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学長　谷釜　了正

〈オリンピックスポーツ文化研究〉の 
創刊に寄せて

2013 年 9 月 7 日（現地時間）に南米アルゼンチン・ブエノスアイレスで開催された第 125 次

国際オリンピック委員会（IOC）総会は，2020 年のオリンピックとパラリンピックを東京で実

施することを決定した．爾後，本学はもとより全国各地で〈オリンピック・パラリンピック〉

への期待が高まってきた．日本の首都・東京だけでこの大会を準備するのではなく，オールジャ

パン体制で迎えようという機運の盛り上がりも見られるようになっている．東京へのオリンピッ

ク招致は今回で 3 回目である．1940 年開催予定の 1 回目は日中戦争の勃発により返上され，

1964 年の 2 回目は戦後の日本の復興を世界に発信する大会となった．またこのオリンピックの

開催の後にパラリンピックと言う名称のもとで障害者スポーツの祭典が開かれたことでも知ら

れるが，2020 年の 3 回目は〈オリンピック・パラリンピック〉の名称のもとで，開催される．

1891 年にスタートした本学は 1894 年に結成された IOC 及びオリンピック競技大会の歴史と

共にあり，オリンピックに触発されて発展を重ねてもきた．そこで 3 度目の大会招致を機に，

2015 年 4 月，〈オリンピックスポーツ文化研究所〉を新設するにいたっている．この研究所の

研究成果は当面，〈年次報告〉とし，機関誌〈オリンピックスポーツ文化研究 Cultural Re-

search of the Olympics〉を通して発表される．研究論文，研究報告等が掲載され，投稿された

原稿は日本語・英語・フランス語のいずれかで書かれる必要がある．また，投稿資格者は本学

所属の教職員とするが，編集委員会で適切と判断された者（卒業生・学外者等）については投

稿を認めることとなった．研究論文に関しては編集委員会の査読を必要とするが，研究報告は

査読を行わない．また，投稿者の自由な意見の開陳ができるように配慮された．ただし，オリ

ンピック乃至はパラリンピックを題材（対象）にした文化・社会科学的な研究であることが求

められる．

2016 年はオリンピック・イヤー（リオデジャネイロでのオリンピック・パラリンピックの開催）

である．この年に創刊号を上梓できることを慶びたい．

オリンピックというスポーツの祭典は国際社会の〈平和〉を願って開催されるべきで，その

理念は人類が等しく共有しなければならない．したがって国際社会が〈戦争〉のない平和な世

界を樹立できれば，オリンピックに大きな役割を寄せることもなくなるであろう．しかし，世

界中の至る所で戦闘・戦乱は止むことなく続いている．だから，いまこそ，世界中の人びとは

オリンピックの理念を尊び，平和を醸すための運動を展開すべきであると申し上げたい．現代

人の〈平和〉への願いをよそに，本研究所の存在意義はますます大きくなっているといわねば

ならないからである．
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Nippon Sport Science University and Olympics

�Nippon Sport Science University

Ryosho�Tanigama,�Ph.D
President

〈�1�〉

The history of Nippon Sport Science University （NSSU） started in August 1891. That is, Tokichiro  

Hidaka （1856-1932） founded Taiikukai （the Association of Physical Culture）, parent organization of 

NSSU. “Taiikukai” is literal translation of German “Turnverein”, on which it modeled. In the following 

year, Taiikukai was named Nippon Taiikukai. Through several reforms, （it became to the educational 

foundation consisting of several institutions such as a university, a college, four high schools, two junior 

high schools, and a kindergarten.） Then, it was finally renamed to Educational Foundation of Nippon 

Sport Science University in 2012. Now it has 124-year-old history up to the present.

NSSU, the university it established, is known as university which paved the way from Japan to the 

Olympics, developed many Olympic athletes, and produced the greatest number of coaches in physical 

education and sport.

〈�2�〉

International Olympic Committee was founded in 1894. Considering that Nippon Taiikukai Taisou  

Renshujo （the Gymnastic Practice School, the precursor of NSSU） was established around the same time, 

namely in 1891, it is not too much saying that we have walked along with the history of Olympics.

The relationship between NSSU and IOC dates back as far as to around the same time as IOC was es-

tablished. We have the articles on Athens Olympic Games （1896） in our school organ magazines, and the 

letter requesting to dispatch a member to Bankoku Taiiku Kaigi （the International Sports Congress） in 

1900 was sent to us. At that time, Yamane Masatsugu, the auditor of our parent organization and the 

medical director of Tokyo Metropolitan Police Department, was on official business trip to Paris Exposi-

tion, ordered by the Metropolitan Police Department, and he attended to the International Sports Con-

gress following the letter above. Paris Olympic Games were held as parts of the 1900 Exposition. There-

fore, it is presumed that he was the first Japanese who witness Paris Olympic Games.

〈�3�〉

After the International Sports Congress, Yamane received the letter of request to participate in Athens 

Olympic Games from Constantinos, the Prince of Greece. It informed that the Olympic Games would be 

held in Athens again in 1906 as the 10th anniversary of the Olympics. According to this letter, it seems 

that Yamane was regarded as the first Japanese member of IOC, though not officially; he was called 

1
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“Bankoku jousetsu taiiku iin/ Keishicho dai san bucho/ Nippon Taiikukai kanji” （ the Permanent Member 

of International Sports Congress/ the Director of the Third Department of the Metropolitan Police/ the 

Auditor of Nippon Taiikukai ） in the letter.

To respond to the request from the Prince of Greece, our parent organization Nippon Taiikukai needed 

to be reorganized, but abandoned it because of financial problems. We say, however, the letter was wor-

thy enough to be the first page of the history of Olympics in Japan.

〈�4�〉

Japan took part in 5th Olympic Games for the first time in Stockholm in 1912. Kano Jigoro （1860-1938） 

is famous for the first Japanese person who was officially assumed as a member of IOC. Baron de  

Coubertin offered the position to him through Auguste Gérard, French ambassador to Japan, in 1909. He 

accepted the offer promptly.

Kano was the president of the Tokyo Normal School and a councilor of Nippon Taiikukai. When IOC 

required him to select Japanese athletes for Stockholm Olympic Games, he asked Nippon Taiikukai to dis-

patch athletes, however, it was declined. Consequently, he founded Nippon Taiiku Kyokai （Japan Ama-

teur Sports Association） to hold qualifying games for Olympics in Haneda, selected two athletes, and re-

alized the very first participation in Olympic Games for Japan. At any rate, these our activities should be 

etched on the history of Olympics in Japan.

〈�5�〉

We have poured our efforts into producing Olympic athletes. From 5th to 8th Olympic Games, the rela-

tionship between NSSU and Olympics got weak. In 9th Olympic Games, however, Nakazawa Yonetaro, 

who had graduated from NSSU, won the 6th prize in pole vault. Since then, the athletes from NSSU have 

been seen in every Olympics which Japan competed for.

Unfortunately, due to outbreak of China-Japan War, Tokyo Olympic Games in 1940 was called off, and 

Japan had to face to challenging time for sport culture. The war forced out the final aim of Olympics 

“Peace” as well as development of sport culture and athletes.

Japan returned to Helsinki Olympic Games in 1952, and they have gradually promoted their competi-

tion abilities since Tokyo Olympic in 1964. Meanwhile, NSSU has been continuing to develop Olympic 

athletes as before by providing places to practice for Olympics. The number of medals obtained shows 

our graduates’ efforts in postwar period, namely, 108 Olympic medals; a quarter of all medals of Japan 

have been earned by our graduates. We have produced 309 Olympic athletes as of London Olympic 

Games in 2012.

〈�6�〉

NSSU has been playing an important role as an educational institution for developing coaches. Japanese 

sport culture has been developed with athletic clubs in schools, and we have produced the biggest num-

ber of PE teachers. We started our educational program of PE teachers 122 years ago, and the number of 

graduates amounts to 80 thousands. It is assumed that there is no Japanese Olympic athlete who has 

2
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never received training by them. Since many of our graduates bear the responsibility for improvement 

and progress of athletes, the change of our educational system and method for developing coaches in 

NSSU will make a great change in the educational interface.

〈�7�〉

For Tokyo Olympic Games in 2020, NSSU is expected to lead new movement for developing coaches. 

Therefore, we aim at further development not only for 2020 but also for after 2020 by acquiring superior 

methods used worldwide through NSSU Coach Developer Academy. We will execute a mission to estab-

lishing field of Sport Coaching Science in course of Health and Sport Science in our graduate school.

Moreover, the final aim of Olympics is peace of the international society. We hereby declare that we 

sustain our efforts to fulfill the mission to promote the Olympic movement and be help for world peace.

（受理日：2016 年 3 月 11 日）

3

Ryosho Tanigama, Ph.D：Nippon Sport Science University and Olympics
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研究論文

近代オリンピックの理念から新たな哲学へ1

関　根　正　美（スポーツ哲学研究室）2

Abstract

The criticism of ‘Eurocentrism’ has been levelled at the Olympics and Olympism. The princi-

ple of Olympism does not have universal validity, but it should be revised depending on the so-

cial change of the times. Thus we can pose this question: What is the modern character of Olym-

pism? The purpose of this paper is to clarify the interpretation of Olympism. The following 

methods are adopted to meet the purpose: the Olympics philosophy of Hans Lenk, the philoso-

pher who used gold medal as a framework for interpretation, is introduced. The following factors 

discussed are as follows: （1） The main points of Olympism, which give a suggestion of the mod-

ern Olympics idea, its achievement value, the mythological interpretation of the athlete as well 

as the Olympiad; （2） The conception of the human being in Olympism is shown to be based on 

Western values, which is a limitation of the original Olympism. （3） The motto that Lenk pro-

posed for the Olympics, ‘faster, higher, stronger, more beautiful, and more human,’ created the 

possibility of making Olympism universal. The following conclusions were drawn to aid our in-

terpretation of Olympism: （1） The values of the modern Olympics were arrived at by combining 

Coubertin’s Olympic idea with the motto ‘more human, more beautifully.’ （2） It’s value is real-

ized by the festival’s combination of top-level sports and encouraging lifelong sports participa-

tion. （3） The new modern Olympism has developed from the myth of the athlete to the creation 

of a way of life. The myth of the athlete encourages human beings to create their vivid life.  

（受理日：2016 年 3 月 4 日）

Keywords: Olympism, Hans Lenk, legacy, Western value, ‘more beautiful, more human’

キーワード：�オリンピズム，ハンス・レンク，レガシー，西洋的価値，「より美しく，より人間

的に」

1　The�new�modern�Olympism�based�on�the�Coubertin’s�Olympic�idea
2　Sekine�Masami,��Sport Philosophy

5
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1．問題の所在

オリンピックがすべてのスポーツ人の夢である

と言われることは奇妙なことである．ましてや，

すべての競技者はオリンピックを目指すというの

も誤りである．なぜならJ.パリーが述べるように，

「オリンピック種目のスポーツのほとんどは，19

世紀末の植民地時代に西ヨーロッパで作り上げら

れたものである」1）からである．オリンピックに

はない種目が存在し，それらに賭けている競技者

が現実に存在する．にもかかわらず，オリンピッ

クがスポーツの世界だけでなく，社会一般におい

ても特別な地位を保っているのはなぜなのか．

たとえば，オリンピックの現象は，次のように

特徴づけられる．最高レベルの競技，莫大な公的

資金，多数のボランティア・無償の奉仕，商業資

本，世界中からの観客など．競技レベルが最高の

ものであったとしても，競技レベルのみがオリン

ピックを特徴づけるわけではない．オリンピック

は単なるスポーツの世界一決定戦ではないので

あって，オリンピック哲学も「スポーツの観点か

らだけではなく，現代のグローバル化された文化

を背景とした知的な思考によって考えられなけれ

ばならない」2）のである．オリンピックという現

象は複雑であり，スポーツの観点からだけで解明

できる現象ではない．

近代オリンピックを古代のそれにならって再興

したクーベルタンが，教育を射程に入れて近代オ

リンピックの復興を図ったことはよく知られてい

る3）．確かに近代オリンピックは教育的価値を重

要な要素としている．だが，現代のオリンピック

に見られる商業主義や政治的利用，ドーピング問

題などの現実は，教育的価値から遠く離れた地点

に達していると言えるであろう．オリンピックの

現状と理念の不一致という現実がある一方で，両

者を調和させる要請がある．両者の間で，ある種

の緊張が生まれている．ここに人間的，教育的価

値から離れつつあるオリンピックの現実に対して

知的思考を展開する必要が生まれる．その際に，

鍵となるのがオリンピズムと呼ばれる理念であ

る．

哲学者による近年のオリンピズムの定義と理解

は次のようになされている．「オリンピズムとは，

社会的な哲学であり，世界の発展，国際理解，平

和に共存することであり，社会や倫理教育におい

てスポーツの役割を強調するものである．クーベ

ルタンは，スポーツがルールを遵守する身体活動

として『普遍的なもの』であり，文化横断的に触

れ合うことができるものであることを理解してい

た」4）．近代オリンピックがクーベルタンによっ

て始められた歴史的事実は，オリンピズムという

理念もまたクーベルタンに由来することを意味す

る．クーベルタンが 19 世紀後半のイギリス教育

に感化を受けてオリンピックを着想した事実は，

オリンピズムが当時の時代状況や社会的背景に影

響を受けている点を類推させる．古代ギリシアで

生まれたプラトンのイデア論が，地中海という地

理的条件ならびに自然の影響を背景に持っている

と指摘される点にならえば5），クーベルタンに源

泉をもつオリンピックの理念にも，イギリス帝国

主義時代の島国という背景を読み取ることは可能

であろう．実際に，オリンピックならびにオリン

ピズムに関しては，「ユーロセントリズム」とい

う批判がなされてきた．ここからも，オリンピズ

ムが決して完全無欠の普遍妥当性を有する原理で

はなく，時代や社会的変化に応じて修正されるべ

き性格が浮き彫りになる．

ここで生ずる疑問は，J. パリーがオリンピズム

を普遍的な社会哲学であると解釈する一方で，で

はオリンピズムの現代的性格は何かという点であ

る．本稿ではオリンピズム解釈のための方法とし

て，ハンス・レンク6）のオリンピック哲学を補助

線として導入する．レンクは 1960 年のローマオ

リンピックにおいてボートのエイトで金メダルを

獲得している．さらに哲学者としてオリンピック

を哲学の対象にしている．オリンピズムを解釈す

るにあたって，競技者と哲学者の重層的視野から

紡ぎ出されたレンクの概念を用いることで，オリ

6
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ンピズムの新たな可能性に迫れるものと思われ

る．レンクはクーベルタンのオリンピック哲学を

どのように解釈しているのか．そしてそこからど

のような哲学を引き出しているのか．以上のこと

を論じたうえで，本稿ではオリンピックの理念と

いう位置づけのオリンピズムを批判的に解釈し，

そのうえで著者の立場からの時代に応じた解釈可

能性を明らかにしたい．

2．オリンピズムとは何かという問題

オリンピズムを考えるときに直面する困難さ

は，唯一の確固とした普遍的なオリンピズムとい

うものが存在しない点である．この点に関して，

近年でもなお次のように指摘されている．「オリ

ンピックムーブメントと結びついた哲学は，一般

に『オリンピズム』と言われている．しかしそれ

は厳密にオリンピズムとは何かという明確さとは

程遠いし，何に由来しているかも不明確で，どこ

を目指しているかもわからない」7）．一般にオリ

ンピズムと呼ばれているオリンピック理念は，不

変の明白に定義できる基本理念はなく，多義的で

ある．これまで様々な立場から，時代に応じて考

えられてきた．

ここで基本的な事項を確認しておくと，IOC

の「オリンピック憲章」では，オリンピズムの根

本原則として次のように書かれている．

1．オリンピズムは肉体と意志と精神のすべて

の資質を高め，バランスよく結合させる生き方

の哲学である．オリンピズムはスポーツを文化，

教育と融合させ，生き方の創造を探求するもの

である．その生き方は努力する喜び，良い模範

であることの教育的価値，社会的な責任，さら

に普遍的で根本的な倫理規範の尊重を基盤とす

る．

2．オリンピズムの目的は，人間の尊厳の保持

に重きを置く平和な社会を奨励することを目指

し，スポーツを人類の調和の取れた発展に役立

てることにある．（JOC ウエブサイト 2015 年

版日本語訳からの引用）

これは現代的な価値を付与したオリンピズムであ

る．

以上のようなオリンピズムの現代的定義に先立

つこと 80 年前，クーベルタンは「近代オリンピッ

クの哲学的原理（Die philosophischen Grundla-

gen des modernen Olympismus）」を提起してい

る．これは 1936 年にベルリンオリンピックが開

かれる 1 年前の 1935 年にドイツで行ったラジオ

演説とされており，クーベルタンの「オリンピッ

クの回想」というテキストの中に入れられている8）．

ここでクーベルタンはオリンピズムの特徴につい

て自ら具体的に語っている．第一は「宗教性（eine 

Religion）」であり，第二は「高貴さと純粋さ（Adel 

und Auslese）」 で あ り， 第 三 は「 城 内 平 和

（Burgfriedens）」である．さらにクーベルタンは

後半部分で「人間の春（der menschliche Früh-

ling）」ということを強調している．彼は次のよ

うに述べている．「オリンピック競技は宇宙の厳

格さに基づくリズムに則って催されねばならな

い．というのも，オリンピックは人類の絶え間な

い進歩を記念して行われる人間の春の四カ年祭を

表現しているからである」9）．クーベルタンは最

後にオリンピック競技の要素として，「芸術と精

神が競技に加わることによる美（die Schönheit 

durch die Beteiligung der Kunst und des Geistes 

an den Spielen）」を挙げている10）．

以上のクーベルタンによるオリンピックの哲学

的基礎としてのオリンピズムは，IOC が表明す

る現代のオリンピズムに対して古典的な位置を占

めている．この古典的なオリンピズムと現代的な

それが出会うところに，どのようなオリンピズム

の解釈が生じ，現代のオリンピック理念に示唆を

与えることができるのか．この問題に対して，以

下でレンクの解釈を加えながら迫ってみたい．

7
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3．レンクの考えるオリンピズム

3.1　中心価値としての達成価値

レンクの立場は，クーベルタンの考えるオリン

ピズムを最大限尊重しながら時代に応じたものに

変えてゆくというところにある．この考え方は，

2006 年 に 発 表 さ れ た Decosta の 論 文“Never 

ending story”11）に引き継がれている．オリンピ

ズムが時代性ないし可変性という性格を有してい

る一方で，オリンピックの自己同一性を担保する

役割を担う核に相当する中心的価値は何であろう

か．

先行研究では，レンクのオリンピック哲学にお

いて「達成価値」がオリンピックの中心的価値と

されている点が明らかにされている12）．クーベル

タンがオリンピックを構想した根本動機である

「教育」でさえも，レンクはそれが達成価値から

もたらされるのだと考え，達成価値をオリンピッ

ク理念の中心価値と考えている．たとえば，彼は

次のように述べる．「競争，エリート競技者，機

会均等，形式的フェアネス（ルールを堅守する規

範）の普及などは，達成価値と結びつくことで確

固たるものになり，明白になる」13）．このような

レンクの考えに対し，田原は次のように述べてい

る．「レンクはそのオリンピック・ソーシャル・

システムの存続におけるオリンピズムの基本的要

素の中で，その重心の役割を持つものが，『達成

価値』であるとの見解を明らかにしている14）」．

オリンピックの諸価値が達成価値と結びつくと

いうことは，一見すると奇妙である．クーベルタ

ンの近代オリンピック再興の動機からすれば，教

育価値が中心に位置づくというのが一般的考えで

あろう．だが，田原がオリンピズムの価値体系は，

「『達成価値』を重心に置き，『倫理的価値』『全地

球的価値』等の価値をふまえ，最終目的である『完

全な人間の創造』という『教育的価値』に到らし

めるものであると考えられる」15）と指摘するよう

に，オリンピズムの諸価値の構造的中心に達成価

値が存在し，最終的に教育的価値が実現する構造

が見て取れる．レンクは，達成価値が他のオリン

ピック価値を一つの輪につなぎ，そのシステムの

中で構造的に決定的な位置を占めるのだと考え

る．

達成価値を実現する現実の存在が競技者であ

る．オリンピックを目指し出場し，さらにはメダ

ルを取るような競技者は，いわばエリートの競技

者である．次になぜ，エリートの競技者はオリン

ピックの価値を教育されるべきなのか？について

考えてみたい．

3.2　競技者の神話的解釈

レンクはオリンピックを目指す日々の中で，ス

ポーツ選手に対する偏見や差別のような不快な経

験をした．レンクは，競技者が特に新左翼の社会

批判者たちから「筋肉マシーン」や「メダル製造

ロボット」と言われるのに我慢できなかった16）．

単なる「筋肉マシーン」でもなく「メダル製造ロ

ボット」でもない競技者とはどのような存在なの

か．

レンクは競技者を神話的に解釈する．具体的に

は，ギリシャ神話に出てくるヘラクレスとプロメ

テウスに競技者をなぞらえて競技者を解釈する．

彼は次のように述べる．

競技者は，いわば神話の存在であるヘラクレスと

プロメテウスの中間に位置している．（ヘラクレ

スはスポーツの半神像であり，彼の任務は競技に

おける様々な英雄行為であった．彼は古代のオリ

ンピック競技祭を興したとされている．プロメテ

ウスは人間に文化，技術，進歩への努力をもたら

した）．いわばスポーツは神話的な機能を持ち，

ヘラクレスとプロメテウスの世俗化された神話と

して解釈できる17）．

ヘラクレスは強さの象徴である．「強さ」という

点で，競技とヘラクレスの結びつきは容易に想像

できると思われる．クーベルタンの思考の中でも，

ヘラクレスは重要視されていた．レンクは次のよ
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うに指摘している．「オリンピック大会にとって

記録とパフォーマンスの向上は重要な基本要素の

一つである．クーベルタンは正々堂々と戦うこと

や自己完成の価値を主張したが，彼にとってそれ

らはオリンピックのみならず人生にとっても重要

な教育目的の一つであった．というのも，クーベ

ルタンはヘラクレス信奉者であり，競争の形而上

学者であったからだ」18）．プロメテウスは技術を

盗んで人間に与えたところから知の象徴と言われ

る．ヘラクレスとプロメテウスを登場させること

で，レンクはスポーツの競技者を，強さと知を兼

ね備えたある種の英雄になぞらえて解釈してい

る．

このように，レンクが考える競技者の人間像は

強さと知性を兼ね備えた英雄であり，ある意味で

調和のとれた人間である．この場合の知性とは，

単に知識があるという短絡的な意味ではない．創

造性や物事をやりぬく忍耐力などの総合的な精神

性を意味している．レンク自身は，このような競

技者の事例として，たとえば，1960 年代に走り

高跳びの背面跳びを編み出したフォスベリーと，

モントリオールオリンピックでけがをしながらも

月面宙返りを成功させた体操日本の藤本選手の例

を挙げている19）．

もちろん，プロの選手にも強さと知性を兼ね備

えた選手は多くいるだろうし，人々のあこがれの

的になっている選手もいる．しかし，オリンピッ

ク・ムーブメントの観点からみればお金を稼げる

選手という模範像によってでもなく，あるいは注

目される人気選手という模範像によってでもな

く，オリンピックを目指し，4 年に一度のチャン

スで最高のパフォーマンスを成し遂げたという模

範像によって青少年に影響を及ぼすことが重要で

あると思われる．年俸や契約金が何百万ドルとか

日本円にして 20 億とか，テレビなどのメディア

で活躍するアイドルとしての模範像ではなく，ど

こまで自分を高めることができるのかに挑戦し，

それを知性と体力の両面から追求する人間像を提

示することが競技者という模範像の内実である．

これが，スポーツを通して青少年の目指す人間像

になると思われる．

競技者は，教育が足りないからオリンピックの

理念を教育されるべきなのではない．競技者は神

話的なあこがれの対象であり得るがゆえに，オリ

ンピックの理念を教育される必要が生まれるとい

える．とりわけオリンピックの理念に照らし合わ

せれば，競技者は青少年をオリンピック精神に導

く存在であり，一つの理想的な人間像を見せるこ

とができると言えるだろう．このように，競技者

の達成を神話的に解釈し，現実社会にそれを反映

させることが，商業的価値を第一とするプロ

フェッショナルスポーツとオリンピックの違いで

はないかと思われる．

次に 3 番目の論点として，そのような競技者に

とって，そしてまた我々にとって，オリンピック

の大きな特徴であり，オリンピズムの哲学的原理

としてクーベルタンが挙げている「オリンピアー

ド」について考えてみたい．考えてみれば，4 年

に 1 度ということが哲学的原理に含まれていると

いうのも奇妙なことなのである．

3.3　オリンピアード─結果思考への批判

オリンピアードについて，レンクは次のように

述べる．「自己の達成によるオリンピックのエリー

トとは，達成への動機と意志が試合の時のみなら

ず，大会のための準備期間においてさえも持続さ

せたが故に讃えられる存在である」20）．大会のた

めの準備期間は，とりもなおさずオリンピアード

を意味している．

では，オリンピアードの 4 年間が意味するもの

は何か．レンクの言葉からは，それは単にメダル

を目指すだけの年月ではないと言えるのではない

か．この 4 年間こそがオリンピズムで言われてい

る「スポーツを通して心身を向上させ」「肉体と

意志と知性の資質を高めて融合させた，均衡のと

れた総体としての人間を目指す」ための 4 年間だ

といえる．オリンピアードの 4 年間は，メダルへ

の「準備期間」にとどまらず，オリンピズムを競

9
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技者の存在に実現させることのできる「本番」な

のである．その意味で，競技者の側からすれば，

オリンピズムの実現は 4 年間の過ごし方にかかっ

ているし，4 年間をどのように競技者が過ごした

かを問うていると言える．

4 年間の意味を問いかけるオリンピアードの考

え方は，競技者ではない我々に対しても課題を投

げかける．われわれもまた，オリンピアードの 4

年間が試されているといえる．とくにメディアに

顕著に見られる傾向だが，メダルの数や色だけに

注目し価値を認める態度は慎んで行かなくてはな

らないであろう．なぜなら，競技者が 4 年間を達

成の時間として挫折の経験も含めて過ごす時間

を，メディアは冷静に伝える役割を担っていると

いえるからである．それを受け取る側の人間であ

るわれわれもまた，競技者の成し遂げようとする

こと，成し遂げることを知的に解釈できるように

なることが必要なのである．そうなって初めて，

競技者は過度な露出や批判というタレントにつき

ものの人権さえも脅かされる状況から救われる．

そのためのオリンピック教育も，関係者に対して

必要ではないだろうか．東京オリンピックまでの

4 年間を解釈し，競技者の神話的解釈を可能にす

るためには，大会を 1 年後に控えたころに行って

は遅いといわざるをえない．前の大会が終了した

後，次のオリンピックを目指す選手たちの動向に

ついて，選手の人権に配慮しながら記録を残し

人々に可能な範囲で随時報道していくことが，競

技者の姿を神話的に解釈するためには必要なので

ある．

いずれにせよ，オリンピアードの新たな解釈の

可能性は，結果思考，メダル獲得至上主義への反

省を含むのである．

4．�オリンピズムの人間学：西洋的人間像の
限界

これまでの考察からの印象では，オリンピズム

は人間や社会にとって理想的なものと思える．人

間教育の面でいえば，それは達成を通して調和的

な人間を育成することにあるといえる．つまり，

オリンピズムは調和を保ちながら何事かを成し遂

げる人間の育成を目指している．古代から近代に

引き継がれたオリンピックの歴史からすると，オ

リンピックにみられる人間像が西洋的な価値に基

づくものであることは言うまでもない．オリン

ピックはヨーロッパの価値を修正しながら，それ

を普遍的な価値としてきたのである．この点につ

いて，レンクは次のように言う．

このヘレニズム偏愛の考えに対してゲルシュテン

ベルクはかって次のような批判を加えた．すなわ

ち，オリンピアは西洋諸国による西洋文明特有の

理念であるにすぎず，異なる文化背景を持つ人々

に対して違和感を与えざるをえないと．この批判

は，もしクーベルタンが古代オリンピックにいか

なる修正も加えず，しかもより一般的で形式的，

機能的価値をまったく無視していたのであれば正

当性をもつであろう．だが，クーベルタンは意図

的にそして明かに汎ヘレニズムの理念を真の国際

的な現象へと作り換えたのである．彼は近代オリ

ンピックの最も重要な原理の一つを「すべての大

会，すべての国々」と表現した．したがって，近

代オリンピックは近代に応じた理念に基礎を置い

ている．古代オリンピックの原理のみを保持する

のでは，西洋の文明圏においてですら理解を得る

ことは困難であるし配慮が足りないであろう21）．

このようにレンクは，近代オリンピック理念の普

遍性を認めている．オリンピズムやオリンピック

の理念なるものは，クーベルタン自身が古代ギリ

シアの考えを修正しながら普遍的な価値を持つよ

うにしたのである．

しかしながら，オリンピズムは伝統的な西洋的

価値を引き継いだことで，本当にその目的を果た

すことができるのだろうか．レンク自身，オリン

ピックの価値システムに懐疑的な部分もある．た

とえば，レンクは 1979 年の著書の中で次のよう

10
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に述べている．

価値の普遍性はムーブメントが継続することを助

長し，目的を堅持することに力を貸したのである．

このいくぶんか西洋の個人主義，達成志向，進歩

への志向，機能的かつ集団的価値の意味合いを帯

びたオリンピックの価値システムは，一つの全体

として，地球が文化の統合体となっていく中でい

かに現代社会の現実に向き合うことができるのだ

ろうか22）．

クーベルタンは 1935 年の前出のラジオ演説にお

ける第二の特徴を述べる文脈で，近代オリンピッ

クの最も有名なモットーに言及している．「競技

を拘束し抑制しようとする考えは夢想に過ぎな

い．競技に帰依する者は抑制なき自由を求めてい

る．それでここに一つの標語ができる．すなわち，

“Citius, Altius, Fortius”『より速く，より高く，

より強く』である．これは，記録を破ろうとする

すべての人へのモットーである」23）．このモットー

は現在のところ，「オリンピック憲章」第 1 章オ

リンピック・ムーブメント第 10 条（Olympic 

Charter, Chapter1: The Olympic Movement, 

10:The Olympic motto）で次のように規定され

ている．「オリンピックのモットーである『より

速く，より高く，より強く』はオリンピック・ムー

ブメントの大志を表現している（The Olympic 

motto “Citius ─ Altius ─ Fortius” expresses 

the aspirations of the Olympic Movement）」（オ

リンピック憲章，2015 年版，JOC ウエブサイト

より引用）．オリンピックをはじめとする競技ス

ポーツは勝利の獲得ないし記録の向上を目的とす

る．それゆえ，このようなモットーは競技者にとっ

て魅力的である．競技者の卓越に向けての絶え間

ない努力を導き，表現するための原理として，こ

のモットーは現代でもなお大きな影響力を持って

いるといえる．けれども，勝利や記録が商業的価

値を持つようになり，さらにはドーピング違反の

増加を目の当たりにすると，このモットーの限界

が現れてくる．レンクはこの点を次のように指摘

する．

最も有名なオリンピックのスローガン「Citius, 

Altius, Fortius」 は「pulchrius（ よ り 美 し く ）」

「fumanius（より人間的に）」というオリンピック・

ムーブメントの美的で人道主義的なねらいを表現

する言葉によって補完されることが可能である

し，そうされねばならない．実際にオリンピック

の哲学は，スポーツの観点からだけではなく現代

のグローバル化された文化を背景とする最新の議

論に基づく知的水準に従ってなされなければなら

ない24）．

オリンピック種目に採用されている近代スポーツ

は，この「より速く，より高く，より強く」を基

本的価値として発展してきた．近代オリンピック

の普遍性として信じられてきたこの価値が限界点

にあるとするならば，何らかの形で修正が施され

なければならない．元の価値に対して，全体を変

形するのか追加要素を施すのかが図られなければ

ならない．レンクは「より美しく」「より人間的に」

を加える方向を選択した．その意図はこうである．

オリンピックムーブメントは今日危機的な状況に

あってもなお，その高貴な伝統に応えるために人

間的，教育的，哲学的な理念を意識し続け，意識

的に追求しなければならない．オリンピックムー

ブメントは非常に重要な人間的理念なのであっ

て，商業主義，テレクラシー25），そして愛国心な

どの無法地帯の中で犠牲にされてはならないし，

政治やスポーツ役員や管理者の近視眼的で現実に

阿る方向付けと操作に身を委ねるだけであっては

ならない．これはオリンピックムーブメントの非

スポーツ的な構成要素，原理および方針，すなわ

ちそれらはオリンピックの人道的，人間学的，哲

学的基礎と同じような価値システムにとって，一

層重要である26）．
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オリンピックでメダルを獲得することは，特に競

技者個人にとって確かに重要なことである．これ

は否定できない．オリンピズムの達成価値に照ら

し合わせてみれば，メダル獲得を目指すことは競

技者にとって最も重要であるともいえる．だが，

それがオリンピックにとって唯一の価値でもない

ことは，先にオリンピズムの神話的価値およびオ

リンピアードに関する考察から明らかになる．

クーベルタンは実際に，「人生で最も重要なこと

は，勝つことではなく闘うことである．本質的に

は『勝ったこと』ではなく，よく戦ったことが重

要なのだ」27）という有名な言葉を残している．オ

リンピックのモットー「より速く，より高く，よ

り強く」と，「勝ったことではなく，よく戦った

ことが重要なのだ」という思想はクーベルタンの

中で矛盾しなかったのだろうか．「より速く，よ

り高く，より強く」の思想は古代ギリシアにおけ

るホメロス的な人間像に源流をもつ28）ことは，

既にレンクによって指摘されている29）．そして彼

は，ギリシア的人間像は，オリンピック理念のた

めの人間観として万能ではないとしている．すな

わち，「我々は──それは今なおわれわれがしば

しば犯してしまう誤りであるが──古代ギリシア

人のように勝利や唯一無二の勝者，唯一の勝者へ

の行き過ぎた方向付けを誇張してはならない」30）

との考えを提起する．このようにして，レンクは

「より速く，より高く，より強く」のモットーが

現代オリンピックに採用される際の限界を指摘

し，新たなオリンピック哲学のためのモットー「よ

り美しく」「より人間的に」を補完する構想を立

てたのである．ここに，達成価値と人間学的価値

の調停が，レンクの構想によって図られたとみる

べきであろう．

次に，これまでの考察からオリンピック哲学の

一つの応用を企ててみたい．

5．�オリンピック哲学とオリンピックレガ
シー

オリンピック哲学の実践的場面として，2020

年東京オリンピックのレガシーに言及しておきた

い．オリンピックのレガシーは先行研究によれば，

「有形のレガシー」と「無形のレガシー」がある

とされ，「無形のレガシー」の重要性が指摘され

ている31）．

レンクは，「より速く」「より高く」「より強く」

「より美しく」「より人間的に」ということを提唱

した．これは達成価値に人間的な価値を加えたも

のである．これはどのようにレガシーとして実現

可能なのだろうか．ここでもクーベルタンに戻っ

てみよう．

クーベルタンの考えたオリンピズムの哲学的原

理の一つである「人間の春」，すなわち，「オリン

ピック競技は若々しい成人を祝福するためにおこ

なわれなければならない」32）という考えは，現代

を生きるわれわれにとってどのようにうけとめれ

ば良いのだろうか．この「人間の春」を生物学的

に解釈するのではなく，人間の精神の問題として，

とりわけレンクが言うような「達成」「自分で何

かを成し遂げる」という面から解釈できるのでは

ないだろうか．これが，レンクの考える「達成価

値」なのである33）．

現実には，たとえ，生物学的に 18 歳から 20 歳

の人であっても「人間の春」ではなく「人間の秋，

晩秋」のような人生を送っている人もいるであろ

う．レンクも指摘しているが34），技術の進歩によっ

て受け身であることが日常生活で余儀なくされて

いる．（若者のスマホ，パソコン，ちょっと古い

ところでは，カウチポテト族などが思い浮かぶ）．

また，ある統計では他の国々よりも日本の若者が

未来に対して悲観的であるとか，他の国の若者よ

りも希望を持っていないなどの指摘もなされてい

る35）．東京オリンピックのレガシーは，オリンピ

ズムを頭で理解するのではなく，人々の生活スタ

イルをスポーツ的なものに変え，能動的な精神性
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を助長するところに実現されるのではないかと考

える．それはすべての人々を創造的な生き方へと

導くものであり，「人間の春」の到来を予感させ

るレガシーである．現世的な拝金主義を超えて，

未来への希望を紡ぐという意味で，このレガシー

をここで，「幸福的レガシー」と規定しておきたい．

能動的な精神とライフスタイルを創造すること

は，人生において「よく戦う」ことに他ならない．

「よく戦う」という点をオリンピック競技で考え

るとき，「よく」とは何を意味するのかが，さら

に問われるべきであろう．オリンピック競技を規

定する「よさ」が，「より速く，より高く，より

強く」だけであるならば，ドーピングや商業主義

などの現代オリンピックの病理は深まる可能性が

ある．病理改善のためには，「より美しく」「より

人間的に」というモットーがオリンピズムの観点

から重要になってくる．この人道的，人間学的価

値は「福祉的レガシー」あるいは「ユニバーサル

レガシー」として，スポーツ文化の創造に寄与す

るものと考えられる．スポーツは闘争ではなく代

理戦争でもない．また群衆の興奮欲求を満たすた

めのアルコールの代償でもない．齋藤は次のよう

に述べている．

レスリング，ボクシングのような格闘競技も，そ

れぞれ厳格な規則によっておこなわれ，相手を傷

ける争闘行為はすべて禁じられている．つまり競

技とは技を競うことであって，相手を倒す争闘で

はないのである．しかも競技は，自由意思によっ

てルールを承認し，相手を承認したうえでおこな

われるのだから，これは争闘とは本質的に異る．

それは条件づけられた争闘ではなく，友情と平和

とを基盤に置いた競争なのである36）．

スポーツの競争が友情と平和を基礎に置いている

かぎりにおいて，それが生み出すものは破壊的な

勝利でも憎しみでもないはずである．それは人間

学的価値を持つものであって，オリンピックはそ

の人間学的価値が実践される場なのである．

結語

以上，考察を進めてきたことは，とりもなおさ

ず，「オリンピック憲章」で述べられている「生

き方の創造」というオリンピズムを実現してゆく

道になると思われる．その途上で，競技者は人々

を勇気づける「神話的存在」として解釈され，模

範像とされるべきである．競技者が国家や競技団

体，メディアに利用されるのであれば，オリンピッ

クの哲学はレガシー創造の途上で，それらに対し

て反省的思考を迫る批判的態度を持たなければな

らない．

また，レンクの主張するオリンピックの達成価

値の実現は，人々の幸福と結びついた形で「より

人間的に」実現可能となる．クーベルタンがオリ

ンピックに託した理想は，レンクの哲学が加味さ

れた「より速く，より高く，より強く，より美し

く，より人間的に」へと展開されることで，現代

のオリンピックの価値を高めることになるであろ

う．それはトップレベルのスポーツの祭典と市民

の生涯スポーツを結びつける形で実現される．現

代の新たなオリンピズムは，競技者の神話から生

き方の創造へとつながってゆくのである．それは

システム化された世界における受動的生から能動

的生の創造への転換である．この意味でオリン

ピックはアルコール摂取の代償行為ではなく，攻

撃本能や抑圧気分の補償行為でもなく，人間の能

動性と創造性を起動させる役割を担っている．
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ドイツ・ヴァイマル期におけるハンドボールの普及・発展に関する検討1

波多腰　克　晃（スポーツ哲学研究室）2

Abstract

This study aims to clarify the way in which handball spread and grew during the period of 

the Weimar Republic. Ch. Eisenberg’s statistical survey of sports in the Weimar Republic shows 

that sports prospered at that time, but does not identify handball. Nonetheless, Buichi Otani and 

E. Egger have shown that handball was well loved by a great many people. The present study 

therefore investigates the spread and growth of handball, which was not clarified by the statisti-

cal survey alone, from the historical perspective of the rivalry between Turnen and sport. As a 

result, handball is identified not just as a sport, but also as Turnen.
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1．はじめに

本研究は，ドイツのヴァイマル期においてハン

ドボールがどのように普及・発展したのか明らか

にすることを目的としている．Ch・アイゼンベ

ルク（Ch.Eisenberg）によるヴァイマル期のスポー

ツに関する統計調査ではスポーツの隆盛が明らか

にされているが，ハンドボールに関する調査が十

分になされていない．大谷武一（以下，大谷と表

記）によって指摘されているヴァイマル期のハン

ドボールの隆盛を検討することによって，ドイツ

第二帝政期から続く「トゥルネン＝スポーツ抗争」

がもたらしたドイツにおけるスポーツの普及・発

展をハンドボールに焦点を当てその内実について

検討する．

Ch・アイゼンベルクの統計調査では明らかに

されていないヴァイマル期のハンドボールの隆盛

とは如何なる現象として捉えることが出来るの

か . また，日本にハンドボールを普及させた大谷

にとって，ドイツのハンドボールの普及・発展は

どのように認識されていたのかという点から考察

をする．これらの課題を明らかにすることによっ

て，身体運動文化の定着にかかわる研究に一定の

視座を与えることができるであろう．
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2．トゥルネン＝スポーツ抗争の概要

2.1　組織的対立

ドイツ固有の文化であるトゥルネンとイギリス

から伝播した外来文化であるスポーツがそれぞれ

の覇権争いをしたことはスポーツ史上「トゥルネ

ン＝スポーツ抗争」と呼ばれる．

1868 年にトゥルンフェラインの統一組織であ

るドイツ体操連盟（以下，DT と表記）はドイツ

最大のトゥルネン運動推進母体として結成され

た．他方，その組織とはまったく別の過程で組織

の成立を果たした種目別の団体にスポーツ連盟が

あった．19 世紀半以降，イギリスから伝播した

各種スポーツは次第に広まりを見せ，19 世紀後

半までには 10 種目の国内競技連盟を数えるに至

る1）．その種目別に組織された連盟は，国際競技

連盟（IF）から末端のスポーツクラブにいたる

統一組織，統一ルールをもっており，国際的に系

列化された組織であった．

当時，国内で全一的支配を自認していた DT と

種目別に統轄されていたスポーツ連盟は組織的対

立を見るのである．ドイツではイギリスからス

ポーツが伝播したとき「最も抵抗したのは，ドイ

ツにおける体育，すなわち，トゥルネンと呼ばれ

る活動の提唱者たちであった」2）．その提唱者，

DT を指すわけであるが，連盟に所属するトゥル

ナーはスポーツに対して「政治的経済的ヘゲモ

ニー闘争におけるドイツの最大のライヴァルから

送られた肌に合わない輸入品」3）であるとして

真っ向から非難する姿勢をとった．しかしながら，

DT の意図に反して DT の会員はスポーツをする

ようになったため， DT はいくつかの競技はそれ

が行き過ぎでないかぎり容認するといった妥協も

はかられたが，結局は「組織的で非競争的な集団

体操の方を選び続けた」4）．

以上のように，DT はあくまでも自分たちのや

り方を選ぶことによって組織を保持してきた．し

かし，スポーツの流入は止むことなく，ドイツ全

土へ広まり各種スポーツ連盟が結成されるに至っ

たのである．

2.2　理念的対立

理念的対立とは，ヤーン（F.L.Jahn）以来ドイ

ツに生まれたトゥルネンに対して国外から輸入さ

れた，いわば新しい運動形態であるスポーツとの

対立を指す．しかし，その対立は DT が苦難の末，

創り上げてきたトゥルネンと対比させることに

よって「非ドイツ的な」スポーツの特徴を浮き彫

りにした論争といえよう．したがって，トゥルネ

ンに対する直接的な批判は「過剰な『個性に対す

る組織的な高い評価』，『画一主義』，『アクロバッ

ト』，『上半身の筋肉育成』，『見せ物としての練習

材料』，『社会的な団体の生活に対する陶酔』，そ

してより多くのそのような非難である」5）と明言

されている．他方スポーツに対する批判をトゥル

ネンの擁護者 E・ノイエンドルフ（E.Neuen-

dorff）は，「一面性（Einseitigkeit）」，「全力投入

（Voller Einsatz）」，「 闘 争 意 志（Wille zum 

Kampf）」6）の三点をあげている．「一面性」とは

トゥルネンの「多面性（Allseitigkeit）」に対置さ

れたスポーツ批判の常用語であり，走・跳・投な

どに専門分化した陸上競技が身体諸器官の部分的

肥大と萎縮とを進行させる，という非難の意味が

含まれている．そして，記録の追求が身体の部分

的肥大につながる．さらに，記録の追求の結果と

して指輪がもたらされるというが，その他にもト

ロフィーや月桂樹などもスポーツの大会では授与

されている．こうした賞金や物質主義的な側面も

トゥルネン側から非難されていた7）．

「全力投入」については「やりすぎ（Übertrei-

bung）」とも言われ，スポーツにおいて，健康状

態を無視して疲労困憊するまで全精力を投入する

傾向を指し，平均値を目標とするトゥルネンに対

置された．そして，最後に指摘した「闘争意志」は，

「いかなる状況下でも他人より秀でた成績で身体

運動を行おうとする意志」と定義され，「競争

（Wettkampf）」形式をとるスポーツと「国民同

胞の同族意識，同権意識を育てる」トゥルネンと

18
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を対比するために用いられた．以上，E・ノイエ

ンドルフの指摘であるが，以下に示すことも，論

争の過程においてしばしば見受けられる．それは，

服装についてである．「トゥルナーの団結，連帯

が付け加わっておりトゥルネンをする機会がある

ときは青い運動着，グレーのズボンと帽子といっ

た統一された服装」8）を選んでいた．そのため，

スポーツに使われる服装は色とりどりのトリコッ

トや半ズボンというスポーツの外面的なことをも

批判していた．つまり，それは「道徳を破壊し行

儀のわるいものだ」9）といい，また 1901 年の DT

の年次報告では，「しかし，スポーツは名誉心の

満足，外面的な成果だけに使われる限り，単なる

悪ふざけだけでなく，若者をまじめな努力から引

き離し，彼らの体力を価値のない，品位を汚す行

動で浪費する手段と考えられる．」10）と報告して

いる．

このようにスポーツ史上「トゥルネン＝スポー

ツ抗争」と呼ばれた組織的，理念的争いであった

が，唐木が明言しているように「こうした論争の

最大の特徴は，一方にとっての長所が他方にとっ

ての短所とみなされ，二者択一論の不毛な論難」11）

になっていた．

3．ヴァイマル期のスポーツ

ドイツにみられたトゥルネン＝スポーツ抗争に

関する研究は，主に K・レンナーツ（K.Lennar-

tz）や A・クリューガー（A.Krüger）をはじめ

多くのドイツ人研究者が言及しており，1923，24

年の，いわゆるトゥルネン団体とスポーツ諸団体

との純粋分離（Reinliche Scheidung）に至る経

緯について解明されている．それらの研究成果の

多くは，純粋分離を契機に伝統的形態から近代的

形態へ，つまり，トゥルネンからスポーツへとい

う身体的な文化の歴史を単線的な「スポーツ化」

の過程として捉えている．しかし，Ch・アイゼ

ン ベ ル ク（Ch.Eisenberg） に よ っ て 著 さ れ た

『’English Sports’ und deutsche Bürger. Eine Ge-

sellschaftsgeschichte 1800-1939』では，多様な地

理的・文化的起源をもつ身体的な文化として「トゥ

ルネン＝スポーツ抗争」について系譜学的に論じ

ている．そうした文化の多様性を鑑みるならば，

純粋分離をもって一括りにトゥルネンという文化

形態はイギリスから持ち込まれた新たな文化形態

に飲み込まれたとする視点によって，果たしてド

イツにおけるスポーツ文化の定着を解明できるの

だろうか．

ところで，Ch・アイゼンベルクはヴァイマル

期におけるスポーツに関する統計調査を行い12），

これまでヴァイマル期のスポーツ統計調査研究に

おいて利用された当時の統計資料を再検討し，

ヴァイマル期に全盛期を迎えたスポーツを主に所

属団体，会員の増加傾向，会員の政治政党との関

係，世代・性別，職と社会階層別に解明している．

また，スポーツがすでに第一次世界大戦の過程に

おいて急速に普及・発展を遂げたことについて言

及している．これはドイツに限ることではなく，

ヨーロッパ全体やアメリカにおいても同様であっ

た13）．このことは，スポーツの隆盛がヴァイマル

期の他の文化と同様に発展を遂げたというだけで

はなく，すでにその下地になる萌芽的要素をもっ

ていたとみるべきであろう．とすれば，純粋分離

を契機に大幅な会員を流出させたとはいえ，ドイ

ツ第二帝政期に隆盛をみせた DT の存在を踏まえ

た上で，ヴァイマル期のスポーツの発展・普及に

ついて言及されなければならないはずである．

そこで，ドイツにとって外来の文化であるハン

ドボールに注目した場合，当然のことながら，ハ

ンドボールは，従来までの「トゥルネン＝スポー

ツ抗争」研究に立脚すれば，受け入れがたい勝利

至上主義の要素を多分に含む競技として捉えるこ

とができ，トゥルネン団体とは理念的に対立する

スポーツ種目である．それにもかかわらず，Ch・

アイゼンベルクも指摘するように，ハンドボール

はドイツにおいて急速に人気を集めることにな

る．次節では DRA 主催のドイツ競技大会におい

てハンドボールがどのように位置づけられていた
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のか検討する14）．

4．�ドイツ競技大会にみられるハンドボール
の位置づけ

4.1　オリンピックの代用としてのドイツ競技大会

1912 年ストックホルムで開催された IOC 会議

で，第 6 回オリンピック競技大会ベルリン大会の

開催が決定され，ドイツ国内ではオリンピック参

加のためのドイツ帝国委員会（Deutscher Reich-

sausschuß für Olympische Spiele, 以下 DRAfOS

と表記）を中心に大会開催にむけて力を注いだ．

しかし，1914 年 8 月 1 日ドイツの対ロシア宣戦

布告，3 日，対フランス宣戦布告，ドイツ軍のベ

ルギー侵入と続き，ドイツは第一次世界大戦に突

入した．それにともなって，第 6 回オリンピック

競技大会は中止を余儀なくされた．短期戦と思わ

れていたこの戦争は長期化し，国民生活全体を巻

き込む総力戦となったが，1918 年ドイツの敗戦

によって幕を閉じた．

戦後ドイツはオリンピック競技大会への参加を

認められず，その後参加が認められるには 1928

年アムステルダム大会をまたなければならなかっ

た．こうした経緯から，1922 年第 1 回ドイツ競

技大会は“オリンピックの代用”として開催され

たという認識が一般的であった15，16，17）．

ところで，1916 年第 6 回オリンピック競技大会

ベルリン大会の中止が決定されると，DRAfOS の

メンバーはドイツ競技大会開催にむけて引き続き

取り組んだ．しかし，ドイツのオリンピック競技

大会への参加が認められない状況下においてこれ

以上 DRAfOS という名称は時代に適さない表記

であり，名称変更の準備が進められた．会議では

いくつか案が提案されたが，最終的には 1917 年 2

月の会議において身体運動のためのドイツ帝国委

員会（Deutscher Reichsausschuß für Leibesübun-

gen，以下 DRA と表記）という名称に変更された．

これを受けて，オリンピック競技大会参加のため

の委員会から身体運動の全領域を包括的に管理し

ていくための委員会へとなった18）．つまり，この

とき DRA の最大の目標がドイツ競技大会の開催

へとむけられたのであった19）．その後，1919 年 5

月 15 日の DRA 総会ではドイツ競技大会の開催

プログラムの草案がまとめられ，最終的には

1921 年 6 月に第 1 回ドイツ競技大会開催プログ

ラムが公示された．1922 年 5 月 25 日の大会のメ

イン・イベントの前日に DT による競技種目とし

て示されていたハンドボール女子の決勝戦が開催

された．その他，徒手体操と歩行演技，児童・生

徒による競技，女子共同演技，民族ダンスなどが

実施された．これらの競技は宣伝競技として開催

された20）．

4.2　ドイツ競技大会とハンドボール選手権大会

メイン・イベントの開催は唯一 DRA によって

企画運営された開催であり，すべての競技大会関

係者を集結させた．まず参加者による競技場への

行進21），レヴァルト次官22）による演説，さらに

ハンドボールの決勝戦が予定された．その他 4 千

人による自由演技に加えて生徒らによるライター

バル，トライプバル，ヴェットヴァンダーバル，

バーラウフ，ハルトゥングス演技を紹介し，女性

によるシュヴェヴェバルカン，高齢者によるトゥ

ルネン，シュロイダーバルチーム競技，平行棒，

多彩な民族ダンスを実演した23）．ハンドボール選

手権大会の決勝戦は，TuS1860 シュパンダウ対

TuRa デュッセルドルフの決戦となり，3 対 0 で

シュパンダウチームが勝利した24）．祝祭日は 2 万

から 2 万 5 千人の観客に見守られ，最終的にトゥ

ルネン競技ならびにハンドボールチームの勝者を

表彰して幕を閉じた25）．

以上のように 1922 年第 1 回ドイツ競技大会は

結果的には各種スポーツ連盟の管轄下において開

催され，メイン・イベントの日は DRA 主催のトゥ

ルネンの演技を中心に開催された．いわゆる近代

オリンピック競技大会のように最高記録を求めた

各種選手権大会が中心となった競技大会であっ

た．特に，陸上競技と水泳競技では多くの高記録
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が打ち立てられ，その記録は国際成績と比較した

場合，その記録をも上回っていたほどであった26）．

しかし，他方でメイン・イベントを祝祭日と名づ

け，祝祭日の閉幕式および競技大会の閉幕式にお

いてレヴァルトはその演説の中でこの大会を「祝

祭」として位置づけている27）．このことは，ドイ

ツ競技連盟が戦前において DRAfOS と対立して

きた重要な意味を持っている．つまり，国民的祝

祭としてのドイツ国内オリンピック競技大会

（Deutsche Kampfspiele als Nationalfest）を推進

したドイツ競技連盟（Deutscher Kampfbund）

と国際的な近代オリンピック競技大会への参加を

目指す DRAfOS との理念的な相違であった．そ

の両者が戦後共同で開催した競技大会であること

を踏まえるならば，レヴァルトの演説やトゥルネ

ンの上演日を祝祭日と名づけたように，1922 年

第 1 回ドイツ競技大会は国民的祝祭としての役割

をも担っていたといえよう．また，一方では各種

スポーツ連盟が目論む種目別競技大会としての大

会であったが，他方トゥルネン的な競争を伴わな

い生徒らによる自由演技や合唱，芸術コンクール，

ドイツ的な競技（ライターバル，トライプバル，

バーラウフなど）を取り入れることによって両者

の理念を含んだ大会であった28）．

以上指摘した点を踏まえると，ハンドボール選

手権大会は DRA 主催のメイン・イベントの日に

実施され，多くの観衆を前に催されている．Ch・

Eisenberg の統計調査では明らかにしえなかった

ハンドボールの普及・発展を 1922 年第 1 回ドイ

ツ競技大会にみるとき，そこにはトゥルネン団体

の競技種目としてのハンドボール競技として位置

づけることができるのである．

5．ドイツのハンドボールの隆盛と大谷武一

大谷は文部省留学生として渡米（1917 年から

1921 年）し，その帰途，欧米諸国を視察した．

その内容は主に『大谷武一大谷体育書選集Ⅰから

Ⅳ及び別冊』において著されている．ここでは，

大谷によって指摘されたドイツにおけるハンド

ボールに関する記述を抽出し，検討する．

さて，大谷は帰国後の 1922 年，大日本体育学

会体育夏期講習においてハンドボールを紹介して

いる．1938 年には日本ハンドボール協会を設立

し，副会長に就任している．ハンドボールは北欧

を中心として広まりをみせ，ドイツにも普及して

いった．大谷が日本に広めようとしたハンドボー

ルとはいかなる競技特性を持ち合わせていたので

あろうか．また，先述した，ヴァイマル期に普及・

発展を遂げたハンドボールを大谷はどのように捉

えていたのであろうか．大谷の指摘によると，ハ

ンドボールの普及にはサッカーの普及と関わりを

もって説明されている．

ドイツで，英国式のスポーツ形式をそのまま採

用しているものに蹴球がある．蹴球は，二十二人

の者が二人のゴールキーパーを除けば，全部が各

自の力量に応じて十分活動出来るので，多数者に

対する体育形式としては都合がよい29）．

競技としてサッカーを捉えている．大谷は，ドイ

ツは「総てを合理的に考え，しかもその考えた通

りに実行し，目的にかなったもの」30）はたとえ外

来文化のサッカーであっても受け入れるが，「目

的にかなわないものは，どんなに面白く，一般の

人気に投じそうなものでも，一切採用しない方針

をとり」31），人気種目のサッカーにもトゥルネン

の理念を求めている様子を指摘しているのである．

しかし，こうした態度で外来文化のスポーツを検

討すると，この要求に応ずるものが少ないので，

ドイツでは，実際の要求に応ずる体育法を案出し

ている32）．すなわち，ここにサッカーとハンドボー

ルの関わりを読み取ることができるのである．

ハンドボールは秋から冬にかけて最も盛んに活

動されている．ハンドボールには，サッカーの長

所のほかに，更に臂が使用されるので，一層体育

的だというのである33）．

大谷の留学の帰途にみた 1920 年代のハンド

ボールの普及の様子とその後再度訪れたベルリン
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におけるハンドボールの普及・発展の様子を次の

ように指摘している．

十数年前，自分が第一次の外遊の際，ベルリン

郊外で創めたばかりのところを見たが，まだその

技術は幼稚なもので，その後の発展を疑われたも

のであったが，昨年訪ねて見ると，到るところで

盛大に行われており，しかも，その技術において，

協同動作において，非常な進歩を遂げているのを

見た．少年・婦人・壮年者・老年者等の間で幾つ

もの試合が到るところで行われている壮観を面白

く見た．陸上競技の連中が，シーズンから離れて

いる間，次のシーズンまで身体の状態を維持し，

且つ出来ればさらに向上しようというので，この

手球の選手権協議開催の権利を陸上競技協会が

もっているのであるが，これによって見ても，ド

イツの運動家が，同時に体育に深甚な考慮を払っ

ている態度がうなづかれようと思う．先に体育と

スポーツは別だと述べたが，実際になると，スポー

ツマンがスポーツに成功するためには，体育の力

をからねばならないし，また体育にスポーツの要

素を入れないと，体育としても成功し難いもので

ある．この点については，他日改めて論じて見た

いと思っている．ここで誤解を防ぐために一寸

断っておくが，それは各国は，夫々，国状を異に

しているのであるから，ドイツ流の体育スポーツ

政策を，そのまま，わが国ででも採用しようとい

うのでは勿論ないということである34）．

サッカー選手や陸上選手はシーズンを離れると

トレーニングの一貫としてハンドボールを実施し

ていた．たとえば，日本でも体操学校（現在の日

本体育大学）ではラグビー部に所属している選手

がハンドボール部を結成し，1937 年第 9 回明治

神宮体育大会に出場している経緯からしても，ハ

ンドボール競技にはサッカーやラグビーと同様の

競技特性を窺い知ることができる 35）．そして，

何より，ここで確認されるべきは，ハンドボール

というスポーツ種目を，サッカーやバスケット

ボールなどよりも，ずっと体育的であり，教育的

な球技であるのであるから，将来，わが国で盛ん

におこなわれるようにしたい 36），と言及してい

るように，イギリス発のスポーツのように気晴ら

しとしてスポーツを実施するのではなく，教育的

視点に基づいて実施しようとするドイツのスポー

ツ受容である．この教育的視点こそがドイツ第二

帝政期から続く，トゥルネンの理念的立場に他な

らないのである．大谷は以下のように述べている．

ドイツでは，外国人がやろうとやるまいとそん

なことは頓着せず，自分達で良いと思ったことは

どしどし実行する．ドイツ人のもっている，指導

者の指導精神に従って，わき目もふらずに進んで

行く，国民協同一致の精神は感心なものだと思う．

外国流の名前がつかなければ，値うちがないかの

ように考える西洋崇拝の思想が，わが体育スポー

ツ界に，今だに相当さかんなのは甚だ遺憾である

といわねばならぬ．この点だけは，是非ともドイ

ツ国民の気風に学びたい．（中略：括弧内引用者）

ドイツではスポーツを，スポーツとして楽しむよ

うな，のんきな気分はどこにも見当たらない．大

人も子供も，まったく眞剣な態度でスポーツを

やっているように見える 37）．

以上のようにヴァイマル期に普及・発展したハ

ンドボールを大谷の指摘によって確認することが

できると同時に，その普及・発展過程は先述した

ように，単純な歴史的発展史観に基づいたもので

はなく，複雑な変遷の中に文化定着の過程を読み

取ることができるのである．

6．結びにかえて

本研究は，ドイツ・ヴァイマル期においてハン

ドボールがどのように普及・発展したのか明らか

にするために，主に「トゥルネン＝スポーツ抗争」

研究の視点から考察することによって，身体運動

文化の定着の一端を明らかにしようと試みた．大
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谷のドイツ滞在時に確認された当時のハンドボー

ルの様子やドイツ競技大会にみられたハンドボー

ル競技の位置づけは，単にハンドボールをスポー

ツとして捉えるのではなく，むしろ，ドイツ第二

帝政期から続くドイツ固有の文化であるトゥルネ

ンの要素を継承する形で普及・発展していること

が確認できた．このことは，「トゥルネン＝スポー

ツ抗争」研究の新たな視点として捉えることがで

きる．すなわち，従来までの「論争の最大の特徴

は，一方にとっての長所が他方にとっての短所と

みなされ，二者択一論の不毛な論難」という帰結

ではなく，文化の「融合の過程」として捉えるた

めの視座を与えたことになる．

しかしながら，今回の分析をより詳細に検討す

ることによってドイツ全土にわたってどのように

普及・発展したのか，また，その際スポーツクラ

ブ単位でどのような方法が用いられたのかさらな

る検討の必要がある．今後の課題としたい．
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研究論文

アテネオリンピック競技大会における大会会場の活用状況に関する一考察1

佐　野　昌　行（スポーツ経営管理学研究室）2

Abstract

Most of the venues of the 2004 Olympic Games in Athens are often discussed as negative lega-

cies, necessitating an examination of such venues to enable a more effective utilization of venues 

following the 2020 Olympic Games in Tokyo. This study clarifies the process of the venue plan 

decision retroactively until the candidature stage of the Games and examines the utilization of 

the venues  following the conclusion of the Games in Athens. The Official Report published by 

the Athens 2004 Organising Committee for the Olympic Games in 2005 and the official home 

pages were analyzed.

The results revealed that some venues were transformed into theaters, training centers, and 

so on for public use, and utilized effectively. However, the beach volleyball facility should have 

been constructed as a temporary facility, taking into account the utilization situation after the 

game, as the 2000 Olympic Games in Sydney could have been held in a contemporary facility. In 

the case of Athens, a long-term vision for sports promotion was lacking since before the candida-

cy, and even after the decision to host the 2004 Olympic Games was made, several changes were 

made to the plan for Athens. Therefore, some permanent facilities were built in the Helliniko, 

where large amounts of land were available from the ruins of the airport. This led to the cre-

ation of venues that could not be used adequately after the Games.

In Tokyo, where the 32nd Olympic Games are to be held in 2020, the effective utilization of ven-

ues after the game could be problematic. A detailed examination of the effective utilization of 

venues after the Olympic Games and the influential factors, drawing from the examples of cities 

that hosted the Olympic Games in the past is necessary to envision better planning and sports 

promotion for hosting future Games.

（受理日：2016 年 3 月 9 日）

Keywords: Olympic venues, legacy, effective utilization

キーワード：�オリンピック会場，レガシー，有効活用
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1．緒　言

2020 年の第 32 回オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会が東京で開催されるにあたり，国内で

は競技会場に関する議論が活発になっている．な

かでも大会のメインスタジアムとなる新国立競技

場をめぐっては，決定したデザインに対し景観や

選考過程等の点から批判が相次ぎ1，2），ついには

2015 年 7 月に安倍首相より建設計画の白紙撤回

が表明された．その他の競技会場についても，バ

ドミントンやバスケットボールの会場として予定

されていた施設の新設が見送られるなど，東京大

会の会場計画は 2013 年 1 月に提出された立候補

ファイル3）に記されたものから大きく変更されて

いる．相次ぐ変更により，選手村から半径 8 km

圏内に集中するはずだった競技会場は分散し，も

はや招致段階で掲げられた「コンパクト五輪」の

コンセプトは失われたとみられている．

これら競技会場の変更に最も大きな影響を及ぼ

しているのが，経済的な要因であるといえるだろ

う．国際オリンピック委員会（IOC）は 2014 年

12 月にモナコで開催された第 127 次総会におい

て，既存施設の活用や大会経費の削減を謳った「オ

リンピック・アジェンダ 2020」4）を採択しており，

これが東京大会における会場変更の背景となって

いる．新国立競技場をめぐっては，当初予算 1,300

億円との条件でデザインコンクールが実施されて

いたにもかかわらず，開催決定後には総工費が

3,000 億円に達すると試算され，大幅な縮小計画

を立てた後にも 3,000 億円を超えると見積もられ

たことに批判が集まった．莫大な建設費に対する

批判は，上述した白紙撤回の引き金となったので

ある．その他の会場変更に関しても，IOC 理事

会での変更承認を伝える新聞報道では，東京オリ

ンピック・パラリンピック組織委員会の事務総長

による「1 千億円の節約になるだろう」5）との発

言や，トーマス・バッハ IOC 会長による「7 億

ドル（約 880 億円）の経費が圧縮された」6）との

コメントが掲載されており，大会運営の経済的な

面に関する関心の高さを裏付けている．

競技会場に関しては，整備にかかる費用のみな

らず大会後の有効活用の方策もまた，重要な検討

課題となっている．大会後も維持管理のために巨

額の費用がかかる大規模スポーツ施設には，それ

を賄えるだけの経済効果を生み出したり，周辺地

域または国内におけるスポーツ推進の拠点として

スポーツ文化の向上に貢献することが期待されて

いるのである．2000 年にオリンピック・パラリ

ンピック大会を開催したシドニーや 2012 年の開

催地であったロンドンは，いずれも競技会場の有

効活用を実現させた事例として紹介されることが

多い．例えば民間シンクタンク，大和総研のレポー

トでは「シドニー大会とロンドン大会は跡地利用

においても注目に値する事例である」として，シ

ドニーにおけるオリンピックパークの活用とロン

ドンにおける大会会場周辺部および仮設施設撤去

後の跡地利用についてレポートしている7）．

一方，2004 年の開催地アテネにおける競技会

場の多くは，大会が遺した負の遺産として伝えら

れることが多い．アメリカの経済紙ウォールスト

リートジャーナルは，アテネ大会の会場の一部が

大会後にほとんど使用されていない状況を伝えて

いる8）．日本においても，2015 年 7 月に日本経済

新聞がアテネ大会の野球場やビーチバレーボール

会場跡地の様子を写真と共に伝え，「巨費を投じ

た華やかな施設も，『夢のあと』を後世に残して

いくのは難しい」と報じている9）．筆者は 2012

年 2 月にアテネにある複数の会場跡地を訪れた

が，至る所に落書きやごみの散乱が目立つなど，

五輪会場の面影は感じられなくなっていた（写真

1，写真 2）．とはいえ，筆者はアテネ市内にある

すべての会場跡地を巡ったわけではなく，海外に

伝えられる状況も断片的で，すべての会場の現況

を詳細に伝えているものは見当たらない．

シドニーの会場跡地については，上述したほか

にも笹川スポーツ財団の本間10）や財団法人自治

体国際化協会シドニー事務所11）によって報告さ

れており，オリンピックパークだけでなくさまざ
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まな競技会場における大会後の活用事例が紹介さ

れている．ロンドンについても，笹川スポーツ財

団の吉田12）や財団法人自治体国際化協会ロンド

ン事務所13）が，会場跡地における活用方針や国

際大会招致の状況についてレポートしている．し

かしながら学術的な研究に目を向けると，スポー

ツ推進の側面からオリンピック・パラリンピック

大会会場の跡地の活用について検討した研究は，

国内ではわずかに矢野らによって国立競技場の利

用状況が学会で発表されたのみである14）．とりわ

けアテネについては，各種報道等で断片的にとり

あげられるほかに，五輪会場の活用状況について

検討した研究や報告は見当たらない．2020 年の

第 32 回大会開催を控える東京において，大会後

の会場の有効活用について検討するためには，シ

ドニーやロンドンにおける成功事例の報告を積み

重ねるだけでなく，活用が進まないとされるアテ

ネの事例を詳細に検討する必要があるのではない

だろうか．

そこで本研究では，2004 年の第 28 回オリンピッ

ク競技大会（2004／アテネ）を対象として，大会

の招致段階にまでさかのぼって会場計画決定まで

の経緯を整理したうえで，シドニー大会の会場と

の比較を行いながら会場跡地の活用状況について

考察することを目的とする．

2．対象および方法

本研究が対象としたアテネオリンピック大会の

概要は，次のとおりである．

（1）名称

第 28 回オリンピック競技大会（2004／アテネ）

（2）日程

2004 年 8 月 13 日〜29 日（17 日間）

（3）会場

各会場の地図は図 1，各会場における実施競技

および収容人数は，表 1 のとおりである．

なお本研究では，大会終了後にアテネオリン

ピック組織委員会によって発行されたオフィシャ

ルレポート15）を主な分析対象とし，インターネッ

ト上の各種公式ホームページ等の情報をもとに資

料調査を行った．

3．大会招致の経緯

はじめに，第 28 回オリンピック競技大会の開

催地としてアテネが立候補した経緯について，簡

単に振り返っておきたい16）．

もともと 1896 年に第 1 回近代オリンピック大

会が開催された地アテネでは，それから 100 年後

となる 1996 年の大会への立候補が決まった．そ

こにはギリシャにおけるスポーツ施設やインフラ

写真 1　�Athens�Olympic�Sports�Complex の案内
板（2012 年 2月 13日筆者撮影）

写真 2　�アテネ大会のバレーボール会場となった
Peace�and�Friendship�Stadium の壁に
描かれた落書き（2012 年 2 月 11 日筆
者撮影）
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整備の目論見も含まれており，立候補はギリシャ

オリンピック委員会（HOC）というより議会で

決定されたものだった．立候補が決まった 1986

年当時，アテネオリンピックスポーツセンターに

はオリンピックスタジアムしかなく，その他の施

設の建設がただちに開始された．

1996 年大会への立候補ファイルは 1990 年 3 月

に IOC に提出され，同年 9 月に東京で開催され

た第 96 次 IOC 総会で開催都市の決定に係る投票

が行われた．アテネは第 1 回目から 3 回目までの

投票で最多得票を獲得したものの，決選投票の末

アトランタに敗れ，1996 年大会の開催地となる

ことはなかった．

新設されたアテネオリンピックスポーツセン

ターでは 1991 年に地中海競技大会が開催され，

この大会の成功がギリシャに大規模スポーツ大会

の開催能力があることを示した．すると 1995 年

の春，ギリシャ政府は 2008 年大会のアテネでの

開催に向けて動き始めた．この動きは当初，IOC

によるアテネの単独指名というかたちでの開催地

決定に向けて進められた．しかしその実現にはオ

リンピック憲章の改正が必要であることから断念

され，1995 年 12 月，2004 年大会への立候補が決

定した．1996年1月5日のIOCへの立候補表明は，

締め切りのわずか 5 日前のことであった．その後

も立候補ファイル提出までの期間は短く，ギリ

シャでは招致委員会の組織と招致プランの作成が

急ピッチで進められ，1996 年 8 月に立候補ファ

イルが提出された．

2004 年大会の開催地決定投票は，1997 年 9 月

にローザンヌで開催された第 106 次 IOC 総会で

行われた．この投票でアテネは初回から最多得票

を保ち続け，4 回の投票を経て 2004 年大会の開

催地に選出されたのであった．

以上の経緯をみると，2004 年大会開催地への

立候補が，アテネにおける長期的なスポーツ計画

および都市計画に基づくものでなかった様子が浮

かびあがってくる．1996 年大会への立候補が，

都市の視点ではなく 100 周年というオリンピック

の視点に立つものであったうえ，1996 年大会の

招致に失敗してからは 2008 年大会の招致を目指

し，それが叶わなくなったことで急遽対象を

2004 年大会に前倒ししているのである．こうし

た長期的なビジョンの不在と急ごしらえの開催計

図 1　アテネ大会会場配置図
日本オリンピック委員会（2003）第 28 回オリンピック競技大会（2004／ア
テネ）関係資料集／事前調査報告書．p.3 より転載
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表 1　アテネオリンピック競技大会の会場
エリア 施設名 開設年 実施競技 収容人数

Athens Olympic 
Sports Complex

Olympic Stadium 1982 陸上競技 72,000 人
サッカー 72,000 人

Olympic Aquatics 
Centre

Main Pool
1991

競泳 11,000 人
水球 11,000 人

Indoor Pool 飛び込み 6,200 人
水球 6,200 人

Synchronized Swimming Pool 2003 シンクロナイズドスイミング 5,300 人

Olympic Indoor Sports Center 1995
バスケットボール 19,250 人
体操競技 17,500 人
トランポリン 17,500 人

Olympic Tennis 
Centre

Main Court 2004

テニス

8,600 人
Show Court 1

1990
4,000 人

Show Court 2 2,000 人
Other Court3-9 各 200 人

Olympic Velodrome 1991 自転車トラック 5,250 人

Faliro Coastal 
Zone

Peace and Friendship Stadium 1985 バレーボール 13,200 人

Sports Pavilion 2004 ハンドボール 8,100 人
テコンドー 8,000 人

Olympic Beach Volleyball Centre 2004 ビーチバレー 9,600 人

Helliniko Olympic 
Complex

Indoor Arena 2004 バスケットボール 15,000 人
ハンドボール 14,100 人

Fencing Hall 2004 フェンシング 3,800 人
フェンシング 5,000 人

Olympic Baseball 
Centre

Field 1
2004

野球 9,000 人
Field 2 野球 4,000 人

Olympic Softball Stadium 2004 ソフトボール 4,800 人
Olympic Hockey 
Centre

Pitch 1
2004

ホッケー 7,300 人
Pitch 2 ホッケー 2,100 人

Olympic Canoe/Kayak Slalom Centre 2004 カヌースラローム 8,000 人

Goudi Olympic 
Complex

Goudi Olympic Hall 2004 バドミントン 5,000 人
近代五種（射撃，フェンシング） 3,000 人

Olympic Modern 
Pentathlon Centre

Pool 近代五種（水泳） 2,500 人
Riding Arena 近代五種（馬術，ラン） 5,000 人

その他

Karaiskaki Stadium 2004 サッカー 33,000 人

Panathinaiko Stadium 1895 アーチェリー 7,500 人
陸上競技（マラソンゴール） 34,500 人

Galatsi Olympic Hall 2003 新体操 6,500 人
卓球 6,500 人

Olympic Sailing Centre 2004 セーリング 1,600 人

2003 柔道 9,000 人
レスリング 9,000 人

Peristeri Olympic Boxing Hall 2004 ボクシング 8,000 人
Nikaia Olympic Weightlifting Hall 2003 ウエイトリフティング 3,500 人
Parnitha Olympic Mountain Bike Venue 2004 自転車マウンテンバイク 12,800 人

Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre 2004 ボート 14,000 人
カヌーフラットウォーター 14,000 人

Markopoulo Olympic Equestrian Centre 2003
馬場馬術 8,100 人
総合馬術 15,000 人
障害馬術 10,000 人

Markopoulo Olympic Shooting Centre 2003 射撃 4,000 人

※ロード等で実施されるトライアスロン・自転車ロードとアテネ以外で実施されるサッカーの予選会場を除く
Athens 2004 Organising Committee for the Olympic Games （2005） Official Report of the ⅩⅩⅧ Olympi-
ad．および Athens 2004 Venues Fact Sheet（日本オリンピック委員会（2003）第 28 回オリンピック競技大
会（2004／アテネ）関係資料集／事前調査報告書．p.5 所収）をもとに作成
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画は，開催決定後の度重なる問題への直面や計画

変更の要因になったと考えられる．

4．会場計画の変更

アテネ大会における会場計画の大きな特徴は，

立候補時点ですでに 75％の競技会場と 92％のト

レーニング会場が使用可能な状態であるとされて

いた点である．それにもかかわらず，開催地決定

後に競技会場は大幅に変更されることとなった．

以下では，オフィシャルレポート17）を主な資料

として，アテネ大会における会場計画の変更過程

についてたどってみたい．

1998 年 3 月のアテネオリンピック組織委員会

創設と並行して，政府は会場立地の再検証を行っ

た．その結果，競技会場の立地に関する二つの主

要な変更が決定した．一つ目は，馬術会場のタト

イ（アテネ中心部から北へ約 20 km）からマルコ

プロ（アテネ中心部から南東へ約 25 km）への移

転である．マルコプロは，ファリロ（アテネ中心

部から南西へ約 6 km）から競馬場が新たに移転

される場所であり，ファリロの競馬場跡地は今大

会の主要な競技会場として有効活用される計画で

あった．

ところが，二つ目の主要な会場変更はそのファ

リロ地区に及んだ．当初，競馬場跡地には五つの

会場を持つ多目的屋内施設が建設され，野球，ソ

フトボール，ビーチバレーボールの会場とともに

会場群が形成される計画であった．しかしその後，

施設の集中を避けるためファリロには沿岸地区の

ビーチバレーボール会場のほか二つまたは三つの

屋内施設が新設されるにとどまることとされた．

当初ファリロで開催予定とされたレスリングおよ

び柔道については，アノリオシア（アテネ中心部

から北へ約 11 km）に新設される会場での開催と

して，各競技連盟および IOC に提案され承認さ

れた．政府は当初，ファリロで実施予定であった

競技のアスプロピルゴス（アテネ中心部から北西

へ約 15 km）での開催を意図したが，この提案は

競技連盟および IOC に拒否されていた．

これら 2 点の変更が決まった後にも会場の変更

は相次ぎ，多くの競技会場が決定したのは大会ま

で残り 3 年となった 2001 年のことであった．さ

らにファリロ地区の開発について，馬術場および

競馬場のマルコプロへの移転に関する契約が遅れ

ていたため，ファリロの競馬場跡地に屋内競技施

設を建設する計画には高いリスクが伴った．その

結果，競馬場跡地への屋内競技施設の建設は見送

られ，ファリロ地区にはビーチバレーボール会場

のほかハンドボール及びテコンドーの会場となる

体育館が一つ建設されるのみとなった．

残りの競技会場については，地理的な分散を防

ぐためヘリニコ空港跡地に建設されることとなっ

た．ヘリニコ空港は，2001 年のエレフテリオス・

ヴェニゼロス空港開設に伴い閉鎖された空港で，

アテネ中心部から南へ約 10 km，ファリロ地区か

らは南東へ約 6 km の位置にある．こうして，ファ

リロの競馬場跡地に建てられる予定であった二つ

の屋内施設と野球場及びソフトボール場が，ヘリ

ニコ空港跡地に設置されることとなった．ここで

の二つの屋内施設は，オリンピック航空の格納庫

を改装して造られ，フェンシングとバスケット

ボールの会場となった．当初ここで行われるとさ

れたバレーボールは，国際連盟及び IOC との合

意の後，既存の Peace and Friendship Stadium で

の実施となった．

ヘリニコ地区では，このほかにホッケーとカ

ヌースラロームの開催が決まった．ホッケーは，

当初の計画では Peace and Friendship Stadium

のとなりにある Karaiskaki Stadium で実施され

ることとなっていたが，最終的にはヘリニコの新

設会場での開催となった．Karaiskaki Stadiumは，

IOC との討議により解体，再建のうえでサッカー

の会場として使用されることが決まった．この決

定が下ったのは，2002 年のことであった．カヌー

スラロームについては，ボートおよびカヌーフ

ラットウォーター会場となった Schinias Olympic 

Rowing Centre の近くに予定されていた会場が
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認められず，ヘリニコでの新設となった．

立候補ファイルでバドミントンの開催が計画さ

れていた Peristeri Indoor Hall では，ボクシング

が行われることとなり，バドミントンは近代五種

とともにグディ地区（アテネ中心部から東へ約

4 km）での開催に変更された．ボクシング会場

表 2　シドニーオリンピック競技大会の会場

エリア 施設名 開設年 主な実施競技 大会後
大会中の
最大収容

人数

大会後の
収容人数

Sydney 
Olympic 

Park

Olympic Stadium 1999 陸上競技・サッカー 常設 115,600 人 80,000 人
Sydney International Aquatic Centre 1994 水泳 常設 17,500 人 8,500 人

The Dome 1998
バスケットボール・
ハンドボール

展示場 10,000 人 ―

Pavilion2 1998
ハンドボール・
近代五種

展示場 6,000 人 ―

Pavilion3 1998
バドミントン・
新体操

展示場 6,000 人 ―

Pavilion4 1998 バレーボール 展示場 6,000 人 ―

Sydney Super Dome 1999
バスケットボール・
体操競技・
トランポリン

常設 20,000 人 21,000 人

Baseball Stadium 1998 野球・近代五種 常設 15,000 人 12,000 人
State Hockey Centre 1998 ホッケー 常設 15,000 人 5,000 人
New South Wales Tennis Centre 1999 テニス 常設 17,400 人 1,000 人
State Sports Centre 1984 テコンドー・卓球 常設 5,000 人 3,800 人
Sydney International Archery Park 1998 アーチェリー 常設 4,500 人 0 人

Darling 
Harbour

Sydney 
Convention 
and 
Exhibition 
Centre

Convention Centre

1988

ウエイトリフティ
ング

展示場 3,800 人 3,000 人

Sydney Exhibition Centre Halls 1&2 柔道・レスリング 展示場 9,000 人 ―
Sydney Exhibition Centre Halls 3 ボクシング 展示場 7,500 人 ―
Sydney Exhibition Centre Halls 4 フェンシング 展示場 5,000 人 ―
Sydney Exhibition Centre Halls 5 フェンシング 展示場 2,200 人 ―

Sydney Entertainment Centre 1983 バレーボール
イベント
ホール

11,000 人 10,000 人

その他

Blacktown 
Olympic 
Centre

Baseball Stadium
2000

野球 常設 4,000 人 500 人

Softball Field ソフトボール 常設 8,000 人 1,000 人

Sydney International Shooting Centre 1999 射撃 常設 7,000 人 1,250 人
Sydney Football Stadium 1988 サッカー 常設 42,000 人 41,000 人
Dunk Gray Verodrome 2000 自転車トラック 常設 6,000 人 3,000 人
Ryde Aquatic Leisure Centre 2000 水球 常設 3,900 人 800 人
Equestrian Centre 1999 馬術 常設 50,000 人 2,000 人

Sydney International Regatta Centre 1996
ボート・
カヌースプリント

常設 27,000 人 1,000 人

Penrith Whitewater Stadium 1999 カヌースラローム 常設 12,500 人 5,000 人
Beach Volleyball Centre 2000 ビーチバレー ビーチ 10,000 人 ―

Mountain Bike Course 1999
自転車
マウンテンバイク

常設 20,000 人 ―

※ ロード等で実施されるトライアスロン・自転車ロード・セーリング，シドニー以外で実施されるサッカー
の予選会場を除く

Sydney Organising Committee for the Olympic Games （2001） Official Report of the ⅩⅩⅦ Olympiad．を
もとに作成

31

佐野昌行：アテネオリンピック競技大会における大会会場の活用状況に関する一考察

スポーツ文化研究／04論文_佐野.責了.indd   31 16/06/20   11:46



が最終的に決定されたのは，2002 年に入ってか

らのことであった．

以上，オフィシャルレポートをもとに施設決定

までの経緯をたどったが，様々な要因により計画

が二転三転した経緯がみてとれる．表 1 に示した

施設の開設年をみると，1997 年の IOC 総会によ

りアテネ開催が決まった後に建設された施設はい

ずれも 2003 年以降に開設されており，開催年で

ある 2004 年に入ってから開設されたものも少な

くないことがわかる．相次ぐ会場計画の変更によ

り，閉会後の後利用について十分に検討されない

まま建設された様子がうかがえよう．特に今日，

大会後の状況が問題視されている施設のうち野球

場，ソフトボール場，ホッケー場，カヌースラロー

ム会場はいずれも計画変更の末にヘリニコ地区に

建設されたものであり，大会直前に広い土地を確

保することができた空港跡地に設置したことが，

その後の活用方法に影を落としていると言えるだ

ろう．

5．�シドニーとの比較による会場跡地の活用
状況

表 2 には，アテネ大会の 4 年前，シドニーで開

催された第 27 回オリンピック競技大会の会場一

覧を示した．上述のとおりシドニー大会の会場は，

ロンドン大会と並んで大会後に有効活用されてい

る事例としてとりあげられることが多いものであ

る．以下では，シドニー大会との比較に基づき，

アテネにおける会場跡地の活用状況について考察

してみたい．

シドニー大会の会場に関する特徴の一つとし

て，大会後に展示場として利用されている施設が

2 箇所含まれている点があげられる．ダーリング

ハーバーにある Sydney Convention and Exhibi-

tion Center は，1988 年に開設された展示場であ

り，オリンピック大会後の 2007 年には APEC の

会議が開かれている．大会期間中にはウエイトリ

フティング，柔道，レスリング，ボクシング，フェ

ンシングがここで行われた．もう一箇所の展示場

は，シドニーオリンピックパーク内の The Dome

および Pavilion である．オリンピック大会でバ

スケットボール，ハンドボール，バドミントン，

新体操，バレーボールの会場として用いられるた

めに新設された施設だが，大会後はスポーツ施設

ではなく展示場として利用されており，大会中の

観客席は仮設により設けられた．

これらの例のようにアテネにも，大会後に形を

変えて有効活用されている施設はある．ウエイト

リフティングの会場として用いられた Nikaia 

Olympic Weightlifting Hall は，現在はピレウス

大学の一部として活用されており18），ボクシング

会場の Peristeri Olympic Boxing Hall はサッカー

チームが所有するトレーニング場となっている19）．

アテネ大会の会場跡地の中で「唯一の成功例」20）

とされ，大会後の施設活用が評価されているのが

バドミントン会場である．グディ地区に新設され

たバドミントン会場は，その後改装されて 2007

年より「Badminton Theater」という劇場に生ま

れ変わり，地中海南東部で最大級の劇場として，

数多くの演劇，ミュージカル，コンサート等を上

演してきた21）．これらの例にみられるように，ア

テネ大会の会場のなかには国際競技大会の会場と

してではなく市民に親しまれるかたちで有効に活

用されている事例があることにも目を向けなけれ

ばならない．

シドニー大会における会場利用のもう一つの特

徴は，大会後も引き続きスポーツ施設として利用

される会場において，大幅な観客席の縮小が行わ

れている点である．既存施設の大会期間中におけ

る観客席の増設も多くが仮設により設けられてお

り，大会後は元の規模に戻されている．大会期間

中と大会後の収容人数は表 2 に示したとおりであ

るが，各施設の最大収容人数の合計が 46 万 6,900

人であるのに対し大会後の収容人数の合計は 19

万 9,850 人と，約 42.8％に縮小されていることが

わかる．

また，第 26 回大会（アトランタ）から初めて
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実施されることとなったビーチバレーボールの会

場は，シドニー大会ではビーチに仮設施設として

建設され，大会後にすべて撤去されている．ここ

に会場が設置された期間は，大会期間を含む

2000 年 5 月から 10 月のわずか半年ほどだけで

あった．一方，アテネ大会ではビーチバレーボー

ル会場を常設施設として設置しており，大会後に

活用されていない様子が批判の対象となってい

る．アテネ大会以前の仮設スタンドでの実施とい

う前例を踏まえ，大会後の施設活用状況をながめ

ると，アテネ大会においても仮設でのビーチバ

レーボール会場の設置が適切であったとみられて

いる．

6．結　語

アテネの都市計画に関しては，オリンピック・

パラリンピック大会の開催に合わせたトラムの充

実などのおかげで都市の発展が達成されたと評価

される面もある．しかしながらスポーツ施設に関

しては，招致前からスポーツの推進に関する長期

的ビジョンを欠き，開催決定後も計画変更が相次

いだことで直前になって広大な土地を確保できた

空港跡地に恒久的な施設を建設したことが，大会

後に会場跡地が十分に活用されない状況を生み出

した大きな要因であるとみられることが明らかに

なった．

2020 年の第 32 回大会を控えた東京においても，

大会後の会場の有効活用は大きな課題となってい

る．今後も過去の大会会場の事例について，大会

前のスポーツ推進に関するビジョンや計画の変遷

を振り返りながら，大会後の活用状況とその要因

について詳細に検討していく必要があるだろう．
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日本柔道界による 1964 年東京オリンピック対策に関する一考察（上）
─柔道のオリンピック正式種目化に着目して─ 1

張　　巧　鳳（大学院：スポーツ文化・社会科学系）2

Abstract

This aim of the present study is to clarify the internationalization process of JUDO after the 

Second World War until JUDO was included as an official event in the Olympic Games of Tokyo 

in 1964, and to make it clear that how the people handled tasks on this process in Japan.

At first, the historical process that JUDO became an official event in 1964 was elucidated. And 

the following points were clarified:

（1） the organization of JUDO was proceed firstly in Europe because of the foundation of Euro-

pean Judo Union （EJU）, which renamed International Judo Federation （IJF） in 1951. To main-

tain the strong standpoint that JUDO originated in Japan, Japan Judo Federation （JJF） dis-

cussed carefully whether or not to join IJF.

Japan Judo Federation joined IJF formally in 1952 and took the initiative of JUDO’s worldwide 

development and popularization at the same time. Proceeding with the organization of JUDO 

and enacting the regulations of JUDO competitions achieved inclusion of JUDO in the program 

of the Olympic Games.

（2） Although the activities of inclusion of JUDO in the program of the Olympic Games have 

been started from Athens IOC session in 1954. Since the decision on the host city for the 18th 

Olympic Games, these activities stood at a major crossroads.

Because of good conditions in all directions, JUDO has been decided to include in the Tokyo 

Olympic Games by the Athens IOC session held in July 1961, such as being in an advantageous 

position as the host country for the 1964 Games; the Ryotarou Azuma’and Shigorou Takaishi’ef-

fort as members of the International Olympic Committee; Athens Measures in Japan to achieve 

inclusion of JUDO in the program of the 1964 Games. 

（受理日：2016 年 3 月 9 日）

Keywords: JUDO, Tokyo Olympic Games, official event
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1．研究意図

戦時，柔道は日本の国家主義，帝国主義の補助

手段として利用されたが，戦後になると，講道館

の戦災や武徳会の解散，学校柔道の禁止など日本

柔道界は一時的に発展困難な状況に陥った．そし

て各方面の努力から 1948（昭和 23）年に全日本

柔道選手権大会が開催され，1949（昭和 24）年

に講道館長でもあった嘉納履正氏を初代会長に迎

えた全日本柔道連盟が創立し，さらに 1950（昭

和 25）年に学校柔道の実施を再び認められるよ

うになり，順調に復活していた．

また，敗戦国としての国際地位を高めるよう，

日本が第 18 回東京オリンピック大会の招致活動

を成功すると，急速な国際化，組織化と相まって，

1961（昭和 36）年に柔道は東京大会の競技種目

として正式に採択された．柔道のオリンピック参

加は柔道が完全に近代スポーツ，あるいは競技ス

ポーツとなったともいえるものである．そこで

1964 年東京オリンピック大会において柔道を実

施するため，柔道試合の審判制度や実施方法など

に関して，日本と他外国が協議することによって

統一する必要性が生じた．こうした過程において，

「日本独特なアイデンティティ」と「国際統一の

基準」をめぐって摩擦と対立が常に生じ，またこ

れらの摩擦と対立を滑らかにするためお互いに多

少の取捨選択を避けることができない．日本柔道

の場合，この「摩擦対立」と「取捨選択」は柔道

のオリンピック参加を前後に日本と諸外国の間だ

けでなく，日本国内の柔道界でも引き起こされて

いたと考えられよう．そこで，本研究では，戦後，

柔道が 1964 年東京大会の公式競技として実施す

るまでの国際化過程を明らかにし，この過程にお

いて日本柔道界の対応について考察する．

本研究は上下に 2 つにわけ，まず柔道がどのよ

うにしてオリンピックの正式種目となったのかを

明らかにし，次に東京大会で柔道試合を実施する

にあたりどの様な課題に直面し，日本柔道連盟を

主体とした日本柔道界がどのようにして対応した

のかについて検討しようとする．具体的に，それ

ぞれ「日本柔道界による 1964 年東京オリンピッ

ク対策に関する一考察（上）─柔道のオリンピッ

ク正式種目化に着目して─」，「日本柔道界による

1964 年東京オリンピック対策に関する一考察

（下）─東京大会における柔道試合の実施に向け

て─」と題し，検討していくこととする．

2．柔道の国際組織化

2.1　国際柔道連盟の結成

戦後，日本は敗戦国として柔道を含む日本の固

有文化の価値について省察を加える余裕がなく，

欧米文化から救いの光を求めることに専念してい

た1）．日本国内では，全国規模の柔道組織や大会

が解散し，学校柔道も禁止された．しかしその一

方では，柔道の国際普及に伴い，ヨーロッパを中

心とした海外では柔道の組織化・競技化が急速な

発展を遂げ，この発展は各国内にとどまらず，国

際連携がみられるようになった．1948 年 7 月に

ロンドンオリンピックを機会に，イングランド，

イタリア，オランダ，スイスの四カ国が集結し，

柔道ではじめての国際組織「欧州柔道連盟」（Eu-

ropean Judo Union，EJUと略する）が結成された．

初期，柔道発祥の日本やアジア大陸諸国，アメリ

カ大陸は欧州柔道連盟に参加しなかった．とはい

え，日本柔道界では新しい道を開拓するため，柔

道のスポーツとしての価値を発揮するような声が

現れた．

…柔道もスポーツとしての本道をそれないよう

に，より楽しい，より効果的なるスポーツとして，

自己を更新しつつ，大分の打撃力を利用して，展

開せねばならない．古きことのみを以て最善とし，

それを黙守し，更新することなく，固く維持しよ

うとする力は，反って大きい打撃力の前には，遥

かに小さ過ぎる抵抗力として，維持出来なくして

スポーツとしての柔道の生命を断ち切らざるを得

ない様な力とならないとも限らない…2）
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…柔道が有意義な立派なスポーツであるという

ことは，いな，そうあるべきためには，われわれ

は過去に押付けられた下らぬ教義から脱して，柔

道を平和精神に徹した，男性的な性格に置き換へ

られなくてはならない．われわれは妙な歴史にこ

だわったり，封建思想の裏面でしかない国民的な

感情などという恋々とじている時ではない…3）

また，この頃下記に示しているように日柔連会

長嘉納氏も類似な意見を述べ，柔道のオリンピッ

ク参加にも触れていた．しかし，日本柔道総本山

の講道館館長，また日本柔道連盟会長という日本

柔道界を代表，牽引する立場として，嘉納氏が柔

道の国際スポーツ化に対して慎重な姿勢も見せて

いる．

之はスポーツ柔道として誠に悦ばしい事であっ

て，やがて国際オリンピックに柔道が参加する日

も，必ずしも遠くないとも思はれるのである……

真に柔道が日本の柔道でなく世界の柔道たらんと

している事は現実の姿である……世界の柔道とし

て発展を観っている現在，まづ国内の柔道会が互

に助けあって，中央は地方の為に地方は中央の為

に，隔意なくうち融けて柔道隆盛に協力すること

こそ，柔道人のありたき態度であろう4）．

一九四六年版のボネモーリ・ドエルト共著の柔

道に左の様に述べている．昔の柔道を近代化した

のは教育家嘉納教授の理解ある熱情ある感得力に

よったものである．氏は全く古い柔術を根本的に

変形し，各人の接し得られる完全なスポーツ柔道

を生んだのである……しかし新しい時代にスポー

ツとして大衆化されるには，種々の点で研究すべ

き余地があるのであって，此等の点は医学に例え

て言うならば臨床の面であり…5）

加えて，1949（昭和 24）年に全日本柔道連盟

の結成に続き，1950（昭和 25）年に学校柔道が

復活し，日本柔道が徐々に戦後の窮境から復活す

るようになると，柔道の国際スポーツ化に関して

依然として以下のような積極的な意見や具体的な

提案が続々と出てきた．「オリンピック参加」や「体

重制」「審判規定」など，これらの声に対して，

嘉納氏が「無批判に之を柔道にあてはめるが如き

は本末転倒であって，むしろ柔道の本質論からの

探求を第一にすべきであろう」6）と，依然として

保守的な意見を述べている．

国内的には全日本柔道選手権大会を年々開催

し，その実力を向上発展させること，対外的には

柔道を次回オリンピック大会に加へ，参加を目標

に真剣に努力をすること7）；

柔道の審判規定は……柔道をスポーツ競技とし

て完成させるという見地から再検討した場合果た

して此のままでよいかどうか8）；

年齢別体重別試合が実施されるならば，柔道は

国民多数のものとなり，しかも正しい柔道の認識

を高めるに役立つであろう9）；

将来柔道がスポーツとして，世界に発展し，オ

リンピック競技の一種目ともなるとすればレスリ

ングほど細別はしなくてとも，体重による段階を

作ると云う事は，正に一考すべき事ではなかろう

か……発展普及は前代未聞のこの絶好の機会に審

判法もこの線に沿ふて改革し，欧米人にも納得出

来るものとして一日も早くオリンピック競技の一

種目となる事を念願してやまぬものである10）．

日本国内においてこうした舌戦が繰り広げられ

た反面，海外では 1950（昭和 25）年にはイタリ

アにおいて欧州柔道連盟の第 3 回総会が開催さ

れ，欧州の加盟国が 11 カ国を数えるに至り，そ

の基礎を固めていた．1951（昭和 26）年 7 月，

ロンドンの第 4 回総会にて南アメリカ南部のアル

ゼンチンが新たに加盟することを契機に，欧州柔

道連盟が一層世界的色彩を帯び，発展的に国際柔
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道 連 盟（International Judo Federation，IJF と

略する）へ改称した．その会長に従来の欧州連盟

会長イタリアのトルチ氏が選出した．

実際，IJF が発足する直前の 5 月 16 日，嘉納

氏がトルチ氏から，7 月中旬ロンドンにおいて開

催される第 4 回欧州柔道連盟会議に代表者を派遣

するよう，手紙をもらったが，日本側が代表者を

派遣しないこととした．これに関して，嘉納氏は

「講道館におきましては，世界柔道連盟の組織に

関し夙く故嘉納教授の時代から関心を持っており

ました」11）と述べ，柔道創始者嘉納治五郎が最初

に世界柔道連盟に関心を持っていたことを示し

た．さらに氏は，世界における柔道の発展・普及

を行うため，柔道の発祥の殿堂としての立場から

日本の講道館が「世界の柔道人の大きな友愛連絡

協力の団体を作る御世話役を致す義務」12）を感じ

ていると，講道館の威信をアピールするメッセー

ジを発信している．

柔道の本格的な国際組織として発展するために

は国際柔道連盟が柔道発祥地の日本の参加を求め

なければならない．日本側が柔道の国際化を推進

していく中で，総本山の権威を保たなければなら

ない．そこで，国際柔道連盟も日本側もお互いに

連携の糸を断ち切らないまま，両方とも納得でき

る方法を模索していった．

2.2　国際柔道連盟の参加

1951（昭和 26）年 11 月 28 日から翌年 2 月 15

日にわたって，講道館館長嘉納履正をはじめとす

る国際親善柔道使節団が欧米 9 カ国を巡遊して柔

道の実況をみることとなった13）．期間中，1951（昭

和 26）年 12 月 5 日に同行の日本人の柔道選手が

パリで開かれる欧州柔道選手権大会の模擬試合に

出馬し，また翌日に世界柔道連盟の臨時委員会が

開かれ，嘉納館長がオブザーバーとして出席した．

席上，日本の連盟参加の希望が出てきて，その場

合には嘉納館長を世界柔道連盟会長と推戴する旨

の案が上程され，23 カ国満場一致で非公式に承

認された14）．

そのほか，訪問途中で「世界柔道を日本が指導

すれば大いに歓迎する」「柔道に関し講道館に対

し，心からの援助を辞せず」，「世界柔道連盟は，

講道館長を会長として組織出来る」，「他のスポー

ツと違い会長も本部も日本にあることとなるのは

悦ばしい」15）などの好意な言葉を受けながら，嘉

納氏が「これ等の国際会議には，色々微妙な問題

があるので，全く安心もしませんでしたが」16）と

語っているように，日本側が国際柔道連盟に乗り

出すことに不安を抱えていた．

1952（昭和 27）年 8 月，スイス・チューリッ

ヒにて国際柔道連盟の総会が開催されたが，嘉納

氏の欠席にもかかわらず，日本加盟の場合には日

本柔道連盟の嘉納会長を国際柔道連盟の会長に推

戴する案が正式議論され，多数賛成で提案が決定

した．国際柔道連盟のトルチ会長がこの決定案を

嘉納館長宛正式に通達し，日本の正式加盟を要望

した17）．

講道館創立七十周年記念式典の機会に 1952（昭

和 27）年 11 月 21 日に全日本柔道連盟臨時評議

会が開催され，国際柔道連盟からの日本の加盟及

び会長引受の件が正式に決定された．特に，会長

の引受については更に慎重を検討する為，小委員

会が設けられ，種々の観点から意見の交換が行わ

れた末，成案を得た．

1952 年度の欧州柔道選手権大会がパリで行わ

れる機会に，12 月 10 日に国際柔道連盟臨時総会

が開催されることとなった．その際，日本の加盟

可否が正式に発表されるため，日本側から嘉納氏

の代理として講道館国際部田代重徳部長がパリに

赴く事になった18）．結果，本総会で主として三つ

の事項を決定した：日本の国際柔道連盟加盟が正

式決定した；1952-1956（昭和 27-31）年講道館館

長嘉納履正が国際柔道連盟会長に決定した；国際

柔道連盟本部を日本におき，新しい規約を起草す

ることを日本側に委任した．

なお，日本側の代表でもあった田代部長が国際

柔道連盟の組織構成や各自の権利などについて，

若干の具体的な意見を披露した．その旨は以下の
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通りである19）（【　】内の説明文は著者が付け加

えるもの）．

【国際柔道連盟の主要目的について】

本連盟の主要目的が会員相互間の友好関係の

増進にあり，講道館柔道の精神名及び技術面の

維持進歩を計るべきあらゆる方法を講ずると共

に会員相互間に起こることあるべき不和の除去

に努むべきこと．

【講道館の国際柔道連盟に対する地位及び責任

について】

講道館の本連盟に対する地位及び責任につき

まして，若干申し述べる．

◎講道館は創立七十年の歴史を有する日本に

おける最古最大の柔道道場たること．

◎講道館は日本に於いてのみならず世界を通

して段決定の唯一の機関なること．

◎講道館には館員として現在僅かに三名とな

れる十段を始め高段者を網羅し且役員等には日

本柔道界に於ける指導人物の大多数之に当り，

大規模な柔道大会は何れも講道館の主催か又は

全日本柔道連盟との共催による．而して講道館

の役員其他は同時に全柔連，日本学生柔道連盟

等の役員を兼任していること．

◎講道館の日本に於いて占める地位は以上の

如きものであるが，若し国柔連が講道館柔道の

健全なる発展に寄与し且国柔連の現行規約が柔

道の技術的事項を挙げて講道館の指導に帰して

いる以上講道館は国柔連自体に対し又各連盟員

に対し技術上の事項例えば国際審判規定，重量

制の問題，指導方法の基準等に関し勧告を与え

ること．

【国際柔道連盟の組織構成について】

先般チューリッヒ総会に於いて各大陸に

夫々大陸連盟が置かれ，その事務機関が設けら

れることになったので，国柔連の事務は非常に

簡潔に運ばれる事になったが，各大陸内の事柄

は自治的に取り扱われることと諒解すること，

従って国柔連乃至中央委員会（欧米亜三大陸連

盟会長を以て組織す）に帰属する事項は大陸相

互間の事項及び世界的に至る問題のみとなる次

第である．

各大陸連盟内に於いて提起せらるべきことあ

る少数意見も同会長を通して中央委員会の問題

となし得ること．

【中央委員会の権利について】

下記事項は中央委員会の権限に属し，其の執

行は国柔連会長に依て行われること．

◎定例及び臨時国柔連総会の開催及び主催

◎定例及び臨時中央委員会の開催及び主催

◎国柔連会員の加入及び脱退に関する事項

◎国柔連のオリンピック参加促進

◎本連盟全会員による国際試合及びオリン

ピック協議の斡旋

【人事について】

◎新制度に伴う連盟規約の修正に就いて田代

より今回出張の機会に各方面の忌憚なき意見を

徴したる上，帰国の上，嘉納会長に委細報告慎

重審議の結果草案ならば各大陸連盟に連絡意見

を求めることとし．

◎中央委員会の構成は一応各大陸連盟の会長

を以て委員とすることとなり居れるも英仏其の

他列席代表の希望によりさらに副会長も加える

事に決定．

◎連盟事務の簡潔を計るため事務総長設置の

件に就いては場所としてパリが最適なることに

大体意見の一致を見たが，人選に就いては田代

より帰国の上適当の時期に決定すべきことにし

た．

このように，日本が国際柔道連盟へ加盟し，嘉

納履正氏が会長に決定することから，日本側が世

界柔道の発展・普及の主導権を握ることができた．

嘉納氏が「世界各国の柔道界は率直についてまだ
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組織の未完成な所もあり，今後の発達こそ待ち望

まれるのである．また各国内の内部事情も必ずし

も統一が出来ていると限らず，之が解決を必要と

する場合も少しとしない」20）と述べ，世界柔道を

リードしていく困難を示したが，日本の加盟に

よって全世界規模にわたる柔道の国際組織化が確

実に進んでいった．

以降，世界各国における柔道のさらなる普及・

発展に伴い，1956（昭和 31）年 5 月 3 日に東京

蔵前・国技館で第一回世界柔道選手権の開催を迎

えることができた．日本で名実ともに世界一を選

ぶこの大会は各方面から注目され，21 カ国も参

加した盛況だった．同年の国際柔道連盟第 1 回総

会が東京大手町産経国際ホールにおいて開催さ

れ，加盟国は従来の 17 カ国から一挙 30 カ国に増

加した．第一回総会当時ヨーロッパ中心であった

国際柔道連盟がアメリカ大陸諸国，アジア諸国，

ニュージーランドなどを加えたまで飛躍した．

柔道が東京オリンピックの実施種目として正式

に決定した 1961（昭和 36）年までは，1958（昭

和 33）年に第 2 回世界柔道選手権大会を経て，

1961 年（昭和 36）12 月にパリで国際柔道連盟第

2 回総会が開催された．この総会において，アフ

リカ地域 5 カ国その他の加入が認められ，加盟国

は合計 48 カ国となった．これに伴って従来から

あったアジア，ヨーロッパ，アメリカ，大洋州の

各地域連盟のほかに新しくアフリカ柔道連盟が設

立されることに決まった．また，翌日の第 3 回世

界柔道選手権大会がはじめて日本以外の都市で開

催され，25 カ国，57 選手がパリに集まり，オラ

ンダ選手ヘーシンンク五段が初の外国人王者と

なった．

このように，日本柔道は急速な競技化・組織化

を遂げ，もはや世界の柔道へ発展していった．そ

して柔道大会の開催に伴う試合規定の統一や，国

際柔道連盟加盟国の増加などは，柔道がオリン

ピック正式種目へ加入するための大きな前提条件

を提供したといえよう．

3．柔道のオリンピック正式種目化過程

3.1　1964 年東京大会決定以前

1950 年代から柔道のオリンピック参加問題に

関する運動が展開されていた．当時，国際オリン

ピック委員会に東龍太郎，高石真五郎日本人 2 名

が在籍し，東氏が東京都知事でもあった．1954（昭

和 29）年のアテネ IOC 総会の際，嘉納履正が会

長を務めた国際柔道連盟（本部・東京）が東 IOC

委員に懇請し，東氏が国際オリンピック委員であ

る関係上，柔道の参加問題について熱心な発言を

していた．その結果，アテネ IOC 総会において

は懸案として可決に至らなく，次回に持ち越され

ることとなった21）．

1955 年（昭和 30）4 月，メルボルンでオリンピッ

ク大会施設を視察するため渡豪した際，日本に立

ち寄った国際オリンピック委員長ブランデージ氏

の歓迎パーティーが椿山荘で開かれ，東氏の紹介

で講道館国際部田代重徳部長はブ氏と面接し，柔

道の参加問題について希望を開陳した．「柔道の

国際団体が数個あって一本化していない模様だか

ら，まず統一された国際団体を結成する必要があ

る」22）と言ったブ氏に対し，田代部長が「日本に

本部のある国際柔道連盟が唯一の国際団体であり，

既にオリンピック本部からも公認されている」23）

と開陳したが，国際柔道連盟の力不足と国際オリ

ンピック委員の中で柔道に関する認識の薄さを確

認した．1957（昭和 32）年のソフィヤの IOC 総

会に於いて新規種目として，バレーボールとアー

チュリー（弓道）とが投票の結果採択されたが，

柔道は惜しくもその選に洩れた24）．

1958（昭和 33）年に東京で開催されたアジア

大会のため来日した国際オリンピック委員の人々

を講道館に招き，親しく柔道を説明したように25），

その後，機会ある限り柔道の啓蒙活動に努力して

いた．しかし，柔道のオリンピック参加にとって

最も適当な時期といえば，1964（昭和 39）年の

オリンピック東京大会の決定を待たなければなら

なかった．
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3.2　1964 年東京大会決定以降

戦後，敗戦国としての日本が再び国際オリン

ピック委員会に復帰を果たしたのは 1951（昭和

26）年であった．1951（昭和 26）年に第 44 次

IOC 総会が開き，日本のオリンピック参加が認

められ，翌年の第 15 回ヘルシンキ・オリンピッ

ク大会に戦後はじめて代表選手団を派遣した．国

際舞台への復帰が順調に進んでいる中，日本はオ

リンピック大会の東京招致活動を積極的に行なっ

ていた．1955（昭和 30）年 10 月 10 日，第 18 回

オリンピック大会の招致という決議案が東京都議

会で満場一致で決議された．翌年 1958（昭和 33）

年の第 54 次 IOC 総会の開催地が東京に決定する

と，東京オリンピック開催の招致活動にとって大

きな追い風となった．そして，第 54 次 IOC 総会

で日本側から第 18 回大会の正式招請状が手渡さ

れ，1959（昭和 34）年 5 月 26 日にミュンヘンで

行なわれた第 55 次 IOC 総会で日本は 56 票中の

34 票を獲得し，1964（昭和 39）年の第 18 回オリ

ンピック大会の開催地に決まった．

1964 年オリンピック大会が東京に決ると，国

内外の柔道関係者が柔道を「オリンピック正式種

目として取り上げられることを希望するのは，当

然のこと」26）となった．この時の心境について，

嘉納履正が以下のように語っている27）．

来る 1964 年の大会が日本で行われるについて

は，柔道発せの母国での大会であり，且柔道の創

始者たる嘉納治五郎が日本最初の IOC 委員であ

り，日本体育協会の創立者という点からいっても，

その実現は私たちの切に希望する所であった．

また，講道館国際部の田代氏が以下の理由を

もって 1964 年のオリンピック東京大会を期して

の柔道の参加は最も時宜に適した者であると述べ

ている28）．

①主催国である日本が柔道の母国であること

②従来のオリンピック競技種目はいずれも西欧

にその源を発したものであり，アジアに起源をも

つスポーツは一つもない．オリンピックがいやし

く世界的規模のものであり，アジア民族のプライ

ドの上からも，日本に起源をもつ国際的スポーツ

柔道が一種加えられることは最も望ましいところ

であること．

③国際柔道連盟が既にオリンピック本部により

公認されていること．

④バレーボールや弓が既に公式種目として新規

に採用されている以上，世界的に以上の発展をと

げつつある柔道の採用は必至であるべきこと．

しかし，最も時宜を得たと言いながら，柔道を

正式種目に取り上げるには大きな難点があった．

まず，オリンピック大会の規模が次第に大きくな

るにつれ，費用のかさむことになるため，国際オ

リンピック会議の方針として競技種目が多すぎ，

圧縮すべきだという傾向に動いている29）．これに

ついて，1960（昭和 35）年 6 月 20 日の全柔連理

事会の席上で嘉納会長も「柔道をオリンピック種

目にすることについては以前から運動を行ってい

たが，近来，オリンピック種目を縮減しようとす

る傾向にあるので，中々困難な実情にあった」と

報告した30）．次に，1951（昭和 26）年に国際柔

道連盟が成立して以来，1956（昭和 31）年，1958

（昭和 33）年それぞれ二回にわたって世界柔道選

手権大会を開催したが，「何といっても古い柔術

としての面で知られ，近代競技としての認識が薄

い」31）のであった．

これらの難点に直面しながら，1964 年オリン

ピック大会が柔道の母国である日本で行われるこ

とに期し，また近代柔道が少しずつ世界的スポー

ツとして普及発展するにつれて，オリンピックの

正式競技種目として採用されるという国内外柔道

界の熱望は白熱化した．

1959（昭和 34）年 5 月にスイスのジョナス氏が

柔道のオリンピック参加方法について長文の意見

書を嘉納会長に送り，また同年 10 月に嘉納会長

が田畑総務主事から柔道の参加を慫慂された32）．
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しかしながら，田代国際部長の病気などによって

東京大会の正式種目とする申出が延期することと

なった．

1960（昭和 35）年 3 月，日本オリンピック委

員会の総務主事田畑政治氏がスイス，ローザンヌ

でオットーメイヤー・オリンピック事務局長や

ジョナス・スイス柔道連盟前会長と会談の際，「柔

道は正式種目になるのか」，「なぜ，正式種目にし

ないのか」など，欧州各国から強い要望をうけ，

田畑氏帰国以降柔道を正式種目に加えることが急

に表面化した33）．同年 5 月 10 日，IJF 会長嘉納

は新井，久富，永野，早川氏等の日本柔道連盟関

係者と共に，東，高石両 IOC 委員及び津島，竹田，

田畑氏等の体協幹部と親しく懇談する機会を作

り，柔道の加盟について懇請した．東，高石両

IOC 委員をはじめとした出席者一同が熱心に賛

成した34）．

なお，海外では，欧州関係のオリンピック委員

を説得するなどヨーロッパ柔道連盟のポネモリ博

士が熱心に奔走し，スイスのオットー・メイヤー

IOC 事務局長も好意ある通信を嘉納会長に寄せ

られた35）．1960（昭和 35）年 6 月 5 日，嘉納会

長宛にブランヂージ IOC 会長から，柔道の国際

的に普及している事実を承認し，柔道を正式種目

として加えることについて 8 月のローマ IOC 総

会に討議事項として柔道のオリンピック参加の件

を付議するという趣旨の書信が届いた36）．このよ

うに，各国のオリンピック委員に柔道に対する理

解と援助を懇請して，ようやく IOC 総会で討議

事項として取り上げることに辿り着いた．

ようやく，1960（昭和 35）年 8 月 20 日から四

日間にわたってローマで第 57 回 IOC 総会が開か

れ，22 日に柔道のオリンピック正式種目化の採

決が行われた．新しい種目として採り上げるには

決定権を握っている IOC 委員三分の二以上の賛

成を獲得しなければならなかった．

議題は実行委員会から提出し，会場では東 IOC

委員が提案した．東氏が提案した時，「規則改正

が困難なら，東京大会だけに限って行うことにし

てもよい」と付け加えたほど，必死であった．こ

れに対して，ブランデージ会長が「柔道を加える

には規則をかえるしか方法がない」と述べたのち，

直ちに賛否にかけられた37）．反対者の発言として，

フランスのピエトリ委員は「二十カ国以上の国で

やっていなければオリンピック種目にすべきでは

ない」と述べ，またオーストラリアのウェヤ委員

は原則としてオリンピック種目をふやすことに反

対しているという主張を一貫させるために反対し

た38）．この質問に対して，ブランデージ会長，オッ

トー・メイヤー書記長などから「アメリカでも盛

んだ」「三十カ国以上でやっている」といった好

意的な応答がされ，また特別にチェコ，ハンガリー

の委員から「東京大会から柔道を加えるのは大賛

成だ」39）との賛成の声に後押しされ，柔道の加入

は予想以上に好意的な空気の中で討議されてい

た．採択の結果，アメリカ，スイス，ハンガリー

等の代表が賛成し，反対票ただ 2 票で柔道が東京

オリンピック大会で正式種目に採用されることと

なった．

日本時間 22 日午後 9 時頃，採用決定のニュー

スが国内に飛び込み，毎日新聞，読売新聞をはじ

めとする各紙40）は翌朝第一面に大見出しをつけ，

この大朗報を報じていた．「柔道がオリンピック

正式種目になったことは，公式にスポーツとして

柔道が世界的に公認されたことを語るもの」41）と

もなった．

4．東京大会実施種目の最終決定にむけて

第 57 次 IOC 総会で柔道を正式種目として採択

したといって，柔道が東京オリンピックに正式種

目として加わることが完全に確定したとは言えな

い．

1959（昭和 34）年のミュンヘン総会で東京大

会の種目について暫定的に 21 種目を決められて

いるが，1960（昭和 35）年 6 月，東京五輪大会

主催の総勧進元としてオリンピック東京大会組織

委員会は東京虎ノ門の霞会館で第 4 回競技特別委

員会を開き，東京大会の開催競技種目について協

42
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議し，主として以下の三点の原則を決め，これを

ローマ総会で提案した42）．

①ローマの IOC 総会で柔道が正式種目に加え

られた場合は柔道を必ず実施する．

②柔道が加えられなかった場合はミュンヘンの

IOC 総会に提出したオリンピック回答書にある

二十一種目を行うが，柔道が加えられた場合は前

記二十一種目中からカヌーを減らして計二十一種

目で行う．

③デモンストレーション種目は，国内スポーツ

は剣道とし，柔道が正式種目に認められなかった

場合は柔道，外来スポーツは野球とすることに

なった．

しかし，東京オリンピック大会で IOC の意向

として十八種目に制限したいという種目制限案を

主張し，種目制限案の正式決定は 1961（昭和 36）

年 6 月にアテネで開催する IOC 総会において，

正式に東京オリンピック大会で行う種目について

IOC 委員の決議で最終決定するわけであった．

1960（昭和 35）年 11 月頃，IOC では各国 IOC

委員 56 人に 18 種目と 15 種目の場合の種目をど

れにすべきかと回答を求めていた．それによると，

18 種目の場合は柔道，バレー，サッカー，ハン

ドボールの順で四項目が外され，15 種目の場合

は水球，サッカー，洋弓，柔道，バレー，ハンド

ボールの順で 6 種目が外されている．東京オリン

ピック大会から正式採用された柔道が案外に不人

気であることがわかった43）．前にも触れたように，

その理由は，オリンピックのアマチュア精神に基

づき，西半球，東半球ということで四年毎に各国

を廻り持ちできるよう，経済的にも計画としても

主催国に重荷をかけないよう，全体で 23 種目か

らできるだけ絞って 15-16 種目にし，多くても 18

種目というのがオリンピックの根本方針になって

いたからである44）．また，「柔道に対する各国の

人気と言えば……柔道をやれというほどまだ徹底

しているかどうかは疑わしい」45）部分もあった．

その一方，実施種目の決定に関して，「東京で

やるんだから，日本で決めた原案を尊重すべきで

ある．種目については日本に委かせようじゃない

か」46）という主催国を尊重する空気になりがちで

あった．いずれにしても，アテネ総会で決定する

までには「安心できない雲行き」47）の状態だった．

この状態に対して，1961（昭和 36）年 2 月下旬

に柔道オリンピック審議会が設置され，アテネ総

会で確定的に柔道を東京大会の正式種目として決

めるために必要な諸般の措置，いわゆるアテネ対

策について討論していた．必要なる措置として取

り上げられたのは以下の四点であった．

①各国における柔道協会の幹事に対してその国

におるオリンピック委員に，ぜひ柔道が正式種目

として東京でやれるようにしてもらいたいという

要請を日本から各国の柔道協会の幹部宛てに要請

をすること48）；

②それからアテネ総会に会長以下必要なる人が

必ず出馬し49），アテネ行きの幹事役として日本柔

道連盟理事早川氏に決議した50）；

③そしてまた優秀とくに技術の優れた人をアメ

リカ，ヨーロッパなどへも派遣して，この 1 月半

ほどの間に非常に柔道が優れているということを

プロパガンダすること51）；

④最後に，柔道界自体だけでなく，他競技種目

や中央，各県の体育協会などの全部が団結し，日

本特有の柔道を競技あるいはスポーツとして日本

のオリンピック大会に入れていこうという姿勢で

努力しなければならないこと52）．

日本代表団は東京オリンピックの種目として近

代五輪とカヌーをけずって柔道とバレーをいれる

という提案をもって，1961（昭和 36）年 6 月 19

日にアテネで開かれる国際オリンピック委員会総

会に臨んだ．IOC 総会の日本代表は総会前に各

国代表と非公式に接触し，特に日本案に強く反対

していたオットー・メイヤー IOC 書記長などを

日本案に賛成するよう，「近代五種，カヌーはヨー

ロッパでは伝統があるが，アジアでは競技経験が

43
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少ない．逆にアジアでは柔道，バレーが人気があ

るから，史上初のアジア・オリンピックという特

殊性を考えてほしい」53）と，説得していた．これ

らの IOC の実力者の了解を取ったことは，日本

側に大きなプラスで，日本代表団の間に楽観的な

観測が生まれ始めている．このように，万全なア

テネ対策を貫いた結果，柔道がオリンピック正式

種目に決定した．

5．結論及び今後の課題

5.1　結論

本研究で検討した結果をまとめると，以下のよ

うに挙げられる．

（1）柔道の国際組織化は最初欧州柔道連盟の結

成を契機にヨーロッパを中心にその基盤を固めて

いき，1951（昭和 26）年に国際柔道連盟へ改称

したことに至った．日本の加盟に関して，日本側

は柔道の総本山という立場を維持するよう懸念を

抱き，慎重に対応したが，1952（昭和 27）年に

正式加盟に決定した．日本が国際柔道連盟に加盟

することから国際柔道の発展・普及を行う主導権

が日本側へ移った．

（2）1954（昭和 29）年のアテネ IOC 総会から

柔道のオリンピック参加に関する活動がすでに開

始したが，1959（昭和 34）年に第 18 回オリンピッ

ク大会の開催地が東京に決まったことを契機に，

これらの動きが転機を迎えた．1964 年オリンピッ

ク大会の開催国という有利な立場や，IOC 総会

における東龍太郎氏と高石真五郎氏の二名 IOC

委員の努力，東京大会実施種目として最終決定に

むけての日本国内のアテネ対策など，各方面の有

利な条件によって 1961（昭和 36）年 6 月 19 日の

IOC 総会において，柔道が正式的に東京オリン

ピックの実施種目に決定した．

（3）柔道自身の国際組織化は柔道が東京オリン

ピックの実施種目に決定するための重要な条件を

提供した．特に日本柔道連盟が国際柔道連盟に加

盟することから，全世界柔道界がより団結的かつ

組織的に行動し，柔道のオリンピック参加に大き

な後押しをした．その一方で，1964 年東京オリ

ンピック大会の決定は柔道が東京オリンピックの

実施種目に決定するための最も有利な客観的な契

機を提供した．

5.2　今後の課題

柔道が東京オリンピックの競技種目として正式

に決まり，日本で生まれ育った柔道がオリンピッ

ク大会で実施されると，開催者側としての日本は

世界的に視野にたって様々な課題を研究しなけれ

ばならない．1964 年東京オリンピックで柔道を

実施し，オリンピックの柔道実施要綱を決めるた

め，具体的に体重制の採用問題や審判員の割り振

り，アマチュア解釈，段位の国際的統制などの諸

問題があった．また，1961（昭和 36）年 12 月の

第 3 回世界柔道選手権大会ではオランダのヘーシ

ンンク五段が初の外国人王者となったため，東京

大会で日本がどのようにして外国選手を破り優勝

の座位を取り戻すのかも大きな課題となった．こ

れらの課題について，次回で「日本柔道界による

1964 年東京オリンピック対策に関する一考察

（下）─東京大会における柔道試合の実施に向け

て─」と題し，検討していくこととする．
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用は著者の実費負担とする．

10．投稿原稿（本文および図表・写真等）は電子データとして，下記の所在に送信する．

　　総合スポーツ科学研究センター　souspo@nittai.ac.jp
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