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Abstract

The purpose of this paper was to consider the concept of “Physical Literacy” used in the fields of 
physical education and sports in recent years, focusing on the discussions of Margaret Whitehead, who 
proposed this concept in 1993, in the context of the trends of discussions in Japan.

Whitehead presented the concept of physical literacy motivated by four principle influences: (1) the 
philosophical writings of existentialists and phenomenologists, (2) the perception that the importance 
of motor skill development in early childhood was being forgotten, (3) concerns regarding the growing 
number of people drifting away from physical activity, and (4) concerns that the general direction that 
physical education in school was taking was very much biased towards high-level performance and 
elitism. Based on such background elements, physical literacy was proposed as a concept for identifying 
the intrinsic value of physical activity and asserting the importance of physical activity for all.

In contrast, in Japan, the concept of physical literacy has been introduced mainly in the context of 
athlete development, and although researchers argued that Whitehead's definition of physical literacy 
as “the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take 
responsibility for engagement in physical activities for life” was the most common, physical literacy was 
regarded as synonymous with “athletic skills” and understood as a concept that applies only to young 
people.

However, Whitehead's concept of physical literacy was presented as a capability that every 
individual can develop throughout their lifetime, based on the philosophical foundations of monism, 
existentialism, and phenomenology. Although its definition and contents have been revised several 
times, the criticism of dualism and the attitude of advocating the value of physical activity for all 
remained consistent. This attitude was reflected in Whitehead's claims that physical literacy needs to 
be perceived in the context of Paulo Freire's critical literacy and the capability approach of Amartya Sen 
and Martha Nussbaum.

Whitehead's concept of physical literacy provides an opportunity to question why people who are 
prevented from participating in physical activity for some reason are in such a situation. Physical 
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literacy is not simply the discussion of athletic skills and competitive sports, but a concept for 
considering the ideal method of physical education in schools that emphasizes the value of physical 
activity for all.

1.　はじめに
（1）　身体リテラシー概念の国際的動向
近年、体育・スポーツ分野で身体リテラシー
という言葉が用いられている。リテラシーは一般
的に、「識字能力」などと訳され、書字文化にお
ける文字を媒介した意思疎通の能力として理解さ
れる言葉であり、1883年にマサチューセッツ州
教育委員会が発行した教育雑誌『ニューイング
ランド・エデュケーション・ジャーナル』におい
て、学校で教授される「共通教養」としての「読
み書き能力」という意味で初めて使用された（佐
藤，2012, pp. 65‒66）。リテラシーという言葉が
登場して以来、日常生活の中で読み書き能力を
生かすことができるかどうかを重視する「機能的
リテラシー」や、当該言語について読み書きので
きる人が暗黙のうちに共有している文化的な知
識内容に焦点を当てる「文化的リテラシー」、既
存の社会に潜む支配̶従属構造を批判的に読み
解くことを重視する「批判的リテラシー」などの
概念が提起されてきた（樋口，2010）。2000年以
降は、OECDによるPISA調査において「読解リ
テラシー」や「数学的リテラシー」、「科学的リテ
ラシー」という調査分野が設けられたことによっ
て、リテラシー概念への関心は国際的な高まりを
見せている（樋口，2010）。
身体リテラシーは、このような教育概念である

「リテラシー」に「身体」が結びつけられたもので
ある。2015年には、UNESCOが発行した文書に
おいて、質の高い体育を実現するために重要な概
念として「身体リテラシー」が登場した。“Quality 
Physical Education （QPE）: Guidelines for 
Policy-Makers”と題されたその文書では、身体
活動やスポーツへの生涯にわたる参加のためには
学校体育において「計画された、進歩的でインク
ルーシブな学習経験（=QPE: 筆者）」（UNESCO, 
2015, p. 9）注1）が提供される必要があると主張さ
れ、QPEを実現するための中核的な3つの側面
として「子どもの保護と安全保障」、「インクルー

ジョン」、「身体リテラシー」があげられている。
身体リテラシーについては、「生涯にわたって身
体活動を継続するための動機づけ、自信、身体的
コンピテンシー、知識および理解」（p. 20）と説
明されており、身体に関わる総合的な能力の発達
の重要性が示されている。
身体リテラシーという言葉は1900年代の

初頭にはすでに使用されていたが、1993年に
イギリスの研究者であるMargaret Whitehead
が International Association of Physical 
Education and Sport for Girls and Women 
Congressにおいてこの概念を独自に提唱したこと
を受け、特に21世紀以降国際的な注目を集めてき
た（Corbin, 2016, p. 15; International Physical 
Literacy Association（IPLA）, Online）。この概
念は特に英語圏の体育カリキュラムや競技者育成
指針に導入されるなど高い関心を集めている一方
で、混乱した状態も引き起こしている。身体リテ
ラシーに関する論文や本、関連組織のHPなど幅
広い資料についてレビューを行ったMartins et 
al.（2020）によれば、関連資料ではWhitehead
による定義が最も多く使用されている一方で、独
自に定義をしている組織や研究者も存在している
状況であるという。また、Whiteheadは一元論、
実存主義、現象学といった哲学的議論の上にこの
概念を打ち立てているが、そうした側面が全く検
討されていない場合も少なくないという。つま
り、目的や専門領域の異なる組織や研究者によっ
て、それぞれの主旨に沿うような形で身体リテラ
シーや身体リテラシーの一部の要素だけが主張さ
れることで、この概念が様々に解釈されているの
である（Corbin, 2016）。
現在はこうした混乱も見られるが、Whitehead
は明確な4つの根拠に基づいてこの概念を提唱
した。それは、①実存主義者や現象学者の哲学
的著作、②幼児期の運動の重要性が忘れられて
いるという認識、③身体活動から離れる人が増
えていることへの不安、④学校体育がハイレベ
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ルなパフォーマンスとエリート主義へと向かっ
ていることへの不安である（Whitehead, 2010a, 
pp. 3‒4）。特に④に関しては、体育においてパ
フォーマンスが重視され、身体活動への参加それ
自体の価値が重視されないために、才能がないと
みなされた生徒たちがこの教科から離れていく状
況が問題視されている。こうした背景から提唱さ
れた身体リテラシーは、身体活動の本質的な価値
を特定し、有能とされる人だけではない、すべて
の人の身体活動の重要性を主張するための概念で
ある（Whitehead, 2010a）。

（2）　日本における身体リテラシー
日本においても、2005年以降身体リテラシー

に関する研究成果が発表されてきた。ここでは日
本における議論を整理するために文献レビューを
行った結果を報告する。文献の収集には「CiNii 
Articles̶日本の論文を探す」を使用した。「身
体リテラシー」、「フィジカルリテラシー」でそれ
ぞれ検索を行い、ヒットした文献のうち口頭発表
抄録を除く身体リテラシーを扱った論文を収集し
た。次に、収集した論文の参考文献リストから身
体リテラシーを扱った日本語論文を対象に追加し
た。最終的にレビュー対象となった論文は14本
であった（表1）注2）。
分類①は福島大学の健康・運動学系教員によ
る論文で、日本での身体リテラシーに関する研究
としては最初期のものである。しかし国外の議論
は参照されておらず、身体リテラシーは福島大学
で行われている健康・運動科目の検討を通して
独自に育まれてきた概念であると説明されてい
る（新谷ほか，2005, p. 1）。なお、2011年以降
この研究が継続されている形跡は確認できなかっ
た。分類②は英語論文が日本語に翻訳されたもの

である。日本語で読むことができる海外文献とし
て重要ではあるが、日本の状況などについては触
れられていない。分類③は身体リテラシーに関
連する国外事例を扱ったものである。カナダの
LTAD（Long-Term Athlete Development: 長期
競技者育成計画）に関するものが3本、キッズア
スレティックス（国際陸上競技連盟コーチ教育認
証制度のレベルI「ユースコーチ」コースの中に
設けられた子ども向けの陸上遊びプログラム）に
関するものが2本、アメリカのAspen Institute
の事例を扱ったものが1本、複数の国外事例を
扱ったものが3本である。分類①は2011年以降
の発展が見られず、分類②が翻訳論文であるた
め、以下では分類③の論文9本を日本における議
論の動向を表すものと捉え、そこで示されている
身体リテラシーの定義と内容を検討する。
定義について、Whiteheadのものを紹介して
いる論文が4本（伊藤ほか，2010; 森，2018; 早
乙女，2018; 早乙女・CULOS-REED, 2018a）で
あった。その定義は「人生において身体活動の価
値を尊重し、責任をもって関与するための動機
づけと自信、運動有能感、理解」（早乙女，2018, 
p. 12）という幅広い側面を含んだものである注3）。
そのほかの論文は明確な定義をしていないが、伊
藤（2016, p. 50）や伊藤・榎本（2014, p. 41）が
「基礎的な運動スキルあるいは運動を楽しく自信
を持って行うといった心理的、社会的な身体能
力の基礎」というWhiteheadに近い意味でこの
概念を捉えている一方で、伊藤（2018）は「発育
期で身につけておきたい基礎的運動能力、運動
スキル」（p. 9）とかなり狭い意味で理解してい
る。また小林（2018）は、「基礎的な体力と運動
能力（A）」、「スポーツ種目に見合った基礎的な能
力（B）」、「スポーツ種目に見合った応用的な能

表1　日本における身体リテラシーに関する論文の分類

分類 論文

①福島大学教員による研究 新谷ほか（2005）、新谷ほか（2006）、菅家・佐藤（2011）
②翻訳論文 Barreiro and Howard (2019), Roetert and Ortega (2019)
③国外事例研究 伊藤ほか（2010）、伊藤・榎本（2014）、伊藤（2016）、伊藤（2018）、

小林（2018）、森（2018）、早乙女（2018）、早乙女・CULOS-REED
（2018a）、早乙女・CULOS-REED （2018b）
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力（C）」、「そのスポーツとは直接関係ない他の能
力（D）」という4つの能力の総合（A+B+C+D）
が身体リテラシーであると述べている注4）。日本
では伊藤（2018）や小林（2018）のように身体リ
テラシーが運動能力・運動スキルと同義とされる
場合もあるが、Whiteheadに依拠した定義がさ
れている例も多い。しかし次に示すように、身体
能力を多面的に捉えた定義をしている論文におい
ても、運動能力・運動スキルを強調する形でその
内容が示されている。
カナダのLTADという7ステージからなる競
技者育成モデル（図1）を紹介している早乙女・
CULOS-REED（2018a）は、このモデルの初め
の3ステージで高められるべき能力が身体リテラ
シーであると説明する。LTADでは、第1ステー
ジ（Active Start）で「基本の動き」を学び、第2
（Fundamentals）、第3（Learn to Train）のス
テージで「基本的な動作スキル」と「各種スポー
ツで求められるスキル」を身につけることが推奨
されているという（p. 143）。つまり、早乙女・
CULOS-REED（2018a）は、運動スキルと同義
のものとして身体リテラシーを紹介しているので
ある。また森（2018）は、身体リテラシーを「基

本的スキルのABC’s（敏捷性、バランス、コー
ディネーション、スピード）+競技者のABC’s
（歩く、走る、跳ぶ、投げる）+KGB’s（運動感
覚、滑る、浮く、打つ）+CKS（捕る、パスする、
蹴る、当たる）」（p. 27）という式で示し、運動能
力・運動スキルへと換言している。そのほかの論
文においても、身体リテラシーは「狭義には、基
礎的運動スキルと言い換えてもよい」（伊藤ほか，
2010, p. 46）とされたり、「身体リテラシー（走
る、跳ぶ、投げるといった基礎的スキル）」（伊
藤，2016, p. 52）や「身体的な基礎（身体リテラ
シー）」（伊藤・榎本，2014, p. 40）とカッコが付
けられたりすることで、非常に狭い意味に言い換
えられている。つまり、定義を示す際には多面的
に捉えられている身体リテラシーが、その内容を
示す際には運動能力・運動スキルを意味する概念
に矮小化されているのである。
競技者育成の視点から見た身体リテラシーは、
子どもだけに焦点を当てた概念として捉えられて
いることにも注意が必要である。伊藤（2016）と
伊藤・榎本（2014）は、LTADモデルを誕生から
思春期までの「身体リテラシー育成の段階」、ス
ポーツに専門化し、そのスポーツを極めようとす
る「競技スポーツの段階」、競技スポーツに進ま
なかった子どもと競技生活引退後のすべての人が
進む「生涯スポーツの段階」に分けて説明してい
る。伊藤（2016）によれば、身体リテラシー育成
の段階では「基礎的な運動スキルとともに、運動
を楽しく自信を持って行うといった心理的、社会
的な身体能力の基礎をつくること」（p. 50）が目
標とされており、特に基礎的な運動スキルを12
歳までに発達させられるかどうかは「将来、一日
をソファーで暮らす生活になるかサッカーのピッ
チで活動するかの分かれ目になる」（p. 52）のだ
という。オーストラリアのFTEMを紹介した伊
藤（2018）や、アメリカのAspen Instituteによ
るSport for All, Play for Lifeモデルを紹介した
早乙女（2018）においても同様に、身体リテラ
シーは子どもが身につけるべき能力として理解さ
れている。
さらに、このような競技者育成の視点からなさ
れた議論が、学校体育のあり方に関する主張へと
拡張されている。早乙女（2018）は、2018年に

図1　LTADに関する前進の枠組み
（早乙女・CULOS-REED, 2018a, p. 142）
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日本陸上競技連盟が「競技力の向上と生涯スポー
ツの普及を目指す競技者育成指針を作成し、その
中核に身体リテラシーを据えた」ことに触れたう
えで、身体リテラシーとは学習指導要領において
体育科、保健体育科の目標として示されている
「豊かなスポーツライフを実現する資質・能力」
であると説明し、「この概念によって中央競技団
体と学校体育が目指すべき共通の目標を説明する
ことが可能となる」（p. 160）と述べる。このよう
に捉えられた身体リテラシーは、アスリート育成
と生涯スポーツ普及の根本をリンクさせ、効果的
な連携を可能にする概念であると主張されている
（早乙女・CULOS-REED, 2018a, p. 143）。
以上の検討から浮かび上がる日本における議
論の課題は、Whiteheadによる定義が一般的と
されながらも扱われている内容はLTADなど競
技者育成に関するものに終始しており、そうした
競技者育成の視点から見た身体リテラシー概念が
学校体育に関する主張へと無暗に拡張されてい
る点にある。このように議論を展開することは、
Whiteheadによる身体リテラシーが競技者育成
に基づくものと同一であるという誤解を招きかね
ない。そもそも身体リテラシーは、ハイレベルな
パフォーマンスを重視する学校体育に対する懸念
から、教育概念として発展してきたリテラシーと
「身体」を結びつけて提唱されたものである。そ
れはUNESCOのQPEの考え方にも受け継がれ
ており、身体リテラシーは人間の総合的な発達に
関する概念と捉えられ、インクルーシブな学習環
境を確立することの重要性が謳われている。そ
れが日本では運動スキル・運動能力に言い換え
られ、アスリート育成の側から定義されることに
よって、教育の視点から生み出されてきた身体に
関する能力観が大きく変容させられているのであ
る注5）。目標の異なる組織間では身体リテラシー
の定義や内容が異なるというCorbin（2016）の
指摘を踏まえれば、学校体育におけるこの概念
の有効性については、学校体育に主眼を置いた
議論に基づいて主張されなければならないし、
Whiteheadによる定義が一般的であるとするな
らば、Whitehead自身の議論を検討する必要が
あるだろう。
以上の点を踏まえ本稿では、身体リテラシー

が持つ総合的な人間の発達という意味を重視
し、特にその語源である教育的な観点からこの
概念を捉えるために、Whiteheadによる身体
リテラシー概念を検討する。以下では、特に身
体リテラシーの哲学的基盤とその定義と内容、
Whiteheadが示している重要な視点について記
述し、最後に本稿を踏まえた今後の議論の方向性
について述べる。

2.　Margaret Whiteheadによる身体リテラシー
概念

（1）　身体リテラシーの哲学的基盤：一元論、実
存主義、現象学

1993年の身体リテラシーの提唱は、Whitehead
の博士論文『身体化に関するサルトルとメル
ロ=ポンティの見解に関する研究：体育の正当
化と実践にたいするこれらの見解から得られる
示唆の検討』（“A study of the views of Sartre 
and Merleau-Ponty relating to embodiment, 
and a consideration of the implications of 
these views to the justification and practice of 
physical education”）を基盤としたものであっ
た。Whiteheadは教育哲学の立場から、実存主
義と現象学、それらに親和的な一元論を基盤とす
ることで、すべての人が発達させることができる
能力として身体リテラシーを提唱したのである。
身体リテラシーにおける一元論とは、人が「肉
体」と「精神」に分離可能であり、「肉体」は「精
神」に劣るとするデカルト的な心身二元論を拒否
する立場である。二元論的な見方を教育の場に投
影した例として、Pot et al.（2018）は体育や学校
スポーツとそれよりも重要と考えられている認知
的分野（数学や化学など）との関係について述べ
ている。それによると、身体活動は認知的分野の
パフォーマンス向上を促す精神的なリフレッシュ
のために、手段的な意味で重要なものであると考
えられており、認知的活動に劣るものとして認識
されているという。しかし、一元論的な人間観で
は、考える、感じる、動く、話すなどの諸活動は
織り交ぜられたものであって、独立した活動と捉
えることはできない（Whitehead, 2001）。シナ
プス活動が身体的なプロセスであると解釈する
ならば、考えるという行為さえも身体活動と捉
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えられる。つまり、身体的なものと認知的なも
のは区別できず、非身体的な活動は存在しない
と考えられる。あらゆる活動は「身体化された活
動embodied activities」として理解される必要
がある（Pot et al., 2018）。身体の手段的機能を
超えて、身体化という側面が実存における基本的
な役割を果たすと認識されることによって、身体
活動を何かほかの目的のためではなく、それ自体
を目的として行われるものと捉えることができる
（Pot et al., 2018）。

Whiteheadの博士論文のテーマでもある実存
主義の基本的信念は、人は世界との相互作用を通
じて自分自身をつくりあげていくということであ
る（Whitehead, 2010c）。人間は世界と絶え間な
く関わり合っている状態にあり、人間の実存は身
の回りの環境との現在進行中の対話を通じて展開
される。そのため、実存主義的な視点から見たと
き、人間の行動をその文脈から切り離して理解す
ることはできない。また、人が行為する文脈には
2つとして同じものはなく、世界との相互作用は
絶えず変化する現象である。しかし、同じ文脈が
2つと存在しないとはいえ、人はそれまでの経験
を参照しながら、自分の置かれた状況を読み解く
ことによって特定の行動を引き出す。よって、以
前の経験と全く関係のない行動というものも存在
しない。これは、実際に行われる行動と同じくら
い行動する際の文脈が重要であり、文脈と行動の
関係を理解する必要があることを意味する（Pot 
et al., 2018）。
実存主義と密接に関連している立場として、
身体リテラシーの基盤とされているのが現象学で
ある。現象学者は、人はそれぞれの経験に基づ
き独自の観点から世界を知覚するため、世界を
いかに理解するかは人それぞれであり、世界と
の相互作用のあり方も人によって異なると主張
する（Pot et al., 2018; Whitehead, 2010c）。さ
らに、「身体化の側面は、人が情報を収集し、行
動を開始することを可能にする、知覚運動機能」
（Pot et al., 2018, p. 248）として理解されるべき
であることを強調する。非身体的活動が存在しな
いという一元論的前提を踏まえると、人は身体を
介して初めて現象を知覚し、情報を収集すること
によって相互作用を行うことができると考えられ

る。人が知覚する「現象」とは、「私たちの前に
立ち現れてくるもの」であり、人は「自身が以前
に経験したことを結合」することによってその現
象を理解する（Whitehead, 2010c, p. 24）。比較
的新しい現象を理解するためには、個人はその状
況に適応することができるよう、以前の考えや
認識を再検討する必要もあるだろう。したがっ
て、現象学的に見る個人は、「自分の世界を創造
するとともに、絶えず変化させており、それは
世界との相互作用によって常に修正されている」
（Whitehead, 2010c, p. 25）のである。
人は相互作用を通じて自分自身になっていく
ということ、そしてすべての相互作用は身体を介
して行われるという前提に立つと、身体の重要性
は疑う余地もない。Whiteheadは一元論、実存
主義、現象学を基盤とすることによって、身体化
された活動の価値を主張しているのである。そし
てこのような身体の特徴は国や文化を超えて共通
であることから、身体リテラシーは普遍的概念と
して提起されている（Whitehead, 2001）。
しかし、Whitehead（2010a）によれば、身体
化された能力を説明するためによく使われる「身
体的に有能な」、「スポーツが得意な」、「身体的
に教育された」などの表現は、身体を物体や道具
として捉え、才能のある人だけに注目するもの
だという。また、このような言葉で示される目標
は、「特定の年齢またはステージで達成されない
場合、個人の手の届かないところにある最終状
態」（p. 5）のように思われる。つまり、身体化さ
れた能力に関する用語のほとんどは「二元論的で
あり、若者に焦点を当て、それらについて最終的
な状態があり、ある程度はエリート主義」（p. 5）
なのである。それに対してWhiteheadは一元論、
実存主義、現象学という哲学的な議論を基盤とし
た身体リテラシー概念によって、身体活動がすべ
ての人にとって価値あるものだと主張しているの
である。

（2）　身体リテラシーの定義と内容
では、このような哲学的基盤の上に打ち立
てられた身体リテラシー概念は、どのように定
義され、どのような要素から構成されているの
だろうか。本稿では、この概念の検討が詳細に
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なされた最初の論文‘The Concept of Physical 
Literacy’（2001年）に加えて、Whiteheadを編者
として出版された2つの著作、“Physical Literacy: 
Throughout the lifecourse”（2010年 ）と“Physical 
Literacy across the World”（2019年）に焦点を当て
て、身体リテラシー概念の定義と内容を検討する。
①　 ‘The Concept of Physical Literacy’（2001
年）における定義と内容

2001年に出版されたこの論文では、身体リテ
ラシーを定義するための文脈とこの概念の要素に
関する暫定的な提案がなされている。実存主義と
現象学の観点から見る身体リテラシーはかなり
幅広い概念であり、「知的に知覚し、適切に対応
することができる」側面や「環境を『読み』、効
果的に応答する能力」を含まねばならず、「ただ
『できるようになる』というだけのことであるべ
きではない」（Whitehead, 2001, p. 130）。こう
した基本的な理解を示した上で、この概念を定義
するための枠組みを提供するために、明確にすべ
き4つの点があげられている。
まず、この概念は特定の地域や文化に根ざした
ものではなく、普遍的なものである。これは、世
界との相互作用から自分自身をつくりあげるとい
う人間の特性が、世界のどこに住んでいてもすべ
ての人にあてはまるためである。第2に、身体リ
テラシーは発達段階的な概念ではなく、ある種の
最終状態を示す概念である。しかし、先述のとお
り、Whiteheadは「身体的に教育された」など
の最終状態を批判的に捉えており、これは矛盾し
た主張に思われる。この点についてWhitehead
は、「この最終状態は達成され得るものではな
く、それゆえ忘れられ得るもの」でもなく、「維
持されるために絶え間ない注意を必要とする」
（p. 137）と注記している。つまり、ここで示さ
れている「最終状態」は、子ども期に達成されな
ければ個人の手に届かないような性質のものを意
味しているわけではない。「最終状態」の想定は、
身体リテラシーを高める人の特徴を記述し、この
概念が「教育の基本的要素として確立されるた
め」（p. 130）に必要とされたのだと考えられる。
第3に、身体リテラシーは障がいの有無にかかわ
らず、すべての人が高めることができる能力であ
る。これは、身体リテラシーの議論を、世界との

相互作用を通じて身体化された人間の能力を活用
するという点に焦点化すると、この原則は障がい
を持つ人々にも当然あてはまるためである。第四
に、身体リテラシーは「より大きな筋肉群に関わ
る運動の側面」（p. 131）に限定される。これは、
「器用さ」という言葉から想定される「タイピン
グ、編むこと、楽器の演奏、絵を描くことのよう
なスキル」を含まないことで、「議論をより平易
にすることができる」（p. 131）ためである。
以上を踏まえ、身体リテラシーは「より大き
な筋肉群に関わるすべての人間の能力に関連し
た最終状態という、普遍的な概念」（Whitehead, 
2001, p. 131）と定義される。この定義において、
身体リテラシーを高める人は「物理的に挑戦的な
様々な状況で安定して、無駄なく、自信を持って
動き」、さらに「知性と想像力を用いて、物理的
環境のあらゆる側面を読み、動きの必要性や可能
性を予測し、これらに適切に対応することに知覚
的である」（p.131）と説明されている注6）。

2001年時点でのWhiteheadによる身体リテラ
シー概念は、実存主義と現象学に基づく4つの基
本的枠組みを示したうえで定義されている。こ
の定義は現在のものとは異なるものの、ここでの
議論は身体リテラシー概念が発展していく際の
基礎となっている。次に、2010年に出版された
“Physical Literacy: Throughout the lifecourse”にお
ける定義と内容について、2001年からの変化も
踏まえながら確認する。2010年、2019年の著作
は、身体リテラシーの定義がより簡潔に示される
とともに、その内容が詳細に検討されている点に
特徴がある。
②　 “Physical Literacy: Throughout the lifecour-

se”（2010年）における定義と内容
2010年の著作では、「各個人の素質に応じて、
身体リテラシーは、ライフコース全体を通じて身
体活動を継続するための動機づけ、自信、身体的
コンピテンシー、知識および理解として説明でき
る」（Whitehead, 2010b, pp. 11‒12）と簡潔に定
義されている。2001年の定義が修正された理由
を直接的に説明した文献は管見の限り見当たらな
いが、この期間のWhiteheadの著作に目を向け
ると、「すべての若者は身体リテラシーを高める
権利を持っている」（Whitehead and Murdoch, 



スポーツ教育学研究 第41巻 第2号 2021年12月

42  ─     ─

2006, p. 7）という主張や、身体リテラシーを高
めることにおいては男女間に不平等が存在する
というジェンダー視点からの指摘（Whitehead, 
2007a）など、人権や格差の問題に焦点が当てら
れていることが見て取れる。また、身体リテラ
シーを高める人は身体的な側面だけでなく、精神
的、社会的な側面における健康への便益が得られ
ることも述べられている（Whitehead, 2007b）。
つまり、2001年から2010年までの期間に人権や
格差の問題により強く光が当てられ、身体リテラ
シー概念の意義がより広い視点で主張されるよう
になり、それに伴って定義の修正も行われてきた
ことが推測されるのである。

Whitehead（2010b）は身体リテラシーを高め
る人が示す特徴を6つに分けて示すことで、こ
の概念をより詳細に提示している（表2）。1つ目
の特徴は「A.動機づけ」に関わり、身体リテラ
シーを高める人は「自分の身体化された側面に
対する前向きな態度」（p. 12）を有するとされる。
Aの付記事項であるAaでは、「身体リテラシーは
普遍的な概念であり、いつ、どこで暮らしていて
も、すべての人に適用できる」（p. 12）概念であ
ることに触れられている。しかしここでは、個人
の年齢や住んでいる文化などが身体リテラシーの
性質に影響を与えることも説明されており、この

能力が各個人に固有な形で発展することが強調さ
れている。2つ目の特徴は「B.自信と身体的コン
ピテンシー」に関わり、身体リテラシーを高める
人は「身体化された側面を、自信を持って扱う」
（p. 13）ことができるという。ここで言及される
主要な能力は、「移動、バランス、ジャンプなど
の全身動作と、書くことや楽器の演奏などのより
細かな動きの両方から示されるコーディネーショ
ンとコントロール」（p. 13）である。2001年の論
文では大筋群の運動に限られていたが、ここで
は「より細かな動き」が加えられている点に変化
が見られる。3つ目の特徴は「C.環境との相互作
用」に関するものであり、身体リテラシーを高め
る人は「環境との相互作用を流暢に行う」ことが
でき、「ありふれたものであろうと、新奇なもの
であろうと、様々に遭遇する必要に適切に応じる
ことができる」（p. 13）という。A、B、Cの3つ
の特徴は身体リテラシー概念の核であり、「動機
づけ」が身体活動への参加を促して「自信と身体
的コンピテンシー」を発達させるというように、
相互に強化し合うものとして理解されている。

4つ目の特徴は「D.自己意識と自信」に関わ
り、身体リテラシーを高める人はやりがいのある
経験や身体能力の発達を通じて、肯定的な自己
意識と自信を発達させることができるという。5

表2　身体リテラシーを高める人の特徴（Whitehead, 2010b, pp. 12‒14を参考に筆者が作成）

A.　 生活の質に大きく貢献するために、生まれ持った潜在的な運動能力を活用する動機づけを特
徴とする性質。

Aa.　 すべての人間はこの潜在的能力を示す。しかしながら、その特有の表現はあらゆる能力、とり
わけ潜在的な運動能力に関する個人の素質によって決まるものであり、彼女ら／彼らの生きる
文化に固有のものとなる。

B.　 物理的に挑戦的な様々な状況において、安定して、無駄なく、自信を持って動くこと。
C.　 物理的環境のあらゆる側面を「読むこと」、動きの必要性や可能性を予期すること、またそれ
らに知性や想像力をもって適切に対応することに知覚的であること。

D.　 世界の中で身体化されたものとして、しっかり確立された自己意識を持っていること。この
ことは、環境との明瞭な相互作用とともに、前向きな自己肯定感と自信を生じさせる。

E.　 身体化された能力への感受性やそれへの気づき。それは、非言語的コミュニケーションを通
じた流暢な自己表現や、知覚的で共感的な他者との相互作用に繋がる。

F.　 自身の運動パフォーマンスの有効性に影響を与える本質を特定し、それをはっきり述べること
ができ、運動や睡眠、栄養といった基本的な側面についての身体化された健康に関する原則を
理解していること。
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つ目の特徴は「E.自己表現と他者とのコミュニ
ケーション」に関わり、身体リテラシーを高める
人は「他者と共感的な関係」を築き、「他者が感
じていることにすぐに気づくことができ、サポー
トと理解で応えることができる」（p. 14）という。
6つ目の特徴は「F.知識と理解」に関わり、身体
リテラシーを高める人は「自分の動きを説明し
評価するだけでなく、自分の動きをどのように
高めることができるかについて議論すること」
（p. 14）ができる。また、「自分のライフスタイル
に対する運動の影響を評価」したり、「様々な身
体活動の経験と、食事などのような関連する側面
の知識を使用して、身体活動が全面的な健康と幸
福に与える影響を理解すること」（p. 14）ができ
るという。D、E、Fは「個人が身体活動におい
てやりがいのある経験」（p. 15）をするにつれて、
肯定的な自己意識と自信を感じることができると
いうように、A、B、Cという核となる特徴が成
長することによって発達するものである。また、
他者との流暢な相互作用が他者とともに活動する
自信と能力を高めるというように、A、B、Cと
いう核となる特徴を前進させるものでもある。

2010年には簡潔な定義とともに、身体リテラ
シーを高める人の6つの特徴を示すことで身体リ
テラシー概念が紹介された。この後、2013年に
設立されたIPLAの会長としてWhiteheadは多
くの研究成果を公表する中で身体リテラシーの定
義や内容を修正している。次に、2019年に出版
された“Physical Literacy across the World”の中で
も、特に2010年以降の身体リテラシー概念の発
展やこの概念の重要な側面について記述されてい
る部分に着目して検討する。
③　 “Physical Literacy across the World”（2019
年）における定義と内容

2019年の著作では、身体リテラシーが「生涯
にわたって身体活動の価値を尊重し、責任をもっ
て参加するための動機づけ、自信、身体的コンピ
テンシー、知識および理解」（Whitehead, 2019a, 
p. 8）と定義されているが、これはIPLAが2014
年から採用している定義と同じである。この定
義の前半部分（英語では後半部分）では「すべて
の人が『生涯にわたる身体活動の価値を尊重し、
責任をもって参加する』べきであるという目標」

が「身体リテラシーの基本的な存在意義raison 
d’être」（p.8）として示されており、後半部分（英
語では前半部分）では、「『動機づけ、自信、身体
的コンピテンシー、知識、理解』という、この目
標が達成されるための手段」（Whitehead, 2019a, 
p. 8）が提示されている。

2010年の定義では「ライフコース全体を通じ
て身体活動を継続するため」とされていた部分
が、2019年には「生涯にわたって身体活動の価値
を尊重し、責任をもって参加するため」と変更さ
れている。この定義の変化についてWhitehead
（2019a）は、「個人が身体活動の価値を尊重し、
活動的なライフスタイルを自発的に継続するべ
きであることを強調する」（p. 9）ものであると説
明している。この定義の修正を踏まえて、2010
年に示されていた身体リテラシーを高める人の
特徴は6つから8つへと修正されている（表3）。
Whitehead（2019a）によれば、定義が「人間の
性質を説明する」のに対し、特徴は身体リテラ
シーの「進歩の兆候を示すような行動を説明す
る」（p. 11）ものである。6つから8つへと修正さ
れた特徴は「これらの記述がすべての実践者に容
易に理解されることを保証する」（p. 11）もので
ある。先述のように、Whiteheadが学校体育の
状況に対する懸念を動機としてこの概念を発展さ
せてきたことを考えると、これを実践者へと普及
させていくことが重要な課題であることが推測で
きる。結果として、実践者にとってはより理解し
やすい概念になっていると言えるだろう。
しかし、Whitehead（2019a）によれば、この
ような身体リテラシーの定義には批判も寄せられ
ている。それは、身体リテラシー概念が一元論
的アプローチを提唱している一方で、その定義は
様々な領域（情緒的、身体的、認知的）を規定し
ているという事実による。つまり、「身体リテラ
シーは本当に一元論的な概念なのか？」（p. 9）と
いう問いが投げかけられているのである。それに
対してWhiteheadは、一元論は「人間がいくつ
かの領域によって構成されている一方で、それら
が互いに密接に関連している」（p. 9）ことを支持
しており、身体リテラシーが情緒的、身体的、認
知的な領域に言及することは一元論的アプローチ
とは矛盾しないと主張している。
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ここまで、Whiteheadによる身体リテラシー概
念を概観してきた。提唱者であるWhitehead自身
も定義と内容を修正しながらこの概念を発展させ
てきたことが分かるが、身体を物体として捉える
二元論への批判と、すべての人の身体活動の価値
を擁護する基本的姿勢は一貫していると言える。

（3）　批判的リテラシー、ケイパビリティへの視
点と多様性との関連

次に、すべての人の身体活動の価値を主張する
身体リテラシー概念について、Whiteheadが批
判的リテラシーやケイパビリティという視点から
検討する必要性を示していることを確認しておき
たい。
先述のとおり、批判的リテラシーとは既存
の社会に潜む支配̶従属構造を批判的に読み
解くことを重視する概念である（樋口，2010）。
Whiteheadは直接的に批判的リテラシーと身体
リテラシーを結びつけた議論を展開してはいな
いが、批判的リテラシーに大きな影響を与えた
パウロ・フレイレを「『人間の解放』と、人間の
可能性の完全な実現に寄与するものとしてのリ
テラシーについて記述した」人物として評価し、
「人間の可能性としての『リテラシー』の性質や
役割に関する議論の余地が明らかにあるだろう」
（Whitehead, 2019a, p. 17）と述べている。フレ

イレはブラジルの農村における非識字者を対象と
して、彼らがなぜ文字を知らない状態に置かれて
きたのかを、彼ら自身が批判的に捉えることを可
能にするリテラシー（識字）教育を実践したこと
で知られている。フレイレによるリテラシー教
育は、「文字を読む」ことが必ず「（その文字の
意味する）世界を読み解く」ことと結びついてい
る必要性を提起し、「被抑圧者が既存社会に批判
的に介入する契機」を見出すものである（樋口，
2010, pp. 92‒93）。批判的リテラシーの視点から
身体リテラシーを捉えることで、学校体育や身体
活動の場における抑圧̶被抑圧構造を議論の射
程に入れることができるだろう。
もう1つの重要な視点は、Whitehead（2010b, 

2019a）が繰り返し主張しているように、身体リ
テラシーをケイパビリティとして捉えることであ
る。ケイパビリティとはアマルティア・センや
マーサ・ヌスバウムによって提唱されている概
念であり、「社会の枠組みの中で、その人が持っ
ている所得や資産で何ができるかという可能性」
（セン，1992=1999, p. vi）を表す。「なにがで
きるかは社会のあり方からも影響を受ける」た
め、「差別を受けていて、できることが限られる
場合」は、ケイパビリティは小さくなる（セン，
1992=1999, p.vi）。つまり、身体リテラシーを
ケイパビリティとして捉えることは、身体活動に

表3　身体リテラシーを高める人の特徴（Whitehead, 2019a, p. 12, TABLE2.2を一部翻訳）

A.　 身体活動に参加すること、興味と熱意をもって身体活動のタスクに専念すること、身体活動
の環境において困難な状況をやり抜くことに積極的であるための動機づけ（情緒的領域）

B.　 新しいタスクや活動の学習を進歩させる能力への自信、およびこれらの経験がやりがいのある
ものであるという確信（情緒的領域）

C.　 様々な挑戦的な状況における、安定した、無駄のない、効果的な動き（身体的領域）
D.　 物理的環境のあらゆる側面を認識し、想像力と創造性をもって適切に対応することにおける

思慮深く敏感な知覚（身体的領域）
E.　 身体活動において、協同的な状況でも競争的な状況でも、個人でも他者とでも、活動できる
能力（身体的領域）

F.　 運動パフォーマンスの有効性に影響を与える本質を特定し明確に述べる能力（認知的領域）
G.　 豊かでバランスのとれたライフスタイルに関する、総合的な身体化された健康の原則につい

ての理解（認知的領域）
H.　 生涯にわたって、責任をもって身体活動を選択するための自尊心と自己肯定感（情緒的、認知

的領域）
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関する格差や差別の状況を議論の俎上にのせ、社
会のあり方を問い直す契機を与えてくれるのであ
る。しかし注意しておくべきことは、ヌスバウム
とセンの主張には共通点だけでなく異なる部分も
多く存在しており、Whiteheadは主にヌスバウ
ムの議論を参照していることである。本稿ではそ
の違いを詳細には扱わないが、今後ケイパビリ
ティとしての身体リテラシーについて検討する際
には、論者によって主張が異なることを理解して
おく必要がある。
さて、Whiteheadが身体リテラシーを批判的

リテラシーやケイパビリティといった議論の流
れに位置づけて検討する必要性を示唆している
のは、すべての人の身体活動の価値を擁護する
という基本的な姿勢によるものだろう。このよ
うな議論は、Vickerman and DePauw（2010）
が多様性の視点から身体リテラシーを捉え、「身
体能力を確立し促進するような経験への権利や
アクセシビリティは、年齢、ジェンダー、人種、
エスニシティ、セクシュアリティ、社会経済的
地位に関わらず、これが社会のすべての成員に
とって障壁のないことを確実にするために、身
体活動の文化と構造を変えることを追求する必
要がある」（pp. 143‒144）と主張しているよう
に、個人の属性などを理由として身体活動から周
辺化される人々に着目することにつながる。こ
こで「年齢」に言及されているのは、この概念
が子どもだけに関わるものではないためである。
Whitehead（2013）は身体リテラシーを「それぞ
れの人に固有の旅」と表現し、それは「途中で紆
余曲折、そしておそらく挫折に遭遇する可能性」
があるけれども、「決意と他者の助け」があれば、
人は旅を再開することができるだろうと述べる
（p. 30）。身体リテラシーは生涯にわたるすべて
の身体活動への参加に関わる概念であり、就学前
の子どもにとっても、成人や高齢者にとっても、
学校教育で学習する者にとっても重要である。こ
れは、競技者育成の視点から見た身体リテラシー
との決定的な相違点であろう。

3.　今後の議論に向けて
本稿ではWhiteheadの議論に焦点化して、身
体リテラシー概念が生み出された背景を確認し、

その定義の変遷を概観した。身体リテラシー概念
は、ハイレベルなパフォーマンスに偏った体育の
状況と、そこから周辺化される人々の存在を背景
として提唱されたものであった。また、その定義
においては身体の可能性が多面的に捉えられてお
り、すべての側面が等しく重要であることが主張
されている。さらにこの概念は、高い技能レベル
を有する人だけではなく、すべての人にとって重
要な能力として捉えられている。身体活動を1つ
の権利として捉え、そこに潜む格差や差別を問題
とした議論を展開するうえで、Whiteheadによる
身体リテラシー概念は重要な示唆を与えてくれる。
しかしながら、検討すべき課題は多くあるよ
うに思われる。例えば、実践者が理解しやすいよ
う細分化された身体リテラシーの特徴は、それに
適合できない人を想定しているのだろうか。ま
た、イギリスの文脈で考案され、主に「先進国」
で発展してきたこの概念が、世界共通の普遍的な
ものであるという主張は受け入れられるものなの
だろうか。あるいは、身体リテラシーが基盤とす
る実存主義に対する批判は、この概念の有効性に
どの程度影響するのだろうか。このような論点は、
身体リテラシーが多様性を擁護する姿勢を取って
いることから考えても検討が必要と思われる。
最後に、日本における今後の議論の方向性を
提示したい。日本では身体リテラシーと運動ス
キルが同義とされているが、こうした誤解に対し
てWhitehead（2019b）は、身体リテラシー、身
体的コンピテンシー、基本的運動スキルを区別す
る必要性を主張している。Whitehead（2019b）
によれば身体的コンピテンシーとは、「世界の中
で、環境や状況との相互作用を効果的に行うこと
を可能にする動き」（p. 20）を意味し、基本的運
動スキルは「あらゆる身体活動の前身となる『ス
キル』」（p. 21）を指す。身体的コンピテンシーは
身体リテラシーの一部を構成する要素にすぎず、
基本的運動スキルは身体的コンピテンシーの一部
にすぎない。これらの概念が混同されることで、
身体リテラシーが運動スキルと同じ意味で理解
される状況が生じていると考えられる。さらに、
「基本的運動『スキル』に関するほとんどのプロ
グラムは、幅広い身体活動のニーズに取り組むど
ころか、特定の身体活動、すなわち競技的チーム
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スポーツの構成要素に選択的に焦点化しているよ
うである」（Whitehead, 2019b, p. 21）という懸
念も見逃せない。この指摘は、競技者育成の視点
でのみ捉えられた日本の身体リテラシーが、「基
本的運動スキル」よりもさらに狭いものである可
能性を示している。今後はこれらの概念を区別
し、より広い視野で身体リテラシーを捉えた議論
が必要となる。また、日本の議論では、身体リテ
ラシーの哲学的基盤にほとんど触れられていな
い。しかし、身体リテラシーは実存主義や現象学
の著作をもとに発案された概念であり、これらの
哲学は「身体リテラシーの価値とは何か？」とい
う問いに答え、すべての人の身体活動の価値を擁
護する根拠を与えてくれる（Whitehead, 2019a, 
p. 10）。生涯にわたる身体活動への参加を重視す
る日本の学校体育においては、こうした哲学的基
盤に立ち返りながら身体リテラシーに関する議論
を展開することが求められる。

Whiteheadが身体リテラシーとの関連を示唆す
る批判的リテラシーやケイパビリティなどの概念
は、格差や差別の状況を批判的に捉え、抑圧状況
に置かれている人々の解放を重視するという点で
学校教育が目指すべき方向性と一致している。こ
の意味での身体リテラシー概念は、身体活動への
参加を何らかの理由で妨げられている人々が、な
ぜそのような状況に置かれているかを問うもので
ある。このような視点は、本論文で批判的検討の
対象とした、競技者育成を前提として定義された
身体リテラシー概念を学校体育に関する主張へと
拡張するような現在の日本における議論からは生
まれないだろう。身体リテラシーは、短絡的な運
動スキルや競技スポーツの議論に終始すべきもの
ではなく、すべての人の身体活動の価値を重視す
る学校体育のあり方を思索するための概念である。

付記
本研究は、JSPS科研費（課題番号：19K11596）
の助成を受けて実施されたものです。

注
1） 本稿では、すべて筆者が日本語訳を行った上
で英文を引用した。

2） 文献収集作業は2020年9月に行った。なお、

本稿におけるレビューの範囲を明確にする
ために論文収集方法を明記したが、この方法
では論文名や抄録に検索語句が含まれない
論文はヒットしない。また、Webcat Plusの
「一致検索」で同様のキーワードによる検索を
実施したが関連する単行本はヒットせず、対
象論文の参考文献の中に身体リテラシーを取
り扱った単行本は含まれなかったため、本研
究のレビュー対象には単行本が含まれていな
い。しかし、本稿で取り扱った文献のほかに
も内容の一部に身体リテラシーを含む論文や
単行本は存在することが想定されるため、こ
こでのレビューがカバーしている議論の範囲
には限界があると考えられる。

3） 本稿で示すようにWhiteheadはこれまでに身
体リテラシーの定義を修正しているため、こ
こで示した4本の論文において提示されてい
る定義は一致していない。

4） ここではWhiteheadの定義を参照していない
論文5本のうち4本のみを紹介した。残りの1
本は早乙女・CULOS-REED（2018b）である
が、この論文では「physical literacy」がキー
ワードにあげられているものの、本文中では
この概念が登場しない。そのため、本稿では
身体リテラシーに関わる論文であると判断し
たが、詳細には取り扱わないこととした。

5） こうした議論は学校体育に軸足を置く研究者
にも無批判に受け入れられる可能性がある。
例えば梅澤（2020）はQPEにおいて身体リテ
ラシー概念が重要な位置を占めていることに
触れたうえで、UNESCOにおける身体リテ
ラシーの位置づけを示すものとしてLTADモ
デルを提示している。しかし、UNESCOは
Whiteheadに依拠して身体リテラシーを捉え
ており、UNESCO（2015）の文書においても
LTADモデルとの関連は示されていない。

6） 本稿では扱わないが、この2001年の論考では
「安定して、無駄なく、自信を持って動くこ
と」、「物理的に挑戦的な様々な状況」、「環境
を読むこと」についてそれぞれ詳細な検討が
加えられており、実存主義と現象学に基づく
身体リテラシーのより深い理解に役立つ内容
となっている。
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