招く要因にもなっ

ていたようだ。 
毎日新聞社が後援となることで 1949（昭和 24）年以降も選抜大会は続けられたのである

が、CIE はそれが順守されているかどうか、選抜大会の運営の実態にも注目していた。大

会終了後の 4 月 11 日、学生野球協会からニューフェルドに「毎日新聞の関係者はまちがい

なく裏方であり、プログラムの運営のほとんどを野球協会と都道府県の体育担当官が行っ

                                                  
69 “Sports Program for Upper Secondary Schools”、GHQ/SCAP RECORDS、W. Neufeld、
26 November 1948、CIE(A)7164。 
70 学校体育研究同好会編前掲『学校体育関係法令並びに通牒集』、147 頁。 
71 以下、会談については、”The Sponsorship of the Second Invitational Inter-Scholastic 
Tournament”、GHQ/SCAP RECORDS、Mr. Neufeld、1 February 49、CIE(D)1750。 
72 “Problems of Sponsorship of School sports Events”、GHQ/SCAP RECORDS、W. 
Neufeld、10 March 1949、CIE(D)1749。 
73 “Spring Upper Secondary School Baseball Tournament”、GHQ/SCAP RECORDS、21 
February 1950、W. Neufeld、CIE(A)757。 
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ていた」という報告がなされた74。しかし、4 月 23 日には元文部省体育局長の小笠原道生

により、以下の内容も報告されている。 
 

日本における学校および課外活動としての体育は改善されたことによって、とても健

全な進歩をしてきている。しかし、文部省と CIE によって作られた政策はある状況にお

いて守られていない。学生野球協会と教育委員会の主催のもと、大阪で開かれた選抜野

球大会は、実際は毎日新聞社の主催によって行われている。毎日新聞社は後援として大

会に関与するという協定は守られていない、とはっきり感じた。75 
 
小笠原の報告によれば、選抜大会の主催は事実上毎日新聞社であり、「学徒の対外試合に

ついて」に違反しているとされたのである。そのため 5 月 17 日、ニューフェルドは佐伯に

対してこの問題を問いただし、「主催と後援の役割の違いを明確化する」ための話し合いが

行われた76。 
 このような CIE による学生スポーツ大会の開催に当たっての厳しい監視と統制は、当然

のことながら選抜大会だけにとどまるものではなかった。全国高等学校野球選手権大会（旧

優勝大会、1948＝昭和 23 年の学制改革により改称。以下、選手権大会）でも朝日新聞社は

主催から後援へと変更され、加えて「大会運営の方針は、すべて教職員が関与した上で決

定されなければならない」こと、「入場料収入は、学校の体育活動を促進する目的のために

使われなければならない」ことがニューフェルドによってが命じられた77。 
 このように CIE は、学生スポーツの教育的な施行をめざして、学生スポーツ大会から営

利企業の影響力を極力排除して、教職員主体での管理・運営をめざした。毎日新聞社と高

野連はこれに対して粘り強く抵抗したが、その背景には戦前からつづく新聞社と高野連幹

部とのつながりに加えて、大会を開催するための資金や人材を安定的に調達するという意

図があったと思われる。以下の表を見ればわかるとおり、敗戦直後の時期の高野連の支出

は選手権大会のそれに比して極めて小さい。選手権大会の支出は高野連の支出の 低でも

40 倍以上（1947＝昭和 22 年度）、多いときには 110 倍を超えている（1948＝昭和 23 年度）。

選抜大会の収支については明らかではないが、おそらく事情が大きく変わることはないと

                                                  
74 “Second Invitation High School Baseball Tournament”、GHQ/SCAP RECORDS、Mr. 
Neufeld、11 April 1949、CIE(D)266。報告者は Mr. F. Matsumoto だが、当時の役員に該

当する人物は存在しないため、T. Matsumoto（松本滝蔵）の誤りと思われる。 
75 “Senior High School Invitational Baseball Tournament”、 Mr. Neufeld、23 April 1949、
CIE(D)300。報告者の名前は Mr. Ogasawa であるが、元文部省体育局長であることが記さ

れているため、小笠原道生と断定した。 
76 “Second National Invitational Senior High School Baseball Tournament “、
GHQ/SCAP RECORDS、Mr. Neufeld、17 May 1949、CIE(D)1748。 
77 “Second Senior High School Invitational Baseball Tournament”、GHQ/SCAP 
RECORDS、Mr. Neufeld、〔15？〕June 1949、CIE(D)1748。 
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思われる。人的にも財政上の問題からも、高野連が単独で全国大会を開催することは難し

かったのである。それゆえ、CIE としても学生スポーツ大会から新聞社を排除することを

めざしながらも、「野球統制令」制定時と同様に、それを徹底することはできなかったので

あろう。 
 
高野連と選手権大会の支出額（円） 

年度 高野連支出総額 選手権大会支出総額

1946 15,237 1,236,664 
1947 107,687 4,726,725 
1948 125,586 13,860,104 
1949 563,023 8,027,046 
1950 765,184 9,376,086 
1951 1,246,868 13,987,530 
1952 1,131,075 15,705,711 

出典：日本高等学校野球連盟編前掲『日本高校野球連盟三十年史』、347 頁、より作成。 
 
 また、CIE から学生スポーツの教育的な施行を強く求められた結果、高野連の側からも

それに応える動きがでてくる。1949（昭和 24）年 4 月の選抜大会の期間中に、中沢良夫高

野連会長と佐伯に加えて多くの高校の校長が出席して「大会を も教育的に運営する方法」

が話し合われ、参加者から「スポーツマンシップに乏しいチームを大会に参加させない」

ことなどが提案された78。そして、1951（昭和 26）年の選抜大会からは出場校の選出に「野

球の技術だけでなく、チームの性格にも特別の注意を払う」ことが打ち出された79。以後、

選抜大会は出場校選考に際して「品位」を重視することを全面的に打ち出し、その教育的

価値を前面的に押し出すことになっていくのである80。 
 

第 4 節 「日本学生野球憲章」の制定と学生野球イデオロギーの受容基盤 
 

 1.戦後における飛田穂洲の学生野球論 
 
 これまで述べてきたように、戦後日本社会において野球人気は以前にもまして高いもの

となっていった。それは、戦時下の抑圧に満ちた生活からの解放とアメリカの自由と民主

                                                  
78 “Report on Second Invitation High School Baseball Tournament”、GHQ/SCAP 
RECORDS、Mr. Neufeld、13 April 1949、CIE(D)265。 
79 “The Fourth Invitational Upper Secondary School Baseball Tournament”、
GHQ/SCAP RECORDS、1 April 1951- 6 April 1951、CIE(C)4601。1950 年選抜大会の要

項を発見することはできなかった。 
80 毎日新聞社『選抜大会 50 年史』1978 年、毎日新聞社、31－33 頁。 
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主義を象徴するものでもあった。CIE と ESS が協力して野球用具を優先的に生産したこと

が、野球の大衆化と人気の拡大に一層拍車をかけていた。 
1946（昭和 21）年に 745 校だった夏の大会（優勝大会・選手権大会）の参加校は、1950

（昭和 25）年には 1536 校と 2 倍以上に増加した。神奈川県の湘南中学は、戦前期には学

生野球の弊害やグラウンドの広さの問題から、軟式野球のみの活動しか認められず、対外

試合も禁止されていた。しかし、1946（昭和 21）年に「沈滞した生徒の意気を盛りかえそ

うとして、学校長はついに野球部創設にふみ切った」という81。学制改革による学校数の増

加だけでなく、野球部の創設によって生徒を活性化させようという学校側の意図も、野球

の大衆化に一役買っていたようだ。 
東京防犯連合会等が主催、読売新聞社等が後援となって 1950（昭和 25）年から開かれた

全国少年野球大会には、全国で 3940 チーム、5 万 1161 人にのぼる 12－16 歳の児童・生徒

が参加した82。1947（昭和 22）年には 6 チームが参加して、オール横浜女子野球大会が開

催され、1950 年からは女子プロ野球リーグも誕生した83。野球雑誌も続々刊行され、管見

の限りだけでも 1946（昭和 21）年に 5 誌、1947（昭和 22）年に 4 誌、1948（昭和 23）
年に 7 誌が創刊している。戦後日本社会において、野球は老若男女を問わずプレーしたり

見たりするスポーツとなったのである。 
しかしこのような野球人気の爆発的な拡大は、野球界の人々の目から見て必ずしも好ま

しいものではなかった。飛田穂洲は、敗戦直後から執筆活動を再開して新聞や雑誌に多く

の記事を発表していくが、そこでは一貫して「質実剛健」「健全無比」の野球がうたわれ、

「道楽的野球や趣味的野球」、「軽薄」で日本人の精神性のかけらもない野球の流行を強く

批判した84。戦前の学生野球のあり方が国家統制を招いたことへの反省から、飛田はあくま

で正しい学生野球のあり方を提唱し、学生野球が「堕落」していくことを強く警戒したの

である。 
そのため飛田は、戦前にもまして選手の精神面の育成に焦点を当てて、「犠牲心」や「謙

譲の美徳」を育成することに野球の価値を見出した。飛田にとって、戦時下に跋扈した国

粋主義的な主張は真の日本精神とは言えないものであり、戦後社会においてこそ「犠牲心」

や「謙譲の美徳」などの日本精神が、野球選手のみではなく、すべての日本人に必要だと

主張したのである。そして、飛田はそれを「無私道
ぶ し ど う

」と表現する。 
 
  日本の武士道は単に武人の為めにのみ造られたのではない。これを砕けていえば、紳

                                                  
81 五十年誌委員会編『湘南五十周年記念誌』1972 年、神奈川県立湘南高等学校、85－86
頁。本史料の入手には、遠藤明夫氏のご協力をいただいた。 
82 「全日本少年野球熱球譜」、『蜘蛛』3 巻 9 号、1950 年 9 月、東京防犯協会連合会、44
頁。 
83 土屋礼子「創刊期のスポーツ紙と野球イベント―女子プロ野球と映画人野球―」、津金澤

編著前掲『戦後日本のメディア・イベント 1945－1960 年』、51－63 頁。 
84 飛田前掲「日本野球道の再建」。および、飛田穂洲『野球道』1948 年、話社、72－78 頁。 
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士道であり、スポーツマンシツプといふ事になるのではなからうか。戦争も野球試合も

武士道を外れては好結果は齎されない。 
  永い間お互ひの祖先によつて洗練された武士道は必ずしも君臣の大義にのみ偏したも

のと断ずる必要はなく、これを武人の専有の如く考えるのは狭まい。男の身だしなみそ

れが所謂武士道であり、私は之を無私道として日本人の心の中に永久の生命をもたせた

いと思ふ。85 
 
 飛田にとって、「敗戦後の日本人位大胆に精神的堕落を暴露したものは」なく、社会は「民

主主義とは責任を忘れて貪り食ふことであると定義してゐるものとしか思へない」「醜劣
しゅうれつ

唾

棄すべき状態」にあった。飛田は、人心が荒廃しているときだからこそ、「徳育に 重点を

おく教育制度を作って、いかなる大変動にあうも微動だにせぬ国民精神の創造に着手しな

ければならぬ」と考え86、野球を通じてそれを実践しようと考えたのであった。戦後の飛田

の言説において、武士というナショナリスティックで伝統的な表象が意味するのは、戦時

下への回帰ではなく日本社会の再建であり、虚脱した日本人への叱咤激励でもあった。 
 スポーツを通じて日本社会を再建し、社会秩序を再構築する意図を表明したのは飛田だ

けにとどまらない。1946（昭和 21）年 8 月、優勝大会の復活に合わせて朝日新聞は社説「ス

ポーツ界の明朗化」を掲載する。いわく、「スポーツ復興の傾向は、国民体育という点から

いっても大衆健全娯楽という点からいっても、はたまた沈静せる社会気運の明朗化という

点からいっても、もちろん歓迎すべき事柄」であるが、「食料不足その他の原因によるこの

国民的危機の時期において、なおスポーツを行い、スポーツを見物して楽しむということ

が、社会的に正しいこととして受け入れられるためには、一般観衆を含むわがスポーツ界

が、浄化され、立派なものになることが、その不可欠の要件である」として、「アマチュア

リズムの確立」を訴える。さらに、観衆に対しても「ややもすれば」「無秩序に陥って、競

技の円滑なる進行を妨げ、競技会の楽しい雰囲気を乱す傾きがある」ことを批判し、「競技

進行の便宜という点だけからではなく、競技場を社会教育の重要な場とする意味からいっ

ても、観衆の自制」が必要なことを訴えた87。読売新聞でも、学生を中心とした「わが国の

スポーツ」が「放任、無主義的に漫然と発達」してきたことを反省し、「学力、素養、技術

の三つの点」で優秀なものが選手としてあるような「正しい選手制度の確立」が提唱され

た88。混乱する社会の立て直しとスポーツの復興の機運の高まりのなかで、スポーツはたん

なる遊びや学生の時間つぶしではなく、文化国家を構築するための社会教育の場であり、

学力も素養も優秀な学生を養成するものとするべきだと主張されたのである。 
1947（昭和 22）年、夏の中学野球の予選が大詰めを迎える頃、朝日新聞にある投書が掲

                                                  
85 飛田同上『野球道』、76 頁。 
86 同上書、77－78 頁。 
87 「スポーツ界の明朗化」、『朝日新聞』1946 年 8 月 14 日。 
88 「スポーツ復興と選手制度」、『読売新聞』1946 年 8 月 16 日。 
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載される。いわく、中等野球の選手たちはこの物資欠乏の時代に、新調された「そろいの

ユニフォーム」を着て、高価な道具を使い、合宿まで行うなど「ありうべからざる一種の

ぜい沢
マ マ

」をしている。このような「ぜい沢」は、「父兄や後援会」の「勝たせたい一心から」

の援助があるから可能になるが、それは「学生スポーツの純真性をスポイルする」もので

「学生スポーツの堕落を招く一歩」で「非教育的」である、と中等野球を批判したのであ

る89。 
 それから 3 日後、朝日新聞に反論の投書が掲載される。中等野球の選手は「先輩の汗に

染んだユニフォームを着て『ビョウ』のちびたスパイクをは」いている。しかし、「すり切

れていても、ユニフォームを着ているということにより、彼らは選手だということをより

自覚し、一チームとしての強いまとまりを感じる」のであり、決して「ぜい沢」などでは

ない。さらに、「占領軍の飛行機が始球式をする
マ マ

甲子園球場で、選手がまちまちの服装で、

地下足袋などをはいているとしたら、人々はただ敗戦のみじめさを感じる」だけであると

して、 後に次のように述べる。 
 

街や映画館で、自由主義をあやまった中学生、女学生が、のらりくらりと夏休みを遊

んでいるとき、暑さにもまけず、野球部の選手は合宿をし、持ち寄った少ない材料の代

用食の汁をすすって、今の教育に欠けている共同の精神を養いつつ、アイスキャンデー

などを売って費用を作ってくれた若い先輩に報いるべく、母校の名誉をかけて練習して

いるのです。その選手の態度をみるとき、学生スポーツの美しさを感じこそせよ、あな

たのいわれるようなぜい沢
マ マ

とか、堕落の一歩などは微塵も感じないのです。あなたの御

説は中等野球選手と、その後援会をぼうとくするものです。90 
 
この二人の議論においては、学生野球が教育的であることが前提となったうえで、現状

のあり方が贅沢か否か、が問われているのである。さらに後者の投書では、中等野球は「自

由主義」や「ぜい沢」、「堕落」とは無縁の「協同の精神」が養われているというだけでな

く、戦後日本の復興を体現するものに位置づけられているのである。 
野球を通じて選手たちに「共同の精神」を育成するのみか、それが日本社会の再建のシ

ンボルとして位置づけられるという意識は、なにも飛田に限ったことではなかった。日々

苦しい生活を強いられながらも、野球に打ち込む選手たちのプレーひとつひとつに生きる

喜びや勇気を与えられる人々が少なからずいたことは想像に難くない。そうした人々が野

球をすることを正当化するためにも、野球は精神教育の一環に位置づけられたのでる。 
 
 

                                                  
89 原田近「中等野球に苦言」、『朝日新聞』1947 年 7 月 31 日。 
90 梅田星也「『中等野球に苦言』は選手への冒涜」、同上紙、1947 年 8 月 3 日。 
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 2.「日本学生野球憲章」の制定とその内容 
 
 1949（昭和 24）年 4 月、野球協会の評議員会において、「日本学生野球憲章」（以下、「憲

章」）制定のための準備に入ることが決定され、8 月から特別委員会で具体案が検討される

こととなった。1946（昭和 21）年に制定された「学生野球基準要綱は、文字通り学生野球

を指導監督する要綱であつて、それ自身法文の形態を採つて居ない」「応急対策の要綱であ

つた」が、「基準要綱」の「道が正しいと云うことになつた」ので、「憲章」として法制化

するためである91。「憲章」作成には外岡、藤田信男のほか、野球界の外部から東大法哲学

教授の尾高朝雄が加わり、神田順治が世話役となった。特別委員会は「基準要綱の逐条検

討と重要項目の自由討議をなした上で、委員会案を作成し、改めて委員会案に付き逐条審

議」が行われた。10 月には原案が理事会に提出され、理事会で討論が行われて多少の字句

修正が行われた結果、1950（昭和 25）年 1 月 22 日に評議員総会で可決、成立した92。 
「基準要綱」から「憲章」となるに際して、大きく変更された点は 2 点である。第二条

で「この憲章を誠実に執行するために、日本学生野球協会を設ける」と定められ、野球協

会は、「憲章」の理念や目的を実行するための組織と位置づけられた93。 
 第四条では、「大学の野球大会又はリーグ戦を主催する団体の役員は、関係学校の責任者

及び野球に知識経験ある適任者がこれに当たる」とされ、教職員と学生野球 OB が大学野

球の運営に参加することが明文化された。この規定は高校野球でも準用され、野球協会傘

下で行われる大会やリーグ戦には必ず学生野球 OB が加わることとなったのである。「基準

要綱」では、出場選手の適否を決定する権限が学校長に付与されており、学生野球 OB の

学生野球の運営への参画については何も規定されていなかった。外岡は、「学校側が学校の

野球だからと云つて先輩を排斥したり先輩が事野球に関するからと云つて学校側を排斥し

たりするようなこと」を禁じるためにこの条項を定めたとしており94、CIE の教職員中心の

方針に反して、学生野球 OB と教職員両者の協力のもとで、学生野球の管理・運営が行わ

れていくこととなったのである。 
 この「憲章」に前文を付したのが、元一高校長でカントの研究者として知られる天野貞

祐であった。天野は独協中時代に野球に熱中してほとんど勉強せず、あげく野球の試合中

負った負傷などが原因で退学まで経験している。独協中に復学後、天野は「一心不乱に勉

強」し、「これまでの怠惰な生活を反省」して、「野球はよくとも怠惰はよくない、その点

について野球部の組織に反省すべきものがある」という内容の「運動部振起策」という演

説を行ったという95。日中戦争下では著書が絶版に追い込まれたり、一高校長就任を文部省

につぶされたりするなど、苦難も経験した。天野は、初代学生野球協会会長安部磯雄の死

                                                  
91 外岡前掲「戦後に於ける学生野球の諸問題」、64 頁。 
92 外岡前掲『フェア・プレー―その日・その時―』、111－112 頁。 
93 神田編前掲『学生野球要覧』、6 頁。以下、本節での「憲章」の引用は同書に拠る。 
94 外岡前掲「戦後に於ける学生野球の諸問題」、65 頁。 
95 天野貞祐『スポーツに学ぶ』1951 年、細川書店、復刻版 1995 年、大空社、11－12 頁。 
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去を受けて、1949（昭和 24）年 6 月に会長に就任していた。天野が記した前文は以下のと

おりである。 
 

われらの野球は日本学生野球として学生たることの自覚を基礎とする。日本人たるこ

とを忘れたり、学生の持場を逸脱したりしてはわれらの野球は成り立ち得ない、勉強と

規律とはつねにわれらと共にあり、怠惰と放縦とに対しては不断に警戒されなければな

らない。元来野球はスポーツとして其れ自身意味と価値とを持つであろう。しかし学生

野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事、幸運にも驕
おご

らず

非運にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事、いかなる艱難
かんなん

をも凌ぎうる強健な身体を

鍛練する事、これこそ実にわれらの野球を導く理念でなければならない。この理念を想

望してわれらここに憲章を定める。96 
 
 学生であることと同時に日本人であることの自覚を基礎にして、怠惰と放縦を戒め、「フ

ェアの精神」と「明朗強靭な情意を涵養」し、「強健な身体を鍛練する」。そこには 1950（昭

和 25）年の第 2 次吉田内閣文相時代に、公立校での日の丸掲揚・君が代斉唱を通達したり、

国民の守るべき徳目として「国民実践要領」を発表したりした天野のパーソナリティーが

表れていることは確かである。しかし、これまで見てきたようにそうした意識はなにも天

野に限ったことではなかった。学生野球の弊害を問題視し、それを教育的な枠組みのもと

に行いたいと考える文部省や CIE、戦前の反省から学生野球の自治的統制の仕組みを作ろ

うとしてきた学生野球関係者、少年たちの「放縦」や「堕落」を憂い選手たちのプレーに

日本社会再建の希望を託す多くの人々。そうした諸主体の思惑が合わさって「憲章」の前

文が生まれることとなったのである。 
そして、「この前文は憲章の各条項を解釈運用する上に重要な基準を与える」ものとして

位置づけられた97。すなわち、「憲章」第二十条で「学生野球の本義に違背し、又は違背す

る虞れ」がある場合、当該選手やチームは処分の対象となることが規定されているが、こ

こでいう「学生野球の本義」を体現したものがこの前文なのである。前文の理念は、その

文章としての知名度ではなく、それに反するとみなされた行為の処分を通じて学生野球で

実体化されていくことになるのである。（巻末「参考資料 3」参照） 
 また、CIEと高野連が選抜大会の開催をめぐって激しく対立したにもかかわらず、「憲章」

にマスメディアなどの営利企業と学生野球の関係を規定する文言は盛り込まれず、事実上

学生野球協会の運用に一任されることとなった。そのため、「憲章」では商業主義の抑止と

アマチュアリズムの確立を理念としているにもかかわらず、高校野球の全国大会の開催を

通じて朝日・毎日両新聞社は、実質的に自社の宣伝を行うという状態が生まれることとな

ったのである。学生野球の歴史的経緯から、「憲章」は誕生の時点ですでに現実と実態の矛

                                                  
96 神田順治編『学生野球要覧』1956 年、日本学生野球協会、6 頁。 
97 外岡前掲「戦後に於ける学生野球の諸問題」、64 頁。 
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盾を抱えざるを得なかったのである。 
 
 本章のまとめ 
 
 1930 年代初頭における学生野球のあり方への反省と、「野球統制令」を盾に文部省が学生

野球の自治に介入し、弾圧にまでいたった経験を踏まえて、戦後の学生野球は正しく健全

な学生野球を自治によって作り上げることをめざした。その結果、「野球統制令」は廃止さ

れ、学生野球協会と「基準要綱」および「憲章」という自治の組織とルールが確立するこ

ととなった。ただ、戦後の学生野球では不祥事や弊害を防止することが極めて重視された

ために、統制者と非統制者を分離して強力に選手やチームを統制する組織体制が築かれた。

以後、学生野球の体制は大きく変わることなく現在にいたっているが、組織内部の民主化

が問題とされる契機は、組織とルールの成立の時点ですでに内包されていたのである。 
学生野球の自治組織の成立以後も、選抜大会の問題を中心にして、学生スポーツのあり

方をめぐって学生野球界は、CIE や文部省と激しく対立した。CIE や文部省は、営利企業

を大会から排除することでの商業主義の拡大を抑止し、大会数の削減とシーズン制の徹底

による学業時間の確保、教職員を主体とした大会・組織運営による教育プログラムとの調

和、野球の独占的な人気や選手中心のスポーツの緩和などを求めたのであった。 
一方、高野連としては大会を安定的に開催するため、マスメディアとの関係を重視して

CIE の方針に頑強に抵抗した。CIE や文部省に対して一定の譲歩は示しながらも、大会の

廃止やマスメディアの排除を受け入れることはなかった。そして、その際に高野連が重視

したのはマスメディアによる商業主義の論理であって、選手の教育はそれと矛盾しないか

たちで受け入れたにすぎない。高野連にとっての教育的な野球とは、選抜大会を廃止して

シーズンオフに学業の時間を確保することではなく、野球を通じて選手たちに規律や団体

精神、スポーツマンシップなどを植え付け実践させることであった。外岡茂十郎は、「憲章」

の制定に際して、選手たちが学業に取り組む時間を与えることを重視していたのだが、実

際にはそれを自ら掘り崩すような運用がなされたといえよう。 
 こうした「憲章」の理念と実態の矛盾は、商業主義の抑止とアマチュアリズムの確立と

いう理念が、個人の次元へと還元されることで解消が図られた。学生野球協会などの組織

や学生野球大会の開催に際して、営利企業といかなる関係を結ぶのか、という問題は棚上

げにされつつ、個々の選手・チームと営利企業やプロ野球との関係の制限が焦点とされた

のである。2007（平成 19）年の特待生問題の際、現代の学生野球は「アマチュア精神」と

いう「聖と、広告媒体やプロ野球への登竜門という俗っぽさのはざまで引き裂かれ」てい

るという論評がなされたが98、その素地は「憲章」成立時点において内包されていたといえ

よう。  

                                                  
98 「有名無実化した学生野球憲章」、『日本経済新聞』2007 年 5 月 3 日。 



183 
 

結論 
 
 これまで、明治中期に成立した学生野球自治が、戦後に学生野球協会として成立するま

での過程を見てきた。 
1880 年代の半ばころから、東京にある高等教育機関に所属する学生を中心に野球が広が

っていき、自然発生的にチームが作られるようになっていった。そうしたチームの多くは

学校を母体としたものであり、校友会の成立とともにそれが学校公認の組織となっていっ

た。一高では、学生が自主的・自覚的に徳義を修めることを目的として、木下広次校長の

もとで寄宿寮や校友会の自治が認められた。学生も主体的に自治の形成に参画するととも

に、愛校心や共同の風の育成するためにスポーツが重視され、野球部も校友会の一組織と

して学校の公認を受けることとなった。一高野球部では、校友会によって経済的基盤を保

障されつつ、部規約の作成、試合や練習、選手の引退等部の運営に関する様々な事柄を、

幹事を中心とした選手たちの合議によって決定していたのである。校長による自治の制度

的保障と校友会による自治の経済的保障を背景にして、一高における選手主体の自治は民

主的なものとして成立していたのである。 
しかし、一高は国家のトップ・エリートを養成するための学校であり、語学や専門知識

の授業が多く、試験も厳しかったために落第者も珍しくなかった。また、彼らは学歴を生

かして官僚や政治家、専門職や企業経営者などに就くことを見据えており、実際に多くの

学生が立身出世を果たした。一高の野球部員は試合での勝利を熱心に追及してはいたが、

それはあくまで学業と野球が両立する範囲内においてであった。一高野球部には学業と野

球の両立こそが至上命題だったのである。そのため、1890 年代の後半から一高内で次第に

運動部批判や校風批判が盛り上がるとともに、一高の入試が難化の一途をたどることによ

って、一高時代は終焉を迎えることになるのである。 
 一高に代わって球界の覇権を争うようになったのは、一高に比して入学が容易であった

早慶の両校であった。早慶両校の野球部においても、学校の経済的支援のもとに選手主体

の自治によって部の運営が行われていた。しかし、早慶両校のライバル意識の高まりのな

かで応援が過熱し、大きな問題をひきおこすおそれが強くなるなかで、学校側の決定によ

って早慶戦は中止となる。学生の管理を目的にして、学生野球自治は容認されていたが、

それゆえにそこから逸脱するおそれのある場合には、学校が学生野球の自治領域に介入し、

選手たちの権限を停止することもあった。明治期の高等教育機関における学生野球自治は、

各学校を単位として選手が主体となって民主的に運営されていたが、それは少数のエリー

ト学生に与えられた特権的なものであるとともに、一般学生との関係や弊害への対応とい

う点において、多くの問題を抱えているものでもあった。 
 一方、中等学校に目を移すと、1890 年代に中等学校に関する諸制度が整備されるなかで、

学校数や生徒数は増加の一途をたどり、それにともなって校友会や野球部も全国に普及し

ていった。ただ、明治期の中学校は、学歴エリートの予備軍を養成する教育機関であると
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ともに、学業不振や病気、家庭の経済問題を理由とした半途退学が横行する淘汰機関でも

あった。校内における校長の権限も強く、校内の諸事項の決定や操行査定が校長の恣意的

な判断によって行われることもあった。 
それゆえ、校友会野球部の活動の実態は校長の判断によってその様態を大きく変えるも

のであった。選手の学業問題や校舎の破損、応援団の騒擾などを理由に野球部の練習や試

合が一方的に禁止される学校もあれば、校長によって野球部の活動が積極的に奨励される

学校もあった。中学校の量的拡大に伴って、試合数も次第に増加していくなかで、野球部

の活動が盛んな複数の学校が集まり、合議によって規約を作成し、当番校の持ち回りで大

会が開催・運営される地域も現れた。学生野球自治が、学校単位のものから複数の学校に

またがって地域的な広がりをもつようになっていったのである。 
 その一方で、明治末期には学生野球の諸弊害や野球批判の高まりを受けて、中学校の野

球部の活動が校長や父兄から厳しく制限される場合もあった。そうした場合、選手たちが

主体となって校長らを説得したり、学校から離れて活動を行ったりしたが、対立がエスカ

レートして校長排斥の同盟休校へと発展することもあった。生徒による同盟休校が可能と

なる背景には、野球が多くの生徒の関心を集めていたことや、校友会が学生の組織化を促

すものであったことがあげられる。その意味で、校友会は生徒管理の手段であると同時に、

生徒による自治的な抵抗の拠点でもあった。 
 大正期にはいると、マスメディアの経済力を背景にした中等野球の全国大会が開催され

たり、大学野球連盟が組織化されてリーグ戦が行われたりするようになっていった。全国

大会開催当初は、大会役員に名を連ねる学生も多く、学生が一定の役割を果たしていたが、

大会がさらに大規模なものへとなるなかで、マスメディアや学生野球 OB が次第に重要な

位置を占めるようになっていった。さらに、学生野球の試合や大会において、審判の判定

への不満や、勝敗をめぐる応援団の騒擾、入場料徴収の可否等が問題となるなかで、全国

的な学生野球団体を組織化し、各校野球部や選手を上から統制することが求められるよう

になっていった。 
 また、全国大会やリーグ戦などで試合が定期的に行われ、その結果がマスメディアで報

道されることを選手が名誉に感じたり、優勝の副賞にアメリカ旅行が与えられたりしたこ

とで、選手は試合や大会での勝利を強く望むようになっていった。その結果、野球の技術

指導を行う監督やコーチが求められるようになり、卒業生や上級学校の選手がそうした役

職に就くことが一般化した。さらに、野球人気の高まりと中高等教育機関の拡充のなかで、

野球の技能に優れた選手は野球部のＯＢ会や後援会の支援をうけて上級学校に進学したり、

選手としての知名度やスポーツ選手としての労働力の評価を生かして就職したりすること

が可能になった。野球を通じた進学・就職のルートが形成されたことで、選手たちはより

一層試合で勝利を強く望むようになっていったと思われる。 
 なかでも、学歴社会のなかで比較的低位に位置づけられていた実業学校の野球部は、1920
年代半ばから 1940 年にかけて、量的に大幅に増加するのみならず、実力においても中学校
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を圧倒するようになっていった。実業学校の有力選手が上級学校に進学したり、プロ野球

選手となったりしたことで、野球の世界が次第に＜実業学校化＞していった。学生・生徒

にとっての野球が、個人的な楽しみや学校のプライドを争うものから、立身出世を賭ける

手段となることで、次第に選手は部や大会を運営する主体から、プレーに専念する存在へ

と変化していき、自治の主体として学生野球 OB やマスメディアが中心的な存在となって

いったのである。  
 1930 年代にはいると、学生野球の「商業化」や「興業化」批判を背景にした学生スポー

ツ浄化運動が盛り上がるなかで、思想善導とスポーツ組織の形成をめざした国家によるス

ポーツ政策が本格化していく。1932（昭和 7）年には国家と学生野球 OB の協力のもとに

「野球統制令」が成立し、学生野球に関する社会的ルールが明確化されることとなった。

しかし、「野球統制令」は、自治によって行われてきた学生野球の許認可権を文部省が握る

ことになり、「1 シーズン制」の導入や入場料の引き下げなど、文部省による学生野球自治

への介入が続発することとなった。文部省の介入をきっかけにして、学生野球 OB が中心

となって「野球統制令」への抵抗が起こり、1935（昭和 10）年には「1 シーズン制」を撤

廃させることに成功した。 
こうした動きの一方で、学生野球 OB 主体の学生野球自治に対して、選手たちからも監

督排斥運動や早大野球部のリーグ脱退といった動きが続発した。選手たちは、監督による

強権的な指導や権力関係を批判し、学生野球 OB たちは監督を中心とした精神教育として

の野球、スポーツマンシップの徹底を主張したのであった。 
国家、学生野球 OB、選手という三者を主体として、自治をめぐる対抗と協働をくりかえ

すなか、1937（昭和 12）年に飛田穂洲が中心となって「野球統制令」を自主的に運用する

学生野球の統括組織の設立を提唱した。この運動は全国的な規模で展開したが、 終的に

学生野球の統制を重視するか、民主的組織形態を重視するかの組織論をめぐる対立から運

動は瓦解することとなった。ただ、「野球統制令」制定以後の一連の対立と国家による学生

野球統制の経験は、戦後の学生野球の自治組織の萌芽となるものであった。 
 1937 年に日中戦争がはじまると、文部省は戦時下の粛清を名目として、「野球統制令」を

たてに学生野球の自治領域への介入を強めていった。学生野球界は戦時体制に順応するた

めに、大会やリーグ戦の開・閉会式等で国家主義的な儀式を導入したり、軍へ献金したり

するなどの様々な方策を導入した。その一方で、「一本勝負論」や学生野球の「官営化」に

対しては、飛田穂洲を中心に言論による抵抗が続けられた。 
しかし、文部省による学生野球の経済的基盤の切り崩しに加え、1941（昭和 16）年から

1942（昭和 17）年にかけて成立した体育新体制に多くの学生野球関係者やマスメディアの

トップが取り込まれた結果、学生野球自治は崩壊した。そして、戦局の悪化と物資の欠乏

に伴う重点主義の進展により、1943（昭和 18）年に学生野球は「弾圧」を経験することな

った。学生野球の「弾圧」は、選手や野球部長らに不条理な経験を強いるものであり、学

生野球関係者に官僚統制への感情的な反発を広く醸成するものであった。この経験が、戦
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後の「野球統制令」の廃止と自治組織の形成への大きな原動力となった。 
 1945 年 8 月の敗戦ののち、日本社会で野球は急速に復活の動きをたどる。中等野球大会

や大学野球リーグ戦の再開への動きが進められるとともに、GHQ による野球用具の支援も

あって、野球人気がさらなる高まりを見せるとともに、大衆化も促された。しかし、こう

した野球の復活をめぐる状況は、学生野球関係者や文部省の体育担当官たちに戦前と同様

の弊害が発生することへの危機感を募らせるものであった。そのため、文部省は当初「野

球統制令」を改定する方針を示すのであるが、学生野球関係者の強い反発によって「野球

統制令」は廃止されることが決められた。 
学生野球関係者と文部省による交渉の結果、1946 年 12 月に学生野球協会と「基準要綱」

が成立した。その時、戦前のように弊害の発生を繰り返して、再び国家統制を招くことが

ないようにするため、学生野球協会（の審査室）を中心にして上から厳しくチームや選手

たちを取り締まる体制が築かれた。この基本方針は 1950（昭和 25）年に成立した「憲章」

でも受け継がれ、前文において選手の規律や徳育の尊重が述べられるとともに、これらの

ルールに反したときやその虞があると、当該の選手やチームは処分の対象となることが定

められたのである。「憲章」は弊害の防止と取り締まりを重視するものであったがゆえに、

選手はスポーツに欠かすことのできない存在であるにもかかわらず、様々な行為を禁止さ

れるだけの存在となったのである。 
また、選抜大会の開催をめぐる CIE と高（中）野連の対立にみられるように、「憲章」の

理念である商業主義の抑止、アマチュアリズムの確立、そして教育としての野球という 3
本柱は、学生野球組織や学生野球大会との関係においてこそ問われるべき課題であった。

しかし、これらの課題には学生野球の歴史的経緯や高（中）野連の組織の内実の問題から、

商業主義の論理が優先されつつ、それを取り繕うように選手の精神面の教育が前面に押し

出されることとなったのである。 
 ただ、そうした「憲章」の理念は、学生野球関係者の意図だけでなく、学生野球を取り

巻く社会の人々や国家・GHQ が学生野球の状況を批判的にとらえ、学生野球を健全なもの

へとするために支持したためでもあった。そうした批判の背景には、学生野球の舞台であ

る中高等教育をめぐる社会の状況があった。明治期から一貫して中高等教育は量的に拡大

してきたが、それでも昭和戦前期において中高等教育機関に進学することができるのは同

一年齢のなかの少数派にとどまっており、そこに在籍する学生たちは、将来学歴を生かし

て大企業に入社したり、専門職に就いたりすることを嘱望される存在であった。それゆえ、

野球を通じて進学・就職するルートが形成されたのちも、決して野球だけが学生生活のす

べてとなることがないように、留年選手の試合への出場の禁止やシーズン制といったルー

ルが制定された。戦後日本の学生野球の制度は、こうした戦前からのエリート育成機関と

しての中高等教育を前提にして成立したのである。 
 しかし、戦後日本社会において高校・大学の進学率は上昇の一途をたどり、中高等教育

は大衆化された。その結果、現代の日本社会において、高校や大学を卒業したということ
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だけでは、有望な就職先を見つけることに何ら寄与しないという状況になっている。 
 戦後日本社会において、野球は大衆化の一途をたどり、全国各地の学校にはくまなく野

球部が創設され、甲子園での全国大会に出場することは極めて困難なものとなった。プロ

野球も 70 年をかけて発展を続け、今や大リーグでも多くの日本人選手が活躍し、日本代表

チームがワールドベースボールクラシックを 2 連覇するなど、日本における野球の技術レ

ベルは世界でも屈指のものとなっている。現代において、野球の世界で成功するためには

幼少期から長時間の練習や専門家の指導が不可欠であり、多くの場合、学業と野球を両立

することは困難なものとなっている。しかし、ひとたびプロ野球選手ともなれば多額の収

入を得られることは確実であり、それは大企業に就職したサラリーマンや専門職の収入を

もしのぐことも少なくない。 
 2007（平成 19）年の特待生問題は、日本社会における学歴のインフレによる価値の下落

と、プロ野球選手ともなれば一獲千金を手にすることが可能な状況で発生したものといえ

るのではないだろうか。こうしたふたつの社会状況のなかで、野球の技能に極めて秀でた

生徒、学業が苦手な生徒自身やその親が、野球部の特待生に将来を賭けたとしても何ら不

思議はない。それゆえ、問題発覚当初に高野連が打ち出した特待生の禁止は、そうした選

手や家族からは強い反発を招き、従来の高野連批判とも相まって大きな世論のうねりとな

って顕在化したのではないだろうか。 
 ただ、こうした議論を展開するためには、高度成長期以後の日本社会における学生野球

の実態の検証は不可欠である。周知のとおり、戦後日本社会は中高等教育の大衆化、マス

メディアのさらなる普及・発展、年功序列型賃金体系と終身雇用制度による企業社会化な

ど、戦前期に萌芽として見られた諸事象が本格化、ないしは確立して名実ともに大衆社会

となる。プロ野球人気は戦前とは比べ物にならないほどに拡大し、多くの企業が野球チー

ムを創設して、都市対抗野球の優勝を競うこととなった。その一方で、プロ野球とアマチ

ュア野球の関係は断絶し、それが現在にまで根深い影響を与えている。 
本論文の視角からするならば、こうした日本社会の変容に伴って生起した諸事象や、学

生野球を取り巻く社会状況が、学生野球のあり方をどのように規定し、変容を迫るもので

あったのか、という課題は極めて重要な意味をもつ。筆者の今後の研究の展望として記し

つつ、本論文を終えることとする。 
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参考資料 
 
1．文部省訓令四号「野球ノ統制並施行ニ関スル件」 
（1932＝昭和 7 年 3 月 28 日）1 
 
我ガ国ニ於ケル運動競技ガ近時著シク普及発達シタルハ啻ニ体育ノ為ニ之ヲ賀スベキノミ

ナラズ国民ノ資質向上ノ見地ヨリ大ニ之ヲ慶バザルベカラズ 
運動競技ガ国民ノ健康ヲ増進シ体位ヲ向上セシムルノ効果ハ固ヨリ言ヲ俟タズ更ニ人人ノ

元気ヲ振作シ気宇ヲ明朗快潤ニシ其ノ態度ヲ公明真摯ナラシムル等所謂運動精神ヲ体得セ

シメテ不知不識ノ間ニ人格ノ教養ニ資スルノ大ナルハ深ク考慮スベキ所ニシテ体育運動ガ

近世ノ教育ニ モ重ンゼラルルノ理由亦此ニ存ス〔。〕顧ルニ我が
ママ

国ニ於ケル運動競技中野

球ハ比較的旧クヨリ行ハレ普及ノ範囲 モ広ク其ノ一般民衆二及ボス影響亦甚大ナルヲ以

テ体育運動ノ振興ヲ期セントスルニハ先ヅ野球ノ健全ナル発達ヲ図ルノ要アリ〔。〕而シテ

学生ニ依リテ行ハルル野球ガ一般野球界ノ中心ヲナセルノ実情ニ鑑ミルトキハ之ガ第一著
ママ

手トシテ其ノ適正健全ナル発達ヲ図ルヲ喫緊ノ急務トナサザルベカラズ〔。〕是レ今回特ニ

学生野球ノ施行ニ関シ其ノ拠ルベキ基準ヲ示サントスル所以ナリ 
凡ソ学生野球ノ要ハ教育ノ本義ニ則リテ運動競技ノ精神ヲ発揮セシムルニ在リ〔。〕即チ之

ヲ行フ者常ニ克ク学生ノ本分ヲ体シ純正ナル心情ヲ持スルヲ以テ念トナサザルベカラズ

〔。〕然レドモ往々ニシテ之ニ伴フ弊ナキ能ハズ〔。〕カノ野球ヲ行フ者又ハ野球ヲ観ル者

ノ熱狂ノ余常規ヲ逸シ正道ヲ離ルルコト是ナリ〔。〕此ノ如キハ互ニ相警メ又自ラ抑制シテ

正シキニ就カシムベキハ論ヲ俟タズ〔。〕尚且本邦ニ於ケル野球ハ其ノ発達ノ過程複雑ニシ

テ之ガ施行ノ体様亦区々ニ流レ為ニ適正ナル発達ヲ損ヒルコト少カラズ〔。〕是ヲ以テ其ノ

施行ニ関スル組織益々整備シ其ノ統制愈々確立スルニ至ラバ更ニ一層之ガ成果ヲ善美ナラ

シムルコトヲ得べシ〔。〕蓋シ本邦野球界ノ現状ハ此ノ種ノ企画ヲ実施スルニ当リ特種ノ困

難ノ之ニ伴フコト鮮カラザルシト雖モ官民協カシテ堅忍事ニ当ラバ成功ノ日ハ必ズ到来ス

ベシト信ズ 
茲ニ学生野球ノ施行ニ関シ幾多ノ規矩ヲ掲ゲ其ノ実施ヲ勧奨シ以テ之ガ適正健全ヲ期セン

トス〔。〕局ニ当ル者克ク本令ノ趣旨ヲ体シ其ノ達成ニ努ムル所アルベシ 
 
一、小学校ノ野球ニ関スル事項 
 
一 小学校ニ於ケル野球ハ之ヲ校内児童ノ間ニ行ハシムルヲ旨トシ対外試合ニ熱中スルガ

如キ弊ニ陥ラシメザルコト 
二 児童ヲ対外試合ニ参加セシムル必要アル場合ハ左記ニ準拠スベキコト 
 （一） 対外試合ノ開催ハ左記ニ依ルコト 
                                                  
1 山川前掲『野球統制の話』、187－201 頁。 
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 イ 同一府県内ニ存スル二校間ノ試合ハ関係学校長ノ協定ノ下ニ開催セラルルモ   

ノタルコト 
ロ 同一府県内ニ存スル三校以上ノ学校ガ参加スル試合ハ参加学校長ノ承認アル場合ニ

限リ左記ニヨリ開催セラルルモノタルコト 

 1 参加学校ガ同一郡、市、区、町、村内ニ存スル場合ハ夫々当該郡、市、区町
マ マ

、村ノ体

育団体ニ於テ主催スルコト 
 2 参加学校ガ前記ノ範囲ヲ超エ且同一府県内ニ存スル場合ハ府県体育団体ニ於テ主催

スルカ又ハ関係郡市ノ体育団体ノ共同主催ノ下ニ当該府県体育団体ノ公認ヲ受ケテ開

催スルコト 
 ハ 参加学校ガ府県ヲ異ニスル試合ハ参加学校ノ承認アル場合ニ限リ関係府県体育団体

ノ協定ニヨリ開催地ノ府県体育団体主催ノ下ニ開催セラルルモノタルコト 
（二） 試合参加ノ為児童ヲシテ宿泊セシメザルコト 
（三） 試合ハ総テ之ヲ学業ニ支障ナキトキニ行フベク特ニ対外試合ハ土曜日ノ午後又ハ

休業日ニ限リ行ハルルルコト 
（四） 対外試合ニ出場スル児童ハ尋常小学校第五年以上ノ児童ニシテ父兄ノ承認並学校

医ノ健康証明アル者ニ就キ学校長之ヲ選定スルコト 

（五） 児童ヲシテ「クラブチーム」ノ試合ニ参加セシメザルニ
ママ

ト 
（六） 対外試合ニ於テ同一児童ガ一日ニ行フ試合回数ハ一回ヲ原則トシ止ムヲ得ザル場

合ハ二回行フモ妨ゲザルコト 
（七） 試合ニ要スル経費ハ当該試合ノ主催者ニ於テ負担スルコト 
（八） 試合ノ主催者ハ入場料又ハ参加料ヲ徴収シ若ハ営利宣伝等ニ利用セラルル虞アル

寄贈品、寄附金等ヲ収受セザルコト 
（九） 対外試合ニ於テハ応援団ヲ組織セザルコト 
（十） 試合ノ主催者ハ一切使用球ヲ指定セザルコト 
三 野球ノ指導ハ当該学校職員主トシテ之ニ当リ特ニ指導者ヲ招聘セザルコト 
四 野球ニ関シ特ニ後援会等ヲ組織シ又ハ其ノ支援ヲ受ケザルコト 
 
二、中等学校ノ野球ニ関スル事項 
 
一 中等学校ノ野球ニ関シテハ府県ノ体育団体ニ於テ適当ニ統制スルコト〔。〕但シ当該団

体ノ設置ナキモ府県学事当局者並中等学校長卜密接ナル連絡ヲ有スル中等学校体育連盟

若ハ中等学校野球連盟ノ設置アリテ府県内中等学校ノ野球ヲ統制セル場合ハ右団体ヲシ

テ統制ニ当タシムルモ妨ゲザルコト 
二 中等学校生徒ノ参加シ得ル野球試合ハ左記ニ依リ開催セラルルモノタルコト 
 イ 全国的優勝大会及全国的選抜大会ハ文部省公認ノ下ニ夫々年一回ヲ限リ開催セラル

ルモノタルコト〔。〕但シ明治神宮体育大会ニ関スル野球ハ此ノ限ニ在ラザルコト 
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 ロ 地方的大会（参加学校ガ近接セル二府県若ハ数府県ニ亙ル試合ヲ謂フ）ハ関係府県

体育団体（第一項記載ノ事項参照）ノ共同主催若ハ文部省公認ノ下ニ開催セラルルモ

ノタルコト〔。〕但シ同一府県ノ参加回数ハ年一回（全国的優勝大会ノ地方予選ヲ別ニ

行フ場合ハ此ノ回数ハ含マズ）ニ限ルコト 
 ハ 府県大会ハ府県ノ体育団体（第一項記載ノ事項参照）ノ主催者若ハ其ノ公認ノ下ニ

年一回（全国的優勝大会並地方的大会ノ府県予選ハ之ヲ含マズ）開催セラルルモノタ

ルコト 
ニ 同一府県内ニ存シ近接三校以上ノ学校間ニテ行フ試合ハ関係学校共同主催ノ下ニ府

県体育団体（第一項記載ノ事項参照）ノ公認ヲ得テ開催セラルルモノタルコト 
ホ 同一府県内ニ存スル二校間ノ試合ハ両校共同主催ノ下ニ開催セラルルモノタルコト 
へ 府県ヲ異ニスル二校間ノ試合ハ夫々当該学校主催ノ下ニ其ノ属スル府県体育団体

（第一項記載ノ事項参照）ノ公認ヲ得テ開催セラルルモノタルコト 
三 試合ハ総テ学業ニ支障ナキ時ニ行フベク特ニ対外試合ハ土曜日ノ午後又ハ休業日ニ限

リ行フコト〔。〕但シ荒天等ノ為之ニ拠リ難キ場合ハ特ニ府県体育団体（第一項記載ノ事

項参照）ノ承認ヲ得ルコト〔。〕又運動場配置等ノ関係ニヨリ之ニ拠リ難キ特別ノ事情ア

ル府県ニ於テハ当該府県体育団体ニ於テ其ノ事情ヲ具シ文部省ノ承認ヲ得ルコト 
四 入場料ヲ徴収シ得ル試合ハ府県体育団体（第一項記載ノ事項参照）ニ於テ主催スルカ

若ハ文部省ニ於テ公認シタルモノニ限ルコト 
五 前項ニ依リ入場料ヲ徴収セントスルトキハ之ニ関シ主催者ハ予メ文部省ノ承認ヲ得其

ノ収支ハ本令中入場料ニ関スル事項ニ基キ右団体ニ於テ処理シ試合終了後収支決算ヲ遅

滞ナク報告スルコト〔。〕但シ其ノ使途ニ関シ入場料ニ関スル事項中二ノ（三）、（四）ニ

充当セントスル場合ハ其ノ事情ヲ具シ文部省ノ承認ヲ得ベキコト 
六 試合参加ニ関シ旅費滞在費等ヲ受クル場合ハ必ズ当該学校ノ属スル府県ノ体育団体

（第一項記載ノ事項参照）ヲ経テ収受シ当該学校ハ直接之ニ与ラザルコト 
七 試合ニ出場スル選手ハ当該学年ニ於テ原級ニ止リタルモノニアラザルコト〔。〕転入学

若ハ中途入学ノ者ハ入学後一ケ年以上ヲ通過セルモノニ限ルコト 
八 選手ハ父兄ノ承認並学校医ノ健康証明アルモノニ就キ学校長之ヲ選定スルコト 
九 生徒ハ個人ノ資格ニ於テ入場料ヲ徴収スル試合ニ出場スルコトヲ得ザルコト 
十 選手ハ「クラブチーム」ニ加ハリ試合ニ出場スルヲ得ザルコト〔。〕但シ学校長ノ許可

アル場合収入ヲ伴ハザル試合ニシテ府県体育団体（第一項記載ノ事項参照）ノ承認ヲ得

テ学校ヲ背景トスル「クラブチーム」ニ加ハリ試合ニ出場スルハ此ノ限ニ在ラザルコト 
 
三、大学及高等専門学校ノ野球ニ関スル事項 
 
一、全国的大会、地方的大会若ハ連盟試合ヲ開催スル常置ノ団体ハ其ノ役員中ニ関係学校

又ハ其ノ体育会（又ハ運動会）ノ責任者若クハ野球部長ヲ加へ予メ団体ノ代表者ニ於テ
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左記事項ヲ具シ文部省ニ報告シ其ノ公認ヲ受クべキコト〔。〕但シ関係学校多数ノ為全部

ノ学校ヨリ役員ヲ加へ難キ場合ハ適当ノ員数ニ制限スルモ妨ゲナキコト 
（一） 団体ノ名称 
（二） 事務所ノ所在地 
（三） 団体代表者ノ氏名 
（四） 団体組織ニ関スル規定 
（五） 事業施行ニ関スル規定 
（六） 経理ニ関スル詳細ナル規定 
前記各号ノ事項ニ変更ヲ生シタル場合ハ其ノ都度文部省ニ報告シ其ノ承認ヲ得ベキコト 

二 前項ノ常置団体ハ毎年度ノ始メニ於テ其ノ年度ノ事業予定並収支予算及前年度ノ事業

概要並収支決算ヲ文部省ニ報告スベキコト 
三 第一項ノ常置団体以外ノ団体ニ於テ全国的大会、地方的大会、連盟試合若ハ是等ニ準

ズル試合ヲ開催セントスルトキハ参加学校長承認ノ下ニ試合ノ施行並経理方法ヲ具シ試

合開催前予メ文部省ノ公認ヲ受クベキコト 
四 両校対校試合ハ当該学校長承認ノ下ニ行ハレ得ルコト但シ入場料ヲ徴収スル場合及当

該学校ガ何レモ其ノ所在スル府県ヲ離レ試合ヲ行フ場合ハ其ノ件ニ関シ予メ当該学校ニ

於テ文部省ノ承認ヲ受クベキコト 
 入場料ヲ徴収シタル場合ハ終了後其ノ収支ヲ遅滞ナク文部省ニ報告スベキニト 
五 入場料ヲ徴スル試合ヲ行ヒ其ノ使途ニ於テ入場料ニ関スル事項中二ノ（四）ニ充当ス

ル場合ハ其ノ事情ヲ具シ文部省ノ承認ヲ得ベキコト 
六 選手ハ学校医ノ健康証明ヲ受ケ学校長ニ於テ適当卜認メタルモノニ限ルコト 
七 学生生徒ハ文部省ノ認メタル場合ノ外入場料ヲ徴収スル試合ニ参加スルヲ得ザルコト 
八 選手ハ在籍又ハ出身校ヲ背景トスル「クラブチーム」以外ノ「チーム」ニ加ハリ優勝

大会若ハ之ニ準ズベキ試合ニ出場スルヲ得ザルコト〔。〕但シ文部省ノ公認セル常置団体

ニ於テ之ニ就キ文部省ノ承認ヲ得テ構成スル全国的又ハ地方的ノ選抜「チーム」ニ参加

スル場合ハ此ノ限ニ在ラザルコト 
 
四、入場料ニ関スル事項 
 
一 入場料ハ入場者ノ整理ヲナシ「二」ニ掲グル経費ニ充ツル場合ニ限リ之ヲ徴収シ得ル

コト 
二 入場料其ノ他ノ収入ハ之ニ就キ文部省ノ承認ヲ得タル団体ニ於テ収受シ左ノ順序ニヨ

リ支出シ体育運動以外ノ経費ニ充当セザルコト〔。〕但シ体育運動団体（大学及高等専門

学校ニ関シテハ学校ヲ含ム）以外ノ主催者ガ収受スル場合ハ予メ文部省卜協議ヲ遂ゲ其

ノ使途ヲ定ムルコト 
（一） 当該試合ヲ開催スルニ必要ナル経費 



192 
 

  イ 会場費 
  ロ 試合施行ニ要スル経費 
  ハ 試合参加並準備ニ要スル経費 
  ニ 其ノ他ノ雑費 
（二） 主催体育運動団体ノ管理ニ必要ナル経費 
（三） 参加学校ニ於ケル体育運動競技ノ施行ニ資スル経費 
（四） 各種体育運動ノ普及発達ニ必要ナル経費 
 
五、試合褒章等ニ関スル特殊事項 
 
一 学校「チーム」ニハ当該学校及文部省ノ承認アル場合ノ外国外ニ遠征シ若ハ来朝「チ 

ーム」ト試合ヲ行フヲ得ザルコト 
二 試合参加ニ関シ選手又ハ学校ハ優勝旗、優勝牌、其ノ他之ニ準ズルモノノ外褒章トシ

テ之ヲ受クルヲ得ザルコト 
三 選手ハ広告、商品若ハ営利宣伝ニ利セラルル虞アル記事等ニ自己ノ名義、肖像等ヲ利

用セシメザルコト 
四 学校選手ハ職業選手卜試合ヲ行フヲ得ザルコト〔。〕但シ学校長及文部省ノ承認アル場

合ハ此ノ限ニ在ラザルコト 
五 選手ハ「コーチ」審判等ヲ行フニ当リ旅費、宿泊費、其ノ他当然心要ナル経費以外ノ

金品ヲ受ケザルコト 
六 選手ハ選手タルノ故ヲ以テ学校又ハ学校ヲ背景トスル団体等ヨリ学費其ノ他ノ生活費

ヲ受クルヲ得ザルコト 
七 野球ニ優秀ナルノ故ヲ以テ入学ノ便ヲ与へ又ハ学費其ノ他生活費ヲ授クルガ如キコト

ヲ條件トシテ入学ヲ勧誘セザルコト 
 
六、応援二関スル事項 
 
一 応援ハ当該試合主催者及学校当局者ノ承認セル場合ニ限リ之ヲ行ヒ得ルコト 
二 学生生徒ガ応援団ヲ組織スル場合ハ左ノ條項ヲ遵守スルコト 
 （一） 応援団ハ当該学校ノ職員、学生、生徒ノミヲ以テ組織スルコト 
 （二） 応援団ハ予メ其ノ責任者ヲ定メ当該試合ノ主催者ニ届出ヅルコト 
 （三） 応援団ハ当該学校ノ当局者若運動部卜十分ナル連絡ヲ保ツベキコト 
三 応援ノ方法トシテハ学校当局者、試合ノ主催者、関係学校応援団ノ間ニ十分ナル協議

ヲ遂ケ特ニ左記事項ニ関シテハ之ヲ厳守スペキコト 
 （一） 応援ハ学生生徒ノ本分ヲ体シ運動競技ノ精神ニ従ヒテ之ヲ行ヒ苟モ試合ノ妨害

トナルガ如キ事ハ一切之ヲ行ハザルコト 
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 （二） 応援団ノ服装ハ当該学校ノ制服制帽ニ限ルコト 
 （三） 広告、宣伝等ニ利用セラルル虞アル物品ヲ一切使用セザルコト 
 （四） 応援ノ為濫リニ多額ノ経費ヲ費サザルコト 
 
附則 
 
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 
本令中府県ノ体育団体トアルハ府県学事当局者並学校長卜密接ナル関係ヲ有シ他ノ運動種

目卜共ニ小学校並中等学校ノ野球ヲ統制シ得ル団体タルベク郡、市、区、町、村ノ体育団

体トアルハ夫々其ノ地域ノ学校管理者及学校長卜密接ナル関係ヲ有シ府県ノ体育ノ公認ヲ

得タルモノナルベキコト但シ市、区、町、村ノ体育団体ニ関シテハ学校管理者及小学校長

卜密接ナル関係ヲ有スル教育会等ヲシテ之ニ代ラシムルハ妨ゲザルコト 
府県体育団体、府県中等学校体育連盟若ハ府県中等学校野球連盟ノ設置ナキ場合ハ府県ニ

於テ適当ナル方法ニヨリ小学校並中等学校ノ野球ノ統制ノ事務ヲ取扱フベキコト 
  昭和七年三月二十八日 

                      文部大臣 鳩山一郎 
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 2．学生野球基準要項 
（1946＝昭和 21 年 12 月 21 日）2 
 
一、中等学校野球ニ関スル事項 
 
一、中等学校ノ野球ニ関シテハ各都、道、府、県ノ野球聯盟又ハ之ニ準ズルモノ（以下野

球聯盟卜称ス）ニ於テ全国中等学校野球聯盟ヲ通ジテ日本学生野球協会ノ指導ノ下ニ之

ヲ監督スルモノトス 
二、各都、道、府、県ノ中等学校野球聯盟ニ加入シ得ル学校ハ中等学校令ニ依ルモノトス 
三、選手ハ学校長ニ於テ学業、身体、人物等適当卜認メタルモノニ限ルコト、但シ大会等

ニ際シテノ出場選手資格ニ関シテハ更ニ主催団体ニ於テ定メタル大会規定ニヨルモノト

ス 
四、中等学校野球チームノ参加シ得ル試合ハ左記ニ依リ開催セラルルモノトス 
  イ、全国大会ハ全国中等学校野球連盟ノ主催シタルモノ 
  ロ、地方大会（近接セル二都道府県又ハ数都道府県ニ亘ルモノ）ハ関係都道府県ノ野

球聯盟ノ主催シタルモノ 
  ハ、都道府県大会ハ都道府県ノ野球連盟ノ主催シタルモノ 
  ニ、都道府県ヲ異ニスル二校間ノ試合ハ各其ノ関係都道府県野球連盟ノ承認ヲ得テ開

催スルコト 
  ホ、同一都道府県内ニ存スル二校間ノ試合ハ双方学校長ノ責任ノ下ニ開催スルコト 
五、中等学校ノ野球試合ニ於テハ入場料ヲ徴収セザルヲ原則トス 但シ入場料ヲ徴収スル

場合ニ於テハ次ノ事項ヲ厳守スルコト 
  イ、全国大会地方大会ニアリテハ全国中等学校野球連盟、一都道府県内ノ大会並ニ試

合ニアリテハ其ノ当該都道府県野球連盟ノ承認ヲ得ルコト 
  ロ、大会又ハ試合終了後入場料徴収ノ承認ヲ得クル連盟ニ速カニ収支決算ヲ提出スル

コト 
  ハ、入場料ノ使途ハ大会又ハ試合ヲ開催スルニ必要ナ経費、参加学校ニ於ケル体育ノ

普及発達ニ必要ナ経費ノ充当ニ限定セラルベキコト 
六、選手ハ自校又ハ出身校ヲ背景トスルクラブチーム以外ノ試合ニ出場スルコトラ得ズ、

但シ学校長並ニ所属連盟ノ承認アル場合ハ此ノ眼リデナイ 
七、選手ノ参加セルクラブチームノ試合ニ関シテハ総テ本規定ガ準用セラルベキコト 
八、コーチヲナシ得ル者ハ中等学校教員有資格者又ハ之ニ準ジ得ベキ者（例ヘバ大学令ニ

ヨル学部ノ学生又ハ高等学校、専門学校ノ 終学年在学中ノ者）ナルコト 
九、選手ハ職業選手又ハ職業選手タリシ者卜試合ヲ行フコト及ビコーチヲ受クルコトヲ得

ズ、但シ職業選手タリシ者ニシテ本協会審査室ニ於テ適性ヲ認定サレタ者ハ此ノ眼リデ

                                                  
2 日本学生野球協会編前掲『日本学生野球協会史』、17－19 頁。 
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ナイ 
一〇、選手ハ選手タルノ故ヲ以テ如何ナル名義ヲ以テスルヲ問ハズ他ヨリ学費、生活費等

ヲ受クルコトヲ得ズ 
一一、生徒ノ組織スル応援団ハ常ニ教育ノ本義ニ則リテ行動シ、団員ノ行動ニ関シテハ当

該学校ガ一切ノ責ニ任ジ、当該学校野球部ハ第十二項ノ制裁ヲ受クルコト 
一二、学生野球ノ本義ニ違背シ又ハ違背スル虞アルトキハ日本学生野球協会ハ審査ノ上当

該野球選手又ハ当該選手所属学校野球部ニ対シテ警告、謹慎、出場禁止ヲ為シ又ハ当該

野球部除名ノ処置ヲ為シ得ベキコト 
本規約ニ違反シタル場合モ亦同ジ 

 
二、大学、高等学校及ビ専門学校ノ野球ニ関スル事項 
 
一、試合ハ総テ学業ニ支障ナキトキニ之ヲ行フベク、春秋各シーズンハ三ケ月ヲ超ユルヲ

得ザルコト 但シ休暇ニ於ケル試合ハ此ノ限リデナイ 
二、大学、高等学校及ビ専門学校ノ野球大会又ハリーグ戦ヲ主催スル団体ハ其ノ役員中ニ

関係学校ノ責任者ヲ加ヘルコト 
  常置ノ主催団体ハ予メ毎年ノ事業概要並ニ経理方法ヲ二月末日マデニ日本学生野球協

会ニ届出ヅベキコト 
  常置団体以外ノ団体ガ主催スル場合ハ試合ノ施行並ニ経理方法ヲ具シ試合開始一週間

前予メ日本学生野球協会ニ届出ヅベキコト 
  前記ノ事項ニ変更ヲ生ジクル場合ハソノ都度日本学生野球協会ニ届出ヅベキコト 
三、両校対校試合ハ当該学校ノ主催ノ下ニノミ行ハルベキコト 
四、両校ガ所在都道府県ヲ離レテ試合ヲ行フ場合ハソノ件ニ関シ予メ日本学生野球協会ノ

承認ヲ得ベキコト 
五、入場料ハ入場者ノ整理ヲ為シ試合及ビ練習ニ要スル経費ニ充ツル場合ニ限リ之ヲ徴収

シ得ルコト、但シ学校長及ビ日本学生野球協会ノ承認アル場合ハ此ノ限リデナイ 
六、入場料ヲ徴収シタ場合ニハ主催団体ノ代表者又ハ当該学校ノ責任者ハ大会、リーグ戦

又ハ対校試合終了後遅滞ナク詳細ナル収支決算報告書ヲ日本学生野域協会ニ提出スベキ

コト 
七、選手ハ学校長ニ於テ身体、学業、人物等適当卜認メタルモノニ限ルコト、但シ大会、

リーグ戦又ハ対校試合ニ出場スル選手ノ資格ニ関シテハ主催団体ニ於テ更ニ厳格ナル制

限ヲ設クベキコト 
八、選手ハ自校又ハ出身校ヲ背景トスルクラブチーム以外ノ試合ニ出場スルヲ得ザルコト 
九、選手ノ参加セルクラブチームノ試合ニ開シテハ総テ本規約ノ規定ガ準用セラルベキ 
コト 

一〇、選手ハ職業選手又ハ職業選手タリシ者卜試合ヲ行フヲ得ザルコト、但シ職業選手タ
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リシ者ニシテ本協会審査室ニ於テ適性ヲ認定サレタ者ハ此ノ眼リデナイ 
一一、選手ハ選手タルノ故ヲ以テ如何ナル名義ヲ以テスルヲ問ハズ他ヨリ学費、生活費等

ヲ受クルヲ得ザルコト 
一二、選手ハコーチ、審判等ヲ行フニ当リ旅費、宿泊費其ノ他当然必要ナル経費以外ノ金

品等ヲ受クルヲ得ザルコト 
一三、学生又ハ生徒ノ組織スル応援団ハ常ニ教育ノ本義ニ則リテ行動シ団員ノ行動ニ付テ

ハ当該学校ガ一切ノ責ニ任ジ当該学校野球部ハ第十四項ノ制裁ヲ受クルコト 
一四、学生野球ノ本義ニ違背シ又ハ違背スル虞アルトキハ日本学生野球協会ハ審査ノ上当

該野球選手又ハ当該選手所属学校野球部ニ対シ警告、謹慎、出場禁止ヲ為シ又ハ当該野

球部除名ノ処置ヲ為シ得ベキコト 
本規約ニ違反シタル場合亦同ジ 
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3．日本学生野球憲章 
（1950＝昭和 25 年 1 月 22 日）3 
 
 われらの野球は日本学生野球として日本人たることと学生たることの自覚を基礎とする。

日本人たることを忘れたり、学生の持場を逸脱したりしてはわれらの野球は成り立ちえな

い、勉強と規律とはつねにわれらと共にあり、怠惰と放縦とに対しては不断に警戒されな

ければならない。元来野球はスポーツとしてそれ自身意味と価値とを持つであろう。しか

し学生野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事、幸運にも驕

らず悲運にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事、いかなる艱難をも凌ぎうる強健な身体

を鍛錬する事、これこそ実にわれらの野球を導く理念でなければならない。この理念を想

望してわれらここに憲章を定める。 
 
 第一章 総則 
 
第一条 この憲章は、学生野球の健全な発達を図ることを目的とする。 
第二条 この憲章を誠実に執行するために、日本学生野域協会を設ける。日本学生野球協

会の組織及び権限は別に規約でこれを定める。 
 
 第二章 大学野球 
 
第三条 試合はすべて学業に支障がないときに行なわなければならない。春秋シーズンは、

三カ月を超えてはならない。但し、休暇における試合は、この限りではない。 
第四条 大学の野球大会又はリーグ戦を主催する団体の役員は、関係学校の責任者及び野

球に知識経験ある適任者がこれに当る。 
  常置の主催団体は、あらかじめ毎年の事業概要並びに経理方法を二月末日までに、日

本学生野球協会に届出なければならない。 
  常置団体以外の団体が野球大会を主催する場合は、あらかじめ試合の施行並びに経理

方法を具し試合開始一過間前までに日本学生野球協会に届出なければならない。 
  前二項の事業に変更を生じた場合には、その都度、日本学生野球協会に届出なければ

ならない。 
第五条 対校試合は、当該学校の主催によってのみ行なわれる。 
第六条 二校以上の学校が所在都道府県を離れて試合を行なう場合は、あらかじめ日本学

生野球協会の承認を得なければならない。 
第七条 入場料は、入場者の整理、試合及び練習に要する経費に充てる場合に限りこれを

徴収することができる。但し、日本学生野球協会の承認ある場合はこの限りでない。 
                                                  
3 神田順治編『学生野球要覧』1956 年、日本学生野球協会、6－10 頁。 
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第八条 入場料を徴収した場合には、主催団体の代表者又はその学校の責任者は、大会、

リーグ戦又は対校試合終了後、遅滞なく詳細な収支決算報告書を日本学生野球協会に

提出しなければならない。 
第九条 選手は、学校長が身体、学業及び人物について適当と認めた者に限る。但し、大

会、リーグ戦又は対校試合に出場する選手の資格に関しては、主催団体においてさら

に厳格な制限を設けることができる。 
第十条 選手は、職業選手又は職業選手たりし者と試合を行い或はコーチを受けることを

得ない。但し、職業選手たりし者で日本学生野球協会審査室において適性を認定され

た者は、この限りでない。 
第十一条 選手は、自校又は出身校を背景とするクラブチーム以外の試合に出場すること

を得ない。 
  選手の参加したクラブチームの試合に関しては、すべて、この憲章の規定を準用する。 
第十二条 前二条に関しては、日本学生野球協会が審査室の議を経て特別の措置をなしう

る。 
第十三条 選手は、選手たるの故をもつて、いかなる名義をもつてするを問わず、他より

学費、生活費等を受けることを得ない。 
第十四条 選手は、コーチ、審判等を行うに当り、旅費、宿泊費、その他当然必要な経費

以外の金品等を受くることを得ない。 
 
第三章 高等学校野球 

 
第十五条 高等学校の野球は全国高等学校野球連盟が、日本学生野球協会の指導の下に、

各都道府県の高等学校野球連盟を通じて、これを監督する。 
第十六条 各都道府県の高等学校野球連盟に加入し得る学校は、学校教育法第四章に定め

るものに限る。 
第十七条 高等学校野球チームの参加し得る試合は左記により開催せられるものに限る。 
 イ、全国大会は全国高等学校野球連盟の催したもの。 
 ロ、地方大会（近接せる二都道府県又は数都道府県に亘るもの）は関係都道府県高等学

校野球連盟の主催したもの。 
 ハ、都道府県大会は都道府県の高等学校野球連盟の主催したもの。 
 ニ、都道府県を異にする二校の試合は各その関係都道府県高等学校野球連盟の承認を得

たもの。 
 ホ、同一都道府県内の二校間の試合は双方学校長の責任の下に行なわれるもの。 
第十八条 高等学校の野球試合に入場料を徴収する場合には、次に掲げる事項を厳守しな

ければならない。 
 イ、全国大会にあつては、日本学生野球協会の承認を得ること。 



199 
 

 ロ、地方大会、一都道府県内の大会にあつては、全国高等学校野球連盟の承認を得るこ

と。 
 ハ、一都道府県内の試合にあつては、都道府県高等学校野球連盟の承認を得ること。 
 ニ、大会又は試合を終了後、入場料徴収の承認を得た協会又は連盟に速やかに収支決算

を提出すること。 
 ホ、入場料の使途は、大会又は試合を開催するに必要な経費及び参加学校における体育

の普及発達に必要な経費の充当に限定されるべきこと。 
第十九条 第四条第一項、第九条乃至第十四条までの規定は、高等学校野球にこれを準用

する。 
 
第四章 附則 

 
第二十条 学生野球の本義に違背し、又は違背する虞れあるときは、日本学生野球協会は、

審査室の議を経て当該野球選手又は当該選手所属の学校野球部に対して、警告、謹慎、

出場禁止又は当該野球部除名の処置をなし得る。 
本憲章に違背した場合亦同じ。 

第二十一条 学生又は生徒の組織する応援団は、常にその本分に基いて行動し、団員の行

動に対しては、その学校が一切責に任ずる。 
  応援団が学生または生徒の本分に反する行為をなした場合には、日本学生野球協会は

第二十条に準じて当該野球部に制裁を加えることができる。 
第二十二条 旧制高等学校、専門学校及び旧制大学の野球に関しては、第二章の規定を準

用する。 
第二十三条 この憲章の適用に関し疑義を生じた場合は、日本学生野球協会審査室の議を

経て、会長がこれを決定する。 
第二十四条 この憲章の改正には、日本学生野球協会評議員会の決議を要する。 

第二十五条 この憲章は昭和二十四年
マ マ

一月二十二日より施行する。 
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明治大学野球部史編集委員会編『明治大学野球部史』1974 年、駿台倶楽部。 
明星商業校友会『明星校友会誌』。 
明善野球編集委員会編集・発行『明善野球』1972 年。 
八尾高野球部史編纂委員会編『八尾高野球部史』1982 年、八尾高野球部 OB 会。 
野球倶楽部編集委員会『浪商高校野球部六十年史』1985 年、浪商高等学校野球倶楽部。 
『野球部創部 80 周年記念誌』2002 年、秋商硬式野球部 OB 会。 
山形県立山形東高等学校校史編纂委員会編『山形東高等学校百年史』1987 年、山形県立山

形東高等学校。 
Y 校八十周年記念誌編集委員会『Y 校八十周年記念誌』1962 年、横浜市立横浜商業高等学

校。 
若宮誠一編『香川県立高松商業高等学校野球史』1982 年、高商クラブ会長大西茂義。 
早稲田大学大学史編集所編『早稲田大学百年史 第 1 巻』1978 年、早稲田大学出版部 
――――編『早稲田大学百年史 第 3 巻』1987 年、早稲田大学出版部。 
 

【国立国会図書館憲政資料室所蔵 GHQ/SCAP RECORDS】 
 
“Baseball Conference”、Norviel、5 March 1947、CIE(A)7195。 
“Conference on the Students’ Baseball Program”、W. Neufeld、26 January 49、CIE(D)293。 
“Control of baseball in Japan”、John W. Norviel、26 August, ‘46、CIE (A) 672。 
「第二回選抜高等学校野球大会開催要項」、CIE(C)4603。 
“Discussion Meeting Regarding the Establishment of a Baseball Control Association”、

18 April 1946、CIE (C) 4608。 
「学生野球基準要綱」、CIE（C）4610。 
「学徒の対外試合についての私案」、CIE(C)4606。 
“Interschool Competition”、Captain Aebischer、9 January 1948、CIE(D)1753。 
“Japan Student’s Baseball Association”、conference report、Major Norviel、 28 January 

1947、CIE (A) 7170。 
“MATSUMOTO, Takizo”、26 August 1947、GS(B)3284。 
“Middle School Baseball – National Grand Tournament”、Major Norviel、5 March 1947、

CIE(A)7171。 
“Monthly meeting of the JAAA”、Mr. Wm. Neufeld、8 October 1948、CIE(D)1751。 
“National School Baseball Association”、conference report、Major Norviel、14 February 

1947、CIE (A) 7170。 
“Need for a Strong Recreation Movement in Japan”、Wm. Neufeld、18 September 1948、 

CIE(D) 1751。 
「日本学生野球協会結成に至るまでの経過」、CIE(C)4609。 
“Observe recreation program and assist in any way possible in the promotion of a sound 

program”、Wm. Neufeld、18 October 1948、CIE(D)1751。 
“ON INTERSCHOOL COMPETITION (Draft of Education Ministry)”、CIE(D)1753。 
“Problems of Sponsorship of School sports Events”、W. Neufeld、10 March 1949、

CIE(D)1749。 
“Report on Second Invitation High School Baseball Tournament”、Mr. Neufeld、13 April 

1949、CIE(D)265。 
“Second Invitation High School Baseball Tournament”、Mr. Neufeld、11 April 1949、
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CIE(D)266。 
“Second National Invitational Senior High School Baseball Tournament”、Mr. Neufeld、

17 May 1949、CIE(D)1748。 
“Second Senior High School Invitational Baseball Tournament”、Mr. Neufeld、June 1949、

CIE(D)1748。 
“Senior High School Invitational Baseball Tournament”、 Mr. Neufeld、23 April 1949、

CIE(D)300。 
“Sponsorship of Inter-school Athletic Contests by Organizations not affiliated with 

schools”、Louis J. AEBISCHER、MEMORUNDUM FOR; Chief, Education 
Division、17 February 1948、CIE(C)4606。 

“Sponsorship of Interschool Tournaments”、Physical Education Bureau、16 February 
1948、CIE(C)4606。 

“Sports Program for Upper Secondary Schools”、W. Neufeld、26 November 1948、
CIE(A)7164。 

“Spring Upper Secondary School Baseball Tournament”、 W. Neufeld、21 February 1950、
CIE(A)757。 

“Student’s Baseball”、Major Norviel、5 June 1947、CIE (A) 7196。 
「体育課関係会議一覧（自昭和十九年九月至昭和廿一年五月）」、CIE(B)4476。 
“The Change in Sponsorship of School Athletic Events”、Mr. Neufeld、31 January 1949、

CIE(D)1750。 
“THE DAIRY SPORTS NEWS”、3 December 1947、CIE(C)4606。 
“The Fourth Invitational Upper Secondary School Baseball Tournament”、1 April 1951- 

6 April 1951、CIE(C)4601。 
“The Second Senior High Invitational Baseball Tournament”、Mr. Neufeld、13 June 1949、

CIE(D)1748。 
“The Sponsorship of the Second Invitational Inter-Scholastic Tournament”、Mr. Neufeld、

1 February 49、CIE(D)1750。 
“Weekly Physical Education Bureau Meeting”、Mr. William Neufeld、20 September 1948、

CIE(D)1751。 
“Weekly Report HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION”、23 September 1948、CIE(A) 

7177。 
 

【事典・辞書等】 
 

伊藤隆・日本近代史料研究会編『日本陸海軍の制度・組織・人事』1971 年、東京大学出版

会。 
今村嘉雄・宮畑虎彦編集代表『新修体育大辞典』1976 年、不昧堂出版。 
週刊朝日編『続 値段の明治大正昭和風俗史』1981 年、朝日新聞社。 
――――編『続続値段の明治大正昭和風俗史』1982 年、朝日新聞社。 
『政治家人名事典』1990 年、日外アソシエーツ。 
大学教育社編『現代政治学辞典』1991 年、ブレーン出版。 
秦郁彦編『日本近現代人物履歴事典』2002 年、東京大学出版会。 
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あとがきと謝辞 
 
本論文は、以下の既発表論文をもとにして、大幅に加筆・修正・再構成したものである。 

 
第 1－3 章 書き下ろし 
第 4 章 「『野球統制令』と学生野球の自治―1930 年代における東京六大学野球を中心に―」、
『スポーツ史研究』20 号、2007 年、スポーツ史学会。 

第 5 章 「戦時体制下における体育・スポーツ政策の展開と学生野球『弾圧』」、『スポーツ

史研究』21 号、2008 年、スポーツ史学会。 
第 6 章第 1 節「学生野球界における戦争の記憶―戦後に『語られたもの』と『語られなかっ

たもの』―」、『現代スポーツ研究』9 号、2008 年、現代スポーツ研究会。 
同第 2 節「日本学生野球協会の成立と『学生野球基準要綱』の制定―学生スポーツの理念に

おける商業主義と教育―」、『一橋大学スポーツ研究』2007 年、一橋大学スポーツ科学研

究室。 
同第 4 節「戦後日本における学生野球の制度とその理念―飛田穂洲と関連して―」、『スポー

ツ史研究』18 号、2005 年、スポーツ史学会。 
 
 結論でも課題として述べたが、本論文は博士論文の研究計画書の段階では、戦後日本社

会の大衆化と企業社会化のなかで学生野球における選手自治の衰退や、学生野球イデオロ

ギーの変遷を明らかにして終えるつもりであった。しかし、筆者の努力と力量の不足のた

め、戦後の大衆社会状況と学生野球の関係については論じることができなかった。これ以

外にも、学生野球協会の体協加盟問題や、プロ野球との関係を踏まえて学生野球のアマチ

ュアリズムを考察することもできなかった。 
本論文は、私の研究生活の大きな区切りとなることは確かであろう。ただ、今は区切り

を迎える喜びや安堵といった感情以上に、積み残した課題に対する後悔や、本論文の出来

に対する不満の方が大きい、というのが率直な気持ちである。私にとって博士論文を執筆

する過程とは、自身の力量の不足や未熟さを痛感させられる経験とほとんど同義であった。

今後も研究に一層の精進を期すことをここに誓うことで、本論文をお読みいただいた方々

の御寛恕を乞う次第である。 
 本論文を完成させるために、私はこれまでに多くの方々のご指導、ご協力をいただいて

きた。なかでも、私が一橋大学大学院社会学研究科の修士課程に入学して以来、5 年間（一

橋に入学する前の浪人時代を含めれば 6 年間）にわたってご指導いただいた高津勝先生の

お力添えなしには、本論文を書き上げることは不可能だったと思う。先生の鋭いご指摘や、

厳しいご意見なしには、本論文がかたちとなることはなかったと思う。しかし、私の力量

不足のために、先生の定年退職までに本論文を提出することがかなわなかったのが、何よ

り残念でならない。当初の予定からは大幅に遅れることとなってしまったうえ、いただい



214 
 

たご意見をほとんど本論文に反映させることもできなかったが、この場を借りてこれまで

にいただいたご指導への感謝の気持ちを表するとともに、博士論文完成の報告とさせてい

ただきたい。 
 上野卓郎先生には、定年間際のお忙しい時期であるにもかかわらず、高津先生の後継の

指導教官を快くお引き受けいただいた。先生には、学校の内外で開かれた研究会の時や、

ゼミの場で多くのアドバイスをいただいたほか、指導教官として様々な面でご配慮をたま

わった。 
 吉田裕先生には、ゼミの受講人数の問題があるなかで、修士課程から 6 年間ずっとサブ

ゼミ生としてゼミを履修する許可をいただいた。ゼミでは、幅広い視野からたくさんの先

行研究や史料を読むことの大切さを教わった。6 年間にわたって歴史学研究の 前線で活躍

されている先生の謦咳に接することができたことは、今後の私の大きな財産になることと

確信している。 
 坂上康博先生には、私が京都府立大学の院生だった時に、初めての学会発表の座長を引

き受けていただいて以来、研究会のご案内や論文集の執筆の機会を与えていただいた。一

橋に赴任されてこられたにもかかわらず、時間的な問題からご指導を受けることはできな

かったが、私にとって先生の研究は常に越えるべき高い目標である。 
 さらに、本論文の執筆にあたり、茨城県立下妻第一高等学校、茨城県立水戸商業高等学

校、大阪府立市岡高等学校、神奈川県立鎌倉高等学校、神奈川県立希望ヶ丘高等学校、慶

応義塾大学、静岡県立静岡高等学校、（旧制）第一高等学校、筑波大学付属高等学校、日本

学生野球協会、福岡県立明善高等学校、明星高等学校、和歌山県立向陽高等学校、早稲田

大学、（財）野球体育博物館など、多くの学校（同窓会）や諸機関に所属・関係する方々か

ら史料の提供や研究へのご協力をいただいた。歴史学にとって、史料は命ともいうべきも

のである以上、これらの方々のお力添えなしには本論文を執筆することは不可能であった。

突然の依頼にもかかわらず、快くご協力いただけたすべての方々に感謝の意を表します。 
 後に、本論文の執筆だけでなく、私の長い学生生活が充実したものとなったのは、両

親をはじめとした家族や、多くの友人たちが私を陰に陽に支えてくれたからに他ならない。 
そうした人々すべてに感謝の気持ちを表する。 

2009 年 6 月 中村 哲也 


