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研究論文

オリンピックにおける M. シャシェフスキーのコーチング哲学について 1

佐良土

茂

樹（総合スポーツ科学研究センター）2

Abstract
The purpose of this study is to clarify what kinds of coaching philosophy Mike Krzyzewski（also
called as Coach K）followed in his building the USA basketball team in the Olympic games as a
head coach and winning the three consecutive Olympic gold medals. Considering the fact that
some of the team USA in the past couldn’
t win the gold medal even though the team has a full
of all-star players, it is absurd that winning three gold medals is reduced only to the abilities of
players. We can easily infer that Coach K had done so much as a head coach to earn those gold
medals for the team USA.
In this paper, I will make a brief review of Coach K’
s biography and record in Duke University and the team USA, and I will analyze and elucidate his coaching philosophy. As is well known,
Coach K has accomplished so many terrific achievements in his career, but here I focus on his
coaching philosophy in the team USA in the Olympic games. I will describe how Coach K emphasizes the importance of understanding the context, perspective, pride, humility, and the Gold
Standard in his building the team USA.
Keywords: Context, Perspective, Pride, Humility, The Gold Standard
コ ン テ キ ス ト

パースペクティブ

キーワード：背景・状況，広い視野，誇り，謙虚さ，ゴールドスタンダード

1．序
本稿の目的は，コーチ K ことマイク・シャシェ

ることである．コーチ K はオリンピックでヘッ
ドコーチとして代表チームを率いて三連覇という
過去に前例のない輝かしい成績を収めているが，

フスキー（Mike Krzyzewski）がバスケットボー

アメリカ代表がそれ以前のオリンピックでオール

ル競技の米国代表ヘッドコーチとしてオリンピッ

スター級の選手を結集させながらも銅メダルとい

クにおいてどのようなコーチング哲学に従って

う成績に終わったことがあることを考えれば，

チーム作りをしてきたのかを概略的に明らかにす

コーチ K が為し遂げた三連覇を選手の実力だけ

1
2

A Study on Mike Krzyzewski’
s Coaching Philosophy in the Olympic Games
Shigeki Sarodo

1

OS文化研究02.indb 1

2017/05/26 11:02

オリンピックスポーツ文化研究

に還元するのは不条理である．そこにはやはり，
コーチとしてのチームづくりの手腕が寄与してい
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積み重ねていくことになる．
コーチ K の指導成績のなかで特筆すべきは，
歴代二位となる 5 回の NCAA トーナメント優勝

るものと推測される．
そこで本稿では，まず 2．においてコーチ K の

（1991 年，1992 年，2001 年，2010 年，2015 年 ）

デューク大学及び代表チームでの戦歴を概観した

である4）．また，NCAA のファイナルフォーには

うえで，3．においてそのコーチング哲学を紐解き，

12 回進出しており，NCAA トーナメントには 21

その詳細を明らかにする．コーチ K 自身，本務

年連続出場を果たしている．さらに，2015-16 年

のデューク大学バスケットボール部ヘッドコーチ

シーズン終了時には NCAA ディヴィジョン I 史

として輝かしい成績を残しているが，本稿では特

上最多の 1043 勝（321 敗）を挙げている．

に「オリンピックで戦う代表チーム」を率いるう

また，デューク大での教え子たちは大学卒業後

えで彼が用いた固有なコーチング哲学に光をあて

もプロとして活躍しており，これまで 53 人の選

ることにしたい．

手を NBA ドラフトへと導いている（そのうち 32
人が一巡目指名）．そのうちでもオールスター級

2．デューク大学ブルーデビルズ及びアメリ
カ代表チームでの戦歴
2.1

の選手としては，クリスチャン・レイトナー，グ
ラント・ヒル，エルトン・ブランド，シェーン・
バティエ，カルロス・ブーザー，カイリー・アー

コーチ K の略歴と本務での戦歴

ヴィング，ジャバリ・パーカーなどがいる．

コーチ K ことマイク・シャシェフスキーは，

ま た 指 導 者 の 道 を 歩 む 教 え 子 た ち も い る．

1947 年 2 月 13 日イリノイ州シカゴで生まれた1）．

NBA にはユタ・ジャズの H C を務めるクイン・

ウ エ ス ト ポ イ ン ト

ヘッドコーチ

地元のウェーバー高校を経て，陸軍士官学校では

シュナイダーとそのアシスタントコーチを務める

名将ボブ・ナイトのもとでポイントガードとして

アントニオ・ラングがおり，NCAA ではハーバー

─最終学年にはキャプテンとして ─活躍す

ド大 HC のトミー・アマカー，ノートルダム大

る．その後，5 年間米国陸軍に従事し，退役後は

HC のマイク・ブレイ，ノースウェスタン大 HC

インディアナ大学に移っていたナイトのもとでア

のクリス・コリンズ，マーケット大 HC のスティー

シスタントコーチとして本格的なコーチングキャ

ブ・ウォジョハウスキーなどがいる．

リアを開始する．1 年後，ナイトの推薦もあり，

コーチ K は指導者としての活躍によってさま

母校の陸軍士官学校でヘッドコーチに就任する．

ざまな賞を受け取っているが，その中でも最も重

このときコーチ K は若干 28 歳で，当時 NCAA

要なのが 2001 年にバスケットボールの殿堂入り

ディヴィジョン I 最年少ヘッドコーチだった．陸

を果たしていることである5）．また，2009 年には

軍士官学校の 5 年間では 73 勝 59 敗という成績を

陸 軍 士 官 学 校 ス ポ ー ツ 殿 堂 入 り，2011 年 に は

残して，1980 年に現在の本務校であるデューク

デューク大スポーツ殿堂入りを果たしている．さ

大学ブルーデビルズへ移る．

らにアメリカバスケットボール（USA Basket-

デューク大での最初の 3 年間は 38 勝 47 敗の負

ball）年間最優秀コーチ賞には六度輝いている

け越しという芳しくない成績であったが ，その

（2006 年，2007 年，2008 年，2009 年，2012 年，

後，1983 年にジョニー・ドーキンズ，マーク・

2014 年）．それ以外にも，大学バスケの年間最優

アラリー，ジェイ・ビラス，デイヴィッド・ヘン

秀コーチとして複数回表彰を受けている．

2）

ダーソンらを加え，1983-84 年シーズンに 24 勝を

以上のような戦歴や受賞歴からすれば，彼の大

挙げて，初めて NCAA トーナメントに出場する ．

学コーチとしての活躍は他を圧倒しているという

ここから，コーチ K は長きに渡る勝利の歴史を

ことが明らかであろう．

3）

2
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2.2

アメリカ代表チームのアシスタントコーチ
として

している．
その後，1996 年アトランタ五輪でもチャール

コーチ K は，アシスタントコーチとして五輪

ズ・バークリー，アキーム・オラジュワン，シャ

の代表チームに複数回携わっている ．1984 年ロ

キール・オニールたちをヘッドコーチのレニー・

サンゼルス五輪では，恩師ボブ・ナイトがヘッド

ウィルケンズが率いた通称「ドリームチーム III」

コーチを務めた関係で，スペシャルアシスタント

が活躍し，自国開催に金メダルを添えた．このと

コーチとして代表チームの金メダルに貢献してい

きは，初代ドリームチームのメンバーに加えて，

る．また，1992 年バルセロナ五輪に挑んだドリー

グラント・ヒルやアンファニー・ハーダウェイと

ムチームでは，名将チャック・デイリーのもと，

いった当時の若手注目株を陣営に揃えて，平均得

3 人いるアシスタントコーチのひとりとしてベン

失点は 31.7 点と，やはり他国を圧倒する力の差

チに座った．この代表チームには，マイケル・

を見せつけた10）．

6）

ジョーダン，ラリー・バード，マジック・ジョン

しかし，アメリカ代表チームに異変が起こった

ソンといった錚々たるメンバーが名を連ねてお

のは 2000 年シドニー五輪のときである．当時ス

り，そうした選手たちと活動をともにすることで

ターだったヴィンス・カーター，ケヴィン・ガー

コーチ K 自身も多くを学び，「バルセロナ五輪は

ネット，ジェイソン・キッドなどをヘッドコーチ

私がコーチとして成長するうえでとても重要だっ

のルディ・トムジャノビッチが率いて，最終的に

た」と後に述べている7）．そしてこの経験は，彼

は 8 戦全勝で金メダルを獲得するも，準決勝のリ

コンテクスト

自身にとっての「背景」として，後に自らがヘッ

トアニア戦では 2 点差，決勝のフランス戦でも

ドコーチとして代表チームを率いるときに重要な

10 点差と，これまでの代表チームと比べるとか

要素となってくる．

なりの接戦を演じてしまう11）．
そして，2002 年に開催された FIBA 世界選手

2.3

アメリカ代表チームのヘッドコーチとして

2005 年 10 月 26 日，コーチ K はアメリカ成年

権（米国・インディアナ州開催）では 6 位という
成績に終わり，さらに 2004 年アテネ五輪では，

男子代表チームのヘッドコーチに就任する．しか

アレン・アイバーソン，ティム・ダンカン，ステ

し，大学コーチである彼が一流プロ選手たちを率

フォン・マーブリーといった NBA のトップ選手

いるこの職に就くまでには，さまざまな契機が

たちをヘッドコーチのラリー・ブラウンが率いる

あった8）．歴史的な経緯を手短に確認しておこう．

という布陣ながら，トーナメント準決勝でアルゼ

周知のように，1992 年バルセロナ五輪ではプロ

ンチンに敗れて，銅メダルに終わってしまう（全

参加が解禁されたことで，「ドリームチーム」が

体では 5 勝 3 敗）．これはプロ参加解禁前の 1988

圧倒的な力で他国を捻じ伏せて，金メダルを獲得

年ソウル五輪以来の成績だった．バスケットボー

した．平均得失点差が 43.8 点だったことを見れば，

ルの祖国であるアメリカの威信はかなり危ういも

どれほどの実力差があったかは歴然である ．ま

のになってしまった．そこで，さまざまなプロス

た，このドリームチームに選ばれたほとんどの選

ポーツチームをゼネラルマネージャーなどとして

手が後にバスケットボールの殿堂入りしているこ

まとめあげてきた実績を持つジェリー・コラン

とを考えれば，そのメンバーの充実ぶりは容易に

ジェロに白羽の矢が立ち，アメリカ代表チームの

理解できるだろう．そして，ヘッドコーチのチャッ

再建が行なわれることになった12）．アメリカバス

ク・デイリーやアシスタントコーチのレニー・ウィ

ケットボール（USA Basketball）の総 責任者に

ルケンズのみならず，この「ドリームチーム」自

就任したコランジェロは，コーチ K をアメリカ

体も 2010 年にバスケットボール殿堂入りを果た

代表チームのヘッドコーチに迎える．

9）

マネージングディレクター

3
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2005 年にアメリカ代表ヘッドコーチに就任し
たコーチ K の最初にして最大の責務は，2008 年
北京五輪での金メダル獲得だった．これまでアメ

2017. 3

No. 2

は 27.8 点だった17）．コーチ K とコランジェロは，
見事に当初の目的を達成したのである．
しかし，二人の旅はそこでは終わらなかった．

リカ代表はオリンピックの直前に NBA のオール

その後，コーチ K は 2012 年ロンドン五輪ではコー

スター級選手たちを集めて，本番の大会に臨むと

ビー，レブロンにケヴィン・デュラントを中核に

いう急造チームのスタイルを取っていたが，もう

加えたチームで，準決勝はアルゼンチンを 109 対

このスタイルで他国を圧倒するのは難しくなって

83 で破り，決勝戦ではスペインを 107 対 100 で

いた．そこで，オリンピックまでの複数回の夏の

破り，金メダルを獲得する．オリンピック二連覇

期間に一貫性のあるチーム作りをしていき，本番

である．

の大会に臨むという長期的なチーム作りのスタイ

さらに，2016 年リオ五輪では，デュラント，

ルへと変更を行った．しかし，その過程も平坦で

アンソニー，カイリー・アーヴィングが中心となっ

はなかった．コーチ K が初めて大きな国際試合

て，準決勝ではスペインを 82 対 76 で破り，また

に 参 加 し た の は，2006 年 に 日 本 で 開 催 さ れ た

決勝戦ではセルビアを 96 対 66 で破り，五輪三大

FIBA 世界選手権だった．この国際大会でアメリ

会連続金メダル獲得を果たす．

カ代表は，準決勝でギリシャを相手に 95 対 101

また，この三連覇の間の 2010 年にはトルコで

で敗れてしまう ．レブロン・ジェームズ，カー

開催された FIBA 世界選手権にて，また 2014 年

メロ・アンソニー，ドワイト・ハワードといった

にはスペインで開催された FIBA ワールドカッ

若手スターたちがいながらも，である．確かにチー

プにて，五輪代表チームと比べてやや若手主体の

ム再建の途中であったとはいえ，その敗戦の衝撃

チームを率いて優勝を成し遂げている．これはつ

は大きかった．このギリシャの勝利によって「ど

まり，コーチ K は大学コーチとして NCAA トー

れほど国際試合が競争の激しい場になったか14）」

ナメントの優勝経験を持ちながら，五輪でも，世

が再び明らかになる．周囲およびコーチ K 本人

界選手権やワールドカップでも，優勝を果たすと

の落胆もありながらも，代表チームの総責任者コ

いう稀有な業績を残していることを意味する．

13）

ランジェロは「あくまで最終目標は五輪での金メ

そして，2016 年のリオ五輪を最後にコーチ K

ダル」として，コーチ K による代表チームの再

は代表チームを勇退する．アメリカ代表チームの

建を強く後押しする ．そうした過程で，コーチ

ヘッドコーチとしての成績は 75 勝 1 敗で，勝率

K はさまざまなことを学びつつ，代表チームを強

は 98.7％という驚異的な数字であった．後任とし

化していくわけだが，その際に基づいたコーチン

てはサンアントニオ・スパーズのグレッグ・ポポ

グ哲学については後で─本稿 3．で─述べる

ビッチが就任し，アメリカ代表チームヘッドコー

ことにしたい．

チとして 2020 年東京五輪へと臨むことになって

15）

こうした紆余曲折を経て，さまざまな手法を駆

いる．

使してチームをまとめ上げたコーチ K は，コー
ビー・ブライアント，レブロン・ジェームズ，ジェ
イソン・キッドらを中心に，2008 年北京五輪に
臨む．予選リーグではギリシャに 92 対 69 で雪辱

3．マイク・シャシェフスキーのコーチング
哲学

を晴らすなど，全勝で決勝トーナメントに駒を進

大抵のコーチは，自らがコーチングをする際に

める．準々決勝ではオーストラリア，準決勝では

その拠り所となる「コーチング哲学」を有してい

アルゼンチン，決勝では 118 対 107 でスペインを

る．ジョン・ライルによれば，コーチング哲学と

破り，見事金メダルを獲得する16）．平均得失点差

は，「コーチの実践を特徴づける信念や振る舞い

4
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についての包括的な言明」や「自分のコーチング

ものではなく，相互に連関し合っている点は気を

実践を導く行動指針」のことである ．また，そ

つけなければならない．以下では，一般的なコー

れと同様に，ウェイド・ギルバートによれば「自

チング哲学を概観したうえで，本稿の主題である

分がコーチとしての役割にどのようにアプローチ

「オリンピック代表チームを率いる際に固有な

するか，また自分の目的とコアバリューに忠実で

コーチング哲学」について詳細を見ていくことに

あることを確実なものとする仕方がコーチング哲

しよう．

18）

学によって描き出される．コーチング哲学は，コー
チングにおける日々の決断や行動を導くものであ

3.1

一般的なコーチング哲学

る19）」．さらに，「コーチの価値観を反映したもの

長きに渡りデューク大学ブルーデビルズを率い

であると同時に，実際に指導を展開する際のベー

て勝利を重ねてきたコーチ K のコーチング哲学を

スになるもの20）」などとも言われる．これらを換

この小論で全て網羅するのは困難である．そこで，

言すれば，（a）コーチングにおいて目指されるさ

本稿においてはその要諦のみを以下で述べること

まざまな目的や目標，（b）チーム作りに方向性

にしたい．その際，その基盤としたいのは，コー

を与えるコーチの基本的な方針や信条，（c）チー

チ K が著書『コーチ K のバスケットボール勝利

ム内においてコーチたちによって設定される理念

哲学』で提唱する「こぶしの比喩」である23）．

や価値観，などと言えるだろう21）．それをより具

コーチ K によれば，こぶしは「五本の指が固

体的な指針として示すならば，次のような事項が

く結びついてひとつになった」状態であり，「指

考えられる．例えば，①本当の勝利は試合での点

が伸びていてバラバラな五本の指とくらべて，さ

数ではなく，「卓越性」の粘り強い追求によって

まざまな点で優れていてはるかに強力」である．

決まる（勝利の定義），②いついかなるときでも

選手たちはコート上でこぶしのように一丸となっ

柔軟であるようにする（柔軟性の重視），③競技

て戦わなければならない．これは，バスケットボー

における「技術」と同じだけ選手との「コミュニ

ルのコート上の五人の選手が一丸となって戦って

ケーション」を大切にする（指導全般についての

いる強固な状態をこぶしで表すという比喩であ

包括的指針），④練習で手を抜く選手はたとえ能

る．厳しい試合のなかでもお互いにこぶしを見せ

力が優れていても試合には出場させない（練習に

合うことで，一丸となって戦うことの重要さをお

対する姿勢の重視），などである．こうしたコー

互いに思い出させるという効果があるという．ま

チング哲学を有していなければ，その指導は常に

た，こぶしはそうした比喩だけでなく，「チーム

場当たり的なものにならざるを得ない．というの

の善さを引き出す土台を象徴するもの」として，

も，コーチングに一貫した原理が存在していない

コーチ K がチーム作りの際に大切にしている五

ゆえに，その場の雰囲気に流され，自分の感情の

つの要素がひとつになったことの比喩としても語

おもむくままに指導するという事態に陥ってしま

られる．この意味では，こぶしがコーチング哲学

うからである．

の重要な要素を含んだものとして語られている．

コーチ K は，チームづくりをする際に，確固

その五つの言葉は個々別々にも重要なものである

たる「コーチング哲学」を持って臨んでいる ．

が，それぞれの要素が上手く調和したとき，それ

本稿では，オリンピック代表コーチとしての固有

を体現するチームは簡単には打ち負かされなくな

なコーチング哲学に光をあてるために，次の区別

るという．その五つとは，
「コミュニケーション」，

22）

を行う．（3.1）一般的なコーチング哲学，（3.2）

「信頼」，「集団責任」，「思いやり」，「誇り」であ

オリンピックに参加する代表チーム固有のコーチ

る24）．「誇り」については後で述べることになる

ング哲学，である．ただし，この区別も絶対的な

ので，以下ではそれ以外の四つの要素を簡潔に述
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次に，「信頼（Trust）」は，チーム作りにおい
て土台となる要素であり，信頼なしにはよい人間

学を概観することにしよう．
まず，
「コミュニケーション（Communication）」

関係を構築することができないという意味で極め

について，コーチ K は「私のチームでは，三つ

て重要な要素である29）．コーチ K は「個人が集まっ

のことを浸透させようと心がけている．オフェン

た集団のなかに作り上げられた信頼こそが，『自

スとディフェンスのシステムを構成しているの

分はひとりではない』と確信したときにだけ生ま

は，……戦術であるが，何よりも重要なのはコミュ

れる自信という感情を支えます」と述べている30）．

ニケーションのシステムである25）」と語っている．

ここで重要なのは，信頼関係によって人は「自信」

バスケットボールという競技において，オフェン

を得ることができるという点である．また，信頼

スとディフェンスはコート内での競技にかかわる

は競技の場面でも重要な要素となってくる．チー

ほぼ全ての行為を含むわけだが，「コミュニケー

ムメイトに対する「信頼」があれば，例えばマン・

ション」をそれと同じくらい大切なものと考えて

ツー・マンで自分一人の手に負えない相手をディ

いるということからもその重要性が伺える．では，

フェンスしている場面でも，味方選手が「ヘルプ」

なぜそれほどコミュニケーションが重要なのか．

に来てくれると信じることで，
「粘り強くディフェ

それは，チームのまとまりや一体感をもたらすの

ンスをすることができる」ようになるという31）．

に欠かすことのできない要素だからである．その

逆に言えば，味方が来ることを信じず，粘り強く

ことについてコーチ K は，チームのなかで自分

ディフェンスできなければ，一か八かの危うい

の想いを自由に表現できて，誰も息苦しさを感じ

ディフェンスをしてしまうかもしれない．組織的

ないコミュニケーションスタイルこそが，それぞ

なディフェンスには単なる技術や身体能力だけで

れ異なった思想背景や素質や考え方を持っている

なく，精神的なつながりが必要なのである．

個々人の集まりを，コート内外で効果的に話した

また，「集団責任（Collective Responsibility）」

り聞いたりといった意思疎通のできる，ひとつの

という言葉を聞くと，日本語では「連帯責任」と

まとまった集団に変えると考えている26）．ただし，

いう言葉と同義であるかのように思われるかもし

とにかくコミュニケーションを取ればよいという

れないが，その内実は異なっている．「連帯責任」

ものでもない．効果的なコミュニケーションを取

というと，組織内の一人が何かの過ちを犯したと

るためには，一定の指針が必要である．それは，
「他

きに，所属している組織の他の人々全員がその過

人と話すときにはお互いの目を見て話す」という

ちの責任を一緒に負うという考え方である．責任

ルール

規則である ．そのことについてコーチ K は，
「ア

を取って全員で罰を受ける，というニュアンスが

イコンタクトはお互いを理解し，尊敬し合うため

強いと言える．それに対して，「集団責任」の特

にとても大切な行為です．しかも，アイコンタク

徴は，勝っても敗けても，組織の全員でそれに責

トをすることで『真実を述べる』というコミュニ

任を持つという考え方である．この考え方を明確

27）

ルール

4

4

4

4

4

4

4

4

ケーションを取る上で何よりも大切な原則が守ら

にするためにコーチ K は，「私たちが勝てば，私

れるようになります」と述べている．しかも，よ

たちはともに勝ちます．それと同じように，負け

い人間関係はコート内の練習や試合だけで構築さ

ればその責任は私たち全員になるのです32）」と説

れるものでもない．「職場の外で接する機会や，

明している．このような考え方に基づけば，「誰

ユーモアを取り入れる機会や，お互いの家族と語

か一人がミスをする」ということはなくなり，そ

り合う機会を設けた方が良い28）」のであり，チー

うすると一人ひとりが失敗を恐れずに厳しい場面

ム作りのためにはあらゆる場面でコミュニケー

でも挑戦するようになるとコーチ K は主張する．

ションを意識することが重要な鍵となる．

この意味で，「集団責任」は，「勇気」や「自信」

6
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にかかわってくる．また，勝利をしたときにも，

た仕方で人々に「自信」を与える可能性を秘めて

誰か一人だけが称賛されるのではなく，一人ひと

いる．このような事情があるからこそ，コーチ K

りがその勝利に貢献したということになり，喜び

はこぶしの比喩を通じて，これらの要素が強固に

を分かち合うことができるという．それゆえ，
「集

結びついて調和したときには，チームは簡単に打

団責任」は，個々人が自分よりも大きなものであ

ち負かされないようになると主張していると思わ

る組織とよりいっそうつながることができるとい

れる．

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

う意味で，いわゆる「連帯責任」とは異なる概念
3.2 アメリカ代表チームに固有なコーチング哲学

と考えることができるだろう．
さらに，
「思いやり（Care）
」について，コーチ

ここからは，本稿の主題として，オリンピック

K は，バスケットボールのチームが成長していく

に参加したアメリカ代表チームをコーチ K が指

過程で，「思いやりは何よりも欠かすことのでき

導した際に重要視した固有のコーチング哲学や原

ない大切な気持ち」と述べている ．それはひと

理を取りあげていくことにしたい．ただし，ここ

つには，周囲の人々が思いやりをもってくれてい

でいう「固有」というのは，「オリンピックの代

るとわかることで，自分に対して「自信」を深め

表チームだけに活用できるコーチング哲学」とい

られるという点がある34）．たとえ自分が失敗して

うよりもむしろ，「オリンピックの代表チームに

もチームメイトが気遣ってくれることで今一度挑

おいてとりわけその真価が発揮される哲学」とい

戦に向かうことができるのである．あるいは，自

う意味で使用していることを断っておく．こうし

分が厳しい状況に置かれているときでも，周りの

たコーチング哲学の原理も，さまざまなチーム作

人々が自分のことを気遣ってくれているとわかる

りに応用可能であることは明らかだからである．

33）

ことで，単純に元気になれるということがある ．
35）

また，「思いやり」はチームや組織といった大き

コ ン テ キ ス ト

（1）背景・状況についての理解（Understanding
the Context）

な視点から見た場合でも欠かすことができないも

コーチ K は北京五輪での奮闘を綴った著書

のである．例えば，チーム内のみならず，自分の

『ゴールドスタンダード37）』のなかでひとつの章

家族からの思いやりを受けることで，自らの職務

を割いて，チーム作りにおける「背景・状況につ

に専念することができるし，また逆に家族に対し

いての理解」の重要さを説明している38）．

て思いやりを持つことで，その人たちにも大切な

コ ン テ キ ス ト

コ ン テ キ ス ト

この「背景・状況についての理解」の意味合い
コンテキスト

時間を与えてあげられるようになるのである36）．

を掴むためには，まず Context という言葉につ

それは，いわば自分を支えてくれる人に対する「恩

いて若干の説明が必要であると思われる．その言

サポート

返し」とも言える．「思いやり」は，支援という

葉には「背景」と「状況」という二つの日本語が

行動とそれに対する感謝の意を示すことの源泉と

含まれており，また日本語では一語に集約するこ

なるのである．

とができないことから，その含意が広範囲に渡る

こうしたさまざま要素は，個々でも重要である

ことが示唆されている．

が，突き詰めて考えるとそれぞれが単独では存在

第一に，「背景」ということでは，特に過去か

し得ないように考えられる．例えば「信頼」を築

ら現在のつながりが示唆されている．それは当該

くためにはしかるべき「コミュニケーション」や

組織・団体の歴史と言ってもいいだろう．例えば，

「思いやり」が必要であり，またお互いの「信頼」

バスケットボールのアメリカ代表チームについて

があるからこそ「集団責任」を一緒に受け入れる

言えば，これまでオリンピックや世界選手権と

というように，それぞれの要素が密接に関係して

いった国際大会にさまざまな代表チームが参加し

いる．また，
「集団責任」と「思いやり」は，異なっ

て輝かしい成績を収めてきたわけだが，それは代

7
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表チームの歴史であり，その歴史は現在のチーム

してきたことを示唆している．しかしそれだけで

からしてみれば「背景」と言える．

なく，組織として見ても，他国の代表チームはア

第二に，「状況」は，その歴史を取り巻く環境

ンダーカテゴリーからの一貫したプログラムを活

のことであり，過去の状況から現在の状況までも

用してチーム作りに取り組んできており，そうし

含んでいる．代表チームで言えば，バスケットボー

た一貫性から各国の代表チームそのものの戦力が

ルの国際情勢や勢力図が「状況」に含まれる．さ

上がったという状況もあった．こうした状況のな

らに，代表チームを取り巻く自国の環境のみなら

かにあって，他国の代表チームが力をつけていっ

ず，各国チームとの関係性もこの「状況」に含ま

たことは容易に想像できるだろう．これに対して

れる．いわば銀行や投資会社の関係者にとっては

アメリカ代表チームの総責任者ジェリー・コラン

「経済の浮き沈み」が自分を取り巻く「状況」で

ジェロはこれまでのような「オールスターの寄せ

あり，また家族の一員にとっては「受け継いだ財

集めでは，もはや強いチームを打ち破ることはで

産，出自，これまでの経歴」が「背景」に該当す

きない」と指摘している43）．そうした状況にあっ

コ ン テ キ ス ト

マネージングディレクター

る39）．このようにコーチ K が「背 景・状況」と

て，コーチ K は次のように自らの見解を表明し

言う場合には，その一つの言葉のなかに複数の含

ている．

意があることに気をつけなければならない．
2005 年，コーチ K がアメリカ代表ヘッドコー

今や，私たちは，彼らから学ぶべきことがある

チ職を引き受けたとき，代表チームは苦境に立た

という事実を受け入れなければならなかった．私

されていた．もちろん，その最大の要因は銅メダ

たちはある立場に置かれていた．つまり，私たち

ルに終わった 2004 年アテネ五輪での不振である．

を取り巻く状況を理解することで，私たちにとっ

すでに言及したように，これはプロが参戦する以

て「バスケットボールは私たちアメリカ人のもの

前のソウル五輪で銅メダルに終わったとき以来の

で，取り戻すべき私たちのものだ」という傲慢な

成績であるが，プロ参戦後の銅メダルには多くの

信念を拭い去らなければならないという立場であ

失望が向けられた．そのアテネ五輪代表チームに

る．私たちは新たな状況に順応しなければならな

も NBA たちのスーパースターたちがひしめき

かった．それができなければ，ただ単純に私たち

合っていたからである．1992 年バルセロナ五輪

は負けていただろう44）．

にドリームチームが華々しく活躍して金メダルを
獲得した時代から 12 年が過ぎて，「ドリームチー

ここでいわれる新しい状況への順応は，「自分

ムがまとっていた畏敬の念を抱かせる神通力」は

たちのバスケットボールのほうが優れているとか

消え去ってしまった40）．アメリカ代表チームは曲

言おうとするのではなく，むしろ国際共同体の一

がり角に直面していたのである．

員になること45）」である．それは，自分たちを支

そ う し た 状 況 下 で コ ー チ K は， 自 分 た ち の
コ ン テ キ ス ト

配的な絶対者ではなく，各国と対等の立場にある

背景・状況を理解することで，他国の代表チーム

一つの国と捉えるということにほかならない．こ

との差がなくなっているという背景を把握し，さ

うした状況への理解を深めることで，コーチ K

らに当時の代表チームを取り巻く国際情勢を把握

のなかに「謙虚さの重要性」が芽生えるようになっ

す る こ と が で き る よ う に な っ た41）．1992 年 の

た．

NBA には外国籍選手がそれほど多くいない状況

これに対して，コーチ K の師匠であるボブ・

であったが，1993〜2008 年までに 82 人もの外国

ナイトが 1984 年ロサンゼルス五輪で代表チーム

籍選手が 1 巡目のドラフト指名を受けたと言われ

を率いて金メダルを獲得したときには，実は正反

る42）．これは単純に外国籍選手が個人として台頭

対の態度を取っていた46）．ナイトは，バスケット

8
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ボール発祥の地であると同時にバスケットボール

あなたのチームが目標を目指しているときに，肝

大国であるアメリアの威信を各国にしらしめるこ

心なのは物事を見る広い視野をしっかりと持ち続

とを目指していた．ナイトの目的は金メダルに留

けることだ．そして私としては，背景・状況につ

まらず，「バスケットボールの世界を支配するこ

いての理解と広 い視野はかなり異なっていると

と」だったのである47）．しかし，コーチ K は他

思っている．背景・状況についての理解はあなた

国との関係を冷静に分析したうえで，2005 年に

の挑戦がその分野の広い観点のうちのどこに落ち

はそうした態度はもはや許されるものではないと

着くかという認識を与えてくれるが，他方，広い

いう考え方に至っている．

視野は目標追求における謙虚という気持ちを提供

パースペクティブ

コ ン テ キ ス ト

パースペクティブ

コ ン テ キ ス ト

コ ン テ キ ス ト

また，コーチ K は 2004 年に銅メダルに終わっ

してくれるだろう．つまり，背景・状況について

た代表チームに選出されていた 4 選手（レブロン・

の理解は真剣さと集中をもたらし，視野の広さに

ジェームズ，カーメロ・アンソニー，ドウェイン・

よってあなたは謙虚でいることができるのだ51）．

ウェイド，カルロス・ブーザー）を再び代表チー
ムに招集している48）．自分たちが置かれた状況の

コーチ K によれば，広い視野を持つことで「自

なかでは，そうした選手にチームにいてもらうこ

分が大きなものの一部である」という状況を認識

コ ン テ キ ス ト

とは，自分たちの成功へとつながる，背景・状況

することができる．謙虚さはそこから生じてくる．

に対する理解を深めるのに重要だったからであ

謙虚さは，自分よりも大きなものに対して，自ら

る．つまり，4 選手は，厳しい背景や状況を肌で

の小ささを認識していることの表れであるから，

実感している選手たちであり，そうした実感は，

謙虚であるためには，いわば物事の大小を理解で

まさに経験した選手しか持ち得ないものである．

きていなければならないのである．

そうした選手たちにチームに残ってもらい，厳し

また，異なる視点から見れば，「自分が大きな

い状況の経験を伝えてもらうことで，チーム全体

ものの一部である」と理解していても，「私欲に

の状況に対する理解はよりいっそう高まるのであ

とらわれていては」，実際に自分より大きなもの

る．

の一部になることはできない52）．つまり，私欲と
コ ン テ キ ス ト

さらに，自分たちの背景・状況を理解すること

は，自分に出来るだけ多くの利益を与えようとす

で，当時の代表チームに対して周囲からの支援が

ることであり，大きな組織に属していようとも，

少なくなっている現状を見出し，コーチ K は再び

その大きな組織のために何らかの自己犠牲をする

人々の支援を勝ち取ることにも乗り出している．

気持ちがなければ，決して本当の意味での「大き

特にさまざまな面で支援を仰ぐことのできるナイ

なものの一員」となることはできないのである．

キに対してさまざまな働きかけを行っている49）．

ま た， コ ー チ K 自 身 は 指 摘 し て い な い が，
コ ン テ キ ス ト

パースペクティブ

これにより，代表チームの活動をさまざまな面で

「背景・状況についての理解」と「広 い視野」は

支えてくれる支援体制が整っていったのである50）．

相互に寄与し合う概念であるように思われる．と

パースペクティブ

コ ン テ キ ス ト

（2）広い視野（Perspective）

いうのも，「背 景・状況を理解する」ためには，

コーチ K が代表チームで重要視していた要素
パースペクティブ

のもうひとつに広い視野がある．その重要性を説
コ ン テ キ ス ト

パースペクティブ

パースペクティブ

「広 い視野」が必要であるし，逆に「広 い視野」
コ ン テ キ ス ト

を持つためには「背景・状況を理解すること」が

明する際，コーチ K は次のように「背 景・状況

必要だからである．この関係からすれば，広い視

についての理解」との対比を行っている．

野を持つことで，当然のことながら，さまざまな
物事を見られるようになり，そうした経験を共有

あなたがどれほど自分自身を大切に思っていよ

することで，チームはひとつの心を共有すること

うと，常に自分よりも大きな何かが存在している．

ができるようになると言える．そして，そうした
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経験が紐帯となってチームの人々の心をつなげる

てもらうようにしてくれた．アスリートとしての

のである．そうなれば，チームはより高みに達す

自分たちは，自分たちが享受している自由を守っ

る可能性を手にすることができる．こうした事情

てくれている人たちにとって鼓舞する人であると

から，コーチ K はアメリカ代表チームの活動期

いうことを，コーチ K は僕たちが理解できるよ

間のなかでチームに「感じ取る機会，つまりチー

うに助けてくれた57）．

インスピレーション

ムの挑戦に伴って生じ得る感情を経験する機会」
を与えている53）．例えば，
（a）負傷軍人との交流，

また，（b）アメリカ代表チームは在韓アメリ

（b）アメリカ軍基地の訪問，
（c）ニューヨーク（具

カ軍基地を訪問することで，自国から遠く離れて

体的には各テレビ局や自由の女神像など）への小

戦う人々の姿勢を学んだ．コーチ K の指摘によ

旅行，（d）卓越性のスタンダードをもっている

れば，そうした軍人こそが「真の意味でアメリカ

優れた人物たちによる講演会，などといった機会

を代表するチーム」だからだ 58）．ここには，任務

である．それぞれの例を順に見ていくことにしよ

の内容の差こそあれ，バスケットボールアメリカ

う．

代表チームとアメリカ軍という類比が存在する．

（a）負傷軍人と交流することで，「無私の精神」

選手たちはこの訪問を通して，軍人たちに対する

や「無私の奉仕」を学び，それに付随して，自分

理解を新たにする．それは翻って，国を離れて戦

よりも大きなものの一部になることの意味や「無

う自分たちのあるべき姿を見つめ直す機会にも

私の精神」が素晴らしいチームとリーダーを作り

なったと言えるだろう．

あげることを学んだ ．「無私の精神」があるか

また，（c）ニューヨークで自由の女神像を訪れ

らこそ，軍人は銃弾が飛び交うなかに飛び込むこ

たことで，アメリカ代表チームのメンバーたちは

とができ，また他の人のために自分の命を賭ける

自分たちの祖先が異国から自由を求めてアメリカ

ことができ，それと同様に，バスケットボールの

にやってきたことの勇気に触れ，そのことに想い

選手なら，ルーズボールに飛び込み，チャージン

を馳せる．実際，コーチ K は母方の祖父が 1906

グを取ることを恐れなくなると言われる55）．陸軍

年に 3 週間をかけて，エリス島にたどり着き，ア

士官学校の元教授であるラルフ・ピムの指摘によ

メリカでの生活をスタートさせている59）．そうし

れば，「無私の奉仕」とは，「自分自身の利益より

た先人たちの勇気に触れることで，自分たちもそ

もチームを重んじようとする偽りのない意志」の

の一端に与り，また全員でそれを共有することで，

ことである56）．また，命を賭けて国を守る軍人た

チーム内の共通意識が生まれるのである．これは

ちの姿勢からは，国のために戦うことの意味を学

いわば自分たちの「背景」を知り，視野を広げる

ぶことができた．コーチ K によれば，軍隊も代

旅だったといえる．

54）

表チームも具体的な内容は大きく異なるものの
「国を代表して戦っている」点では変わりなく，
軍人たちの姿勢から多くのことを学べるというの
である．

また，（d）としては，1992 年のドリームチー
ムで中心選手として活躍した「先輩」のマジック・
ジョンソンに講演をしてもらっている．それは，
モチベーション

やる気を高める「広い視野」を選手たちに与えて

こうした交流について，代表チームの一人コー

もらえると見込んでのことだった60）．マジック・

ビー・ブライアントは振り返って次のように述べ

ジョンソンたちドリームチームのメンバーは，バ

ている．

ルセロナ五輪に臨むにあたり人々の多大なる期待
を一身に受けながら，見事にその期待に応え，金

コーチ K は陸軍の退役軍人や将校を自分たち

メダルを獲得している．しかし，その過程では練

のところに連れてきて，彼らの物語を分かちあっ

習相手の大学生選抜に苦戦をしており，それによ
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りもっと真剣に勝負に向き合わなければならない

世界一のチャンピオンになるために，あなたは
コ ン テ キ ス ト

と気づくという経験をした逸話を披露している．

パースペ

自分が置かれた背景・状況についての理解と広い
クティブ

また，普段は絶対に味方として一緒に戦うことの

視野の両方を持たなければなりません．あなたは，

できないラリー・バードやマイケル・ジョーダン

自分がどれほど大きなものであるか，そしてどれ

と同じチームになって戦うことの意味を伝えた61）．

ほど小さなものであるかを理解し，それら両方を

そこには，ライバルたちが味方になることやその

自分のうちに置くことができなければなりませ

ライバルたちと高次元のバスケットボールを展開

ん．あなたがその組み合わせたものを得たとき，

することへの喜びがあった．さらにマジック・ジョ

新しいレベルで自分のやっていることに接近する

ンソンは，金メダルを実際に獲得したときの「子

ことができます．それによって，あなたの感情が

供のように泣きじゃくった」心境を伝えた ．オ

自分の最高のものをもたらしてくれるのです64）．

62）

リンピックという大きな国際大会で優勝すること
は，超一流のプロ選手にとっても，感情の爆発を

この一節末尾の「あなたの感情が自分の最高のも

抑えられないほどの出来事だった．このような「先

のをもたらしてくれる」ということをもう少し具

輩」の逸話を聞くことで代表チームは「広い視野」

体的な形で言えば，広い視野を持つことでモチ

を獲得することができたのである．

ベーションを高めて，そのモチベーションによっ

こうした広い視野を与えてくれる「先輩」は必

て自らの力を発揮できるようになる，ということ

ずしも栄光を味わっている人だけに限られない．

であると推測される．アメリカ代表チームはバス

オリンピックで辛酸を舐めた人物も含まれてい

ケットボールの実力からすれば一流の選手たちの

る．その人物は，1972 年ミュンヘン五輪で「疑

集まりであるから，重要なのは実力そのものを高

惑の判定」で銀メダルに沈んだ代表チームのガー

めることよりもむしろ実力を余すところなく発揮

ド，ダグ・コリンズである63）．ソ連を相手にした

することであった．たとえ一流プロの選手たちで

決勝戦の試合終盤で，コリンズは決勝点にもなり

あっても，いつも当然のごとくにやる気に満ち溢

得たフリースローを決めながらも，その後の審判

れているわけではないということを，コーチ K

の不可解な判定やオフィシャルのミスなどが重な

は熟知していた65）．だからこそ，この選手たちの

り，試合終了と同時に逆転シュートを決められ，

やる気を高めることにコーチ K は心血を注いだ66）．

アメリカ代表は敗けてしまう．その結果，金メダ

広い視野を得ることは，そうしたモチベーション

ルを獲得することはできなかった．コリンズは，

を高めることに寄与しているのである．

その無念を代表チームに伝えるとともに，金メダ

（3）誇りと謙虚さ（Pride and Humility）

ルへの道が決して容易なものではないことも伝え

誇りとは，人が何か善いものに対して向けるあ

ている．これは代表選手たちに，「自分たちだっ

る種の感情のことである．デイヴィッド・ヒュー

て負けることがありえる」という危機感を与えた

ムによれば，勇気や高潔などの精神のあらゆる価

はずである．その意味で，この「先輩」の講演に

値ある性質，美貌や強さや機敏さといった身体の

よっても，代表チームの視野は広げられたと言え

価値ある性質，国や家族や富など私たちのつなが

るだろう．

り関係するものなど，さまざまなものが誇りの原

以上のような点が広い視野の意義であると考え
コ ン テ キ ス ト

ら れ る の だ が， 背 景・ 状 況 に つ い て の 理 解 と
パースペクティブ

広 い視野についてコーチ K 自身は，次のように
総括して述べている．

因となる67）．コーチ K はアメリカ代表を率いる
なかでさまざまな対象に対して誇りを抱いてい
る．
コーチ K は，北京五輪の決勝戦を前にアメリ
カ国歌を聞いている際，両親のことに想いを馳せ
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て，両親の生き方に誇りを感じた68）．そこには言

てくる誇りである．コーチ K 曰く，「バスケチー

葉で言い表すことのできないこみ上げる感情が

ムに所属する選手，すばらしい家族の一員，軍隊

あった．自分の両親という立派な人物，そしてそ

に仕官する兵士などはこれ以上にない大いなる誇

の立派な生き方に対して感じる誇りである．

りを手にするチャンスに恵まれている75）」．北京

また，自分たちがやっている素晴らしい事柄や

五輪とロンドン五輪に参加したコービー・ブライ

出来事に対して生じてくる誇りもある．つまり，

アントは，「コーチ K はチームにアメリカ人であ

自分たちの母国を代表して，オリンピックで戦う

ることの誇りを取り戻してくれた」と語り，さら

ことは素晴らしいことであるので，この上なく誇

にその誇りによって「金メダルは今やよりいっそ

らしい出来事ということになるのである．オリン

う意味深いものとなった」と述べている76）．こう

ピックを戦うアメリカ代表チームに固有なものと

した誇りを持つことで，各人は自らが所属してい

して，一つにはこうした類いの「誇り」がある．

る組織に恥じない戦いをしなければならないと思

また，自分たちは「世界一のチームであり，世

うようになる．これは，軍人たちとアメリカ代表

界一の国を代表している」という誇りがある69）．

チームが共有している価値観と言えるだろう．

これについては代表チームのクリス・ボッシュが

コーチ K は自分が誇りに思っているさまざま

次のように明確な言葉で表明している．「オリン

ことについて次のように述べることで，さまざま

ピックにきて，母国を代表するのは，常に特別な

な誇らしいことの関係性を明らかにしている．

ことだ．胸に USA のロゴが入ったユニフォーム
を着るというのはとても誇らしいことで，感動以

みんながこの偉業のためにしてくれたことに対

外の何ものでもない70）」．選手たちにとっては，

して，私は選手たち，同僚コーチたちのことを誇

この誇らしさがよりよいプレイの原動力になって

りに思う．もちろん，私たちが勝利したこと，さ

いた．そして，この種の「誇り」は，とりわけ「名

らに私たちの競技と母国をしっかりと代表して勝

誉」と密接に関係している ．コーチ K は代表チー

利したことも誇りに思っている．しかし，私が最

ムのヘッドコーチへの就任会見で「コーチにとっ

も誇りに思っているのは，私が，決して忘れるこ

て，自分の国の代表チームを指揮する機会に恵ま

とのない瞬間を共有したチーム，そしてこの並外

れたのは，これ以上にない名誉なことです」と語

れたチームの一員であったという事実なのであ

る ．こうした与えられた「名誉」に対して「誇

る77）．

71）

72）

り」を抱くことになる．名誉はそれ自体で善いも
のとして誇りの対象となるのである73）．またコー

自分たちが為し遂げた金メダルという名誉に対す

チ K は，アメリカ代表チームを率いることにつ

る誇りよりも，チームそのものやそのチームの一

いて「コーチとしての私に起こった出来事で最大

員であることに対してよりいっそう誇りに思って

のことのひとつだった．おそらく，コーチとして

いるという証言からは，コーチ K がチーム作り

の私にとってこれまでに起こってきたことのうち

において重要視していた事柄が示唆されている．

でも最大のことかもしれない．なぜなら，最大の

コーチ K によれば，バスケットボールをプレ

名誉とは，自分の国の代表コーチになることだか

イしていようと，絵を描いていようと，家の掃除

らだ 74）」とも述べている．こうした「名誉」は当

をしていようと，私たちはそのことに対して確固

人に「誇り」を与え，その人は任務に対してより

たる「誇り」を持つべきである78）．誇りを持つこ

いっそう情熱を燃やすだろう．

とで「自分がやっていることに出来る限りを尽く

さらに，集団のなかでの誇りというものがある．
つまり，それはチームの一員になることから生じ

すようになり，それをやり遂げられるようになる」
からである79）．その意味で，誇りはいわば「向上
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心」や「貫徹力」を生み出し，それらを高める源

魂にとっていっそう大きな力となる83）」のである．

泉と考えられる．アリストテレスは「誇り高さ

いわば，傲慢にならないようにするための謙虚さ

メガロプシュキア

アレテー

（μεγαλοψυχία）はさまざまな卓越性（ἀρετή）を

と言うことができるだろう．そして，こうした「謙

よりいっそう大きなものにするが，そうした卓越

虚さ」の重要さを知り，実際に謙虚であるために

性がなければ誇り高さも生じない」と指摘してい

こそ，本稿ですでに述べたように，「背 景・状況

る80）．誇りを持つためには，その対象となる卓越

についての理解」と「広い視野を持つこと」が必

性が必要になるということであり，逆に卓越性と

要であった．それに対して，アメリカ代表は自分

いう優れた対象なくしては誇りも内実のない虚し

たちの本来の実力を発揮することができれば，や

いものになってしまうのである．

はり「世界一のチーム」になれるほどの潜在能力

コ ン テ キ ス ト

パースペクティブ

さて，ヒュームが指摘しているように，この「誇

を備えていた．これは紛れもない事実である．そ

り（Pride）」という感情に対するものとしては「謙

のことに対しては「誇り」を持つべきであり，過

虚さ（Humility）」という感情があげられるが ，

度に自分たちを低く見積もるような「卑屈」になっ

コーチ K が謙虚さを代表チームにとって大切な

てはならないのである84）．この意味では，誇りは

ものだと考えていることはすでに見てきた．その

卑屈にならないようにするために必要であり，ま

ことを考慮に入れれば，自分たちのことを誇りに

た自分たちの実力をいかんなく発揮するために必

思う必要があるが，それと同時に謙虚にならなけ

要であったと言える．

81）

ればならないということになる．しかし，一見し

以上の事情を考慮にいれると，「誇り」と「謙

たところ，この二つの反対する概念を受け入れる

虚さ」は概念として相対するものであっても，そ

ことで自分たちのなかに矛盾が生じてしまうよう

れぞれ異なった場面で，異なった理由でチームに

にも思われる．では，そうした正反対の概念をそ

とって欠かすことのできないものと考えられるの

れぞれどのような仕方で受け入れ，体現すること

である．

ができるのか．

（4）ゴ ー ル ド ス タ ン ダ ー ド（The Gold Stan-

すでに述べたように，1992 年ドリームチーム

dard）

は圧倒的な力で相手をねじ伏せたが，その後のア

オリンピックの代表チームに固有なコーチング

メリカ代表が傲慢になっていたことと，各国が地

哲学として触れておかなければならないのは，

道に育成に取り組んだことで，勢力図は大きく塗

「ゴールドスタンダード」である85）．これは厳密

り替えられていた．アメリカと他国の力の差はか

に言えば，コーチング哲学そのものではなく，む

なり拮抗するようになっていた．そこで，コーチ

しろそのコーチング哲学を具現化し，チームに浸

K は，バスケットボールは自分たちアメリカ人の

透させ，実行に移させる手法である86）．この「ゴー

もので，取り戻すべき自分たちのものだという傲

ルドスタンダード」は敷衍して言えば，「金メダ

慢な信念は捨て去らなければならないという考え

ルを獲得するために自分たちが実行すべき基準」

に至る82）．これは，換言すれば，謙虚になって自

ということである．

スタンダード

分たちのこれまでの取り組みを振り返る必要があ

コーチ K は 2008 年北京五輪を目指す代表チー

るということを意味する．こうした「謙虚さ」が

ムのその年最初のミーティングで，選手たちに金

あるからこそ，冷静に現在の状況を分析し，それ

メダルの写真と試合日程が記載されたノートを配

が貪欲により高みを目指すことにつながるからで

る．これはコーチングスタッフだけで用意できる

ある．「自分よりも力の強いものを知ることで自

ものであったが，そこに含まれるべき「ゴールド

分自身を適切に認識すること（謙虚さの反対は傲

スタンダード」はスタッフのみならず，選手を含

慢さであり，すべての傲慢さは無知である）は，

んだチーム全員で作り上げなければならないもの

4

4

4

4

4

4
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だった．コーチ K は，手始めに実例としていく

私たちは良いシュートを打つ．

つかのスタンダードを自ら提示したうえで，チー

私たちはチームファールの数を把握する．

ムが金メダルを獲得するために実行すべきスタン

私 たちはスカウティングレポートを覚えて

ダードを提示していくよう選手たちに促す．する

おく．

と，ジェイソン・キッド，ドウェイン・ウェイド，

9．平常心（POISE）

コービー・ブライアント，マイケル・レッド，ネ

私たちは弱さを見せない．

イト・マクミラン，コーチ K，レブロン・ジェー

10．柔軟性（FLEXIBILITY）

ムズが，自らの考える「スタンダード」を挙げて

私たちはどんな状況にも対処できる．

いき，次のようなゴールドスタンダードを完成さ

私たちは不満を言わない．

せる ．
87）

11．利己的にならない（UNSELFISHNESS）
私たちはつながっている．

ゴールドスタンダード

私たちはパスを多く回す．

私たちがいついかなるときでも実行すること．

私たちの価値は出場時間では計れない．

プレイングタイム

私たちがお互いに対して責任を負っていること．

12．積極性（AGGRESSIVENES）
私たちは毎回一所懸命にプレイしよう．

1．言い訳はしない（NO EXCUSES）

13．熱い気持ち（ENTHUSIASM）

私たちは勝つために必要なことをする．

これは楽しみ以外の何ものでもない．

2．強固なディフェンス（GREAT DEFENSE）

14．パフォーマンス（PERFORMANCE）

これこそが金メダルを獲るための鍵となる．

私たちは飢えている．

私たちは泥臭くプレイする．

私たちは駄目な練習はしない．

3．コミュニケーション（COMMUNICATION）

15．誇り（PRIDE）

私たちはしっかりとお互いの目を見る．

私 たちは世界一のチームであり，世界一の

私たちはお互いに真実を告げる．

国を代表している．

4．信頼（TRUST）
私たちはお互いのことを信じている．
5．集 団責任（COLLECTIVE RESPONSIBILITY）
私 たちはお互いを信じて託して，献身的に

こうした言葉と命題の羅列は，一見すると何らか
ルール

の規則に見えるかもしれない．しかし，コーチ K
自身が指摘しているように，「スタンダード」と
ルール

「規則」は別物である．これは重要な点であるので，

なる．

少し長いがコーチ K の考えを引用することとす

私たちは共に勝利する．

る．

6．配慮（CARE）
私たちはお互いを支え合う．
私たちはチームメイトを助ける．
7．敬意（RESPECT）

チーム作りにおいて，私は規則を信じていない．
スタンダードを信じている．規則はチームワーク
を作り出さないが，スタンダードは作り出す．規

私 たちはお互いに，また相手チームに対し

則はリーダーによって集団に向かって発せられる

ても敬意を払う．

ものであり，その集団はそのルールに従うことも

私たちはいつも時間を守る．

できるし，それを破ることもできる．何かが規則

私たちはいつも準備をしておく．

として提示されたとき，あなたはそれを自分のも

8．知性（INTELLIGENCE）

のとして所有することはできない．あなたは規則
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そのものを実行することはできない．他方で，ス

また，コーチの観点からすれば，自分たちのス

タンダードは実行されるものだ．私たちがいかな

タンダードが明確に定まっていることで，主にそ

るときでも実行することだ．それは，私たちがお

れに沿って自らのコーチングを実行できるように

互いに対して責任を負っていることである．そし

なるという利点がある．しかもそのスタンダード

てスタンダードが集団の挑戦の一部として構築さ

は，自分だけで定めたものではなくチームの全員

れたとき，それは理解され，より深いレベルで受

で定めたものなので，チームの総意を反映しつつ，

け入れるのが可能になる88）．

指導に臨むことができるようになるという点も重
要である．ただその際にも，コーチはスタンダー

ここでポイントとなっているのは，規則はいわば

ドを規則のようなものと見なして選手たちを縛る

「〜してはならない」という形でチームの各人の

のではなく，「思慮（φρόνησις）」に従って常に個

行動を縛り，その意味で何か積極的に行為を導く

別的な状況をしっかりと見抜き，スタンダードに

ことはないが，それに対してスタンダードは各人

照らし合わせて，自らの取るべき行動を決定しな

が目指す目標として実際に「実行すること」を提

ければならないのである92）．

フロネーシス

示しており，その意味で積極的に行為を導くとい
う点である89）．スタンダードはいわば自分たちの
本質を構成しているのである．こうしたスタン

4．結語

ダードなしには自分たちが目指すべきしかるべき

ここまで，コーチ K のこれまでの戦歴とそれ

在り方は明確にならず，個々人はそれぞれが目指

を支えてきたコーチング哲学について，特にオリ

す自分自身の在り方に向かうしかない．それに対

ンピック代表チームに固有なコーチング哲学につ

して，スタンダードが確立されることでチームの

いて見てきた．それに基づけば，オリンピックと

各人は自分たちの目指すべきいわゆる「自分たち

いう特別な場に臨む代表チームにおいては，チー

らしさ」を明確に見て取ることができるようにな

ム作りをする際に，まず自らが置かれた状況や背

る．そして，このスタンダードこそが，自分たち

景を理解し，広い視野を持つことが有益であり，

の在り方を規定するという意味で，勝利に資する

自分たちのチームに誇りを感じると共に，傲慢に

そのチームの「文化」を形成するのである90）．

ならずに謙虚さを持って行動することが重要だと

周知のように，アメリカ代表においては，各人

いうことになる．また，チームの原動力となり，

がコート上で世界トップの実力を持っていた．そ

チームの実力を発揮させる目標としてのスタン

れを最大限に引き出すためには，何か規則によっ

ダードは，ただコーチたちが与えるのではなく，

て制限を加えることではなく，むしろ自分たちの

コーチたちと選手たちが一緒になって作り出さな

目指す目標を定め，それに向かって邁進すること

ければならない．それでこそ，各人が当事者意識

が必要だった．そして，その目標となるべきスタ

を持って積極的にそのスタンダードを実行しよう

ンダードを他ならないチーム全員で作り上げるこ

とするし，コーチとしても，そうしたスタンダー

オ ー ナ ー

とで，各人がそのスタンダードに対して，当事者
シップ

意識を持つことができる ．この当事者意識が重
91）

要であるのは，各人が当事者意識をもつことで，

ドに沿って自らのコーチングを展開できるように
なるからである．
容易に想像がつくように，チームは優れた指導

積極的にスタンダードを実行しようとするように

者がいれば必ず勝てるというわけではない．極端

なるからである．反対に，コーチたちの独断で定

な話，コーチ K が日本代表監督に就任したから

められた目標では，多くの場合そうはならないの

といってオリンピックでの金メダルが確約される

は明らかである．

わけではないのは明らかである．しかし，チーム
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作りという観点から見た場合，本稿で見てきたよ

clopedia of Duke Basketball, Duke Universi-

うなコーチング哲学が少なくとも必要不可欠であ

ty Press

る点には多くの同意を得られるだろう．ただし，
そうしたコーチング哲学も，コーチ K が使用し

アリストテレス（2014）『ニコマコス倫理学 アリ
ストテレス全集 15』，神崎繁訳，岩波書店

たものを各自がそのまま自分のチーム作りに利用

アリストテレス（2016）「エウデモス倫理学」，荻

することはできない．コーチ K のレシピあるい

野弘之訳，『アリストテレス全集 16』，岩波

フォーミュラ

は公式をそのまま拝借することはできないのであ
る ． む し ろ， コ ー チ ン グ を す る 際 に 自 ら の
93）

コ ン テ キ ス ト

書店，189-403 頁
アンドレ・コント＝スポンヴィル（1999）『ささ

背景・状況に合わせて「自己流にアレンジ94）」す

やかながら，徳について』，中村昇，コリーヌ・

ることが必要であるということは，指導者一人ひ

カンタン，小須田健訳，紀伊國屋書店

とりが常に念頭に置き，忘れてはならない点であ

佐良土茂樹（2015）
「M．シャシェフスキーのコー
チング哲学における基本要素─「スタンダー

る．

ド」および「思慮」の意義─」，『バスケット
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研究論文

オリンピック競技大会におけるパブリックビューイング観戦者の様相：
観戦行動とメディア使用行動の分析から 1
佐野
奥泉
下村

昌行（スポーツ経営管理学研究室）2
香（国語科教育研究室）3
健一（慶応義塾大学・特別招聘教授）4

Abstract
The Olympic Games are a goal for top-level sports players worldwide. At the same time, they
provide an opportunity for many people to watch and enjoy the best sporting event. Recent
years have seen the development of various ways of watching and enjoying the games. Public-viewing events are being held for watching the Olympics, in addition to live viewing at the
actual venue or on television.
Television（TV）viewing has also evolved, with the spread of“social viewing,”i.e., watching
games on TV while exchanging information through social media. Accordingly, spectators enjoy
watching sporting events and games while sending and receiving information via the internet
and social media using mobile information devices such as smartphones.
In sports management research, however, there are almost no studies analyzing spectators’
behavior while watching a game or sport outside of the actual venue. Even in surveys, which
target spectators watching games at the venue, no detailed information has been revealed about
sport watching behaviors using several media.
In order to clarify the characteristics of sports spectators outside of the actual venue, we conducted questionnaire surveys and observation surveys at public-viewing venues during the 31st
Olympic Games（Rio de Janeiro）. We surveyed the basic attributes of the spectators and their
behaviors while watching the sports, as well as collected information on the various activities
carried out using mobile information devices during the public viewing. Note that public viewing
spectators are positioned as an audience in media studies research； accordingly, we also referred to recent audience study frameworks during discussions on social media user behavior
analysis.

1

2
3
4

 haracteristics of public viewing spectators at Olympic Games：Analysis of watching behavior and
C
media use behavior
Sano Masayuki, Sports Management
Okuizumi Kaori, Literacy Education
Shimomura Kenichi, Keio University
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As an outcome of this study, it became evident that most public-viewing spectators did not
have the experience of the game being watched, and the proportion of such people was higher
compared to spectators at the venue. In terms of the sport watching behaviors of public-viewing
spectators, it was inferred that in most cases people usually watch games on a television with a
small group of people, and are passive about watching at the actual venue. However, we could
confirm that most participants were also positively inclined towards watching the games live at
the actual venue, having experienced the excitement of watching them as a public-viewing spectator.
Furthermore, media use behavior showed that public-viewing spectators tend to place importance not only on the aspect of being a“collective［spectating］subject”but also on the“individual context”of participating as individuals, and on their identities as sporting event participants,
in“online self-expression spaces.”
Keywords: Spectator survey, social viewing, audience
キーワード：観戦者調査，ソーシャルビューイング，オーディエンス

1．緒

言

オリンピック競技大会は，世界中のトップレベ
ルの選手にとって目標であると同時に，多くの

8,700 万に上っている4） ことから，ソーシャルメ
ディアを通じたオリンピック関連情報の流通が引
き続き盛んに行われているとみることができる．
2020 年の第 32 回オリンピック競技大会（以下，

人々にとって「観るスポーツ」を楽しむ機会となっ

東京五輪）の開催を控えた日本では，リオ五輪期

ている．2012 年にイギリス・ロンドンで開催さ

間中に東京オリンピック・パラリンピック競技大

れた第 30 回オリンピック競技大会（以下，ロン

会組織委員会が東京および東北の計 6 か所でイベ

ドン五輪）では約 820 万枚の入場券が販売され1），

ントを主催し，そのなかでパブリックビューイン

テレビでは 220 か国で計約 36 億人が視聴したと

グ（以下，PV）によるリオ五輪の観戦が実施さ

推計されている2）．

れた．東京会場の 2 か所では，イベント初日の 8

また，Facebook や Twitter といったソーシャ

月 6 日にのべ約 1,200 名が参加し5），その他の会

ルメディアが本格的に普及して以降初めて迎える

場でも来場者たちが画面を通じて選手たちに声援

大会となったロンドン五輪は，「ソーシャルオリ

を送る様子が報告されている．組織委員会による

ンピック」注 1） と呼ばれ，新たなメディアを通じ

ものだけでなく，全国では NHK や選手の出身自

て多くの情報が流通したことでも知られている．

治体等の主催により，各地でリオ五輪の PV が実

Twitter Japan によれば，開会式でのツイート数

施されている．このように，今日において「観る

は 966 万，大会期間中（7 月 27 日〜8 月 12 日の

スポーツ」の楽しみ方は，会場での直接観戦にと

大会期間のうち 8 月 10 日までの集計）の合計ツ

どまらず，様々な形態へと発展している．

イート数は 1 億以上に上ったことが報告されてい

さらに観戦者たちは，会場やテレビでスポーツ

る3）．この 4 年後にブラジル・リオデジャネイロ

を観戦すると同時にスマートフォン等の携帯情報

で開催された第 31 回オリンピック競技大会（以

端末を用いてインターネットメディアやソーシャ

下，リオ五輪）では，関係ツイートの合計は 1 億

ルメディアからの情報を受け取ったり，発信した
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りしながら「観るスポーツ」を楽しんでいるもの

ける PV 観戦者の属性について報告しているもの

と考えられる．そのようなニーズに応えるように，

のほかに見当たらない．また，会場での観戦者を

J リーグ大宮アルディージャのホームスタジアム

対象とした調査においても，さまざまなメディア

では，Wifi 環境を整備し，スタジアム内で試合

を利用した観戦行動の詳細は明らかにされていな

情報や試合映像を配信するなど，会場の「スマー

い．

トスタジアム」化の取り組みを行っている．これ

そこで本研究では，会場以外の場所でのスポー

により観戦者は，携帯情報端末からインターネッ

ツ観戦者の様相を明らかにすることを目的とし

トにスムーズにアクセスして会場内で配信される

て，リオ五輪における PV 観戦者の基礎的属性お

コンテンツを受け取ったり，ソーシャルメディア

よびスポーツ観戦行動を調査するとともに，PV

を用いて情報をやりとりするなど，複数のメディ

観戦時の携帯情報端末使用行動について調査を実

アからの情報を同時に授受しながら観戦すること

施した．なお PV における観戦者は，メディア研

が可能となっている．

究においてはオーディエンスとして位置づけられ

テレビ視聴の形態としては，ソーシャルメディ

て研究されているため，メディア使用行動の分析

アを用いて情報をやりとりしながらテレビを視る

においては昨今のオーディエンス研究の枠組みを

「ソーシャルビューイング」というスタイルがす

参照しながら考察を加えた．

でに広まっており，工学または情報学の領域にお
いて効率的な情報収集方法の開発が進められてい
る6）,7）,8）．スポーツ中継におけるソーシャルビュー

2．対象および方法

イングについても，上述した通りソーシャルメ

本研究では，2016 年 8 月に日本体育大学東京・

ディアの普及後初の大会となった 2012 年のロン

世田谷キャンパス内で行われたリオ五輪の PV に

ドン五輪を契機として注目されるようになってい

おける観戦者を対象として，質問紙調査と観戦者

る．ロンドン五輪の観戦スタイルについて電通総

のメディア使用行動に関する観察調査を実施し

研が行った調査では，「20 代を中心に，テレビを

た．調査を実施した PV イベントの概要は表 1 の

見ながらソーシャル・メディアで，
『勝利の喜び

とおりである．

や試合内容の興奮を共有』したい人が増加」9） し

質問紙調査の方法について，質問紙は，会場入

ていることが明らかにされた．しかしながら，こ

り口において入場時に鉛筆とともに来場者に手渡

の調査はロンドン五輪の開幕前に実施されたもの

した．なお，質問紙には期間中の調査対象イベン

であり，視聴スタイルの意向について明らかにし

トへの来場回数を訪ねる項目を設け，2 回目以降

ているものの，実際のスポーツ中継における視聴

となる来場者は調査対象から除外することで回答

行動については調査されていない．

の重複を避けた．回答は自記式とし，会場出口付

スポーツ経営学領域の研究により，これまでに

近に設けた回収所において，イベント終了後にス

スタジアム等試合会場での観戦者の属性やそこで

タッフが受け取って回収した．基礎的属性に関す

の観戦行動が明らかにされてきた．これら会場で

る調査項目は，性別，年代，自宅から会場までの

の観戦者に関する調査は，近年においてもバスケッ

所要時間，観戦中の競技のプレー経験，週 1 回以

トボール10）,11）,12）,13），サッカー 14）,15）,16），野球17）,18），

上実施しているスポーツの有無である．スポーツ

フィギュアスケート ，フィールドホッケー ，

観戦行動に関する調査項目は，同行者数，1 年以

ラグビー21） 等の会場で実施されてきている．し

内の日本代表戦の試合会場・テレビ・飲食店・

かしながら，会場以外の場所での観戦者について

PV での観戦経験，日本代表グッズの購入歴，1

の研究は，佐野22） が FIFA ワールドカップにお

年以内の国内トップリーグの試合会場・テレビで

19）

20）
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表1
回

日

2017. 3

No. 2

調査を実施した PV イベントの概要

程

競技・種目

1

2016 年 8 月

5 日 サッカー・男子

予選リーグ

日本×ナイジェリア

37 名

2

2016 年 8 月

8 日 サッカー・男子

予選リーグ

日本×コロンビア

25 名

3

2016 年 8 月

11 日 サッカー・男子

予選リーグ

日本×スウェーデン

41 名

4

2016 年 8 月

11 日 バレーボール・女子 予選リーグ

日本×ブラジル

20 名

5

2016 年 8 月

13 日 バレーボール・女子 予選リーグ

日本×ロシア

97 名

6

2016 年 8 月

15 日 バレーボール・女子 予選リーグ

日本×アルゼンチン

36 名

表2

試

合

来場者数

調査対象者の基礎的属性
回答数

回答率

性

別

男性
女性

43
29

59.7 ％
40.3 ％

年

代

10 代
20 代
30 代
40 代
50 代
60 代

35
12
6
14
4
1

48.6
16.7
8.3
19.4
5.6
1.4

％
％
％
％
％
％

自宅から会場までの所要時間

1〜10 分
11〜20 分
21〜30 分
31〜40 分
41〜50 分
51 分以上

15
7
4
3
3
40

20.8
9.7
5.6
4.2
4.2
55.6

％
％
％
％
％
％

観戦中の競技のプレー経験

あり
なし

17
55

23.6 ％
76.4 ％

週 1 回以上実施しているスポーツ あり
なし

44
28

61.1 ％
38.9 ％
n＝72

の観戦経験，国内トップリーグクラブのグッズの

に抽出し，来場時に本研究の趣旨を説明して同意

購入歴・ファンクラブ加入経験，当日 PV に参加

を得た後に調査を実施した．

していなかった場合の当該試合の観戦状況，今後
の日本代表戦の会場での観戦意向である．携帯情
報端末の使用行動に関する調査項目は，観戦中に
使用した機器と，機器を使用して行ったことにつ
いてである．質問紙の配布数は 205，回収数は
72，有効回収率は 35.1％であった．回答はすべて
Microsoft Excel 2013 に入力し，集計および分析
を行った．

3．結果および考察
3.1

基礎的属性

観戦者の基礎的属性に関する調査結果は表 2 の
とおりである．
対象者の 20.8％が，自宅から会場までの所要時
間が 10 分以下と回答している点において，大人

観察調査の方法について，本研究では 3 名の調

数でのスポーツ観戦を身近で楽しめるという PV

査員が被調査者の観戦中のメディア使用行動を後

のメリットが表れているといえよう．また，観戦

方から観察し，携帯情報端末の使用回数及び時間

中 の 競 技 の プ レ ー 経 験 に つ い て， 未 経 験 者 が

を記録した．被調査者は来場者のなかから無作為

76.4％を占めている点は，PV 観戦者の特徴の一
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表3

調査対象者のスポーツ観戦行動
回答数

回答率
％
％
％
％
％
％

同行者数

同行者なし
1名
2名
3名
4名
5 名以上

7
32
14
7
8
4

9.7
44.4
19.4
9.7
11.1
5.6

1 年以内の日本代表戦の試合会場での観戦経験

あり
なし

8
64

11.1 ％
88.9 ％

1 年以内の日本代表戦のテレビでの観戦経験

あり
なし

52
20

72.2 ％
27.8 ％

1 年以内の日本代表戦の飲食店での観戦経験

あり
なし

7
65

9.7 ％
90.3 ％

1 年以内の日本代表戦の PV での観戦経験

あり
なし

5
67

6.9 ％
93.1 ％

日本代表グッズの購入歴

あり
なし

15
57

20.8 ％
79.2 ％

1 年以内の国内トップリーグの試合会場での観戦経験 あり
なし

12
60

16.7 ％
83.3 ％

1 年以内の国内トップリーグのテレビでの観戦経験

あり
なし

32
40

44.4 ％
55.6 ％

国内トップリーグクラブのグッズの購入歴

あり
なし

15
57

20.8 ％
79.2 ％

国内トップリーグクラブのファンクラブ加入経験

加入している
以前加入していた
加入したことがない

3
1
68

4.2 ％
1.4 ％
94.4 ％

PV に参加していなかった場合の当該試合の観戦状況 一人で観ている
家族・親戚と観ている
友人と観ている
観ていない

12
27
5
28

16.7
37.5
6.9
38.9

％
％
％
％

今後の日本代表戦の会場での観戦意向

24
27
17
3
1

33.3
37.5
23.6
4.2
1.4

％
％
％
％
％

非常に観戦したい
少し観戦したい
どちらともいえない
あまり観戦したくない
全く観戦したくない

n＝72

つといえそうである．サッカー・J リーグの会場

に満たないことが報告されている．国際大会であ

において実施されている観戦者調査23）によれば，

るリオ五輪を対象とした PV 観戦者において，こ

会場での観戦者のうちサッカー未経験者は 61.8％

れらを上回る割合で未経験者が含まれていること

であり，最も未経験者が多数を占めた新潟の観戦

から，PV が「するスポーツ」としての競技経験

者においても，その割合は 75.4％であった．また，

にかかわらず「観るスポーツ」を楽しめる機会に

ハンドボール，ソフトボール，卓球，テニス，柔

なっているといえるのではないだろうか．

道のそれぞれ国際大会の会場における観戦者につ
いて調査した佐野24） の研究では，観戦中の競技

3.2

スポーツ観戦行動

のプレー未経験者が最も多く含まれていたのはハ

観戦者のスポーツ観戦行動に関する調査結果は

ンドボール観戦者であったが，その割合は 60％

表 3 のとおりである．以下では，会場における観

25
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戦者を対象とした近年の研究を参照しながら，

理的結びつきを形成する要因の一つであるとい

PV 観戦者のスポーツとの関わりや観戦行動につ

う．ところが PV 観戦者の多くがクラブグッズを

いて考察したい．

購入したことがなく，さらに 9 割以上がファンク

まず，本イベント参加における同行者数につい

ラブに加入した経験がないことから，PV 観戦者

て，最も多数を占めたのは 1 名の同行者とともに

の多くは特定のクラブへの心理的結びつきが弱

2 人組で訪れたとの回答であり，全体の 44.4％に

く，会場での観戦に対してこれまで消極的であっ

上った．J リーグにおいても同様に，最も多かっ

た人々であると推測できる．

たのは 2 人組の来場者であり回答率が 43.8％で

しかしながら，今後の日本代表戦の会場での観

あったと報告されている25）．しかし，1 人で訪れ

戦意向については，非常に観戦したいとの回答が

た観戦者（同行者なし）の割合について，J リー

33.3％，少し観戦したいとの回答が 37.5％に上っ

グの会場における回答率が 20.4％であった26） の

ており，両者を合わせると 70.8％の観戦者が今後

に対し，本研究ではわずか 9.7％であった．その分，

の会場での観戦に対して積極的な回答をしてい

PV では 2 名，4 名，5 名以上の同行者とともに

る．このような結果が得られた要因を分析するた

訪れた観戦者の割合が高くなっている．このこと

めに，出口・菊池28） によるスポーツ観戦行動に

から，PV においては一人で集中して試合や応援

関する仮説モデルに触れておきたい．このモデル

に熱中するというより，友人や家族と連れ立って

では，行動意図に影響を及ぼす要因として「心理

訪れる観戦者の様子が浮かび上がってくる．

的コミットメント」と「チームアイデンティフィ

次に，1 年以内の日本代表戦の観戦経験につい

ケーション」という 2 種類の「チームとの心理的

て，試合会場，飲食店，PV での観戦経験を有し

結びつき」を設定し，そのうち「心理的コミット

ていたのはそれぞれ 1 割程度であり，テレビでの

メント」を強める要因の一つとして「試合会場の

観戦経験を有しているのが 72.2％に上った．この

魅力」（「臨場感」，「一体感」，「観戦仲間」から構

結果と，PV に参加していなかった場合の当該試

成される）を挙げている．この理論的仮説モデル

合の観戦状況についての調査結果より，調査対象

に基づけば，本調査における PV 観戦者は，PV

者の多くが日ごろは代表戦を少人数でテレビ観戦

への参加によって試合会場の臨場感や一体感，仲

している様子がうかがえる．

間との観戦を体験したことで，今後の会場での観

日本代表戦の試合会場での観戦については，試

戦意図を高めたものと解釈できよう．なお，会場

合の開催数自体が少なく，機会が限られているた

での再観戦意図は実際にその後の再観戦行動に結

めに必然的に観戦経験者が少なくなるということ

びつく指標であることが実証されている29） こと

も考えられる．そこで，長いシーズンにわたり多

から，PV によって会場での観戦について積極的

くの場所で開催されている国内トップリーグ（J

な意図を持つようになった観戦者が実際に今後，

リーグまたは V リーグ）の観戦経験について尋

会場へ足を運ぶようになることは十分に考えられ

ねたが，83.3％が 1 年以内の会場での観戦経験を

る．

有しておらず，テレビでの観戦経験についても経
験なしとの回答数が経験ありとする回答数を上
回った．また，クラブグッズの購入歴についても，

3.3

携帯情報端末の使用行動

質問紙調査の結果，観戦中の携帯情報端末の使

約 8 割が購入したことがないと回答している．こ

用行動に関する設問において，スマートフォンを

こで，J リーグ観戦者のクラブへの心理的な結び

使用したと回答したのが 23 名，スマートフォン

つきについて研究した出口

によれば，クラブ

とタブレットの両方を使用したと回答したのが 1

のグッズを購入するという行動は，クラブへの心

名，いずれも使用しなかったと回答したのが 48

27）

26

OS文化研究02.indb 26

2017/05/26 11:02

佐野昌行・他：オリンピック競技大会におけるパブリックビューイング観戦者の様相：観戦行動とメディア使用行動の分析から

名であった．使用者の総数が少ないことから，統

間における自己表現」を重視する姿が研究される

計的な報告を行うことは難しいが，試合の観戦中

ようになってきている．

に 3 分の 1 の観戦者がこれらの端末を使用してい

こういった点を，今回の PV の観戦者と重ね合

たことになる．機器を用いて行ったことについて，

わせて考察してみることによって，上で例示した

最も多かった回答は写真の撮影（9 名）であり，

ような各観戦者の行動や，オンライン空間を介し

LINE を用いた写真の送受信（7 名）や Twitter

た写真の送受信は，「個別の文脈」の形成や重視，

での写真の送受信（5 名）を観戦中に行っていた

あるいは「オンライン空間における自己表現」の

ことが分かった．

一環として解釈することが可能となる．それは，

次に，観察調査によって携帯情報端末を使用し

オリンピック競技大会の PV に，このように参加

ていた観戦者の使用行動を調査した結果，試合前

している自己，あるいはそのことによって，オリ

や試合中の限定された短時間に使用していたとい

ンピック競技大会といった世界的なイベントにつ

うよりも，観戦中に継続的・断続的に使用してい

ながっている自己の表現であり確認であるという

た実態が確認できた．また，携帯情報端末を観戦

意味を持ってくる．そしてその過程で，PV の観

中に継続して使用していた時間は，最長で一回に

戦者というオーディエンスは，オーディエンス研

17 分程度であり，こういった使用を数回繰り返

究の潮流と同様に，オンライン空間とアクセスで

して断続的に使用していたケースが殆どであっ

きる媒体を使用することによって，「受け手／送

た．

り手」の境界を往還するようになると考えること

また，写真の撮影や送受信を行っていた観戦者

ができる．

に共通する特徴としては，会場への入場時にまず
会場の全景や，参加者自身を入れた会場の様子を
撮影してから着席するという行動が見られた点を

4．結

語

挙げることができる．中には，会場で着席すると

本研究は，リオ五輪における PV 観戦者の基礎

同時に，スマートフォンの録画機能を用いて参加

的属性，スポーツ観戦行動とメディア使用行動を

している自身の姿を撮影する参加者もおり，机上

分析し，会場以外でのスポーツ観戦者の様相を明

に立てかけたスマートフォンのカメラを観戦者自

らかにすることを目的とした．

身に向けた状態で，会場の様子を背景に PV に参

本研究の結果，PV 観戦者の多くが観戦中の競

加している自身の動画を撮影し続けていた観戦者

技の未経験者であり，その割合は会場での観戦者

の様子も観察された．

に比べて高いことが明らかになった．また，PV

こういった現象を，昨今のオーディエンス研究

観戦者のスポーツ観戦行動については，普段は少

と重ね合わせ，さらに考察を加えてみたい．オー

人数でテレビ観戦をしているケースが多く，会場

ディエンス研究は，1990 年代までのメディアに

での観戦に対しては消極的であったことが推察さ

対する「集合的主体」としての把握から，鍵本

れた．しかしながら PV での観戦を経験したこと

を中心とする「受動性／能動性」の枠組みの提起

により，会場での観戦に対しても積極的な意向を

を経て，昨今では「オーディエンス・エスノグラ

示すようになった参加者が数多く確認できた．さ

フィー」と呼ばれるパラダイムの登場を基底とし

らに，メディア使用行動からは，PV 観戦者たち

たアイデンティティへの着目に焦点が当てられて

が「集合的主体」としての観戦者という側面だけ

きている31）．そしてそこでは，観戦者としての「集

でなく，個としての参加に関する「個別の文脈」

合的主体」という側面だけでなく，各オーディエ

形成を重視し，「オンライン空間における自己表

ンスが個として「個別の文脈」や「オンライン空

現」をも含めたスポーツイベントの参加者として

30）
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のアイデンティティを重視する傾向が考察でき

FILE 2016 EDITION. IOC Television & Mar-

た．

keting Services SA, p.21.

緒言において触れたとおり，スポーツイベント

Twitter Japan（2012）
「ロンドンのハイライ

3）

の会場における観戦者の行動や心理状態について

ト」．https://blog.twitter.com/ja/2012-43，
（参

は今日までにさまざまな側面から研究が進められ
ているのに対し，会場以外の場所でのスポーツ観

照日 2017 年 1 月 14 日）．
Twitter Japan（2016）
「オリンピックを振り

4）

戦者の様相についてはほとんど研究の対象とされ

返 っ て 」．https://blog.twitter.com/ja/2016/

てきていない．そのため，今後も「観るスポーツ」

0823rio，（参照日 2017 年 1 月 14 日）．

推進の視点から，さまざまなメディアを通じたス

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

5）

ポーツ観戦のあり方や特性について検討していき

組織委員会（2016）
「『東京 2020 ライブサイト

たい．

in 2016 －リオから東京へ－』開催レポート：
8 月 6 日 東 京 会 場 」．https://tokyo2020.jp/

謝

jp/news/rio2016/20160806-03.html，（ 参 照 日

辞

本研究を遂行するにあたり，NHK 放送文化研

2017 年 1 月 14 日）．
太田垣翔，角谷和俊，牛尼剛聡（2016）ソー

6）

究所・主任研究員の宇治橋祐之様には，今日のテ

シャルビューイングにおけるトピックを考慮

レビ視聴者の様相や本研究における調査の実施方

し た ツ イ ー ト 集 約 化 手 法．DEIM Forum

法等について多くの助言を賜りました．ここに記

2016：B2-3．

して謝意を表します．

太田垣翔，牛尼剛聡，角谷和俊（2015）ソー

7）

シャルビューイングにおける盛り上がりの効
注 1）この大会が「ソーシャルオリンピック」と

果 的 な 提 示 の た め の ツ イ ー ト 集 約 化 手 法．

呼ばれるようになった背景には，ソーシャ
ル メ デ ィ ア が 普 及 し た こ と だ け で な く，

DEIM Forum 2015：G4-4．
松岡藍，牛尼剛聡（2014）共感ビューイング：

8）

IOC が選手による大会期間中のソーシャル

波長の合う人とのソーシャル TV ビューイン

メディアを利用した情報発信を認めるよう
になったことが挙げられる．IOC は 2011

グ．DEIM Forum 2014：B7-2
電通（2012）電通総研が，ロンドンオリンピッ

9）

年にガイドラインを公表し，発信する内容

ク へ の 期 待 や 観 戦 ス タ イ ル を 調 査．dentsu

に関するルールを定めながらも，インター

NEWS RELEASE．電通，p.1．

ネット上への投稿を積極的に奨励するよう

10）

になったのである．

千葉直樹，永谷稔（2015）札幌のプロバスケッ
トボールチームにみる観戦者特性の変化に関
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Abstract
This research aims to clarify the concrete efforts that have been put into Olympic education
so far and to reveal the current situation and challenges of Olympic and Paralympic education
based on the survey results on the efforts of all education committees involved in Olympic and
Paralympic education.
With regard to the concrete efforts in Olympic education, the reports of“Olympic education
for the 1964 Tokyo Olympics（learning at the time）”and“Olympic and Paralympic education of
Nagoya City”； the practice of University of Tsukuba and the efforts of Tokai Gakuen University； and the teaching materials for Olympic and Paralympic education, designed by the Japanese
Olympic Committee（JOC）, the Japan Olympic Academy（JOA）, the Tokyo Organizing Committee of the Olympic and Paralympic Games, and the Tokyo Metropolitan Board of Education,
are helpful for on-site practical education.
In addition, according to the survey results on the efforts of all education committees in Olympic and Paralympic education, it was confirmed that the topic of“learning about Olympics and
Paralympics”was taught at 25％ of elementary and senior high schools, and less than 30％ of junior high schools, but at more than 10％ in general. Looking at specific contents, the most popular topics were“experiences and episodes of athletes”at elementary and junior high schools,
“Olympic spirit”at senior high schools, and“the meaning of Paralympics”in general. Further, it
was also confirmed that the topic of“learning through Olympics and Paralympics”was taught
at more than 30％ of elementary schools, less than 30％ of junior high schools and 25％ of senior
high schools, but at more than 15％ in general. The most popular topics identified, were“the attitude of respect for challenges and great efforts”at elementary and junior high schools,“respect

1
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for others and self-fulfillment”at senior high schools, and“the influence of sports on individuals
and the society”in general.
In this academic year, the most popular topic of Olympic and Paralympic education implemented by the education committees was“interaction with Olympic and Paralympic athletes,”
followed by“promotion of education at special support schools”and“the development of teaching materials about Paralympic education and the promotion of experience-based classes.”Furthermore, the most popular topic that the education committees are considering to implement in
the future is“interaction with Olympic athletes,”followed by“utilization of experts at schools”
and“collaboration with pre-camp invitations at various areas.”
With regard to the implementation of Olympic and Paralympic education in this academic
year, for the question“What type of lecturers were invited?,”the ones that demonstrated the
highest popularity rate were“Olympic athletes,”followed by“famous sports athletes”and
“Paralympic athletes”； for the question of“What type of lecturers would you like to invite in
the future?,”the ones that demonstrated the highest popularity rate were“Paralympic athletes,”
followed by“Olympic athletes.”
Although it has been less than half a year since the publication of the final report of“Towards
the Promotion of Olympic and Paralympic Education”in July 2016, we are sincerely grateful to
everyone in the education committees that responded to our inquiries regarding the efforts carried out in all prefectures in Japan related to Olympic and Paralympic education. In future, while
conducting research and follow-up surveys about the specific topics of Olympic and Paralympic
education, we would like to consider what can be done for each field and what can be left as a
legacy.
Keywords: Olympic Education, Paralympic Education
キーワード：オリンピック教育，パラリンピック教育

1．緒

言

この有識者会議設置についてスポーツ庁は，
「2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大

を成功させるために，日本全国各地にオリンピッ

会に向けて，スポーツ庁は 2015 年から「オリン

ク・パラリンピック・ムーブメントを普及させる

ピック・パラリンピック教育に関する有識者会議」

必要がある．このため，学校教育や社会教育の現

を開き，2015 年 7 月には 6 回の会議の後に「オ

場で，①オリンピック・パラリンピックに関する

リンピック・パラリンピック教育に関する有識者

知識・理解・関心の向上やオリンピック精神の普

会議（中間まとめ）」を発表，その後 3 回の会議

及，②異文化理解や国際理解，多様性尊重の促進，

を経て 2016 年 7 月には「オリンピック・パラリ

③『おもてなし』やボランティア精神の醸成，マ

ンピック教育の推進に向けて（最終報告）」をま

ナーの向上，④スポーツ実施率の向上，等のため

とめた．

の取組を進めていく必要がある．オリンピック・
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パラリンピック教育の実施を通じた無形のレガ

指すべきもの」が，最終報告では「スポーツの価

シーの創出という観点も踏まえ，上記取組の推進

値とオリンピック・パラリンピック教育の意義」

のための基本的な考え方や具体的な内容・手法に

とされて，スポーツの価値やオリンピック・パラ

ついて検討を行うため，スポーツ庁長官の下に有

リンピックの理念が具体的に示された内容となっ

識者会議を設置する」1） とその設置理由を述べて

ている．

いる．

2016 年 7 月に以上のような最終報告を受けて，

最終報告の冒頭では「オリンピック・パラリン

オリンピック・パラリンピック教育の推進がはじ

ピック教育を通じて，子どもから大人まで，国民

まったところであるが，残り 4 年という短期間の

一人一人がスポーツの価値ならびにオリンピッ

中でこれらの教育を行い，有形・無形のレガシー

ク・パラリンピックの意義に触れることは，2020

を残すことを目標とするのならば，2020 年オリ

年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競

ンピック・パラリンピック東京大会までに様々な

技大会（以下「東京大会」という．
）に向けた全

課題が考えられる．

国的な機運の醸成のみならず，それ以降の東京大
会の有形・無形のレガシー創出に向けてきわめて
2）
重要な取組となる」
とし，オリンピック・パラ

リンピック教育の全国展開に向けた取り組みを進
めることを示している．

2．目

的

本研究はこれまでのオリンピック・パラリン
ピック教育の具体的な取り組みを整理し，各教育

この報告によると中間まとめと最終報告の概要

委員会のオリンピック・パラリンピック教育の取

を以下のように示すことができる．中間報告では，

り組みについての調査結果から，オリンピック・

1．オリンピック・パラリンピック教育を通じて

パラリンピック教育の現状と課題を明らかにする

目指すべきもの，2．オリンピック・パラリンピッ

ことを目的とする．

ク教育の具体的内容，3．オリンピック・パラリ
ンピック教育の推進のための方策，（1）初等中等
教育，（2）高等教育，（3）社会教育，（4）全般的
な方策（推進体制の整備等）を，最終報告では 1．

3．方
3.1

法

オリンピック・パラリンピック教育の具体
的な取り組みの整理

スポーツの価値とオリンピック・パラリンピック
教育の意義，
（1）スポーツの価値，
（2）オリンピッ

オリンピック・パラリンピック教育に関する有

ク・パラリンピックの理念とオリンピック・パラ

識者会議の資料やオリンピック・パラリンピック

リンピック教育の意義，（3）オリンピック・パラ

教育の先行研究を参考に具体的な取り組みの整理

リンピック教育の具体的内容，2．オリンピック・

を行った．

パラリンピック教育の推進体制と全国的なオリン
ピック・パラリンピック・ムーブメントの推進，
（1）
東京都の取組，（2）組織委員会の取組，（3）政府

3.2

オリンピック・パラリンピック教育の調査

各都道府県の「オリンピック・パラリンピック

による全国的な推進体制の構築に向けた取組，3．

教育の調査」は，全国 47 都道府県の教育委員会

各機関におけるオリンピック・パラリンピック教

を対象に郵送調査票により調査を行った．回収数

育の推進のための方策，（1）初等中等教育，（2）

は 32 都道府県で回収率は 68.1％であった．

高等教育，（3）社会教育について具体的な方策を

調査期間は 2016 年 12 月 9 日〜2017 年 1 月 11

提言している．概要を概観すると中間まとめでは

日で，「日本体育大学ヒトを対象とした実験等に

「オリンピック・パラリンピック教育を通じて目

関する規定」に基づき，説明書，同意書，審査申
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請・研究計画書を提出し，倫理審査委員会の同意

めの取組，④各地における事前キャンプ誘致等と

を受けて行われた．（承認番号：第 O16-HO86 号）

の連携，⑤大学との連携，⑥被災地と連携した取

調査用紙はオリンピック・パラリンピック教育

組，⑦文化プログラムとの連携，⑧スポーツ・文

の推進に向けての最終報告 から「スポーツの価

化・ワールド・フォーラムの開催，⑨国際競技大

値とオリンピック・パラリンピック教育の意義」

会の開催と国際交流，⑩教材や事例集等の開発・

と「全国的なオリンピック・パラリンピック教育

共有の推進，⑪パラリンピック教育に関する教材

の推進体制」を項目化して作成した．

開発と体験授業の促進，⑫特別支援学校等におけ

2）

（1）オリンピック・パラリンピック教育の実際

る教育の推進，⑬教員養成・研修の取組，⑭学校

について，「オリンピック・パラリンピックその

現場における専門家の活用，⑮オリンピック・パ

ものについての学び」では，小学校・中学校・高

ラリンピック選手との交流，⑯幼児教育における

等学校・一般に対して「行った」か「行っていな

取組，⑰大学生への教育，⑱大学を活用した地域

い」か，「行った」と回答した事業に対しては，

におけるオリンピック・パラリンピック教育の推

どこで何箇所行ったかを回答してもらった．具体

進，⑲公民館等の社会教育施設等を通じた学習，

的な内容は，①歴史，②競技種目，③アスリート

⑳社会教育施設における資料のネットワーク化と

のパフォーマンス，④アスリートの努力のすごさ，

活用，デジタルアーカイブの構築とその活用に

⑤オリンピック精神，⑥パラリンピックの意義，

ついて，「今年度実施した」と「今年度実施して

⑦パラリンピックの特性，⑧選手の体験・エピソー

いない」の 2 件法及び，1）実施を検討している，

ド，⑨大会を支える仕組み，⑩商業主義が引き起

2）実施をやや検討している，3）実施をあまり検

こす歪み，⑪ IOC 改革の取組，⑫ドーピングの

討していない，4）実施を全く検討していない，

問題点，⑬アンチ・ドーピングの取組，について

の 4 件法での回答を求めた．

である．
「オリンピック・パラリンピックを通じた学び」

その他，オリンピック・パラリンピック教育を
行うにあたり招聘した講師，オリンピック・パラ

では，小学校・中学校・高等学校・一般に対して

リンピック・ムーブメント全国展開事業での本学

「行った」か「行っていない」か，「行った」と回

との協力についての回答に加えて，オリンピック・

答した事業に対しては，どこで何箇所行ったかを

パラリンピック教育に対してのその他の取り組み

回答してもらった．具体的な内容は，①スポーツ

や，今後行っていきたい取り組みについて自由記

の価値，②スポーツが個人や社会にもたらす効果，

述での回答欄を設けた．

③スポーツマンシップ，④チャレンジや努力を尊
ぶ態度，⑤ルールの尊重，⑥フェアプレーの精神，
⑦スポーツ・インテグリティの保持，⑧他者の尊
重や自己実現，⑨健康増進等にもたらす効果，⑩

4．これまでのオリンピック・パラリンピッ
ク教育の具体的な取り組み

スポーツをしようとする機運，⑪体を動かすこと

スポーツ庁は 1964 年東京オリンピックに向け

への関心の向上，⑫生涯にわたってスポーツに積

たオリンピック教育（当時は学習）について，オ

極的に参画すること，についてである．

リンピック・パラリンピック教育に関する有識者

（2）「全国的なオリンピック・ムーブメントの

会議の中で「1964 年当時の全国におけるオリン

展開」についてでは，①全国的なオリンピック・

ピック教育について」3） の資料を発表している．

パラリンピック・ムーブメントの推進，②各地に

それによると，①当時の文部省がオリンピックの

おけるスポーツ・プログラムの実施，③社会人を

基礎知識やオリンピック精神を普及させるため，

はじめとする様々な世代がスポーツに参画するた

オリンピック読本を作成したことが示されてい
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る．また，この読本が東京都や地方自治体がオリ

ラリンピック教育に関する有識者会議の中で次の

ンピック読本を作成する参考資料となった．②京

ように発表している．①各大会概要として，大会

都市ではオリンピックを開催する上で増加するこ

名，期間，実施競技・種目，参加国・地域，獲得

とが予測される外国人観光客を迎えるために，必

メダル，観客数など．②長野市のオリンピック・

要な心がまえと京都市民憲章をオリンピック読本

パラリンピック教育の理念として次の 3 点を挙げ

に組み込んだ．また，オリンピック出場を目指し

ている．「児童生徒の直接的な国際経験の機会」，

ている郷土選手や聖火リレーのコースを紹介して

「オリンピック・パラリンピックへの関心を高め，

いる．③埼玉県では，オリンピックを迎えるにあ

心身を積極的に鍛える実践の機会」，「競技見学や

たり，必要なマナーや国際理解をコミカルな絵を

行事参加だけでなく，実際に行動し体験する喜び

利用して紹介した．また，オリンピック県民運動，

を得る機会」．③一校一国運動として市内 75 校で

埼玉県内の聖火リレーコースと埼玉県に関係のあ

72 の国や地域を担当し，それぞれの学校や子供

る過去のオリンピック参加者などがオリンピック

たちの独自性・自主性を尊重した学習を実施した．

読本に組み込まれた．④栃木県では作文コンクー

④その内容については，大会前に進む交流として

ルの入賞作品や小中学生が作成したオリンピック

「ノルウェーからの金メダリスト来校」や「ボス

ポスターの公開などが行われた．⑤さらには当時

ニア出身の歌手を招いての交流会」，「東京への社

の公共道徳高揚運動への取組の例として，外国人

会見学でスウェーデン大使館訪問」，「選手団長や

観光客にマイナスイメージを与えないための公衆

各競技のプレ大会を通しての交流」，⑤本大会の

道徳の底上げを図る取り組みについて，大阪府と

活動・交流としては「オリンピック村入村式の国

栃木県の事例を紹介している．

歌斉唱とレセプション」，「パラリンピック聖火リ

1964 年の東京オリンピック招致活動に向けて，

レーと開会式での応援」，「スウェーデン女子アイ

「道徳の時間」が特設されたのは 1958 年である4）．

スホッケーチーム訪問と試合観戦」，「スロバキア

敗戦からオリンピックに向かう 1964 年東京オリ

大統領訪問」，「パラリンピックアルペン金メダリ

ンピック招致に関わる教育の流れとして小林5）

ストの訪問」，⑥当時の子どもたちのオリンピッ

は，「道徳の時間」を特設して愛国心や国家への

ク・パラリンピックを見ての感想，⑦その後の一

貢献と同時に「国際社会の一環」としての日本人

校一国運動の派遣と受け入れの状況，⑧一校一国

という位置づけについて説明し，その背景に日本

運動推進の課題，⑨一校一国運動の成果，⑩オリ

の国際社会復帰のための，オリンピック招致活動

ンピック・パラリンピックが残した意識として交

があったのではないかと推察している．

流記録冊子「世界の人とともに生きる」に掲載さ

また，オリンピック開催前の東京は衛生的に問

れた各行のタイトルとして，
「会いたい・話したい・

題がある街 であったこと，公共的な場における

伝えたい」，「とどけ声援〜がんばれ

ふるまいに道徳的難 7） があったことを示してい

テンシュタイン公国〜」，「内戦に苦しむ国から教

る．そのために，環境整備を行う必要があり，道

わった

徳教育が位置付けられて強化されていった．小林

スピタリティ（親愛）あふれる国際交流を目指し

は「オリンピック開催を迎える日本人は，公共道

て〜」などを紹介している．さらに，⑪交流が始

徳の低さを『恥』と嘆きながらも，
『世界の中で

まったころの職員研修の様子，⑫児童生徒の学習

の日本』を意識しつつ，失われた『誇り』と『美

や活動として「児童会・生徒会活動」，「教科等の

8）
徳』を取り戻そうとした」
と述べている．

学習（競技・相手国等）」，「クラブ活動」，「選手

6）

「長野市のオリンピック・パラリンピック教育」

9）

については，長野市長の加藤がオリンピック・パ

僕らのリヒ

平和を願う心」，「世界と心をつなぐ〜ホ

団との交流」，「交流会の具体的な内容」，「ボラン
ティア活動」などが紹介されている．
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No. 2

また，信濃毎日新聞では「インターネット教育

大学での取り組みで評価されているのは，筑波

利用環境提供事業」対象校の生徒たちによる「環

大 学 の「 オ リ ン ピ ッ ク 教 育 」 で あ る．Roland

境五輪」の実際や準備状況の発信10），「ジュニア

Naul の「Olympic Education」の中では JOA（日

記者」を募集して中学生の原稿を世界に発信した

本オリンピックアカデミー）と筑波大学とのつな

こと11），国際オリンピック委員会（IOC）医事委

がりを示して評価16）している．

員会が小中学生を対象にビデオとパネルでスポー

筑波大学では 2010 年 12 月嘉納治五郎の生誕

ツの最先端を解説12） し，オリンピック・バイオ

150 周年を記念して「オリンピック教育プラット

メカニクス研究プロジェクトで作成した教育用ビ

フォーム（CORE：Centre for Olympic Research

デオを小中学校 72 校に配布した13）ことなどが報

and Education）」を設立した．この CORE は筑

道されている．

波大学の附属学校や国内外の関係諸機関と連携し

その後もオリンピックが開催される度に，また

て，オリンピック教育の研究・実践を行っている

オリンピック招致活動が行われる度に，オリン

日 本 で 初 め て の IOC 認 可 の オ リ ン ピ ッ ク セ ン

ピック教育についてはその取り組みが発表されて

ターである．

きた．例えば 2004 年には須田

14）

が順天堂大学の

ここでの実践について真田17）18）はシンポジウム

将来体育指導者を目指す学生を対象とした調査で

や雑誌論文などで具体的な内容を報告している．

は，①オリンピックに関係する知識のなさや IOC

また，CORE の筑波大学附属校でのオリンピッ

（国際オリンピック委員会），IOA（国際オリンピッ

ク教育の授業案19） や筑波大学附属大塚特別支援

クアカデミー），NOC（国内オリンピック委員会），

学校高等部の実践20） は，今後オリンピック教育

IF（国際競技連盟）などについての理解が低い

を進める学校の授業を検討する上で参考になるも

こと，②オリンピック運動に関心をもたずに見る

のである．

スポーツとしてとらえていること，③オリンピッ

また，大学でのオリンピック教育の実践として，

ク学習については小学校では 96.2％，中学校では

東海学園大学の「とうがく競技祭」21）22）も高く評

82.9％，高等学校では 75.9％の学生が「教わって

価することができる．

いない」と回答していたことを明らかにしている．

その他，オリンピック・パラリンピック教育に

また，2008 年の大阪オリンピック招致活動につ

は，JOC（日本オリンピック委員会）のオリンピッ

いて当時財団法人大阪オリンピック招致委員会参

クを学ぼう23），冊子「JOC の進めるオリンピック・

与であった原田氏はオリンピック教育「大阪にお

ムーブメント」24），教科書25）26）27），日本オリンピッ

けるオリンピック運動の普及」について「①小中

クアカデミー28） のレクチャーやデジタル資料，

学生を対象としたオリンピック副読本の配布，②

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織

国際スポーツイベントにおける一校一国運動，③

委員会の「オリンピックとは」29），「パラリンピッ

大阪オリンピック子ども親善大使」の 3 事業の展

クとは」30），東京都教育委員会の教科書31）32）33）
「オ

開を示している．またこの中では必要とされるオ

リンピック・パラリンピック学習補助教材」34），
「オ

リンピック教育として大阪におけるオリンピック

35）
リンピック・パラリンピック教育実践事例集」
，

運動の普及について「現在のトップスポーツをと

「オリンピック・パラリンピック学習読本・映像

りまく勝利主義・商業主義を正しい方向に修正し，

36）
教材活用の手引き」
，「オリンピック・パラリン

オリンピック・ムーブメントの永続的発展に寄与

ピック教育推進のための

するとともに，招致活動をより意義深い活動に転

37）
集」
，「ときめきを未来へつづる

換させ，人々に使命感と達成感を与えるために必

38）
リンピック・パラリンピック学習ノート」
など

要とされる重要な仕事である」15）と述べている．

が現場での実践教育を行う上で参考となる．

教育支援プログラム
東京 2020 オ
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表1

表2

地方区分

項目

度数

％

北海道東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方

5
4
7
6
3
2
5

15.6％
12.5％
21.9％
18.8％
9.4％
6.3％
15.6％

合計

32

100.0％

オリンピック・パラリンピックそのものについての学び

項目

小学校

中学校

高等学校

一般

度数

％

度数

％

度数

％

度数

％

行った
行っていない

8
24

25.0％
75.0％

9
23

28.1％
71.9％

8
24

25.0％
75.0％

4
28

12.5％
87.5％

合計

32

100.0％

32

100.0％

32

100.0％

32

100.0％

5.3 オリンピック・パラリンピックを通じた学び
表 4 は「オリンピック・パラリンピックを通じ

5．オリンピック・パラリンピック教育の取
り組みについての調査結果
5.1

地方区分

た学びについての事業を行いましたか」という設
問に対する回答結果である．「行った」と回答し
たのは，小学校 31.3％，中学校 28.1％，高等学校
25.0％，一般 15.6％であった．

表 1 は調査に回答してくれた教育委員会の地方

表 5 は「前設問で『行った』と回答した事業を

区分である．最も多く回答してくれたのは，中部

それぞれ何箇所で行ったかお答えください」とい

地方の 21.9％，次いで近畿地方の 18.8％であった．

う設問に対する回答結果である．
小学校で高い数値を示したのは「チャレンジや

5.2

オリンピック・パラリンピックそのものに
ついての学び

表 2 は「オリンピック・パラリンピックそのも

努力を尊ぶ態度」18.5％，
「ルールの尊重」12.9％，
「フェアプレイの精神」12.1％であった．
中学校で高い数値を示したのは「チャレンジや

のについての学びについての事業を行いました

努力を尊ぶ態度」13.2％，「スポーツマンシップ」

か」という設問に対する回答結果である．
「行った」

11.7％，「他者への尊重や自己実現」11.2％であっ

と回答したのは，小学校 25.0％，中学校 28.1％，

た．

高等学校 25.0％，一般 12.5％であった．

高等学校で高い数値を示したのは「他者への尊

表 3 は「前設問で『行った』と回答した事業を

重や自己実現」13.8％，「チャレンジや努力を尊

それぞれ何箇所で行ったかお答えください」とい

ぶ態度」11.4％，「生涯にわたってのスポーツに

う設問に対する回答結果である．

積極的に参画すること」10.2％であった．

小学校で高い数値を示したのは「選手の体験・

一般で高い数値を示したのは「スポーツが個人

エピソード」23.4％，
「努力のすごさ」19.1％，
「パ

や社会にもたらす効果」19.7％，
「他者の尊重や自

フォーマンス」11.3％であった．

己実現」18.0％，
「チャレンジや努力を尊ぶ態度」，

中学校で高い数値を示したのは「選手の体験・

「スポーツをしようとする機運」9.8％であった．

エピソード」15.7％，
「オリンピック精神」14.2％，
「努力のすごさ」と「歴史」12.6％であった．

5.4

教育委員会の実施状況と検討内容

高等学校で高い数値を示したのは「オリンピッ

表 6 は「今年度，オリンピック・パラリンピッ

ク精神」15.3％，
「パラリンピックの意義」と「パ

ク教育について教育委員会で実施した内容」につ

ラリンピックの特性」11.5％であった．

いての回答結果である．最も多く実施されたのは

一般で高い数値を示したのは「パラリンピック

「オリンピック・パラリンピック選手との交流」

の意義」19.2％，
「オリンピック精神」17.3％，
「パ

35.5％，次いで「特別支援学校などにおける教育

ラリンピックの特性」15.4％であった．

の推進」，「パラリンピック教育に関する教材開発
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表3

No. 2

オリンピック・パラリンピックそのものについての学びの実施箇所数
（小学校・中学校・高等学校・一般）
小学校

項目

項目
行った
行っていない
合計

高等学校

一般

％

度数

％

度数

％

度数

％

13
24
29
49
25
24
23
60
6
0
0
2
1

5.1％
9.4％
11.3％
19.1％
9.8％
9.4％
9.0％
23.4％
2.3％
0.0％
0.0％
0.8％
0.4％

16
12
12
16
18
12
9
20
8
0
0
1
3

12.6％
9.4％
9.4％
12.6％
14.2％
9.4％
7.1％
15.7％
6.3％
0.0％
0.0％
0.8％
2.4％

13
10
9
13
20
15
15
12
4
2
0
9
9

9.9％
7.6％
6.9％
9.9％
15.3％
11.5％
11.5％
9.2％
3.1％
1.5％
0.0％
6.9％
6.9％

0
0
4
6
9
10
8
7
4
0
0
3
1

0.0％
0.0％
7.7％
11.5％
17.3％
19.2％
15.4％
13.5％
7.7％
0.0％
0.0％
5.8％
1.9％

131 100.0％

52

100.0％

合計

表4

中学校

度数

歴史
競技種目
パフォーマンス
努力のすごさ
オリンピック精神
パラリンピックの意義
パラリンピックの特性
選手の体験・エピソード
仕組み
商業主義
IOC 改革
ドーピングの問題点
アンチドーピングの取組

表5

2017. 3

256 100.0％

127 100.0％

オリンピック・パラリンピックを通じた学び
小学校

中学校

高等学校

一般

度数

％

度数

％

度数

％

度数

％

10
22

31.3％
68.8％

9
23

28.1％
71.9％

8
24

25.0％
75.0％

5
27

15.6％
84.4％

32

100.0％

32

100.0％

32

100.0％

32

100.0％

 リンピック・パラリンピックを通じた学びの実施箇所数（小学校・中学校・
オ
高等学校・一般）
項目

スポーツの価値
個人・社会への効果
スポーツマンシップ
チャレンジや努力を尊ぶ態度
ルールの尊重
フェアプレイの精神
インテグリティ保持
他者への尊重
健康増進
スポーツを行おうとする機運
体を動かす関心
生涯スポーツへの参画
合計

小学校

中学校

高等学校

一般

度数

％

度数

％

度数

％

度数

％

23
18
51
83
58
54
6
51
12
34
37
21

5.1％
4.0％
11.4％
18.5％
12.9％
12.1％
1.3％
11.4％
2.7％
7.6％
8.3％
4.7％

15
21
24
27
20
20
6
23
8
10
17
14

7.3％
10.2％
11.7％
13.2％
9.8％
9.8％
2.9％
11.2％
3.9％
4.9％
8.3％
6.8％

14
16
11
19
14
14
4
23
9
13
13
17

8.4％
9.6％
6.6％
11.4％
8.4％
8.4％
2.4％
13.8％
5.4％
7.8％
7.8％
10.2％

4
12
5
6
2
2
2
11
1
6
5
5

6.6％
19.7％
8.2％
9.8％
3.3％
3.3％
3.3％
18.0％
1.6％
9.8％
8.2％
8.2％

167 100.0％

61

100.0％

448 100.0％

205 100.0％
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表6

オリパラ教育今年度実施

順位

項目

％

1
2
2
4
4
4
7
7
7
10
10
10
10
14
14
14
14
18
18

オリパラ選手との交流
特支における教育の推進
パラ教育の教材開発の促進
様々な世代のスポーツへの参画
大学との連携
オリパラムーブメントの推進
専門家の活用
スポーツ・プログラムの実施
キャンプ誘致等との連携
文化プログラムとの連携
教材等の開発共有の推進
教員養成・研修の取組
フォーラムの開催
幼児教育における取組
被災地との連携
大学生への教育
国際競技大会の開催と国際交流
社会教育施設等を通じた学習
社会教育施設の資料のネットワーク化
と活用
デジタルアーカイブの構築
オリパラ教育推進の大学活用

35.5％
16.1％
16.1％
12.9％
12.9％
12.9％
9.7％
9.7％
9.7％
6.5％
6.5％
6.5％
6.5％
3.2％
3.2％
3.2％
3.2％
0.0％
0.0％

18
18

0.0％
0.0％

と体験授業の促進」16.1％，「社会人をはじめと

表7 オ
 リパラ教育実施検討順位（検討している
＋やや検討している）
順位

項目

％

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
15
17
17
19
19
19

オリパラ選手との交流
専門家の活用
キャンプ誘致等との連携
教材等の開発共有の推進
大学との連携
オリパラムーブメントの推進
特支における教育の推進
パラ教育の教材開発の推進
教員養成・研修の取組
様々な世代のスポーツへの参画
オリパラ教育推進の大学活用
国際競技大会の開催と国際交流
文化プログラムとの連携
スポーツ・プログラムの実施
幼児教育における取組
フォーラムの開催
社会教育施設等を通じた学習
デジタルアーカイブの構築
被災地との連携
大学生への教育
社会教育施設の資料のネットワーク化
と活用

57.9％
36.8％
30.0％
28.6％
23.8％
20.0％
17.6％
15.8％
15.0％
14.3％
13.6％
9.1％
5.0％
5.0％
4.8％
4.8％
4.5％
4.5％
0.0％
0.0％
0.0％

であった．

する様々な世代がスポーツに参画するための取

表 9 は「今年度，オリンピック・パラリンピッ

組」，「大学との連携」，「全国的なオリンピック・

ク教育を行うにあたり，どのような講師を招聘し

パラリンピックムーブメントの推進」12.9％で

ましたか」という設問に対する回答結果である．

あった．

最も多かったのは「オリンピック選手」29.3％，

表 7 は「今後，教育委員会で実施を検討してい

次いで「パラリンピック選手」22.9％，
「著名スポー

る内容」についての回答結果である．「検討して

ツ選手」22.9％，「大学の教員」10.0％であった．

いる」と「やや検討している」の回答が最も多かっ

表 10 は「今後，オリンピック・パラリンピッ

たのは「オリンピック・パラリンピック選手との

ク教育を行うにあたり，どのような講師を招聘し

交流」57.9％，「学校現場における専門家の活用」

たいと思いますか」という設問に対する回答結果

36.8％，「各地における事前キャンプ誘致等との

である．最も多かったのは「パラリンピック選手」

連携」30.0％，「教材や事例集などの開発・共有

19.1％，次いで「オリンピック選手」16.0％，「ス

の推進」28.6％，
「大学との連携」23.8％であった．

ポーツ組織の専門家」15.3％，
「代表選手のコーチ・

表 8 は「今後，スポーツ庁委託事業『オリンピッ

監督」，「スポーツドクター」14.5％であった．

ク・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業』
など，本学との協力を検討していますか」という
設問に対する回答結果である．「積極的に検討し

6．考察及びまとめ

ている」と回答したのは 1 県 3.2％で，「検討して

本研究はこれまでのオリンピック教育の具体的

いきたいと思っている」と回答したのは 3 県 9.7％

な取り組みを整理し，各教育委員会のオリンピッ
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表8

日体大との連携

項目
積極的に検討している
検討していきたいと思っている
どちらでもない
あまり検討していない
全く検討していない
N.A
合計

2017. 3

No. 2

高木40） は「一校一国運動」の誕生までの中で，

度数

％

1
3
6
6
14
1

3.2％
9.7％
19.4％
19.4％
45.2％
3.2％

31

100.0％

学校教育現場が抱える，教師の多忙化について「こ
れ以上忙しくされてはたまったものではない」と
いう反発や，校長会での「国際交流なんてそう簡
単にできるものではない」，長野オリンピック招
致段階での市議会における教育長の「『子どもた
ちを動員する』発言」など，当時の現場の反発の
様子について記している．しかし，こうした紆余
曲折を経て行われてきたこの「一校一国運動」を，

ク・パラリンピック教育の取り組みについての調

イベントとしてではなく伝統として継続している

査結果から，オリンピック・パラリンピック教育

学校の取り組みについて「地域全体の支援」によ

の現状と課題を明らかにすることを目的とした．

る活動が報告されている．

オリンピック教育の具体的な取り組みでは，
「1964 年東京オリンピックに向けたオリンピック

長野オリンピックの「一校一国運動」は，1994
年に広島で開催されたアジア競技大会での「一館

教育（当時は学習）」や「長野市のオリンピック・

一国運動」をモデルとしている．「一館一国運動」

パラリンピック教育」の報告，筑波大学の実践や

とは，地区公民館単位で特定の国や地域を応援す

東海学園大学の取り組み，日本オリンピック委員

る事業のことである．学校と社会の融合の重要性

会（JOC），日本オリンピックアカデミー（JOA），

が提唱されてきたのは，1997 年頃からであり，

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織

学校と社会の融合教育研究会は，そうした社会情

委員会，東京都教育委員会のオリンピック・パラ

勢の中，全国各地で学校と社会をつなぐ実践を進

リンピック教育の教材資料などが現場での実践教

めてきた．以上のことから，2020 年オリンピック・

育を行う上で参考となることが推察される．この

パラリンピック東京大会における一校一国運動

ように，オリンピック・パラリンピック教育には

は，学校単位の取り組みではなく，初めから地域

さまざまな教材資料などが用意されてきている

を巻き込んだ学社融合の実践が期待される．

が，現場での取り組みについては次のような指摘
もある．

また，Roland Naul は若者や若い競技者にとっ
てのオリンピック学習について最も重要な発達課

舛本39） は「『いつ，誰が，誰に（誰から），な

題を次の 2 点としている．「（1）活動的な生活の

ぜ何のために，何を，どのように，教える（学ぶ）

減少．学校や一般の生活の中でゲームやスポーツ

のか？』の問題が提起されるという．その理由と

に費やされる時間が少なくなり，体育の時間の割

して，学習指導要領の改訂により教科書にオリン

り当ても減少の傾向を示している．この問題は，

ピックの記述が増えても「オリンピック教育」の

もちろん若い競技者の問題ではなく，仲間と競技

必要性が認識されたわけではなく，教師の負担感

をしていない人たちにとっての問題である．（2）

を増やさない学校全体での取り組みの必要性を述

攻撃性や暴力，違反行為や薬物乱用，文化的・宗

べている．また，オリンピック学習がオリンピッ

教的差別などの異常行動のパターンや道徳的原則

ク招致活動に利用されているのではないかという

からの逸脱の増加が，一般の生活のなかだけでは

抵抗感や「オリンピックリテラシー」の重要性に

なくスポーツ活動や学校生活でもみられる．この

ついても触れている．

問題は，不幸にして，若いエリート競技者にもレ

このような学校教育現場での問題は長野オリン
ピックでの「一校一国運動」でも報告されている．

クリエーション・スポーツの実践者の間にもみら
41）
れる」
．さらに，この 2 つの事柄をオリンピッ

40
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表9

表 10

オリパラ教育の招聘講師（今年度）
項目

度数

オリンピック選手
パラリンピック種目の選手（パラリンピアン含む）
著名スポーツ選手
大学の教員
代表選手のコーチ・監督
公立学校長・ジュニアアスリート
スポーツトレーナー
JSC
スポーツドクター
スポーツ組織の専門家
実業団選手
JOC
パラリンピックサポートセンター
薬剤師会副会長

41
32
32
14
8
3
2
2
1
1
1
1
1
1

29.3％
22.9％
22.9％
10.0％
5.7％
2.1％
1.4％
1.4％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％

合計

140

100.0％

オリパラ教育の招聘講師（今後）
項目

度数

％

パラリンピック選手
オリンピック選手
スポーツ組織の専門家
代表選手のコーチ・監督
スポーツドクター
大学の教員
著名スポーツ選手
実業団選手
スポーツトレーナー
JSC
JOC
パラリンピックサポートセンター
薬剤師会副会長

25
21
20
19
19
18
3
1
1
1
1
1
1

19.1％
16.0％
15.3％
14.5％
14.5％
13.7％
2.3％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％

合計

131

100.0％

％

容を見ていくと，小中学校では最も実施が高い内
容は「選手の体験・エピソード」であり，高等学
校では「オリンピック精神」，一般では「パラリ
ンピックの意義」であった．「オリンピック・パ
ラリンピックを通じた学び」については，小学校
では 3 割強，中学校では 3 割弱，高等学校では 2.5
割が確認されたが，一般は 1.5 割強での実施であっ
た．具体的な内容を見ていくと小中学校では最も
実施が高い内容は「チャレンジや努力を尊ぶ態
度」，高等学校では「他者への尊重や自己実現」，
一般では「スポーツが個人や社会にもたらす効果」
であった．
今年度，オリンピック・パラリンピック教育に

ク学習の基礎として再考する必要性について述

ついて教育委員会で実施した内容において最も高

べ，「活動的な生活なしには，オリンピックの理

い値を示したのは「オリンピック・パラリンピッ

念を達成することは不可能である．道徳的原則を

ク選手との交流」，次いで「特別支援学校などに

踏まえずには，オリンピックの理念に従って生活

おける教育の推進」，「パラリンピック教育に関す

することは不可能である」41）と説明している．

る教材開発と体験授業の促進」であった．さらに，

また，各教育委員会のオリンピック・パラリン

今後，教育委員会で実施を検討している内容につ

ピック教育の取り組みについての調査結果では，

いて最も高い値を示したのは「オリンピック選手

「オリンピック・パラリンピックそのものについ

との交流」，次いで「学校現場における専門家の

ての学び」について小学校と高等学校では 2.5 割，

活用」，「各地における事前キャンプ誘致等との連

中学校では 3 割弱の学校での実施が確認された

携」であった．

が，一般での実施は 1 割強であった．具体的な内

今年度，オリンピック・パラリンピック教育を

41
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行うにあたり，どのような講師を招聘したかの問
いで最も高い値を示したのは，「オリンピック選

2017. 3

No. 2

また，今後の検討として回答してくれたのは次
の 6 県であった．

手」，次いで「著名スポーツ選手」，
「パラリンピッ

「〈D 県〉全国的な取組みの状況に注視しながら

ク選手」で，今後どのような講師を招聘したいか

2018 年ごろから「オリンピック・パラリンピッ

で最も高い値を示したのは「パラリンピック選

ク教育」の推進を検討していきたい．」

手」，次いで「オリンピック選手」であった．

「〈E 県〉今後，競技開催地や事前キャンプ地な

全国の教育委員会がパラリンピック選手を今後

ど，地域の実情に応じて，オリパラの価値を学ぶ

最も招聘したいと回答したのは，長野オリンピッ

取組やアスリートとの交流など，またとない機会

クから障害者スポーツの理解と普及が推進され，

を利用した取組を行っていきたい．」

2016 年 4 月から全国 100 校 3 万人を対象にパラ
アスリートを講師としたパラスポーツ体験授業が

「〈F 県〉小学生を対象としたオリンピアンによ
る体験教室の開催を計画中．」

行われていることが要因として考えられる．また，

「〈G 県〉『あすチャレ！スクール』によるパラ

このプログラムは 2020 年までに 1 千校 50 万人の

スポーツ，パラリンピック選手との交流を検討し

児童生徒を対象に行われる予定である ．

ている．今後については，国の動向を踏まえ，オ

42）

自由記述では実施している県の回答として 3 県

リンピック・パラリンピック教育の推進について
検討していきたいと考えている．」

の記述があった．
「〈A 県〉今年度，小学校 8 校でオリンピアン

「〈H 県〉本県のオリンピック・パラリンピック

等を派遣する『トップアスリート派遣事業』を実

に係る取組については，知事部局が中心となって

施し，スポーツに親しむ機会の充実を図った．ま

進めているホストタウン推進の中で，取り組むこ

た，小中高 9 校にパラリンピック種目選手を派遣

ととしております．」

し，パラスポーツの理解促進を図った．来年度以

「〈I 県〉オリパラ教育については，本県委員会

降において，オリンピック・パラリンピックをテー

としての取組はなく，学校現場に任せている．今

マにスポーツの素晴らしさや体力つくりなどを学

後○○県教育委員会としての取組について研究し

ぶことができる学習教材や教員向けの指導資料を

ていきたい．」
自由記述では，実施している県の回答として大

作成する予定で準備を進めている．」
「
〈B 県〉今年度は小学生（教員，保護者）対象

学と連携した事業が挙げられたが，スポーツ庁は

に駅伝大会および小学校 4 校にオリンピアンを派

2016 年 9 月にオリンピック・パラリンピック・ムー

遣し，講演会等を行った．次年度は，中高にも対

ブメント全国展開事業を筑波大学，早稲田大学，

象を広げ，運動部活動や専門教育の体育科の科目

日本体育大学の 3 校に委託した．これにより，①

での指導等にもオリンピアン・パラリンピアンを

全国各地に地域の教育機関，民間団体等を巻き込

派遣する他，各校種において，体育（保健体育）

んだオリンピック・パラリンピック・ムーブメン

や総合的な学習の時間等でのオリンピック・パラ

ト推進コンソーシアムを形成すること，②オリン

リンピックに関する指導の充実を図っていきたい

ピック・パラリンピック教育に関する専門的な知

と考えている．」

見・実績を有する大学などを中核拠点として，各

「
〈C 県〉本県では○○大学と連携した『オリン

地域のコンソーシアムを支援すること．③各地の

ピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開

コンソーシアムによる連携・情報共有を促進する

事業』を今年度より実施します．推進校 24 校（小

ことなどが可能になった．本学では，今年度，長

学校 12 校，中学校 9 校，県立学校 3 校

崎県，高知県，石川県と連携して各事業を進めて

学校 3 校のうち 1 校は盲学校）．」

＊県立

いる．また，この事業報告はホームページを通じ

42
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て全国へ発信する作業も同時に行っている．今後

menu/shingi/010_index/shiryo/attach/__ics

もこうした事業を通じてオリンピック・パラリン

Files/afieldfile/2016/10/05/1377947_003_1.
pdf．（参照日 2017 年 1 月 27 日）

ピック・ムーブメントを全国に展開していくこと
が重要である．

オリンピック・パラリンピック教育の推進に

3）

自由記述で実施していないが今後実施を検討し

向けて（中間まとめ）；オリンピック・パラリ

ていると回答した県では，競技開催地や事前キャ

ンピック教育に関する有識者会議，スポーツ

ンプ地など地域の実情に応じることやホストタウ

庁，pp.30-36，2015．

ンの推進の中での取り組みが挙げられた．これは

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/

まさに有形・無形のレガシーに繋がるものであり，

shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/07/

積極的な支援が必要であると考えられる．

23/1360149_02.pdf．
（参照日 2017 年 1 月 27 日）

今回の調査は教育委員会に対して行ったもので

小林正康；1964 年東京オリンピックをめぐる

4）

あり，その各部署の回答であることが本調査の限

道徳教育の課題とその論理－国民的教育運動

界である．こうした取り組みについて教育委員会

における公衆道徳と「日本人の美徳」－，東

全体で把握することができる県はまだ限られてい

京大学大学院教育学研究科
究室研究室紀要

るといえよう．そのため，継続して教育委員会と

基礎教育学

研

第 42 号，p.138，2016．

しての取り組み調査を行うことでその推移を明ら

5）

小林正康；同上，pp.136-137，

かにしていきたい．

6）

小林正康；同上，p.138，

2016 年 7 月に示された「オリンピック・パラ

7）

小林正康；同上，p.138，

リンピック教育の推進に向けて」の最終報告が出

8）

小林正康；同上，p.142，

されて半年足らずではあるが，各都道府県のオリ

9）

加藤久雄；長野市のオリンピック・パラリン

ンピック・パラリンピックの取り組みについてご

ピック教育，オリンピック・パラリンピック

回答をいただいた教育委員会の皆様に心から感謝

教育に関する有識者会議，2015．

し，今後は，オリンピック・パラリンピック教育

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/

の具体的な内容の研究や継続調査を行いながら，

sports/024/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2015/

本学がそれぞれの現場に対してできること，また

07/03/1359320_01.pdf#search=%27%E9%95%

レガシーとして残せることを検討していきたい．

B7%E9%87%8E%E5%B8%82%E3%81%AE%
E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%
83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%B

注及び引用参考文献
1）

B%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E

オリンピック・パラリンピック教育に関する

3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%

有 識 者 会 議 の 設 置 に つ い て； ス ポ ー ツ 庁，

AF%E6%5%99%E8%82%B2%27.（参照日 2017

2016．

年 1 月 15 日）

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/
004_index/shiryo/attach/1375256.htm（ 参 照

10）

オリンピック・パラリンピック教育の推進に
向けて

月 7 日．
11）

最終報告；オリンピック・パラリン

ピック教育に関する有識者会議，スポーツ庁，
p.1，2016．http://www.mext.go.jp/sports/b_

篠ノ井西中

「長野」アピール；信濃毎日新聞，1995 年 10

日 2017 年 1 月 27 日）
2）

インターネットで五輪情報発信

長野五輪「ジュニア記者」募集

中学生の原稿，

世界に発信；信濃毎日新聞，1995 年 11 月 18 日．
12）

五輪スポーツ最先端を「科学」 IOC，県内小
中 学 校 に 解 説 ビ デ オ 配 布； 信 濃 毎 日 新 聞，
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13）

14）

16）

リンピック招致委員会；みんなをむすぶオリ

IOC 医事委

ンピック〜夢・感動・未来〜─オリンピック

五輪教育ビデオ，長野の小中学

校に寄贈；信濃毎日新聞，1998 年 1 月 13 日．

学習読本（小学校）─，図書印刷株式会社，

須田柳治；オリンピックと学校教育，体育の

2008．

18）

とオリンピック教育，スポーツ教育学研究，
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研究論文

中学校体育理論領域におけるオリンピック教育について
─探索的調査を基にした現状把握と課題提起─ 1
近

藤

智

靖（スポーツ教育学研究室）2

滝

沢

洋

平（大学院：教育・コーチング学系）3

片

桐

正

広（大学院：スポーツ教育・健康教育学系）4

田

中

雄

大（大学院：スポーツ教育・健康教育学系）4

竹

内

孝

文（大学院：スポーツ教育・健康教育学系）4

Abstract
The purpose of this research was to investigate attitude and vision of junior high school PE
teachers for“Theory of sport and physical education”and“Olympic Education”. We conducted
a survey of 112 PE teachers. There were 101 valid respondents.
The main results were as follows:
1, On average, teachers taught twice or three time of“Theory of sport and physical education”
in a year.
2. About 30% of PE teachers thought that“Theory of sport and physical education”was beneficial for junior high school students and about 17% of them thought that they weren’
t good
enough for teaching those contents.
3. About 50% of PE teachers had no experience of teaching“Olympic Education”in PE classes.
4. About 40% of PE teachers thought that they might not teach“Olympic Education”in PE
classes.
These results suggested that it will be difficult to develop“Olympic and Paralympic Education”in PE classes post 2020 and it will be necessary to educate PE teacher the teaching theories and methods of“Olympic and Paralympic Education”.
Keywords: Theory of sport and physical education, Olympic and Paralympic Education,
Junior high school teacher
キーワード：体育理論，オリンピック・パラリンピック教育，中学校教師

1
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 lympic Education in“Theory of sport and physical education”of junior high school: Understanding of
O
current status and issue in exploratory research
Kondoh Tomoyasu
Takizawa Youhei
Katagiri Masahiro, Tanaka Yudai, Takeuchi Takafumi
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②東京都内の各学校の取り組み
開催地の中核を担う東京都では，東京都教育委

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック

員会を中心とした「4×4 の取組」が展開されて

大会の開催にむけて，残すところ 3 年ほどとなり，

いる．「4×4 の取組」とは，「オリンピック・パ

全国各地でオリンピック・パラリンピック教育が

ラリンピックの精神」「スポーツ」
「
，文化」，
「環境」

展開されている．そのアプローチは多様であり，

という 4 つのテーマと，それにかかわる，
「学ぶ（知

スポーツ庁や組織委員会，東京都をはじめとした

る）」「観る」「する（体験・交流）
」「支える」の

全国の地方自治体，さらには，協賛企業や大学，

4 つのアクションを組み合わせたものである．こ

NPO 等で取り組みがなされているが，近年にお

の「4×4 の取組」を基軸として，様々な取り組

ける我が国のオリンピック・パラリンピック教育

みを行っている2）3）．

の先行事例として主に以下の 4 つを挙げることが

たとえば，2016 年度には，オリンピック・パ

できる．

ラリンピック教育重点校として 100 校の公立学校

①スポーツ庁・組織委員会・全国の地方自治体の

を指定し，「ボランティアマインドの醸成」「障が

取り組み

い者理解の促進」
「スポーツ志向の普及・拡大」
「日

②東京都内の各学校の取り組み

本人としての自覚と誇りの涵養」「豊かな国際感

③筑波大学の「オリンピック教育プラットフォー

覚の醸成」などのテーマ別にオリンピック・パラ

ム」の取り組み
④協賛企業や NPO の取り組み
以下では，上記について簡単に触れる．なお，

リンピック教育の推進を図っている4）．また，こ
うした重点校のみならず，東京都内の全ての公立
学校において，オリンピック・パラリンピック教

②については，①とも深く関連しているが，東京

育が実施されている．こうした学校では，体育科

都は開催の中核を担う自治体であることから，①

をはじめとした各教科における学習指導はもちろ

とは別に触れる．

んのこと，総合的な学習の時間，特別活動といっ
た時間の中で，アスリートや外国人との交流，大

①スポーツ庁・組織委員会・全国の地方自治体の

会参加国の産業や文化などの学習，礼儀作法やマ

取り組み

ナー・エチケットなどの授業を展開している．国

2015 年に設置された「オリンピック・パラリ

際理解教育や我が国の伝統文化教育，さらには環

ンピック教育に関する有識者会議」において，オ

境教育とも関連しており，多様な実践が展開され

リンピック・パラリンピック教育にかかわり「全

ている．

国的あるいは地域的な推進体制の整備を図ること
が喫緊の課題である」1）と指摘されており，スポー

③筑波大学の「オリンピック教育プラットフォー

ツ庁を中心として，全国規模でのオリンピック・

ム」の取り組み

パラリンピック教育の推奨体制作りが始まってい

筑波大学は 2010 年に「オリンピック教育プラッ

る．この動きに呼応するように，主な地方自治体，

トフォーム（Centre for Olympic Research and

たとえば，福岡県，長崎県，熊本県，高知県，石

Education）」（通称，CORE）を設立し，同大学

川県，広島県，宮城県，岩手県，京都府等の教育

の附属学校や関連諸団体との連携を図りながらオ

委員会を中心に，大学と連携を図りながらオリン

リンピック教育にかかわる研究と実践を推進して

ピック・パラリンピック教育の取り組みが始まっ

いる．各附属学校での実践研究に加え，学習指導

ている．

案の提案や現職研修等，様々な視点での取り組み
がなされており，その研究成果を冊子にまとめて
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や国際的なスポーツ大会の国際親善や世界平和な

いる 5）．

どに果たす役割が一層大きくなっていることにつ
いても触れるようにする9）．

④協賛企業や NPO 法人の取り組み
パナソニックやコカ・コーラなどをはじめとし
たオリンピック・パラリンピックを協賛する企業
もこうした教育を推進している．たとえば，パナ

また，高等学校学習指導要領解説保健体育編で
は，以下のような記述がみられている．

ソニックでは，教育支援として，教材提供や校外
学習の場の提供を行っている6）．また，コカ・コー

現代のスポーツは，国際親善や世界平和に大き

ラでは「オリンピックムーブス」としてスポーツ

な役割を果たしており，その代表的なものにオリ

に親しみ，運動をする機会の提供として，学校向

ンピックムーブメントがあること，オリンピック

けのイベントを実施している7）．このように協賛

ムーブメントは，オリンピック競技大会を通じて，

企業における CSR 活動の一環として ，こうした

人々の友好を深め世界の平和に貢献しようとする

教育を展開している．その他，日本オリンピック・

ものであることを理解できるようにする．また，

アカデミーのような NPO 法人において，各種の

競技会での勝利によって賞金などの報酬が得られ

コロキウムやセッションが開催されている．

るようになるとドーピング（禁止薬物使用等）が

8）

起こるようになったこと，ドーピングは不当に勝
上記のように様々な組織・団体がオリンピック・

利を得ようとするフェアプレイの精神に反する不

パラリンピック教育に関与しており，こうした取

正な行為であり，能力の限界に挑戦するスポーツ

り組みの一つ一つが 2020 年の大会成功に向けた

の文化的価値を失わせる行為であることを理解で

機運づくりとレガシーづくりを企図としたものと

きるようにする．その際，ドーピングが重大な健

なっている．こうした取り組みは，今後 3 年の間

康被害を及ぼすことについても取り上げるように

にさらに拡大を見せるものと考えられる．

する．なお，指導に際しては，中学校で「国際的

もっとも，オリンピック・パラリンピック大会

なスポーツ大会などが果たす文化的役割」を学習

の有無にかかわらず，現行の中学校と高等学校の

していることを踏まえ，オリンピックムーブメン

学習指導要領並びに同解説保健体育編では，体育

トとドーピングに重点を置いて取り扱うようにす

理論領域（以下，体育理論）において，オリンピッ

る10）．

クをはじめとした世界規模のスポーツイベントに
関する意義や価値，あるいはその課題について指

このように中学校では，大会の教育的な意義や

導をしていく点が明記されている．具体的には，

倫理的価値，さらには世界平和への貢献を中心と

中学校学習指導要領解説保健体育編では，以下の

した肯定的な面を指導し，高等学校では，オリン

ような記述がなされている．

ピックムーブメントに加え，ドーピングを代表と
する否定的な面を指導する内容となっている．学

オリンピック競技大会や国際的なスポーツ大会

習指導要領並びに同解説保健体育編において，オ

などは，世界中の人々にスポーツのもつ教育的な

リンピックという文言はたびたび記されており，

意義や倫理的な価値を伝えたり，人々の相互理解

明確な指導内容の一つとして位置づいていること

を深めたりすることで，国際親善や世界平和に大

が分かる11）．

きな役割を果たしていることを理解できるように

しかし，学校現場で実際にオリンピック・パラ

する．また，メディアの発達によって，スポーツ

リンピック教育を展開していくのは，中学校や高

の魅力が世界中に広がり，オリンピック競技大会

等学校の場合，主に保健体育科の教師が中心にな
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ると考えられるが，その意識はどのようになって

ンピックに関する指導の実施についても低調が予

いるのであろうか．筆者の予想としては，こうし

想されている．こうした一連の研究は大学生を対

た教育に対する教師の意識は高くないのではない

象とした高等学校時代の経験に限定されるが，お

かと考えている．その予測の論拠となっているの

そらく中学校においてもほぼ同様の結果が予想さ

は，以下の先行研究である．

れる．ただし，実際にはどのようになっているの

笹生らは，「高等学校における体育理論の授業

であろうか検討される必要がある．

12）
実態に関する研究」
と題して，体育大学に在籍

そこで，本研究では，今後のオリンピック・パ

する大学生を対象とし，高等学校在学中の体育理

ラリンピック教育の方策を検討するための一助と

論に関する実施状況について調査を行っている．

して，簡便な調査用紙を用いて探索的調査を実施

その中で，「体育理論の授業が実施された」と回

する．具体的には，保健体育科の教師を対象とし

答した割合が 33.6％，「実施されていない」が

て質問紙調査を実施し，その実態の一部を明らか

44.5％，
「覚えていない」が 21.9％と報告している．

にすると同時に，今後のオリンピック・パラリン

この数値から，「実施されていない」と「覚えて

ピック教育について提起していきたいと考えてい

いない」をあわせてみると約 65％の学生が体育

る．なお，今回は，中学校の教師の意識に限定を

理論を受けた経験が記憶にないと考えられる．そ

する．というのも，中学校の体育理論は，生徒が

の割合は，全体の約 3 分の 2 にあたる．ほぼ同様

はじめてオリンピックの教育的な意義や価値に触

の調査としては，友添の先行研究13） をあげるこ

れるものであり，中学校の教師の意識を明らかに

とができる．友添も大学生を対象に，体育理論に

しておくことは，今後の状況を展望するうえで重

関連した知識を確認しているが，高校で学んでお

要であると考えている．また，今回の調査では，

くべき基礎的な用語を多くの学生が知らないと報

現行の学習指導要領における文言と対応させるた

告している．

めに，パラリンピックという用語は含めず，オリ

おそらくこうした体育理論の実施が高等学校に

ンピックという用語に限定している．

おいて低調な背景には，様々な要因が考えられる
が，一つの要因として，教科指導に対する教師の
意識があるのではないかと考えられる．教科指導
の大半が体育の実技と保健であることから，体育

2．研究方法
2.1

対象と期間

理論を一つの単元や一つの授業として取り上げる

中学校保健体育科の教師（平均経験年数 12.90

必要性や機会を感じていないのではないかと予想

年±10.78，講師経験を含む）を対象として，山形

される．

県 A 市で 2015 年 9 月 9 日，埼玉県 B 市で 2015

ちなみに，高等学校における体育理論は，1960

年 10 月 27 日， 大 阪 府 C 市 で 2016 年 1 月 15 日

年に改訂された高等学校学習指導要領から現在に

に質問紙調査を実施した．回答の総計数は 112 で

至るまで一貫して一つの領域として位置付いてお

あり，有効回答数は，101 であった．今回の質問

り，約 50 年以上の月日が経過しているが，未だ

紙調査は，ランダムサンプリング法を採用し，保

十分に定着していない．一方，中学校は，平成

健体育科の教科指導に関わる市の研修会の席で実

20 年の学習指導要領から体育理論が初めて導入

施した．なお，調査の趣旨を理解いただいた教師

されたものの，それ以前にも「体育に関する知識」

にのみに参加をしてもらい，質問紙の記入は研修

としてほぼ同様の領域は存在していたといえる．

会の終盤で実施し，会の終了時に回収をした．

このように高等学校における体育理論の実施に
関する調査では，その実施率は低調であり，オリ

2.2

質問紙の内容
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今回の調査はあくまで実態と課題の把握を目指

状況は，2020 年東京大会以降，オリンピック教

す初歩的な探索的調査であり，且つ，教師が短時

育が継続されるか否かを示す一つの指標となると

間で記入できる極めて簡便な質問紙を作成した．

考える．「扱わない」という回答が多数みられる

質問内容は，教師としての経験年数等の基本情報

場合には，2020 年以降のオリンピック教育の展

に加えて，「各学年の体育理論の実配当時数」「体

開には，暗雲が立ちこめていると考える．

育理論に対する教師の意識」「オリンピックを授

以上が，5 つの質問項目の概ねの根拠である．

業で扱った経験の有無」「扱った場合の指導の方

なお，記入方法については，通例，一つの設問

法」「オリンピックを今後取り扱う予定の有無」

に対して 4 件法や 5 件法を採用するが，本研究は

の 5 つに限定した．この 5 つの質問内容を問うた

あくまで初歩的な探索的調査であり，且つ教員研

理由は下記の通りである．

修の終了後という極めて時間的な制約があったた

まず，1 つ目の「各学年の体育理論の実配当時

め，簡便で短時間での記入が必須となっている．

数」については，体育理論の授業が実際に行われ

そのため，質問項目については，次元の異なる選

ているか否かを調べるためである．文部科学省に

択肢を一つの問いに組み込み，並列に扱わざるを

よれば，各学年につき 3 単位時間の授業をあてる

得ない調査項目となっている．たとえば，2 つ目

ことが定められている．しかし，先記した笹生ら

の「教師の意識」については，選択肢として，
「『体

の研究にもあるように，高等学校では多くの学校

育理論』についてはどのように感じていますか」

で実施していない可能も指摘されており，中学校

という大きな設問を提示し，回答選択肢として「体

において 3 単位時間が実際に配当されているか否

育理論の内容は生徒にとってためになる」「体育

かを確認するための内容である．

理論は生徒の体育に対する関心が高まる」といっ

2 つ目の「体育理論に対する教師の意識」につい

た生徒に対する有益性の視点と，一方で，「教え

ては，先記したように，教師の意識が体育理論の

ることが得意である」「不得意である」「多岐にわ

低調の要因ではないかと予想している．無論，教

たって広すぎる」といった指導方法に対する意識

員養成や現職研修において体育理論に関して十分

とを混在させた質問をしている．そのため，あら

な指導がなされていない，といった養成や研修制

かじめ断っておくが，統計的な視点から正確な調

度における課題や，保健体育科の教師が学校にお

査にはなっていない．また，特定の先行研究を基

いてどのような役割を周囲から期待され，教材研

盤とした質問紙ともなっていない．しかし，今後

究に割ける時間がどれくらいあるかといった学校

の研究やオリンピック・パラリンピック教育を展

内における保健体育科の教師に対する役割期待も

開していく上での基礎資料を得るための探索的調

一方で予想されるが，直に教師自身が，体育理論

査として位置づけている．なお，他の質問に対す

の授業をどのように感じているかを確認する必要

る選択肢については，結果と考察のところで簡単

があると考える．そのために設定した内容である．

に説明をする．なお，回収したデータについては

3 つ目と 4 つ目の「オリンピックを授業で扱っ

単純集計のみを試みた14）．

た経験の有無」
「扱った場合の指導の方法」につい
ては，学習指導要領解説にはオリンピックの意義
や価値について指導する旨が規定されているが，
実際にはどうなのか，またどのように指導されて

3．結果と考察
3.1

年間配当時間の平均

いるのかといった本研究の中核的な問いである．

1 つ目の質問として，各学年の体育理論への年

5 つ目については，「今後オリンピックを扱う

間配当時数を尋ねたが，平均時数は表 1 の通りで

予定の有無」についての質問であるが，この回答

あった．
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表1

各学年の配当平均時間数

2017. 3

No. 2

る．これは，自由記述欄にも見られた，「種目の

学年

1年

2年

3年

中で，帯で入れていく」「無関心の子も多い」と

平均時間

2.71

2.64

2.7

いう指摘にも関連しており，教師自身が授業に対
して十分なイメージを持てていないことからくる

表 1 にも見られるように，いずれも年間 2〜3

意見であると考えられる．

時間程度は実施しており，文部科学省が推奨する
3 単位時間の実施を堅持する教師が多数いたこと

3.3

オリンピックを授業で扱った経験

次に 3 つ目の質問として，オリンピックを授業

がわかる．

で扱ったことがあるかないかについて尋ねた．そ
3.2

体育理論に対する教師の意識
表2

の結果，表 3 のようになった．
表3

体育理論に対する教師の意識

授業で扱った経験
あり

なし

質問 ために 関心が 教えるの 教えるの 指導内容
項目 なる 高まる が得意 が不得意 が広範囲

人数

48

53

人数

51

60

12

31

22

割合

47.5％

52.5％

割合

29％

34.1％

6.8％

17.6％

12.5％

この表に見られるように，オリンピックを授業
次に 2 つ目の質問として，体育理論に対する教

で扱ったことのない教師が半数存在していた．無

師の意識に関する問いに対して，先記した通り，

論，質問紙の回答者の中には，初任教師も含まれ

生徒への有益性，指導の得手不得手，指導内容と

ており，全ての学年を担当したことがない教師が

いった異なる次元を包含した選択肢を提示し，複

いても不思議ではないが，回答者の平均経験年数

数回答をしてもらった（表 2）．その結果，体育

が約 12 年であり，また，現行の学習指導要領が

理論は，
「体育理論の内容は生徒のためになる」
「体

完全実施になってから数年の月日がたつと考える

育理論を生徒の体育に対する関心が高まる」と回

と，扱ったこと無いという数値はかなり多いもの

答が多く，体育理論それ自体について，教師は生

と考えられる．

徒にとって肯定的な効果があると感じている回答
が多く見られた．しかし，体育理論を不得手とす

3.4

授業の方法

る教師も一定数見られており，また，「指導内容

次に 4 つ目の質問として，3.3 で「あり」と回

の範囲が広すぎる」と感じている教師も一定数見

答した教師に対して，どのような授業の方法を採

られている．さらに，自由記述欄には，「各授業

用しているかについて尋ねた．選択肢は，「オリ

に含まれているものなので，種目の中で，帯で入

ンピックの映像を見せた」「オリンピックに関係

れていく方が良いと思う」「オリンピックを取り

する人を招待して話をしてもらった」
「オリンピッ

上げて授業をしたところ，道徳のようになってし

ク理念について話をしたり，考えさせたりした」

まった」「興味のある子はおもしろい分野である

「出場国について調べ学習をした」「オリンピック

が，無関心の子も多い」といった否定的な記載も

の中で起こる様々なマイナス事例（ドーピングや

見みられている．

商業主義など）について考えさせた」の 5 つ選択

こうした点からすると，体育理論の授業を今後

肢の中から複数回答をしてもらった．

展開していくために，不得手な教師に対して，授
業を構成する方法や，指導内容の設定の仕方に関
わって，研修機会を保障していくことが大切にな
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表4
人数

授業の方法

映像

招待

理念

28

2

28

割合 36.4％ 2.6％ 36.4％

出場国

挙げられている．
マイナス事例

4

15

5.2％

19.5％

「東京オリンピックに向けて興味関心を高めたり，
競技だけではなくオリンピックの意義についても
理解できるようにしたい」

表 4 から，「オリンピックの映像を見せた」「オ

「世界中が注目するオリンピックを通して，競技

リンピック理念について話をしたり，考えさせた

者，運営者，ボランティア，大会役員，審判など，

りした」という点が約 36％となっており，高等

様々な役割に関心を持ち関わって欲しい」

学校で取り扱うドーピングなどの問題を中学校で

「テレビで放送されることもあり，様々な種目に

取り扱う場合も約 20％となっていた．また，近

触れることができる．また運動する，観戦する，

年のオリンピック教育の中で，アスリート達と触

運営する．それぞれの立場を考えることができる」

れあうといった企画がたびたび行われているが，

「大きな目標に向かっている精神的努力を人生に

そうした方法を採用している教師は 2 名に留まっ

向かって生かしてもらいたい．そして部活など限

ていた．

られた種目で生活している現在と今後これまでよ

この結果を見ると，本来高等学校で取り扱うべ
き内容を中学校でも扱ってしまっており，指導内
容の系統性が十分に考慮されていない状況が起き
ていると考えられる．また，今回調査対象となっ
た 3 つの市は比較的人口の多い地域であるが，そ

り多くの種目に出会い自分の輝く場所を見出して
欲しいから」
「どんな障がいがあってもできるところまでやる
姿は，生徒にとっても良い刺激になるから」
「学習指導要領に記載されているため」

うした都市部であっても，オリンピック関係者を
招聘し，直に触れあう機会を持つことは難しい状

このようにオリンピック大会を通じて，その教
育的な意義や多様な関わり方，さらには目標に向

況にあると考えられる．

かうことの大切さや多様性の理解といった点から
3.5

オリンピックの今後の扱い

の回答が見られていた．

5 つ目の質問として，「オリンピックについて

一方，「取り扱う予定はない」と回答した教師

今後は授業で扱いますか」と尋ねたが，結果は表

に対して，同じく自由記述欄を見ると，大半の教

5 の通りである．

師が記載をしていないものの，次のようなことも

表5

オリンピックの今後の取扱い予定の有無
あり

なし

人数

62

39

割合

61.4％

38.6％

挙げられている．
「なかなかどのように扱えばよいか自分自身で知
識不足」
「時間が取れないため」

表 5 にもみられるように「あり」が約 60％に
対して，「なし」が約 40％となっている．現行の
学習指導要領においてオリンピックについての取
り扱いが記載されているにもかかわらず，今後も
取り扱わないと回答する教師が多数いる．「取り

「分かりません．取り扱いたい気持ちはあります」
「世界的祭典であり，生徒も興味を持ってテレビ
観戦をする者も多いので」
「各領域や種目の中で少し触れる程度で，とりた
てて時間を取ると言うことは考えていない」

扱う予定あり」と回答した教師に対して，その理
由を書く自由記述欄を見ると，次のような意見が

こうした記述を見ると，取り扱いたくても指導

53

OS文化研究02.indb 53

2017/05/26 11:02

オリンピックスポーツ文化研究

2017. 3

No. 2

上の知識がないためにどう取り扱ったらよいか分

ものではない点も明らかになった．また，授業を

からないといった点や，時間が確保できないと

実施していくには研修等の環境整備が必要である

いった点，また，テレビメディアにオリンピック

ことが分かった．さらに，体育理論においてオリ

教育は任せておくといった点もみられている．

ンピックを指導することに十分に意識が向いてい

こうした意見は，今後，体育理論を通じたオリ
ンピック教育を実現していくことの難しさの一端
を示すものといえる．

ない点も分かった．
こうした点は，今後，継続的にオリンピック教
育を展開していくためには大きな課題といえる．
2020 年の大会開催までは，社会的な雰囲気も後

4．まとめ
今回，初歩的な探索的調査を実施したが，その

押しし，冒頭示した国際理解教育や環境教育，さ
らには多様性の教育と関連しながら活発にオリン
ピック教育は展開されていくことが予想される．

結果から中学校における体育理論とオリンピック

しかし，大会が終われば，財政面も含めてオリン

教育に関する現状と教師の意識の一端が明らかに

ピック教育が大きく縮小化していくことは容易に

なった．それをまとめると以下の通りとなる．

想像がつく．そこで，大会後にオリンピック教育

①体育理論の授業は，年間 2〜3 時間程度の授業

の中核を担うのは，保健体育科の教師であるが，

を実施している．これは文部科学省が年間 3 単

その教師の体育理論やオリンピック教育に対する

位時間の実施と規定していることからも，その

意識は高いものとは言えず，大会後の展望は明る

方向性を堅持するものであった．

いものとは言えない．筆者は，オリンピック教育

②体育理論は生徒にとって有益であり，体育に対

が単なる一過性のイベント教育で終わるのではな

する関心が高まる，と考える教師が多いことが

く，体育理論における一つの指導内容として，継

わかった．しかし，不得手であると答える教師

続的に取り組んでいくことが大切であり，それこ

が一定数確認できた．

そが大きなレガシーであると考える．そのために

③オリンピックを授業で扱ったことのある教師と
無い教師が半数ずつであった．取り扱う場合に
は，映像を見せたり，理念について話したり考
えたりする授業が中心となっていた．
④オリンピックを今後も体育理論の授業で取り上

は，体育理論の授業をどのように活性化するかが
大きな鍵になると考える．
最後に本論を閉じるにあたり，以下では，大会
後のオリンピック・パラリンピック教育に向けて
の構想を提案する．

げる考えはない，と答える教師が 40％近くい

オリンピック・パラリンピック教育の中核とな

るということがわかった．その理由として，指

る内容は，現行学習指導要領の中学校並びに高等

導方法に関わる知識不足や時間数などの回答が

学校の体育理論で示されているような，理念やそ

見られた．

の教育的な意義と価値，さらには，ドーピングと

こうした中学校保健体育科の教師を対象とした

いった負の側面であると考える．確かに，現在オ

調査結果をみると，高等学校の授業に対する先行

リンピック・パラリンピック教育に関わり様々な

研究の調査と比しても，中学校においては体育理

取り組みが展開されており，それは，大変意義深

論の授業がしっかりと実施されていることが示唆

く，大会成功の機運を高め，レガシーづくりに大

された．しかし，必要性や意義を十分に教師達は

いに貢献しうるものと考えている．しかし，大会

感じ，実際にも指導はしているものの，現実的な

後は，学校現場に対する時間的負担と教師の多忙

時間数や指導方法に関する知識の欠如などもあ

感の増大を極力避け，行政面にも過剰な予算の支

り，教師の体育理論に対する意識はそれほど高い

出を避けていき，教育課程内で定められた授業の
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中で展開していくことに限定してはどうかと考え

日 2017 年 2 月 6 日）

る．

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/

ただし，その際の前提として，本研究でも明ら

010_index/shiryo/attach/__icsFiles/afieldfile/

かになったように保健体育科の教師がオリンピッ
ク・パラリンピック教育を展開できるようになる

2016/10/05/1377947_003_1.pdf
2）

東京都（2015）2020 年に向けた東京都の取組

ための環境整備が大切になる．たとえば，研修等

－大会後のレガシーを見据えて．東京都オリ

を通じて，中学校や高等学校の教師が，自ら指導

ンピック・パラリンピック準備局総合調整部

案を作成するなど，主体的に参加できるワーク

計画課．pp.43-47.

ショップのような研修形態も重要になる．教師に

3）

東京都教育委員会（2016）「東京都オリンピッ

とっては，実技の指導と比べて，座学を中心とす

ク・パラリンピック教育」実施方針（参照日

る体育理論では，指導方法に対する壁が高いもの

2017 年 2 月 6 日）

と予想されるためであり，よい授業のイメージが

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/
2016/pr160114b/jisshi.pdf

十分に持てていないともいえる．教師の研修の内
容として検討が必要であると考える．

4）

東京都教育委員会（online）平成 28 年度オリ
ンピック・パラリンピック教育重点校の指定

さらには，教員養成課程における体育科教育法
等の授業科目においても，体育理論やオリンピッ

について（参照日

ク・パラリンピック教育に関わる理念や方法論を

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/

積極的に指導していく必要がある．冒頭紹介した，

press/2016/pr160414c.html#ichiran

笹生らや友添の調査でも明らかなように，体育理

5）

論の思い出がなく，知識も定着していない責任の

筑波大学（online）オリンピック教育プラッ
トフォーム（参照日 2017 年 1 月 22 日）

一端は中学校や高等学校の教師の問題のみなら
ず，教員養成課程を有する大学にもあると考えら

2017 年 1 月 16 日）

http://core.taiiku.tsukuba.ac.jp/
6）

パナソニック（online）（参照日 2017 年 1 月

れる．今後，内容面や方法面での課題が見られる

22 日）

が，一つ一つを解決していくことが，オリンピッ

http://www.panasonic.com/jp/corporate/

ク教育を継続的に展開していくための鍵となる．

sustainability/citizenship/child/education.

なお，本研究は，初歩的な探索的調査ではあっ
たが，研究方法上の課題を多々抱えており，今後

html
7）

は統計的な手法を駆使しながら，学校現場の実態

22 日参照日）

を再度把握し，課題克服に向けての方策を検討し
ていく必要がある．また，調査に協力をいただい

コ カ・ コ ー ラ（online）（ 参 照 日 2017 年 1 月
http://www.cocacola.co.jp/ahl_/move2

8）

CSR とは，企業の社会的責任（corporate so-

た，山形県 A 市，埼玉県 B 市，大阪府 C 市の教

cial responsibility）という言葉の略語であり，

育委員会並びに教師の皆様に厚く御礼を申し上げ

企業を社会的存在と捉え，社会的な責任を負

る．

うといった考え方である．各企業のみならず，
日本経済団体連合会などの団体や各種法人に
おいてもこうした取り組みがなされている．

注及び引用参考文献
1）

9）

オリンピック・パラリンピック教育に関する
有識者会議（2016）オリンピック・パラリンピッ
ク教育の推進に向けて 最終報告．p.7.（参照

文部科学省（2008）中学校学習指導要領解説
保健体育編．東山書房．p.138．

10）

文部科学省（2009）高等学校学習指導要領解
説保健体育編．東山書房．p.97．
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現行の学習指導要領では，パラリンピックの

年数別によるクロス集計をした．経験年数は，

記述はなく，次期学習指導要領において新た

1 年目から 5 年目，6 年目から 10 年目，11 年

に位置づけられることが待たれている．

目から 20 年目，21 年目以上という 4 つの区

笹生心太・中村平（2016）高等学校における

分にした．それは，経験年齢別に体育理論や

体育理論授業の実態に関する研究．東京女子

オリンピックについての扱いが変わってくる

体育大学女子体育研究所所 10．p.31．

のではないかといった予測があったからであ

友添秀則（2011）体育理論はなぜ必要か．佐

る．しかし，結果として経験年数には関係が

藤豊・友添秀則編著．楽しい体育理論の授業

ないということも分かった．そのため，本研

をつくろう．大修館書店．pp.5-6．

究の本文では単純集計に留めている．

今回調査をした全てのデータについて，経験

（受理日：2017 年 2 月 24 日）
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研究論文

東日本大震災からの復興と 2020 東京オリンピック・パラリンピック 1

亀

山

有

希（スポーツ社会学研究室）2

Abstract
The 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games have been dubbed the“Revival Olympics,”
referring to the process of recovering from the Great East Japan Earthquake and to the international appeal of the power of sports.
In this study, I examine the current state of the“Revival Olympics”using the bidding speeches for the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics and policy plans that involve the Tokyo Organizing Committee of the Olympic Games, a public interest incorporated foundation.
From a qualitative analysis on words that frequently appeared in the full text of presentations
by the Tokyo 2020 Olympic Bid Committee, it was not possible to verify exact phrases like“the
Great East Japan Earthquake”and“revival”in context. Moreover, specific content, themes, and
phrases related to“revival”were not observed in document analyses of the agendas and minutes of the media committee（the Tokyo Organizing Committee of the Olympic Games）that examined the proposals for the Olympics and“revival.”For these reasons, the bid for the Olympics created a worldview or image of a“Revival Olympics”through the way it was presented.
However, in the subsequent policy that was prepared（the present plan）, the 2020 Tokyo
Olympics does not seem connected with“revival.”
The results of this research clarify that the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics and“revival”are in conflict at present. However, if we return to the origin of the Olympics and regard
Olympism as a philosophy, I believe that an Olympic and Paralympic Games that incorporates the
current state of the rebuilding process after the Great East Japan Earthquake and evolves based
on a connection with the disaster site will be a true“Revival Olympics”and create a new legacy.
Keywords: Great East Japan Earthquake, Revival Olympics, Olympic bidding, Olympism, legacy
キーワード：東日本大震災，復興オリンピック，オリンピック招致活動，オリンピズム，レガシー

1
2

Rebuilding and the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics after the Great East Japan Earthquake
Kameyama Yuki, Sports Sociology Research Center
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の内容について検証をおこなう．これらの分析結

1．研究の背景と目的

果を踏まえた上で，オリンピック憲章を参考にオ

2013 年 9 月 8 日に 2020 年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会（以下，2020 東京大会と

リンピズムとオリンピック・レガシーの観点のも
と「復興五輪」のあり方について考察する．

記す）開催が決定した．当初，東京都は 2016 年
大会に立候補したものの落選し，東日本大震災直
後の 2011 年 7 月 16 日に「復興五輪」1） を掲げて
再び立候補した．
「Discover Tomorrow」のスロー

3．2020 東京大会招致活動の概要
3.1

2020 東京大会招致活動の概要

ガンのもと，東京招致に成功したのである．小倉

まず「2020 年オリンピック・パラリンピック

（2013）はこの招致活動を「とりわけ災害から立

6）
競技大会の招致活動」
を，時間の経過を踏まえ

ち直る過程でスポーツの力を活用できた点を国際

ながら整理したい．

的に訴えるものとなった」 と述べている．各種

東京都と公益財団法人日本オリンピック委員会

メディアもこの招致活動の様子を「復興五輪」3）

（Japanese Olympic Committee／以下，JOC と記

2）

として報じた．

す）は，2011 年 8 月に 2020 年オリンピック・パ

しかしながら，「復興五輪」を掲げて招致した

ラリンピック競技大会開催地として立候補し，国

と言われる 2020 東京大会の連日の報道と今なお

際 オ リ ン ピ ッ ク 委 員 会（International Olympic

復興に取り組む被災地の現状や現地の声とを並べ

Committee／以下，IOC と記す）への申請手続き

て み る と，「 復 興 五 輪（ も し く は 被 災 地 ）」 と

を行った．同年 9 月 15 日には東京 2020 オリンピッ

2020 東京大会開催との整合性は必ずしも図られ

ク・パラリンピック招致委員会の第 1 回理事会が

ていないようである．このことは，
「オリンピッ

開催されている．その後，翌年 2 月には東京を含

ク招致そのものに異を唱える動き（反オリンピッ

む 5 都市（東京，イスタンブール，ドーハ，バクー，

ク運動）」 があることや，
「2020 年東京オリンピッ

マドリード）が IOC へ申請ファイルを提出し，

ク・パラリンピック競技大会開催に伴って財源の

東京・イスタンブール・マドリードの 3 都市が「立

一部に東日本大震災復興基金を充てることへの異

候補都市」7）として正式に選出された．

4）

論」5）などからも推察できる．

この 3 都市は 2013 年 1 月 7 日までに「Candida-

こうした問題意識のもとに，本研究では，オリ

ture File（立候補ファイル）」を提出し，2013 年

ンピズムとオリンピック・レガシーの観点から，

3 月 4 日〜3 月 27 日の約 1 か月間にわたって IOC

「復興五輪」と称される 2020 東京大会のあり方に
ついて検討する．

評価委員会による各都市訪問，各種国際会議にお
けるプレゼンテーションが行われた．そして，
2013 年 9 月 7 日（日本時間 9 月 8 日），ブエノス

2．研究手順

アイレス（アルゼンチン）にて開催された第 125
回 IOC 総 会 に て 各 立 候 補 都 市 が プ レ ゼ ン テ ー

本研究では 2020 東京大会招致活動における登

ションを行い，IOC 委員の投票によって 2020 年

壇者 6 名のスピーチ全文をコーディングし，定性

オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都

分析をおこなう．また，東日本大震災の復興過程

市が「東京」に決定した．

にある東北・太平洋沿岸部の動向を把握した上で，

表 1 は 2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック

ク競技大会招致までの流れについてまとめたもの

組織委員会（以下，組織委員会と記す）をはじめ

である．

とする関係団体が提案する 2020 東京大会政策案
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表1
日

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会招致までの流れ8）
時

2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会招致への流れ

2011 年 8 月

東京都と公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）は，2020 年オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の招致へ向け国際オリンピック委員会（IOC）
へ立候補を申請．

2011 年 9 月 15 日

東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致委員会の第 1 回理事会が開催．
招致委員会は具体的な招致活動の戦略策定に着手．

2012 年 2 月

東京を含む，バクー（アゼルバイジャン），ドーハ（カタール），イスタンブー
ル（トルコ），マドリード（スペイン）の 5 都市が，IOC へ計画を記した
「Application File（申請ファイル）」を提出．

2012 年 5 月 23 日（日本時間 5 月 24 日） IOC 理事会は「Application File（申請ファイル）」を基に東京・イスタンブー
ル・マドリード（一定の開催能力・要件を満たした）を「立候補都市」とし
て選出．
2013 年 1 月 7 日（締切り）

「立候補都市」は「Candidature File（立候補ファイル）」を提出．

2013 年 3 月 4 日〜3 月 7 日

「Candidature File（立候補ファイル）」に基づいて，IOC 評価委員会による
各都市訪問，各種国際会議におけるプレゼンテーションを実施．
東京：2013 年 3 月 4 日〜3 月 7 日
マドリード：2013 年 3 月 18 日〜3 月 21 日
イスタンブール：2013 年 3 月 24 日〜3 月 27 日

2013 年 9 月 7 日（日本時間 9 月 8 日）

3.2

第 125 回 IOC 総会（ブエノスアイレス／アルゼンチン）にて行われる IOC
委員の投票により，2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催
都市が「東京」に決定．

立 候補都市・東京による招致活動（プレゼ

ション全文はコーディングし，質的解析ソフト

ンテーション）における定性分析

N-VIVO10 を用いて定性分析をおこなった．

2013 年 9 月 7 日の第 125 回 IOC 総会（ブエノ

表 2 は立候補都市・東京によるプレゼンテー

スアイレス／アルゼンチン）において，2020 年に

ションにみる頻出語数である．全スピーチのうち

開催されるオリンピック・パラリンピック招致の

検出された（全 611 単語／頻出カウント 1,155）

ための最終プレゼンテーションをオリンピック東

ものの中から上位 50 単語を選出している．また，

京招致委員会がおこなった．日本のプレゼンテー

図 1 は立候補都市・東京によるプレゼンテーショ

タ─（登壇順／敬称略）7 名（佐藤真海（パラリ

ンにみる頻出語数（上位 20 位）を，図 2 は立候

ンピアン），竹田恒和（招致委員会理事長），水野

補都市・東京によるプレゼンテーションにおける

正人（招致委員会副理事長／専務理事），猪瀬直

単語クラウド（表 1 を可視化したもの）を示して

樹（元東京都知事／招致委員会会長） ，滝川クリス

いる．注目したいのは，頻出語の中でも特に繰り

テル（招致“Cool Tokyo”アンバサダー），太田

返し用いられた（44〜15 カウント）
「東京」
「スポー

雄貴（オリンピアン／招致アンバサダー），安倍

ツ」「オリンピック」「大会」「日本」「都市」の 6

晋三（内閣総理大臣），竹田恒和（招致委員会理

つのワードである．図 2 を参照すると，さらに本

事長））が登壇し，それぞれの観点からスピーチ

スピーチで何が強調されたかは一目瞭然である．

したわけであるが，ここでは組織委員会が HP 上

他方，「復興五輪」と名のついた招致活動にもか

で公開している「東京招致プレゼンテーション」

かわらず，検出されたワードから「東日本大震災」

の全文をもとに，日本のプレゼンテーターが招致

や「復興」という直接的な言葉，もしくは関連す

活動において何を主張したのか検証する．なお，

る言葉を確認することはできなかった．

9）

10）

オリンピック東京招致委員会によるプレゼンテー

では，なぜ，我々は「復興五輪」といった印象
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表2
順位
1

語
東京

2017. 3

No. 2

立候補都市・東京によるプレゼンテーションにみる頻出語数（上位 50 位）
長さ カウント
2

44

重み付けパーセン
順位
テージ（％）
3.14

26

語
投票

長さ カウント
2

6

重み付けパーセン
テージ（％）
0.43

2

スポーツ

4

33

2.36

27

競技

2

6

0.43

3

オリンピック

6

23

1.64

28

素晴らしい

5

6

0.43

4

大会

2

22

1.57

29

計画

2

6

0.43

5

日本

2

15

1.07

30

くださる

4

5

0.36

6

都市

2

15

1.07

31

ビジョン

4

5

0.36

7

世界

2

14

1.00

32

ムーブメント

6

5

0.36

8

2020

4

13

0.93

33

委員

2

5

0.36

9

いたす

3

10

0.71

34

我々

2

5

0.36

10

価値

2

10

0.71

35

招致

2

5

0.36

11

皆さま

3

10

0.71

36

文化

2

5

0.36

12

アスリート

5

9

0.64

37

新しい

3

5

0.36

13

人々

2

9

0.64

38

超える

3

5

0.36

14

持つ

2

8

0.57

39

選ぶ

2

5

0.36

15

提供

2

8

0.57

40

重要

2

5

0.36

16

もたらす

4

7

0.50

41

くれる

3

4

0.29

17

全て

2

7

0.50

42

どの

2

4

0.29

18

確実

2

7

0.50

43

ひとつ

3

4

0.29

19

若者

2

7

0.50

44

三つ

2

4

0.29

20

開催

2

7

0.50

45

与える

3

4

0.29

21

IOC

3

6

0.43

46

会場

2

4

0.29

22

くる

2

6

0.43

47

働く

2

4

0.29

23

世界中

3

6

0.43

48

導く

2

4

0.29

24

中心

2

6

0.43

49

成功

2

4

0.29

25

以上

2

6

0.43

50

教える

3

4

0.29

を持ったのであろうか．その秘密はプレゼンテー

北（宮城県気仙沼）の出身者であり，パラリンピ

ションの手法にあると考えられる．ひとつには東

アンでもある佐藤真海氏が自らの言葉で東日本大

京を含む過去 3 回のオリンピック招致を成功させ

震災発災当時を回想しながら，この未曾有の大災

た Nick Varley（2014）の存在が指摘できる．彼

害を通じて知った「スポーツの力」についてスピー

は今回の招致活動において大切だったのは，
「1. 英

チをおこなった．プレゼンテーションの導入部分

語・フランス語でスピーチを行う，2. 感情を込め

に東日本大震災を取り上げることで，「復興五輪」

る，3. ジョークを交える，4. 笑顔を見せる」 こ

というイメージがつくられ展開されたのではない

とだと述べている．また，「おもてなし」の言葉
・・・・・
に代表されるような「日本らしさ」を印象づける

だろうか．

取り組みも各所でみられた．さらに注目したいの

チの間で東日本大震災について触れたのは佐藤氏

は，スピーチの順番とその内容である．日本のプ

の東日本大震災を通じて知った「スポーツの力」

レゼンテーションの冒頭において高円宮妃久子さ

と，安倍晋三首相が述べた「福島第一原発事故の

まがご挨拶に立たれ，IOC による東日本大震災

影響に対するコメント（俗に言うアンダーコント

の被災地支援への謝意を述べられた．その後，東

ロール）」のみであり，直接的に復興についてふ

11）

そして，佐藤氏から竹田氏に至る 6 名のスピー
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立候補都市・東京によるプレゼンテーションにみる頻出語数（上位 20 位）

図2

立候補都市・東京によるプレゼンテーションにおける単語クラウド

れた文脈は確認できなかった．また，2013 年 1
月に IOC に提出されたファイルにも「復興」の
文字は刻まれていない．

3.3

公益財団法人東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会の取り組み

2020 年オリンピック・パラリンピックが正式

以上のことから，オリンピック招致のプレゼン

に決定して以降，現在までにどのような取り組み

テーションでは「復興五輪」という世界観・イメー

が開始されてきたのだろうか．組織委員会が公開

ジが先行したと考えられる．

しているアクション＆レガシープランをみると，
「スポーツには世界と未来を変える力がある」12）
と大会のビジョンが掲げられ，次のように表明さ
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広がりのある取り組みを進めるための 5 本の柱14）

図4

アクション＆レガシーのための連携体制15）

れている．「東京 2020 大会は，単に 2020 年に東
京で行われるスポーツの大会としてだけでなく，

いる項目や内容はみられない．
上記大会理念やコンセプトを実現するための組

2020 年以降も含め，日本や世界全体に対し，ス

織体制として組織委員会が作図したものが図 3・図

ポーツ以外も含めた様々な分野でポジティブなレ

4 である．図 3 は広がりのある取り組みを進めるた

ガシーを残す大会として成功させなければいけま

めの 5 本の柱を，図 4 はアクション＆レガシーの

13）
せん」
．しかしながら，「復興」について触れて

ための連携体制を示し，次の 2 点を強調している．
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①「スポーツ・健康」，
「街づくり・持続可能性」，
「文

宮田亮平委員長（東京大学名誉教授）を初めと

化・教育」，「経済・テクノロジー」，「復興・オー

する 28 名の文化・芸術の専門家や教育分野の

ルジャパン・世界への発信」の 5 本の柱を策定

有識者等で構成され，メディア芸術や伝統文化

し，それぞれが一丸となって，計画当初の段階

といった文化に係る具体的アクション，初等教

から包括的にアクションを進める（図 3）．

育や高等教育等におけるオリンピック・パラリ
ンピック教育の具体的アクションとそれぞれの

②東京 2020 組織委員会をはじめとして，政府や
東京都を含む地方公共団体，日本オリンピック
委 員 会（JOC）・ 日 本 パ ラ リ ン ピ ッ ク 委 員 会
（JPC）等のスポーツ団体，経済団体等が東京

分野で残すべきレガシーについて議論する．
④「経済・テクノロジー」部門担当の経済・テク
ノロジー委員会（2015 年 6 月発足）
大田弘子委員長（政策研究大学院大学教授）を

2020 大会の成功に向けて「オールジャパン」

初めとする 17 名の経済分野の有識者や最先端

体制を築く必要がある（図 4）．

テクノロジーの専門家等で構成され，地域経済
の活性化，情報通信技術や最先端テクノロジー

組織委員会の大会ビジョンでは，初めてこの段

の発信などについての具体的アクションやそれ

階で「復興」の文字が出てきたわけである．では，

ぞれの分野で残すべきレガシーについて議論す

その「復興」は，どの組織において検討されるの

る．

であろうか．組織委員会では，広がりのある取り

⑤「復興・オールジャパン・世界への発信」部門

組みを進めるための 5 本の柱に対応する形で各専

担当のメディア委員会（2014 年 10 月発足）

門委員会を立ち上げている（図 3）．各柱を検討

日枝久委員長（フジ・メディア・ホールディン

する委員会の構成は次の通りである．

グス代表取締役会長）を初めとする 39 名のブ
ロードキャスト，ジャーナリスト等の専門家で

①「スポーツ・健康」部門担当のアスリート委員

構成され，被災地での取組や，“日本らしさ”

会（2014 年 10 月発足）

などの世界へ発信すべき事項について，具体的

高橋尚子委員長（陸上競技）を初めとするオリ

アクションや残すべきレガシーについて議論す

ンピアン・パラリンピアン 21 名で構成され，

る．

主に，アクション＆レガシープランの検討や，
アスリートファーストの大会実現のための運営

この構成からわかる通り，
「復興」の担当は「メ

準備等についての具体的アクション，残すべき

ディア委員会」とされているのである．しかしな

レガシーについて議論する．

がら，組織委員会の HP で公開されてるメディア

②「街づくり・持続可能性」部門担当の街づくり・
持続可能性委員会（2015 年 6 月発足）
小宮山宏委員長（株式会社三菱総合研究所
事長／元東京大学

委員会最新の次第16）・議事録17）
（2016 年 7 月 4 日
14：00〜15：30

第 5 回メディア委員会）では「復

理

興」に関わる具体的な内容について検討された痕

総長）を初めとする 27 名

跡は見当たらない．唯一確認できたのは，資料の

の都市開発・環境等の分野の有識者で構成され，

中に残すべきレガシーとして「被災地でのスポー

誰もが使いやすい都市空間や会場周辺のアクセ

ツ実施率の向上や子供たちの体力向上を目指すと

ス，持続可能な大会運営等について，具体的ア

ともに，将来的な オリンピアン・パラリンピア

クション，残すべきレガシーについて議論する．

ンの輩出を企図／復興の姿を継続的に世界へ発信

③「文化・教育」部門担当の文化・教育委員会（2015
年 5 月発足）

し，大震災の記憶の風化防止を図るとともに，風
18）
評被害を払拭」
との文言と，復興に関するアク
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況が，諸問題となって噴出していると考えられる．

もレポーター』の実施／リオでのハンドオーバー，
ライブサイトやフラッグツアーの実施，復興へ歩
む被災地の姿を継続的に映像に記録し，世界へ発
19）
信／ジュニアアスリート等の発掘や育成支援等」

という文言である．しかしながら，これらの文言
は表面的な言及に留まるだけで具体的な方策や内
容を伴うものではなかった．

4．考
4.1

察

東日本大震災と復興過程にある東北太平洋
沿岸部の問題

東北地方（太平洋岸）を中心とした大地震は
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した．三陸沖

以上のことから，立候補都市・東京による招致

を震源とし，マグニチュード 9.0，最大震度 7（宮

活動（プレゼンテーション）の定性分析の結果に

城県栗原市）の地震は大津波を引き起こし，広い

続いて，大会開催決定後の政策準備においても「復

範囲にわたって甚大な被害をもたらした．この地

興」とは切り離された形で 2020 東京大会・大会

震の特徴は農林水産地域を中心とした海溝型地震

計画の存在が明らかとなった．

であり，被害状況は表 3 に記した通りである．

また，組織委員会は「オールジャパン」を強調
（図 4）しているが，わが国には，古くからスポー
ツを統括する組織・団体が独立し，縦割りでの体

表3
人的被害

東日本大震災による被害状況21）
死者

19,475 名

行方不明者

2,587 人

負傷者

6,221 人

全壊

121,744 棟

半壊

279,107 棟

一部破損

744,328 棟

本オリンピック委員会（JOC）会長，日本パラリ

床上浸水

3,352 棟

ンピック委員会（JPC）会長の 6 名で構成する「東

床下浸水

10,230 棟

制が常態化しているといった制度的課題が残され
てもいる．2020 東京大会の場合，全体の大きな
方針は森喜朗組織委員会会長をはじめ，オリン
ピック担当大臣，文部科学大臣，東京都知事，日

住家被害

京オリンピック・パラリンピック調整会議」で決
定される．この他にも必要な措置を講じることが

過去に遡るとわが国では「1995 年 1 月 17 日に

できるよう安倍晋三内閣総理大臣を議長とする

阪神淡路大震災（マグニチュード 7.9）」22）が発生

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会

している．この地震も国内では未曾有の大災害と

等に関する閣僚会議が設置されており，スポーツ

位置づけられており，地震の発生による広域な被

庁や復興庁もこの中に位置づけられている．

害として大震災の名前がつけられた．地震の特徴

2016 年 9 月にはボート，カヌー・スプリント
会場の代替え候補地の問題

としては都市部を中心とした直下型地震であり，

に お い て「 都 民

被害は建築物の倒壊と長田区を中心とした火災に

ファースト（海の森水上競技場／都立葛西臨海公

よるもの（死者 6,347，行方不明者 3 名，住家被

園の隣接都有地）」か「アスリートファースト（埼

害は全壊 104,906 棟）であった．

20）

玉県彩湖）」か，はたまた「東日本大震災からの

池田（2012）はこの 2 つの大震災を比較しなが

復興（宮城県長沼ボート場）」かについて意見が

ら東日本大震災の特徴について「地震，津波，原

分かれ，オリンピックのあるべき姿が問われた．

発事故などの災害と，放射能汚染という公害が複

このようなさまざまな「ファースト」が打ち出さ

23）
合化した大災害である」
と指摘している．つま

れた背景の一つに，我が国のスポーツ組織体制の

り単に壊れてしまったところを戻せばいい，今ま

分断が挙げられるのではないだろうか．総意とし

で住んでいたところに町を戻せばいいといった論

てのオリンピックビジョンが打ち立てられない状

理での復興は皆無に等しいと言うのである．「復
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興」を考えるときには，こうした東日本大震災の

人に上り，震災後の 5 年で毎年増加にある」28）こ

特徴の前提に立つ必要があるだろう．

とも，復興が思うように進んでいないことの表れ

本谷（2013）は，「東日本大震災の被災者・避

といえよう．

難者の多くは，心身両面においてさまざまな問題

他方で，仮設住宅での避難生活が続いている

を抱えている」24）と指摘する．心理的側面では，
「被

ケースや新しく復興住宅に転居するといった状況

災体験や家族・知人の喪失に伴う PTSD の症状の

など，再建のあり方も多様化している．例えば，

出現，抑うつ，不安，焦燥，怒りの増加など」25）が，

東松島市大曲地区の事例では，津波によって地域

身体的側面では，「睡眠障害，血圧上昇，生活習

は消失したとされたが，発災後も葛藤の中で地域

慣病の発症・悪化，頭痛や腹痛を代表とする心身

に古くから伝わる大曲浜獅子舞の伝承活動を介し

症など」 があげられている．この他にも仮設住

ながら，大曲浜獅子舞保存会29） と地域住民らの

宅・復興住宅への転居による環境的側面や社会的

手によって地域の編み直しが始まっている．現在

側面の問題も山積している．長期化する仮設住宅

では同市内のあおい地区（580 戸の大規模集団移

での暮らしや災害公営住宅建設の遅れ（表 4），

30）
転地区）
への集団移転を実現させ，住民による

商業地域や工業地域の経済復活も思い通りに進ま

協議会を発足させながら地域ぐるみでの生活再建

ないといった状況が広がっている．

が進められている．

26）

東日本大震災発災から現地では地道な復旧・復

田中（2012）は復興の課題として，
「①遅々とし

興活動が継続的に展開されているが，未だ集団移

て進まない復興事業，②人口流出に歯止めがかか

転の目処がたたない地域や元々住んでいた場所に

らず，
『限界集落』に，③産業崩壊による地域コミュ

は戻れないといった事象が発生している．例えば，

31）
ニティの崩壊，④問われるエネルギー政策」
の

仮設住宅での「孤独死」は「2015 年末までで 188

4 つをあげているが，時間の経過とともに復興の

表4

Fig.1

災害公営住宅と仮設の推移27）

2014

2015

2016

災害公営住宅完成戸数

2.0％

15.0％

49.0％（2 万 9997 戸の計画に対し 1 万 4466 戸完成）

自力再建者向け宅地完成数

6.0％

11.0％

32.0％（2 万 338 戸の計画に対し 6534 戸分完成）

学校

94.0％

96.0％

98.0％（2308 校中 2261 校が復旧完了）

 波によって流失した獅子頭発見された
津
時の様子

Fig.2

借りの神前に奉納されている獅子頭
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課題とされるものの根底には「連携・つながり・

れている）である．2016 年 3 月 30 日，同町は東

結びつきの希薄化」という課題がみえてくる．

日本大震災のプレハブ仮設住宅の集約化方針を公
表し，
「多くが退去済みとなる 2018 年 4 月以降に，

4.2

東日本大震災と復興過程にある東北太平洋

34）
原則として町民野球場仮設住宅に集約する」
と

沿岸部の運動・スポーツの問題

町議会復興まちづくり特別委員会で示した．この

その機会は減少しつつも，今なお，被災地には

他にも女川町が所有する総合運動場内には，町民

継続的な支援が届けられている．運動やスポーツ

陸上競技場跡地に災害公営住宅を建設，町民第 1

の領域でも各スポーツ統括団体をはじめ，競技団

多目的運動場に仮設住宅，テニスコートには災害

体，トップアスリート，体育・スポーツの専門大

公営住宅モデルルームと工事現場事務所が設置さ

学，個人といったように多様な復興支援活動が展

れている．町の運動施設は第 2 多目的運動場と町

開され，一部で継続されている．斉藤・中村（2012）

総合体育館のみとなっている．

の研究では，東日本大震災発災後の復興支援活動
を通じて「スポーツには『人を動かす力がある』
など，スポーツが日本の復興に貢献する」32）といっ
た可能性が示唆された．また，実際のスポーツ支
援を継続的に経験している高橋（2015）は，「子
どもたちが運動と接し，楽しみ，傷ついた心を癒
やせるように，また，震災後の思い切り運動でき
ない状況が身体的影響を及ぼさないためにもス
33）
ポーツの継続的支援が必要である」
と語った．

これらは復興支援活動を通じてあらためて運動や
スポーツがいかに私たちの暮らしにとって必要で

Fig.3

あるのかを示していると言えよう．

野球場内に設置された仮設住宅35）

しかしながら，東北地方の復興状況に目を向け
ると，「復興五輪」を歓迎できる状況にはない．

このように震災から 6 年が経過する中で運動・

例えば，スポーツ活動の拠点であった体育館やグ

スポーツをする場所や機会は住民たちの元に完全

ランドは避難所や遺体安置所，復旧・復興活動の

には返っていない．スポーツをする権利どころで

拠点となった．発災直後は緊急性が問われ，いち

はなく，何かに取り組もうという意欲そのものが

早く仮設住宅の建設が求められたが，当初 2 年の

阻害されている．このような状況下で 2020 東京

予定であった入居期間も最長 7 年まで延長が決定

大会開催の準備が進められているのである．

している．その後，仮設住宅や公的機関の仮建設
といったように，物理的にも心理的にも運動・体
育・スポーツの場と機会が失われている．

4.3

フラッグオーバーハンドセレモニーと「復
興五輪」

宮城県牡鹿郡女川町では震災発災後，野球場は

リオデジャネイロオリンピック閉会式（現地時

自衛隊のキャンプ地となり，その後，コンテナ式

36）
間 2016 年 8 月 21 日午後 8 時）
では，フラッグオー

の仮設住宅がグランド内に建設された．仮設住宅

バーハンドセレモニーが行われた．エドュアルド・

は町内と石巻市内に約 30 カ所建設され（2016.3.31

パエスリオデジャネイロ市長からトーマス・バッ

現在），入居戸数は 983 世帯（2017.3 月末に 622

ハ IOC 会長を経由して次期開催都市である小池

世帯，2018.3 月末に 218 世帯に減少すると見込ま

百合子東京都知事へオリンピックの旗が引き継が
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れた．閉会式会場のフロア中央には日の丸が出現
・・
・
・・
・
・・・
し，「OBRIGADO」「ARIGATO」 と「RIO」 の

リンピック閉会式における「東日本大震災への世

文字が映し出され，その後，様々な国の言葉で書

はいずれも「復興五輪」を印象づける装置的役割

かれたありがとうの言葉が浮かび上がった．冒頭

を担うに留まっていると考える．

界からの支援への感謝のメッセージ」の位置づけ

のナレーションでは「東日本大震災時の世界から
の支援への感謝」「東京が五輪開催地として選ば
れたことの感謝」「今回の五輪開催地リオデジャ
ネイロへの感謝」の 3 つの「ありがとう」が込め
られているとの解説が加えられている．

5．おわりに−復興と 2020 東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催−
本研究の結果から，現時点においては「2020

「芸術パート」では約 8 分間を用いて，多角的

東京大会」と「復興」は相容れないものであるこ

な視点（日本や東京の歴史・文化・サブカルチャー

とが明らかとなった．しかし，オリンピック憲章

とオリンピックやアスリートを重ね合わせ）から

には，「IOC の使命と役割」として「オリンピッ

2020 年に開催される東京オリンピックを想像させ

ク競技大会の有益な遺産を開催国と開催都市が引

るビジョンが描かれた．また，それは「安倍マリ

40）
き継ぐ」
ことが掲げられ，レガシーの重要性が

オ」に代表されるようなインパクト，最新のテク

謳われている．

ノロジーの導入，そしてスピード感に乗せた展開

例えば，1964 年の第 18 回東京オリンピック・

によって醸成される 2020 東京オリンピックの世

パラリンピック競技大会（我が国ではじめて開催

界観を何よりも強烈に印象づけるものとなった．

された夏季大会／以下，1964 東京大会と記す）は，

上述したとおり，「芸術パート」の導入部分に

日本のスポーツの発展のみならず日本の高度経済

は「東日本大震災時の世界からの支援への感謝」

成長を支えるインフラ整備といった点で大きな有

について触れられている（時間にするとわずか

形のレガシーを残してきた．このオリンピック国

12 秒程度）．組織委員会の HP には「今回，その

民運動は 1963 年 6 月に約 170 もの民間団体が集

一部として，福島県，宮城県，岩手県の東日本大

まり「オリンピック国民運動推進連絡会議」を結

震災の被災地にある学校の生徒たち，2020 年に

成したところからスタートする．それに続き，一

向けてオリンピック・パラリンピック教育に取り

般国民の支援をまとめる民間募金のための組織で

組んでいる開催都市東京の学校の生徒たちが，そ

ある「東京オリンピック資金財団」が設立された．

れぞれに創意工夫して作った人文字によるありが

これらの動きは，無形の文化であるスポーツを支

とうパフォーマンス．合わせて 27 校，総勢約 1

援するという国民のスポーツ観（価値意識）が醸

万人の次世代の若者たちが参加し，世界の皆様か

成されたものであると考えられる．また，これら

らいただいた様々な援助やチャンスに対する感謝

の活動とともに国内のスポーツ振興の法制度も整

のキモチを伝えます」38） との記載も見られるが，

備され始めたのである．映画「東京オリンピック」

協力校や地域（岩手県 2 校，宮城県 13 校，福島

で音楽監督を務めた黛敏郎は，「東京オリンピッ

県 3 校，東京都 10 校，うち宮城県は利府町に在

クを境にして，日本人は敗戦から立ち直る自信を

籍する学校の協力がほとんどである） には偏り

回復しました．その後の大阪万博も日本人にプラ

がみられ，被災地との広域的な連携（結びつき）

イドを感じさせたけれど，東京オリンピックの方

を保ちながら被災地の現在を伝える内容は存在し

が印象が強い．それはあの時から高度経済成長が

ない．

41）
本格化したからでしょう」
と当時を振り返り，

37）

39）

以上のことから，本研究で検証した招致活動や
組織委員会の取り組み同様，リオデジャネイロオ

間野（2013）は「敗戦から 19 年，焼け野原から
力強く復興したことを世界にアピールするため，
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国民が一致団結して大会の成功に協力した．この

産）として残らない．多くは地元・宮城の負担に

士気高揚の効果は計り知れない」 とし，1964 東

なる」44）との見解であったが，ここで問われるの

京大会が社会的文脈の中で果たした役割を指摘し

は「『復興五輪』におけるレガシーとは何か」と

ている．

いう点であろう．

42）

一方で，2020 年東京大会開催に関わって，ボー

Gratton&Preuss（2008）はレガシーの概念を

ト，カヌー・スプリント会場の代替え候補地の問

深めるための重要な柱として「①ポジティブなも

題43）では奇しくもこのような形で被災地にスポッ

のか，ネガティブなものか，②有形のものか，無

トがあたることとなった．組織委員会は当初の提

形のものか，③あらかじめ計画したものか，偶発

案通り「海の森水上競技場」での開催を正式決定

的なものか」45）の 3 点をあげている．

したが，注目したいのは組織委員会が提示した 9

これらの概念を用いて，宮城県長沼ボート場の

つの問題点の中に「レガシー」に触れる項目があっ

ケースを読み解くならば被災地でのオリンピック

たことである．宮城県長沼ボート場では「仮設住

開催は突発的（無計画的）であり，有形レガシー

宅のコストが 300 億円で，ほとんどレガシー（遺

の創出に重点を置くばかりに被災地ではネガティ

図5

オリンピック・レガシーとインパクト46）
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ブなものにならざるを得ない．だが，被災地で求

やみません．
最後になりますが，ご協力いただいた関係諸氏

められるレガシーは必ずしも有形のものでなけれ
ばならないわけではないはずだ．我々は，「『復興

に心から感謝の念を申し添えます．

五輪』だなんて，私たちには関係ない．関わって
いるのは別世界の人たちだと感じる（福島県・避
難者）
」47）との声にもっと耳を傾ける必要がある．

注及び引用参考文献

また，宮城県牡鹿郡女川町のケースのように，そ

1）

こに暮らす人々の，地域の，運動・スポーツが復

をつかむ─オリンピック・パラリンピック開

興を遂げていない状況を真摯に受け止め・直視す
る必要がある．そして，被災地の問題を 2020 東

東京都スポーツ振興局．スポーツの力で未来
催を被災地復興の力に─報告書．2012.12.6．

2）

小倉和夫．2013.9.13．2020 五輪招致─東京は

京大会開催に投じながら，スポーツのあり方や復

なぜ勝ったのか─

興のあり方を日々探求しなければならない．これ

http://www.nippon.com/ja/column/g00128/

らの行為こそがオリンピック教育そのものであ
り，この営みの蓄積が未曾有の大災害を経験した

（2016 年 12 月 27 日閲覧）
3）

日 本 経 済 新 聞 2013 年 9.8 付 け
56 年ぶり

東京オリン

わが国が発信できる唯一無二のレガシーとなり得

ピック開催決定

アジア初の 2 度

るのではないだろうか．

目，http://www.nikkei.com/article/DGXNA
SDG07047_Y3A900C1000000/．

「スポーツを通して心身を向上させ，さらには

（2016 年 12 月 27 日閲覧）

文化・国籍など様々な差異を超え，友情，連帯感，
フェアプレーの精神をもって理解し合うことで，

記事には「東日本大震災からの復興を後押し

平和でよりよい世界の実現に貢献する」 とは，

するため，聖火リレーは東北の被災地を縦断

近代オリンピックの創始者であるクーベルタンが

するほか，サッカーは宮城県でも行う」との

提唱したオリンピズム（オリンピックのあるべき

文章が掲載されている．

48）

姿）である．平和だからこそ，スポーツができる．

4）

これこそがスポーツの原点であり，オリンピック

https://hangorin.tumblr.com/katsudou

の理念（平和の祭典）でもあるのだ．
東日本大震災からの現状（復興過程）を丁寧に

NO OLYMPICS GAMES 反五輪の会．山本．
（2017 年 1 月 3 日閲覧）

5）

河北新聞オンラインニュース．［東京五輪］18

捉え，現地との相互的な結びつきのもとに継続的

歳〜20 歳「復興置き去りに」4 割．2016.12.8．

にオリンピック・パラリンピックの準備・展開が

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/2016

なされるとき，2020 東京大会は「真の復興五輪」

12/20161208_13010.html

となり，新たなレガシーの創出へとつながるので

（2016 年 12 月 26 日閲覧）

ある．

河北新報社が宮城県内の 18〜20 歳のモニター
107 人を対象に「2020 年東京五輪・パラリン

付記

ピックに関する意識調査」を行った．本調査

近年，日本では各所で自然災害（それに伴う人

結果では，オリンピックによって東日本大震

的災害）が多発しています．災害・震災で尊い命

災からの復興が「置き去りにされる」と懸念

を奪われた方々のご冥福を心からお祈りするとと

する若者が 4 割にのぼった．

もに，被災されたみなさまに心よりお見舞い申し

6）

東京都

報道発表資料．特定非営利活動法人

上げます．一日も早い災害・震災に見舞われた地

東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致

域の復興と福島原子力発電所問題の収束を願って

委 員 会 ス ポ ー ツ 振 興 局．TOKYO2020.REF.
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NO.NEWS-13-4（ 平 成 25 年 1 月 8 日 公 開 ）

災地支援への謝意を述べられている．「皇室は

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRA

招致活動に関与しない」との前提での出席だっ

SE/2013/01/20n18200.htm．（2016 年 12 月 27

たことから，東京への投票を呼び掛ける言葉

日閲覧）

はなかった．

東京都 HP ならびに東京都が策定した立候補

なお，引用した公益法人東京オリンピック・

ファイルを参考に，2020 年オリンピック・パ

パラリンピック競技大会組織委員会 HP 上に

ラリンピック競技大会の招致までの流れをま

も高円宮妃久子さまのスピーチは掲載されて

とめた．

いない．以上のことから，本研究においては

立候補都市として選出されるためには，一定
の開催能力・要件を満たすことが前提とされ

定性分析の対象を登壇した 7 名とした．
11）

ている．
8）

東京都

報道発表資料．特定非営利活動法人

委 員 会 ス ポ ー ツ 振 興 局．TOKYO2020.REF.

うしてオリンピックを勝ち取った！ 世界を動
かすプレゼン力．NHK 出版．
12）

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピッ

NO.NEWS-13-4（ 平 成 25 年 1 月 8 日 公 開 ）

ク競技大会組織委員会．アクション＆レガ

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRA

シー．https://tokyo2020.jp/jp/games/vision/．

SE/2013/01/20n18200.htm．（2016 年 12 月 27
日閲覧）

（2017 年 1 月 4 日閲覧）
13）

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピッ

東京都 HP ならびに東京都が策定した立候補

ク競技大会組織委員会．アクション＆レガ

ファイルを参考に，2020 年オリンピック・パ

シー．https://tokyo2020.jp/jp/games/vision/．

ラリンピック競技大会招致までの流れをまと
めた．

（2017 年 1 月 4 日閲覧）
14）

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピッ

猪瀬直樹・東京都知事は 2013 年 12 月 18 日午

ク競技大会組織委員会．アクション＆レガ

前，辞職願を都議会議長に提出した．医療法

シー．https://tokyo2020.jp/jp/games/legacy/

人「徳洲会」グループから 5000 万円の資金提

proceeding/#title5．

供を受けていた問題で，都政に混乱を招いた
責任を取った．同日，午前 10 時半から都庁で

10）

Nick Varley（ニック・バーリー著）．佐久間
裕美子（翻訳）．2014 年 2 月 25 日．日本はこ

東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致

9）

No. 2

（2017 年 1 月 4 日閲覧）
15）

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピッ

緊急記者会見を開き，辞任に至った経緯を説

ク競技大会組織委員会．大会ビジョン．

明した．このため，本文では元東京都知事と

https://tokyo2020.jp/jp/games/vision/．
（2017

表記している．

年 1 月 4 日閲覧）

公益法人東京オリンピック・パラリンピック

16）

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

競技大会組織委員会

組織委員会．資料

https://tokyo2020.jp/jp/news/bid/20130908-

ラン（復興・オールジャパン・世界への発信）

01.html．（2016 年 12 月 27 日閲覧）

について．

2013 年 9 月 7 日にアルゼンチンのブエノスア

17）

イレスにて IOC 総会が開かれた．日本のプレ
ゼンテーションの冒頭においてご挨拶に立た

東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会．第 5 回メディア委員会次第．

18）

れたのは，高円宮妃久子さまであった．フラ
ンス語と英語で IOC による東日本大震災の被

アクション & レガシープ

東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会．第 5 回メディア委員会議事録．

19）

東京オリンピック・パラリンピック競技大会
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20）

組織委員会．第 5 回メディア委員会議事録．

究費助成事業／基盤 C／平成 25〜27 年）の

河北新報オンライン．2016.10.22．［長沼ボー

フィールドワークの対象地域のひとつである

ト場］財源示せ

宮城県東松島市大曲浜地区では，郷土芸能と

議会で異論相次ぐ．

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/2016

して獅子舞が伝承されている．この獅子舞の

10/20161022_11045.html．

歴史は古く，江戸幕府 5 代将軍綱吉の時代に，
伊達家の家臣で松山城主の茂庭周防（もにわ

（2017 年 1 月 5 日閲覧）
21）

22）

消防庁災害対策本部．2016 年 10 月 20 日．平

すおう）の命令により大友源内豊国（おおと

成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東

もげんないとよくに）が大曲浜の住民に獅子

日本大震災）について．第 154 報．

舞を指導して大曲浜の玉造神社に奉納したの

内閣府．平成 23 年版防災白書．これまでの大

が始まりとされている．獅子舞の保存のため

災害との比較．

昭和 48 年に保存会を創設し，昭和 58 年 2 月

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/

23 日に東松島市（旧矢本町）の無形民俗文化
財に指定された．

h23/bousai2011/html/hyo/hyo013.html．
（2017 年 1 月 4 日閲覧）
23）

集団移転に夢を．日本一住みやすい町を目指

復興研究センター．2012.12.17．東日本大震災

す．http://www.rise-tohoku.jp/?p=9453（2017

検証と提言 50．田中健一．

pp.22-25．

年 1 月 3 日閲覧）
31）

26）

復興研究センター．2012.12.17．田中健一．東

避難者の健康増進．行動医学研究．Vol.19．

日本大震災

本谷亮．2013 年 6 月．東日本大震災災害者・

28）

検証と提言

50．pp.30-33．
32）

斉藤恵理称・中村好男．2012．東日本大震災
のスポーツ業界の復興支援活動の実態と活動

No.2，pp.68-74（69）．

が与えた影響〜日本を元気にするスポーツの

本谷亮．2013 年 6 月．東日本大震災災害者・

力 の 実 態〜． ス ポ ー ツ 産 業 学 研 究．No.1．

避難者の健康増進．行動医学研究．Vol.19．

pp.209 － 2014．
33）

日本体育大学．2015.3.11．東日本大震災復興

復興庁．住宅再建・復興まちづくり．

支援活動報告書．

https://www.reconstruction.go.jp/topics/

日本体育大学では 2011 年 3 月 11 日の東日本

main-cat1/sub-cat1-15/index.html．

大震災発災を受けて，同年 5 月より東日本大

復興庁が公開しているデータ（2016 年 1 月末

震災復興支援活動をスタートさせた．2017 年

時点）を元に筆者が作表した．

2 月現在で，岩手県・宮城県・福島県ならび

河北新報オンライン．［仮設住宅］被災 3 県孤

に関東圏への避難者を対象に復興支援活動を

独 死 188 名．2016.3.10．http://www.kahoku.

継続している（参加した学生ボランティア・

co.jp/tohokunews/201603/20160301_73023.

教職員ボランティアは 2000 名にのぼる）．ま

html．

た，その後の自然災害を受けて東京都・大島（台

（2017 年 1 月 5 日閲覧）
29）

復興の正義と倫理

避難者の健康増進．行動医学研究．Vol.19．

No.2,pp.68-74（69）．
27）

塩崎賢明・西川榮一・出口俊一・兵庫県震災

本谷亮．2013 年 6 月．東日本大震災災害者・
No.2，pp.68-74（69）．

25）

東北復興新聞．［宮城県 東松島市あおい地区］

塩崎賢明・西川榮一・出口俊一・兵庫県震災
復興の正義と倫理

24）

30）

風被害），栃木県・鬼怒川（ゲリラ豪雨），熊

筆者が取り組んだ「郷土芸能における地域の

本件・益城町（地震）等の復興支援活動にも

編み直し―石巻地方を事例として―」（科学研

着手し活動を継続している．
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河北新報オンライン . 2016.3.31．［仮設集約］

市川崑．音楽監督を黛敏郎が務めた．カンヌ

女川町 18 年 4 月以降，町民野球場に．

国際映画祭では，国際評価賞を受賞している．

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/2016

42）

03/20160331_11033.html．

36）

p.140．

宮城県牡鹿郡女川町の仮設住宅は野球場の中

43）

ト場］財源示せ

こなった．

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/2016

リオデジャネイロオリンピックの閉会式は現

10/20161022_11045.html．

では，日本時間 2016 年 8 月 22 日午前 7 時 30

44）

午前 8 時 15 分から午前 9 時 55 分まで

http://mainichi.jp/sportsspecial/arti-

NHK

リオデジャネイロオリンピックの閉会式を放

組委会．

cles/20161013/k00/00m/050/073000c．
（2017 年 1 月 3 日閲覧）
45）

Gratton,C.&Preuss,H.（2008）Maximizing

がとうのセレモニーで「東日本大震災で被災

Olympic impacts by building up legacies.

地となった学校の生徒たちなど 1 万人による

The International Journal of the History of

たことへの感謝の気持ちを表しています」と

Sport 25（14）. 1922-1938．
46）

International Olympic Committee．2013．

の解説を加えている．

OLYMPIC LEGACY

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピッ

http://www.olympic.org/Documents/Olymp-

ク競技大会組織委員会．フラッグハンドオー

ism_in_action/Legacy/2013_Booklet_Legacy.

バーセレモニーの国民参加に関して．

pdf（2017 年 1 月 5 日閲覧）

https://tokyo2020.jp/jp/special/rio-to-tokyo/

47）

BOOKLET．

朝日新聞 DIGITAL．東日本大震災 5 年．スポー

flaghandover/．（2017 年 1 月 3 日閲覧）

ツの力は

東京オリンピック・パラリンピック組織委員

うつなぐ．2016.3.9．

会．フラッグハンドオーバー．

http://www.asahi.com/articles/DA3S1224790

https://tokyo2020.jp/jp/special/rio-to-tokyo/

0.html?jumpUrl=http%253A%252F%252Fdigi

flaghandover/．（2017 年 1 月 3 日閲覧）

tal.asahi.com％ 252Farticles％ 252FDA3S1224

2016 年オリンピック憲章（2016 年 8 月 2 日か

7900.html%253F_requesturl%253Darticles%25

ら有効／国際オリンピック委員会）．2016 年

2FDA3S12247900.html%2526amp%253Brm%

11 月．翻訳・編集

253D150．

公益財団法人日本オリン

ピック委員会（JOC）．p.14．
41）

9 課題を指摘

ボー

ト会場移転へ

人文字です．震災後，世界中から支援もらっ

40）

毎日新聞．2016.10.12．東京オリンピック

分から 8 時 15 分まで教育 NHK・E テレにて，

映した NHK のアナウンスでは，冒頭のあり

39）

議会で異論相次ぐ .

（2017 年 1 月 5 日閲覧）

総合にてそれぞれ LIVE）執りおこなわれた．

38）

河北新報オンライン . 2016.10.22．［長沼ボー

に建設されている．許可を得て写真撮影をお

地時間 2016 年 8 月 21 日午後 8 時から（日本

37）

間野義之．2013 年 12 月．オリンピック・レ
ガ シ ー 2020 東 京 を こ う 変 え る． ポ プ ラ 社．

（2017 年 1 月 3 日閲覧）
35）

No. 2

上：東京オリンピックと復興

ど

（2017 年 1 月 5 日閲覧）

野 地 秩 嘉．2011 年 2 月 12 日．TOKYO オ リ

東京電力福島第一原発の事故の影響で福島県

ンピック物語．株式会社小学館．p.3．

大熊町の自宅を離れ，同県いわき市に住む塙

映画「東京オリンピック」は 1964 年 10 月 10

幸（はなわゆき）さん（48）は 2020 年の東京

日から 24 日まで東京で開催されたオリンピッ

オリンピック・パラリンピック開催決定の取

クを描いた長編記録映画である．映画監督は

材に対し，「何も，このタイミングで日本で開

72

OS文化研究02.indb 72

2017/05/26 11:02

亀山有希：東日本大震災からの復興と 2020 東京オリンピック・パラリンピック

かなくてもいいと思う」と心情を吐露してい
る．
48）

公益財団法人

http://www.joc.or.jp/olympism/coubertin/．
（2017 年 1 月 3 日閲覧）

日本オリンピック委員会．オ

（受理日：2017 年 2 月 24 日）

リンピズム．
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研究論文

「日体大アンチ・ドーピングガイドブック」創刊及び
改訂の経緯と今後の展望 1
成

田

和

穂（スポーツ医学（内科系）研究室）2

安

達

瑞

保（栄養教育学研究室）3

山

田

保（体力学研究室）4

Abstract
The NITTAIDAI Anti-Doping Guide Book was first published in 2009, and it was distributed
to all first-year students that year. Publication of the guide book came about because of the anti-doping rule violation resulting from carelessness on the part of Nippon Sport Science University（NSSU）sports club students. The guide book is revised every year since anti-doping rules
are frequently amended. In particular, the 2015 edition was substantially revised due to alterations to the World Anti-Doping Code. With the decision to host the Tokyo 2020 Olympic and
Paralympic Games, the importance of anti-doping education has become greater than ever. It
was necessary to make the guide book contents more effective and practical to ensure that there
are never again any anti-doping rule violators from NSSU.
Keywords: Anti-doping guide book, Therapeutic use exemption application, Anti-doping rule
violation, Prohibited substance, Anti-doping education
キーワード：アンチ・ドーピングガイドブック，TUE 申請，アンチ・ドーピング規則違反，禁
止物質，アンチ・ドーピング教育

1．はじめに
2009 年から日本体育大学（以下，日体大）では，
毎年 4 月の新入生オリエンテーションで，「日体

1

2
3
4

大アンチ・ドーピングガイドブック」（以下，本
ガイドブック）が新入生全員に配付されている．
これから運動部活動を始める新入生にとって，ア
ンチ・ドーピングの実際的なガイドブックになっ

 ackground to the publication and revision of the NITTAIDAI Anti-Doping Guide Book, and future prosB
pects
Narita Kazuo, Sports Medicine（Internal Medicine）
Adachi Mizuho, Nutrition Education
Yamada Tamotsu, Physical Strength
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その結果，当時，学友会総務委員長だった運動

本ガイドブックは毎年改訂が行われ，すでに第

処方研究室の山田 保（現 体力学研究室）は，本

8 版に至っている．将来，オリンピック・パラリン

違反事例の聴聞会の席上，日本ドーピング防止規

ピック研究の一環として，日体大におけるアンチ・

律パネル委員長（当時）で，本違反事例の聴聞パ

ドーピングの教育・啓発活動を振り返る時，本ガ

ネルも務めていた日体大の浅見俊雄名誉教授か

イドブックについても当然言及されるであろう．

ら，「日体大ともあろう大学がこのようなことで

しかし，アンチ・ドーピングのルールは頻繁に

良いのか」という強い叱責を受け，早急に対策を

変更されるため，教育・啓発活動の変遷を正確に

講じるべきであるとの指導を受けた．実際，聴聞

把握するのは容易ではない．このため，本ガイド

3）
会後に発表された「規律パネル決定報告」
の中

ブックがどのように誕生し，毎年の改訂によりど

でも，「本件における TUE 申請の事前取得の懈

う変わっていったのかについて検証し記録してお

怠は，所属大学におけるアンチ・ドーピング教育

くことは意義があると考えられる．

の不備，・・・」と記載され，大学の責任に言及

そこで，本稿では，本ガイドブック創刊に至る
経緯，初版及び各改訂版の内容，並びに今後の展

している．
本違反事例が発生した 2008 年は，国内のドー
ピング検査件数が年間 5,000 検体に迫る勢いで増

望について述べる．

加し4），実際にドーピング検査を受ける運動部学

2．日体大アンチ・ドーピングガイドブック
2009 創刊の経緯

生も増えてきた時期であった．2004 年に発効し
た世界アンチ・ドーピング規程5）の初の改訂を翌
年に控え，国内的にもアンチ・ドーピング6）活動

本ガイドブックの創刊は，2008 年に日体大の
運動部に所属する学生が学生選手権大会後のドー

をより一層強く推進していこうという気運が盛り
上がってきた年でもある．

ピング検査で禁止物質が検出され，アンチ・ドー

こうした社会的背景と，日体大から二度とアン

ピング規則違反となった事例1）（以下，本違反事

チ・ドーピング規則違反者を出さないために，学

例）が契機となった．違反とされた学生は，かね

内のオリンピアンの協力も得て，学友会に「アン

てより慢性疾患の治療のために禁止物質を服用中

チ・ドーピング活動推進プロジェクト」を設置し，

であったにも関わらず，事前の TUE 申請を怠っ

山田，スポーツ医学研究室の成田和穂（現 スポー

ていた．

ツ医学（内科系）研究室）及びスポーツ局スポー

2）

2012 年 4 月に TUE 申請の運用が変更され，現

ツ専門職管理栄養士の安達瑞保（現 栄養教育学

在では，競技者の競技レベルや出場する大会に

研究室）により，学友会運動部学生に対するアン

よっては，TUE 申請はドーピング検査の事後で

チ・ドーピングガイドブックが作成されることに

もよい場合があるが，当時は，選手の競技レベル

なった．

に関わらず，慢性疾患に対する TUE 申請は事前
申請が必須であった．

当時，成田は体育学部の講義科目「スポーツ医
学」の中でドーピング・コントロールのテーマで

もちろん，TUE 申請は無条件に認められるわ

授業をしており，安達も学友会の運動部学生に対

けではないが，本違反事例は，事前に申請がなさ

してアンチ・ドーピングを含めた食事・栄養指導

れていれば，問題なく TUE が付与されていたと

を行っていた．加えて，両名とも学外の競技団体

推測され，その意味では，不注意によるアンチ・

でアンチ・ドーピング活動に関与していたため，

ドーピング規則違反，いわゆる「うっかりドーピ

それぞれの専門分野の立場から分担執筆し，山田

ング」の一種であると言ってよい．

が監修するという形で「日体大アンチ・ドーピン
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図 1 「日体大アンチ・ドーピングガイドブック 2009」の表紙

グガイドブック 2009」の編集が開始された．

能性がある大学選手権や国民体育大会に出場する
者も多い．このため，本ガイドブックは「アスリー

3．日体大アンチ・ドーピングガイドブック
の編集方針

トが本当に知りたい情報」を，アンチ・ドーピン
グの知識が全くない 18〜19 歳の新入生でも十分
理解できる平易な文章で記載することを第二の方

アンチ・ドーピングに関するルールは原則とし

針とし，さらに，できるだけ他の資料やウェブサ

て全世界・全種目共通であり，世界アンチ・ドー

イトを調べなくてもそこに書かれている内容だけ

ピング規程及びそれに付属する各種国際基準など

で疑問が解決し完結する，いわゆるワンストップ

によって定められている．従って，ガイドブック

のガイドブックとなるように情報を掲載するよう

を作成する場合，その内容はこれら規程や国際基

に心がけた．

準に沿ったものでなければならず，逸脱した内容

一方，アンチ・ドーピングのルールは，頻繁に

や独自の見解を盛り込むことは好ましくない．こ

改定や追加が行われる．新入生には最新の情報を

のため，本ガイドブックは，日本の国内アンチ・

提供すべきであると考え，編集の負担は大きいが，

ドーピング機関である日本アンチ・ドーピング機

毎年改訂していくことを第三の方針とした．

構（Japan Anti-Doping Agency，以下，JADA）

その他，新入生に読む気になってもらうために，

が作成したガイドブック7）やウェブサイト8）の情

本文は 20 ページ程度，付録を含めた総ページ数

報に準拠した内容とすることを第一の方針とし

も 40 ページ以内とすることにした．実際に出来

た．

上がった初版の 2009 年度版は，目次を含めた本

また，日体大の入学者の多くは学友会の運動部
に入り，在学中に，ドーピング検査が行われる可

文 14 ページ及び付録 22 ページの全 36 ページの
冊子体となった（図 1）．
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表 1 「日体大アンチ・ドーピングガイドブック 2009」の目次
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章

ドーピングとは，なぜドーピングはいけないのか
競技活動での注意点
病気やケガをした時，治療目的使用に係る除外措置（TUE）について
ドーピング検査とは
ドーピング検査 Q&A
アンチ・ドーピング関連の連絡先，参考ホームページ
アンチ・ドーピング関係用語の定義

付録①
付録②
付録③

世界ドーピング防止規程
TUE 申請書と確認書
申請書記入例

4．日体大アンチ・ドーピングガイドブック
2009 の内容

2009 年禁止表国際基準

は，JADA のガイドブック7） や資料13） を参考に
して掲載した．この当時は，①選手の健康が損な
われる，②アンフェアである，③社会への悪影響，

本ガイドブック 2009 の目次を表 1 に示す．本
ガイドブックでは章立ては簡略化し，対象者が少

④スポーツ固有の価値を損ねる，の順であった．
第2章

競技活動での注意点

ない競技会外検査に関することや違反が疑われる

本章では，①風邪薬などの市販薬や漢方薬に注

分析報告を受け取った場合のプロセスについては

意すること，②静脈注射や点滴は正当な医学的使

章立てはせず，関連する章の中で記載することに

用以外は禁止であること，③海外製のサプリメン

した．

トには禁止物質が混入していることが多いので，

掲載する情報の知識ベースは，世界ドーピング

JADA 認定商品マークの付いた商品など信頼で

防止規程 2009 年版 （以下，2009 年規程）とし，

きるメーカーのものを使用すること，④口に入れ

各項目の内容に応じて，JADA，日本体育協会，

るものは自分で管理すること，などの内容を記載

競技団体などのウェブサイト

した．参考資料として 2009 年禁止表国際基準14）

9）

8）,10）,11）

やガイドブッ

ク7）,12）も適宜参照した．
以下，各章の内容について述べる．
第1章

ド ーピングとは，なぜドーピングはい
けないのか

ドーピングとは，競技能力を高めるために薬物

を付録として巻末に掲載した．
第3章

病 気やケガをした時，治療目的使用に
係る除外措置（TUE）について

2009 年規程では，TUE に関する国際基準15）も
大きく変更となり，それまで一部の禁止物質に認

などを使用することだが，2009 年規程では，「本

められていた略式 TUE 申請制度が廃止となり，

規則に定められている一つまたは二つ以上のドー

標準 TUE 申請制度に一本化された．

ピング防止の規則に対する違反が発生すること」

本章では，競技レベルや参加する競技大会に

となっており，全部で 8 項目が掲載されている．

よって必要な申請書や提出先が異なること，TUE

「ドーピング」と聞くと，禁止物質の摂取しか思

には有効期限があること，などについて要約を記

い浮かばない学生がほとんどであるため，本章で

載した．また，TUE 申請がどういうものかを知っ

はこれら 8 項目をすべて列挙し，違反をした場合

てもらうためには，実際の申請書を見る方が理解

の制裁（競技成績の失効と資格停止）についても

しやすいと考え，付録として巻末に JADA の TUE

言及した．

申請書・確認書の書式及び記入例16）を添付した．

ドーピングが禁止される 4 つの理由について

また，TUE 申請をする上で，注意すべき禁止
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物質として，気管支喘息の治療に用いられるベー

じ名称でも剤形が異なると，成分も変わって禁止

タ 2 作用薬と投与経路によって扱いが異なる糖質

物質が入っていることがあるため，薬の名前は正

コルチコイドについて解説した．

確に調べるように注意する文章にした．

第4章

第3章

ドーピング検査とは

係る除外措置（TUE）について

本ガイドブックを手にする新入生のほとんどが
ドーピング検査の経験がないので，検査がどのよ

病 気やケガをした時，治療目的使用に

TUE に関する国際基準 201017）で，申請の期限

うに行われるのか不安を感じている．本章では，

が競技大会の 21 日前から 30 日前までに改定され

検査のながれ，注意事項及び検査の種類（競技会

たため，前文を修正した．また，2010 年禁止表

及び競技会外）について解説し，さらに具体的な

国際基準18）で気管支喘息の治療薬である吸入ベー

検査手順を図示することにした．

タ 2 作用薬の取扱いが変更されたため，全面的に

第5章

書き換えた．さらに，気管支喘息で吸入薬を使用

ドーピング検査 Q ＆ A

日本体育協会のウェブサイト

を参考に，ドー

10）

している学生が多いことから，TUE 申請不要の

ピング検査やアンチ・ドーピングに関する代表的

吸入薬については具体的な商品名も示した．

な Q ＆ A を掲載した．この中で，検査で陽性に

第4章

なった場合のプロセスや制裁についても簡単に解

検査の流れの解説文を加筆・修正した．
付録

説した．
第6章

ドーピング検査とは

ア ンチ・ドーピング関連の連絡先，参
考ホームページ

問 い 合 わ せ の た め に，JADA の 連 絡 先 及 び

禁止表国際基準を 2010 年版に，TUE 申請書及
び申請書記入例を Ver.2010.1.1 にそれぞれ差し替
えた．

TUE 申請先を，また，詳しい情報にアクセスす
るために，JADA 及び日本体育協会のウェブサ

5.2

イトのアドレスを，それぞれ掲載した．

第1章

第7章

2011 年度版

アンチ・ドーピング関係用語の定義

2009 年規程から，アンチ・ドーピング関係の

ド ーピングとは，なぜドーピングはい
けないのか

スポーツの社会的な位置づけや役割の変化に

主たる用語を引用した．

伴って，アンチ・ドーピング活動はスポーツの価

付録

値を守るためであるという認識が広まってきた．

① 2009 年禁止表国際基準，② TUE 申請書と

2010 年の JADA の資料19）でもドーピングが禁止

確認書（Ver.2009.1.1），③申請書記入例（Ver.2009.

される理由として，「スポーツの価値を否定する」

1.1）をそれぞれ掲載した．

が一番に掲載されていたことから，ドーピングが
禁止される 4 つの理由の順序を，①スポーツ固有

5．日体大アンチ・ドーピングガイドブック
の改訂
各年度版の前年度版からの主たる変更箇所は以
下の通りである．

の価値を損ねる，②アンフェアである，③選手の
健康が損なわれる，④社会への悪影響，の順に変
更した．
第3章

病 気やケガをした時，治療目的使用に
係る除外措置（TUE）について

吸入ベータ 2 作用薬及び糖質コルチコイドで，
5.1

2010 年度版

第2章

競技活動での注意点

TUE 申請が必要な場合について，より分かり易
い記述に変更した．

市販薬は，商品名の頭に「新」が付いたり，同
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ア ンチ・ドーピング関連の連絡先，参

あるため，使用しないよう明記した．また漢方薬

考ホームページ

は TUE 申請ができないことも強調した．

薬の問い合わせ先として，各都道府県薬剤師会

海外製サプリメントは基本的には使用すべきで

の「ドーピング防止ホットライン FAX 番号」

はないこと，どうしても使用したい場合は JADA

を追加した．

認定商品の中から選ぶように変更した．そして，

付録

JADA のウェブサイトに掲載されていた認定商

20）

禁止表国際基準を 2011 年版21）に更新した．

品25）の全商品名を転載した．これは，本ガイドブッ
ク発刊以降，学生からサプリメントに関する質問

5.3

2012 年度版

第3章

が非常に多かったことに対応したものである．特

病 気やケガをした時，治療目的使用に

定のメーカーの製品を推奨することの是非につい

係る除外措置（TUE）について

ては議論があるが，海外製サプリメントが原因の

TUE に関する国際基準 2011

第 7.2 条 b 項に

違反事例が国内でも多発していたことから，サプ

基づき，2012 年 4 月 1 日以降に実施されるドー

リメントは禁止物質が含まれていない JADA 認

ピング検査を対象として，TUE 申請を事前に行

定商品の中から選ばせるように誘導することにし

う必要がある対象競技者（TUE 事前申請対象者）

た．

が公表されたこと，及び事前申請対象者以外の競

第4章

22）

ドーピング検査とは

技者は，ドーピング検査後に「違反が疑われる分

本文及び検査手順の中で，未成年競技者は，通

析報告」の通知を受けてから遡及的 TUE 申請を

告から検査の終了まで成人の同伴者 1 名を必ず伴

すればよいことになったことを受け，内容を全面

う必要があることを追記した．

的に書き換えた．そして，「競技者カテゴリーと

 ンチ・ドーピング関連の連絡先，ウェ
第6章 ア
ブサイト

申請時期・申請先」を図示し，2012 年度の「国
内の TUE 事前申請が必要な競技大会一覧」 を

「薬剤師会ドーピング防止ホットライン FAX

全競技について 7 ページにわたって掲載した．ま

番号」に加えて，実際に FAX での問い合わせに

た，TUE 事前申請を中心に注意点を解説した．

使用できる「ドーピング禁止薬に関する問い合わ

第6章 ア
 ンチ・ドーピング関連の連絡先，ウェ

せ用紙」を掲載した．

23）

ブサイト

付録

「ホームページ」という言葉は，ウェブサイト

TUE 申請書の書式と記入見本（Ver.2012.1.1）

のトップページのみを指す用語である，という指

を掲載した．なお，2009 年度版から掲載してき

摘があったため，「ウェブサイト」という言葉に

た禁止表国際基準については，学生から「内容が

統一した．

難しい」，「調べ方がわからない」などの意見が寄

付録

せられていた．禁止表国際基準で薬を調べるため

全競技の TUE 事前申請対象大会を掲載したこ

には，その薬の一般名を調べ，その名称で確認し

とで，本文が 22 ページに増加したため，付録は

なければならないが，薬の分類の知識がないと調

2012 年禁止表国際基準

べるべきカテゴリーを間違える可能性があるこ

のみの掲載とした．

24）

と，またオープンリスト26） になっているカテゴ
5.4

2013 年度版

第2章

競技活動での注意点

漢方薬や滋養強壮薬は，含まれている生薬の成

リーが多くなり，禁止物質の名称すべてが掲載さ
れているわけではないことから，禁止表国際基準
の掲載をやめることにした．

分や量が明らかでなく，禁止物質を含む可能性も
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表 2 「日体大アンチ・ドーピングガイドブック 2015」の目次
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
付録①
付録②

5.5

ドーピングとは，なぜドーピングはいけないのか
競技者の 6 つの役割と責務
アンチ・ドーピング規則違反
競技活動での注意点
病気やケガをした時，治療使用特例（TUE）について
ドーピング検査とは
ドーピング検査 Q&A
アンチ・ドーピング関連の連絡先，ウェブサイト
JADA
JADA

TUE 申請書と確認書
TUE 申請書記入見本

2014 年度版

サプリメントの JADA 認定商品一覧，国内の

その他，各章の改訂点は以下の通りである．
第4章

競技活動での注意点

TUE 事前申請が必要な競技大会一覧，薬剤師会

薬が禁止物質であるか否かを調べるための検索

ドーピング防止ホットライン FAX 番号などを最

サ イ ト で あ る Global DRO Japan28） の 運 用 が 始

新のものに更新した．その他，文章上の大きな変

まって 1 年以上が経過し，JADA も積極的な利

更はなかった．

用を呼びかけていたことから，薬を商品名から調
べる場合は，Global DRO Japan で確認するよう

5.6

2015 年度版

全面改定された世界アンチ・ドーピング規程
2015 年版27）（以下，2015 年規程）が発効したこ
とにより，章構成の変更を伴う大きな改訂を行っ

に加筆した．また，その際，名称を略さず正確に
入力するように注意を促した．
第6章

ドーピング検査とは

ドーピング検査は，競技者がクリーン（潔白）

た（表 2）．アンチ・ドーピング規則違反の項目

であることを証明するために行われることを強調

数が 8 から 10 に増えたことから，従来の第 1 章

した．また，2015 年規程により，未成年競技者

の内容を第 1 章と第 3 章に分割した．第 3 章では，

は本人と親権者が署名・捺印した同意書を事前に

10 のアンチ・ドーピング規則違反をそれぞれ解

提出しておく必要があること，及びドーピング検

説するとともに，厳罰化された制裁措置について

査そのものは 18 歳未満が未成年者として扱われ

も説明した．また，2015 年規程で強調されてい

ることを追記した．

る「競技者の役割と責務」を第 2 章で解説した．

検査手順に大きな変更はなかったが，検査を通

さらに，第 2 章の中で「サポートスタッフの役

告された際，競技者が読んで同意しなければなら

割と責務」について，第 3 章の中で，「居場所情

ない「競技者の権利と責務」に加えて「要請事項」

報とは？居場所情報関連義務違反とは？」につい

も追加した．また，「血液検体の採取における留

て，それぞれ参考情報として枠組みで配置し，強

意事項」も枠組みで加えた．

調点を赤字で記載した．

第8章

ブサイト

2009 年度版から掲載していた「アンチ・ドー
ピング関係用語の定義」は，本文で触れていない

アンチ・ドーピング関連の連絡先，ウェ

Global DRO Japan のウェブサイトを追加した．

用語やテーマも多かったことから，混乱を避ける
ため章として削除し，各用語の説明は必要に応じ
て本文中で解説することにした．

5.7

2016 年度版

全体の構成は，2015 年度と同じとした．各章
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No. 2

の改訂点は，以下の通りである．

診する場合，禁止物質を含まない薬を処方するよ

第4章

うに申し出ること，処方された薬を Global DRO

競技活動での注意点

海外製サプリメント使用による違反が国内で毎

Japan で調べてそのページを印刷しておくこと，

年発生していることから，「特に海外製のものの

禁止物質を使わなければ治療できない場合は

中には，蛋白同化薬や興奮薬が含まれていること

TUE 申請の書類作成を依頼すること，また，ド

があり，国内でも毎年，アンチ・ドーピング規則

ラッグストアで薬を購入する場合，薬剤師会アン

違反が発生しています」と赤字で注意を促した．

チ・ドーピングホットラインに問い合わせたり，

第6章

スポーツファーマシストに相談して，そのやりと

ドーピング検査とは

検査手順の中の「血液検体の採取における留意
事項」で，「通告前にトレーニングや競技を行っ
ていた場合，運動終了後 2 時間待機した後に，採

りのメールを保管しておくこと，などは証明責任
を果たしていると見なされる可能性が高い．
本ガイドブックは，新入生対象であるため，難

血が実施される」ことを追記した．

解な言葉の使用はできるだけ避けなければならな

付録

いが，なぜそのような手順を踏まなければならな

TUE 申請書式及び記入見本を Ver.2015.6.1 に
更新した．

6．日体大アンチ・ドーピングガイドブック
の今後の展望
6.1

証明責任の重視

いのかについては，証明責任をベースにした説明
をしていく必要がある．
6.2

違反を起こさないための情報提供に特化

本ガイドブックは「アスリートが本当に知りた
い情報」，言い換えると「アンチ・ドーピング規
則違反にならないためには，どんな点に注意した

ドーピング検査で禁止物質が検出されたら，競

らよいのか」を中心に情報を掲載してきた．もち

技者の過失の有無に関わらず，アンチ・ドーピン

ろん，新入生の中にはドーピングという言葉の意

グ規則違反となる（厳格責任）．2015 年規程から，

味すら知らない者もいるため，「ドーピングとは，

違反に対する制裁がより厳しくなり，資格停止期

ドーピングが禁止される理由」，「競技者の役割と

間も長期化している．

責務」などの教育的な内容も含んでいるが，やは

もちろん，意図的なドーピングに対しては厳罰

り薬の確認方法や病院の受診の仕方，TUE 申請，

やむなしだが，不注意によるアンチ・ドーピング

居場所情報などの知識がなければ違反を起こす可

規則違反，いわゆる「うっかりドーピング」は，

能性が高くなる．近年，競技団体によっては，薬

誰にでも起こりうる．不注意であっても違反その

についての注意事項や TUE 申請などの実際的な情

ものが取り消されることはなく，競技成績の失効

報を重点的に解説した冊子を作成しているところ

を免れることはできないが，違反の原因となった

もある29）．本ガイドブックも，違反を起こさない

薬の種類や競技者本人の過誤・過失の程度によっ

ための情報提供に特化していく時期にきている．

ては，資格停止期間が短縮されることもある．
違反に対する制裁が軽減されるためには，「競

6.3

さらにワンストップのガイドブックに

技者として基本的なアンチ・ドーピングのルール

初版の 2009 年度版から，できるだけワンストッ

は守っていた．重大な過誤・過失はなかった」と

プのガイドブックを目指してきたが，薬に関して

いうことが，聴聞会などで認められなければなら

は，その都度「Global DRO で調べる」か，「薬

ず，競技者やサポートスタッフは重い証明責任を

剤師会アンチ・ドーピングホットラインに問い合

負っていると言ってよい．例えば，医療機関を受

わせる」という記載になっている．これは，禁止
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表国際基準が毎年 1 月 1 日に必ず改定される（さ

注及び引用参考文献

らに年の途中で臨時の改定が行われることもあ

1）

日本アンチ・ドーピング機構：平成 20 年度ドー

る）ため，今年使用できた薬が翌年には禁止にな

ピング防止規律パネル決定報告．

る可能性があるからである．このため，学生は本

http://www.playtruejapan.org/downloads/

ガイドブックを見ても，
「調べる」，
「問い合わせる」

disciplinary_panel/H20_disciplinary_results.

という次の行動を起こさなければならない．しか

pdf（参照日 2017 年 2 月 1 日）

し，もし実際に使える薬のリストが掲載されてい

2）

TUE（Therapeutic use exemption）：「 治 療

れば，そこから選んで購入すればよいため学生の

目的使用に係る除外措置」，2015 年からは「治

利便性は増し，検索ミスのリスクもなくなる．実

療使用特例」と訳されている．病気やケガで，

際，日本体育協会は，禁止表国際基準に基づいて，

禁止物質を使わなければ治療できない場合，

毎年，使用可能な市販薬のリスト30） を作成して

事前に TUE 申請をして認められれば使用す

おり，アスリートの要望に応えている．本ガイド

ることができ，その後のドーピング検査でそ

ブックも，こうした使える薬の情報を盛り込むな

の禁止物質が検出されても違反にはならない

どして，ワンストップのガイドブックにより近づ

という例外規定をいう．

けていくことも検討すべきであろう．

3）

掲載から一定期間経過し，かつ資格回復した
競技者については，プライバシー保護の観点
から，氏名及び決定文が削除されるため，本

7．さいごに

違 反 事 例 決 定 文 も 2017 年 2 月 1 日 現 在，

入学時に配付された本ガイドブックをどう利用
したか，体育学部 2 年生のスポーツ医学の講義の

JADA のウェブサイトから削除されている．
4）

日本アンチ・ドーピング機構：平成 20 年度ドー

中で毎年，学生から聞き取りをしているが，これ

ピング検査実績報告 .

までに運動部の学生から，「サプリメントは掲載

http://www.playtruejapan.org/downloads/

されているものの中から選んだ」，「ドラッグスト

disclosure/H20DC.pdf（参照日 2017 年 2 月 1

アで買った薬をきちんと調べた」，「TUE 申請を

日）

するときに，読み返した」などの声が聞かれた．

5）

日本アンチ・ドーピング機構： 世界アンチ・

こうした学生は，知識の理解だけでなく，行動の

ドーピング規程 Version 3.0 日本語版．

実践につながっており，本ガイドブックがアンチ・

http://www.playtruejapan.org/downloads/

ドーピングの行動変容を促したことになる．

code/WADA_CODE_ver3_JP.pdf（ 参 照 日

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大
会は，学友会運動部の現役学生や卒業生が多数出

2017 年 2 月 1 日）
6）

ア ン チ・ ド ー ピ ン グ（anti-doping）：2014 年

場することが予想されており，アンチ・ドーピン

までは「ドーピング防止」と訳されることが

グのスタートラインに立つ新入生に配付される本

多かったが，2015 年からは，「アンチ・ドー

ガイドブックの果たす役割は大きい．日体大から

ピング」とそのまま表記されるようになった．

二度とアンチ・ドーピング規則違反者を出さない

例として，世界ドーピング防止機構→世界ア

ためにも，本ガイドブックをより効果的かつ実際

ンチ・ドーピング機構，ドーピング防止規則

的な内容にしていく必要がある．

違反→アンチ・ドーピング規則違反，ドーピ
ング防止規律パネル→アンチ・ドーピング規
律パネルなど．なお，テレビや新聞などの報
道では「反ドーピング」と訳されることもある．
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7）

code/WADA_ISTUE_2010_JP.pdf（ 参 照 日

ti-Doping Guide Book 2007，日本アンチ・ドー

2017 年 2 月 1 日）

http://www.playtruejapan.org/（参照日 2017

http://www.playtruejapan.org/downloads/

年 2 月 1 日）ただし，最新の情報が表示される．

prohabited_list/2010_ProhibitedList_JP.pdf

13）

code/WADA_CODE_2009_JP.pdf（ 参 照 日

ピング機構，2010．
20）

ドーピングホットライン．

http://www.japan-sports.or.jp/（ 参 照 日 2017

http://www.playtruejapan.org/medicine/

年 2 月 1 日）ただし，最新の情報が表示される．

hotline/（ 参 照 日 2017 年 2 月 1 日 ） た だ し，

日本陸上競技連盟．

最新の情報が表示される．
21）

国際基準日本語版．

日本野球機構：NPB アンチ・ドーピングガイ

http://www.playtruejapan.org/downloads/

ドブック 2008，日本野球機構，2008.

prohabited_list/2011_ProhibitedList_JP.pdf

日本アンチ・ドーピング機構：ドーピング検

（参照日 2017 年 2 月 1 日）
22）

国際基準 2011 日本語版．

日本アンチ・ドーピング機構：2009 年禁止表

http://www.playtruejapan.org/downloads/

国際基準日本語版．

code/WADA_ISTUE_2011_JP.pdf（ 参 照 日
2017 年 2 月 1 日）
23）

（参照日 2017 年 2 月 1 日）

日本アンチ・ドーピング機構：国内の TUE
申請が必要な競技大会一覧 .

日本アンチ・ドーピング機構：TUE に関する

http://www.playtruejapan.org/disclosure/

国際基準 2009 日本語版．

2017-tue/（参照日 2017 年 2 月 1 日）ただし，

http://www.playtruejapan.org/downloads/

最新の情報が表示される．

code/WADA_ISTUE_2009_JP.pdf（ 参 照 日

24）

日本アンチ・ドーピング機構：2012 年禁止表

2017 年 2 月 1 日）

国際基準日本語版．

日本アンチ・ドーピング機構：TUE 関連書式 .

http://www.playtruejapan.org/downloads/

http://www.realchampion.jp/download/6（参

prohabited_list/2012_ProhibitedList_JP_0622.

照日 2017 年 2 月 1 日）ただし，最新の書式及
び記入例が表示される．
17）

日本アンチ・ドーピング機構：TUE に関する

ピング機構，2008.

prohabited_list/2009_ProhibitedList_JP.pdf

16）

日本アンチ・ドーピング機構： 2011 年禁止表

日）ただし，最新の情報が表示される．

http://www.playtruejapan.org/downloads/

15）

日本アンチ・ドーピング機構：薬剤師会アンチ・

日本体育協会．

査 Q&A 2008 年 7 月改訂版，日本アンチ・ドー
14）

日本アンチ・ドーピング機構：ドーピング検
査 Q ＆ A 2010 年 1 月改訂版，日本アンチ・ドー

http://www.jaaf.or.jp/（参照日 2017 年 2 月 1
12）

（参照日 2017 年 2 月 1 日）
19）

http://www.playtruejapan.org/downloads/
2017 年 2 月 1 日）

11）

日本アンチ・ドーピング機構：2010 年禁止表
国際基準日本語版．

グ防止規程 2009 年版日本語版．

10）

18）

日本アンチ・ドーピング機構．

日本アンチ・ドーピング機構：世界ドーピン

9）

No. 2

日 本 ア ン チ・ ド ー ピ ン グ 機 構：JADA Anピング機構，2007.

8）

2017. 3

pdf（参照日 2017 年 2 月 1 日）
25）

日本アンチ・ドーピング機構：JADA 認定商品．

日本アンチ・ドーピング機構：TUE に関する

http://www.playtruejapan.org/qualified/（参

国際基準 2010 日本語版．

照日 2017 年 2 月 1 日）ただし，最新の情報が

http://www.playtruejapan.org/downloads/

表示される．
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26）

オープンリスト： 禁止物質の名称が列挙され

日 2017 年 2 月 1 日）薬の商品名から検索でき

ているが，冒頭に「以下の物質が禁止されるが，

る日本語のウェブサイトである．アメリカ，

これらに限定するものではない」と記載され

カナダ及びイギリスの 3 カ国によって運営さ

ていたり，末尾に「および類似の化学構造又

れていた Global DRO に，2013 年から日本も

は類似の生物学的効果を有するもの」と付記
されている場合をいう．掲載されている禁止

27）

日本学生陸上競技連合：知っておきたいアン

物質はあくまでも例示であるため，調べる薬

チ・ドーピングの知識 2017，日本学生陸上競

の名称がそこにないからといって，禁止物質

技連合，2017.

ではないとは言えない．

http://www.iuau.jp/news/2017/anti2017.pdf

日本アンチ・ドーピング機構：世界アンチ・ドー
ピング規程 2015 年版日本語版．

28）

参画した．
29）

（参照日 2017 年 2 月 1 日）
30）

日本体育協会： アンチ・ドーピング使用可能

http://www.playtruejapan.org/downloads/

薬リスト 2016 年 3 月版，日本体育協会，2016.

code/wada_code_2015_jp.pdf（参照日 2017 年

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/

2 月 1 日）

data/supoken/doc/201603anti-doping.pdf（参

Global DRO Japan.

照日 2017 年 2 月 1 日）

http://www.globaldro.com/JP/search（ 参 照

（受理日：2017 年 2 月 27 日）
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研究報告

リオデジャネイロ五輪から 2020 年東京五輪を考える
─オリンピック大会の価値に着目して─ 1

1．序
1.1

松

瀬

学（日体大総合研究所客員研究員）2

武

藤

芳

金

子

えり子（日体大総合研究所所員）4

照（日本体育大学特別招聘教授，日体大総合研究所所長）3

と精神のすべての資質を高め，バランスよく結合

章

させる生き方の哲学である．オリンピズムはス

論考の背景

ポーツを文化，教育と融合させ，生き方の創造を

わが国では，2020 年に東京オリンピック・パ

探求するものである．その生き方は努力する喜び，

ラリンピック競技大会が開かれる．スポーツの振

良い規範であることの教育的価値，社会的な責任，

興や国際交流，経済波及効果などの期待があるが，

さらには普遍的な倫理規範の尊重を基盤とする．」

改めてスポーツの価値，オリンピックが持つ価値
を考えてみる好機でもある．
オリンピック大会は，世界で最も影響力のある
スポーツ大会のひとつであり，そこには世界中の

「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とれた発展に役立てること
にある．」と規定されている．

アスリートの夢と希望が集約されている．国際オ

このように，オリンピズムという理念が存在す

リンピック委員会（IOC）の初代マーケティング

ることが，普遍的かつ恒久的な世界平和の建設に

部長だったマイケル・ペイン（2008）は，「個々

寄与すること，すなわち「オリンピック運動（オ

のアスリートの挑戦が生み出すドラマは，見るも

リンピック・ムーブメント）」を貴いものにして

の全ての心を揺さぶり，長年にわたって，不屈の

いる（日本オリンピック・アカデミー編，2008）．

オリンピック精神がもたらす，数多くの忘れられ

オリンピック運動を推進する国際オリンピック

ない瞬間を誕生させてきた」とし，「オリンピッ

委員会（IOC）は近年，オリンピック競技大会の

クの価値は計り知れない」と強調している．

価 値 を 卓 越 性（Excellence）， 公 正（Fairplay），

そのオリンピックの基本理念，オリンピズムは，

友愛（Friendship），尊重（Respect）という 4 つ

オリンピック憲章 の冒頭の「オリンピズムの根

のキーワードで表現し，世界の若い人々がこれを

本原則」において，「オリンピズムは肉体と意志

頭で理解するだけでなく，身を持って行動するこ

1）

1

2
3

4

 eview of 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro,Brazil and Consideration for 2020 Summer
R
Olympics in Tokyo, Japan－The Olympics Values & Olympism.
Manabu MATSUSE, visiting Researcher, The Research Institute of Nippon Sport Science University
Y oshiteru Mutoh M,D.,Ph.D., I nvited Professor, Nippon Sport Science University／Director, The
Research Institute of Nippon Sport Science University
Eriko Kaneko, Staff, The Research Institute of Nippon Sport Science University
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とを求めている2）．

2017. 3

No. 2

またメディアは 1 万 4,000 人ほどがカバーした．

それでは，実際，夏季オリンピック大会ではど

巨額の放送権料を払う米国 NBC が 1,000 人を超

うなのか．夏季大会には 1988 年ソウルから 92 年

す大取材団を派遣し，日本の NHK も約 280 人を

バルセロナ，96 年アトランタ，2000 年シドニー，

リオに送り込んだ．米国 AP 通信が 140 人ほど，

04 年アテネ，08 年北京，12 年ロンドン，16 年リ

特筆すべきは英国ロイター通信がコスト，安全の

オデジャネイロ五輪を現場で取材してきた著者の

理由から，編集拠点を米国フロリダ州マイアミに

一人である松瀬の経験と思索を基盤にして，先行

置いていた．

研究，各種関連資料の検討を加え，20 年東京オ

リオ五輪は無事に終わり，ハイライトとしては

リンピック・パラリンピックを展望しつつ，「オ

陸上のウサイン・ボルト（ジャマイカ）が 3 大会

リンピックの価値」という課題について論考した．

連続 3 冠を達成した．開催国ブラジルのファベー
ラ（貧民街）出身の柔道，ラファエラ・シルバが

1.2

概要報告

リオ五輪は，2016 年 8 月 5 日から 8 月 21 日ま
での 17 日間，ブラジルのリオデジャネイロ市を

金メダルを獲得，男子サッカーでは同国代表が初
優勝を遂げ，国民を熱狂させた．国の盛り上がり
という点では成功であったと考えられる．

主に開かれた．南米地域では初めてのオリンピッ

時差がちょうど 12 時間で日本とは午後と午前

ク開催となった．参加ナショナル・オリンピック

が逆になる．日本からみると地球の裏側になるリ

委員会（NOC）が 205 カ国・地域あり，これに

オは「冬」だったが，日本の初夏といった印象で

難民選手団も加わった．初参加はコソボと南スー

あった．朝晩は 18 度ぐらいに冷え込み，日中に

ダンだった3）．

は 30 度近くまで上がった．日差しはきつい．2，

実施競技種目数が，28 競技 306 種目（前回大
会は 26 競技 302 種目）で，ゴルフは 112 年ぶり

3 度，冷たい雨が降ったぐらいで，あとはカラリ
と空気が乾いて過ごしやすかった．

に実施，ラグビーも新たなフォーマット（7 人制）

大会中の最大の関心事が治安だった．五輪開幕

で復活した．うち日本選手団は 27 競技 180 種目

前，リオ市の警察と消防士がストライキをうち，

に参加．ハンドボールが出場権を獲得できなかっ

空港において「Welcome to Hell（地獄へ，よう

た4）．

こそ）」とのショッキングな垂れ幕を掲げた．ジ

参加選手数は，IOC によると，五輪憲章の選

カ熱感染のおそれもあり，長年にわたる著者松瀬

手枠（10,500 人）を超える 11,303 人で，女子の

の五輪取材において，命の危険を感じての渡航は

割合が 45％となった．日本選手団は 601 人で，

初めてであった．だが，実際は，ファベーラに迷

役員が 263 人，選手が 338 人（男子 174 人，女子

い込んだ警官 2 人が射殺されたり，ロシアの副領

164 人）だった．メダル獲得国・地域数は 87 と

事と名乗った男性が強盗犯を射殺したりする事件

なり，フィジー，ヨルダン，コソボの 3 つは初め

は起きたが，オリンピック関係地区では軍隊，市

てのメダル（いずれも金メダル）獲得だった．

警察の厳重警備もあって，大きな事件は起こらな

参加選手の肥大化については，東京五輪では野

かった．

球・ソフトボール，空手，スケートボード，スポー

リオの日本総領事によると，五輪期間中の日本

ツクライミング，サーフィンの 5 競技 18 種目が

人被害（強盗，窃盗，置き引き，スキミングなど）

追加されることになっており，参加選手が 12,000

は 19 人にとどまり，通常の 3 分の 1 という少な

人まで増えることが予見される．選手の航空運賃

さだった．日本人メディアでは， 関西のテレビ

は東京オリンピック・パラリンピック組織委員会

局が機材を，東京のスポーツ新聞カメラマンがカ

が負担するため，運営経費も膨らむ危険性がある．

メラを盗まれた程度だった．著者松瀬はひとりで
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表1

東京都の課題〜東京オリンピック・パラリンピック組織委員会のリオ視察から

課題

リオ大会

東京大会

コスト削減

・鉄骨の足を地面に立てるだけ
・3 会場で整備不良

・観客席，通路は簡素な構造に．台風，地震に備えた基礎
工事が必要
・競技施設のコスト削減を検討

宿泊・輸送・飲食 ・施設に不備，バス渋滞

・施設整備，サービスの向上

仮設施設

・組織委予算の 15％
・テントを活用

・70 万席中 15 万席
・建材などは再利用
・事務所などは階層型のプレハブ

五輪専用車線

・運用はほぼ成功
・IOC が強く要請

・首都高速，幹線道路は車線が少なく，渋滞発生の懸念

警備・安全

・開幕前に 7 千人不足
・十分な人員を計画的に確保
・施設入り口のチェックに不備や遅れ

競技日程・会場

・バーラ地区にオリンピック・パーク ・競技場は分散型
・終盤に人気の高いサッカー，バレー ・大会全体を盛り上げる日程づくり
・サッカーは全国規模で開催

（JSTA＝日本スポーツツーリズム推進機構＝セミナー）

日中，危険エリアとされたコパカバーナビーチを

日本選手も活躍し，史上最多となる 41 個（金

スマホ片手に歩いたり，深夜，旧市街の飲食店を

12，銀 8，銅 21）のメダルを獲得した．国が強化

利用したりしたが，危険な目には一度も遭わな

に本腰を入れた 2012 年ロンドン五輪を「ホップ」

かった．メディアの騒ぎ過ぎだったように考えら

と位置付ければ，このリオ五輪は「ステップ」と

れる．

なり，東京五輪の「ジャンプ」につながることが

このようなリオ大会の実情や現地視察した東京

期待されている．

オリンピック・パラリンピック組織委員会の資料

日本選手団の目標が「金メダル 14 個，メダル

を基にし，東京大会に向けた東京都の課題が表 1

総数で 30 個以上」だった．金メダルの数は目標

のようにまとめられた．

には 2 個届かなかったが，金メダル争いでは世界
6 位（ロンドン五輪 11 位）となった．メダル数

2．論
2.1

考

卓越性（Excellence）

金メダルの獲得数をみると，1 位は米国の 46 個，
2 位が英国の 27 個，3 位が中国の 26 個とつづく．

では目標を大きく上回り，41 個で世界 5 位（ロ
ンドン五輪は 38 個で 6 位）に躍進した．なぜ，
これほど日本勢が競技力を向上させることができ
たのか．
もちろん選手の才能と努力の結果なのだが，そ

4 位はロシアの 19 個，5 位がドイツの 17 個，6

の背景と環境の要因は主に 3 つ，ある．まずは

位は日本の 12 個だった．注目すべきは英国の躍

2013 年 9 月にブエノスアイレスで開かれた国際

進ぶりである．2012 年ロンドン五輪の開催が決

オリンピック委員会（IOC）総会で 2020 年五輪

まったあと，2008 年北京五輪で 4 位の 19 個，ロ

の開催地に東京が決まったからである．東京五輪

ンドン五輪では 3 位の 29 個を獲得し，リオ五輪

が決まってから，2020 年 7 月までは 7 年間しか

でも強さを維持した．英国政府公認のブックメー

なかった．通常のオリンピックからオリンピック

カー，「ウィリアム・テル」（サッカーくじ）の収

までの 4 年周期と違って，各競技団体がそれぞれ

益を原資とした強化費アップと重点強化策が奏功

7 年計画を立て，その中間大会としてリオ五輪を

していると考えられている．

きっちり位置付けた強化策が実ったと考えられ
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表2
2016 リオ
NOC 名

2017. 3

No. 2

金メダル獲得数上位 8NOC の推移
2012 ロンドン

金メダル数 NOC 名

2008 北京

金メダル数 NOC 名

金メダル数

①米国

46 ①米国

46 ①中国

51

②英国

27 ②中国

38 ②米国

36

③中国

26 ③英国

29 ③ロシア

23

④ロシア

19 ④ロシア

24 ④英国

19

⑤ドイツ

17 ⑤韓国

13 ⑤ドイツ

16

⑥日本

12 ⑥ドイツ

11 ⑥豪州

14

⑦フランス

10 ⑦フランス

11 ⑦韓国

13

9 ⑧イタリア
⑩日本

8 ⑧日本
7

7

⑧韓国

図1

日本メダル獲得の推移

る．
2 つ目は，国の強化支援の拡充である．2008 年，

予算面も年々拡大し，2016 年度の競技力向上
事業はざっと百億円を突破している．オリンピッ

文部科学省（のちにスポーツ庁が引き継ぐ）のマ

クにおいてはお金で勝てるものではないが，お金

ルチサポート事業がスタートした．①アスリート

がないと満足な準備ができない．結果的に，今大

支援②マルチサポート・ハウス（現・ハイパフォー

会では，メダル 41 個のうち，40 個がマルチサポー

マンスサポート・センター）③研究開発（2010

トのターゲット競技種目の対象競技であった．

年より開始）④女性アスリートの戦略的サポート

また，見逃せないのが，大会中，リオに設置さ

（2011 年より開始）の 4 つが軸で，①②を日本ス

れた「ハイパフォーマンスサポート・センター」

ポーツ振興センター（JSC）が受託した．とくに

の存在である．食堂では，米飯やうどん，焼き魚

オリンピック・パラリンピック大会などに向けた

など和食を中心にさまざまなメニューが提供さ

アスリート支援として，競技団体の選手強化活動

れ，炭酸泉，サウナ風呂，疲労測定器，最新の治

をサポートする競技力向上事業を拡充させ，メダ

療機器などによるリカバリー施設も充実してい

ル有望競技を「ターゲット競技種目」に選定し，

た．

集中的に支援してきた．いわゆる重点強化である．

トレーニング施設もあり，好成績を残した柔道
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やレスリングなど 6 競技はここで事前練習を行っ

し，ここでまず検査をし，「陰性」と判断された

た．選手村には練習パートナーや村外スタッフは

検体のみを WADA 公認の検査所「モスクワ反

入れないが，ここでなら，きっちりと調整ができ

ドーピングセンター」に送っていたことが明るみ

た．夏季五輪ではロンドン五輪に次ぐ，2 度目の

になった．

設置だった．センターの事業費も，ロンドン五輪

さらに 2014 年ソチ冬季五輪におけるロシアの

の 5 億 4 千万円より増額され，今回は 8 億 1 千万

ドーピング検査の不正を調べていた WADA の調

円に上った．日本のハイパフォーマンスセンター

査チームは 2016 年 7 月にも，ロシアが国主導で

は大会ごと，確実に充実，向上している．

自国選手のドーピング違反が発覚しないように検

3 つ目は，ロシアのドーピング問題の余波であ

体をすり替えるなどの隠蔽行為をしていたとする

る．陸上や重量挙げなどでロシア選手は除外され

報告書を公表した．これを受け，WADA は IOC

た．さらにドーピング検査が厳格化され，まった

と国際パラリンピック委員会（IPC）に対し，リ

くクリーンである日本選手にとっては相対的にプ

オ五輪・パラリンピックへの「ロシア選手団の参

ラスに働いた．一方，ロシアの金メダル獲得数は

加を全面的に拒否することを検討すべきだ」と勧

19 個（4 位）に終わり，ロンドン五輪の 24 個か

告した．

ら金メダルを減らした．

しかし，IOC が下した判断は「参加の可否は

選手強化もビジネス同様，基本は『PDCA』を

各競技の国際連盟（IF）にゆだねる」だった．

回していくことである．PDCA とは，P（プラン

IOC は「過去にドーピング違反をしていないこと」

＝計画），D（ドゥ＝実行），C（チェック＝評価），

や「ロシア以外の信頼できる検査機関で潔白を証

A（アクション＝実行）．すぐにスポーツ庁でリ

明すること」といった条件を付けたものの，結果

オ五輪の検証が行われ，2020 年東京五輪へどう

的にロシア選手のリオ五輪参加の道を開いた形と

つなげていくのかが検討された．

なった．当初 389 人が参加予定だったロシア選手
は結局，271 人がリオ五輪に参加した（朝日新聞

2.2

公正（Fairplay）

オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則の
中で，次のような規定も見られる．〈スポーツを
することは人権のひとつである．すべての個人は

2016 年 8 月 5 日朝刊）．一方，IPC はロシアの選
手団（選手 267 人予定）を全面排除することを決
定した（朝日新聞 2016 年 8 月 23 日朝刊）．
IOC は「理想」ではなく，
「現実」を選択した．

いかなる種類の差別を受けることもなく，オリン

ロシアの国ぐるみのドーピング問題の解決に際

ピック精神に基き，スポーツをする機会を与えら

し，3 つの過ちを犯したと考えられる．

れなければならない．オリンピック精神において

1 つ 目 は， ド ー ピ ン グ 問 題 に 対 し，IOC が，

は友情，連帯，フェアプレーの精神とともに相互

WADA の「リオ五輪からのロシア全面締め出し」

理解が求められる〉．そのフェアプレーの精神を

の勧告を受け入れなかったことである．IOC は

踏みにじるもののひとつとしてドーピング（dop-

一貫して WADA の姿勢を支持してきた．IOC は

ing）がある．

主導して，アンチ・ドーピング活動の推進やドー

リオ五輪前，ロシアの国家主導とみられるドー

ピング問題を解決するため，1999 年，WADA を

ピ ン グ 問 題 が 起 き た． 世 界 反 ド ー ピ ン グ 機 構

設立した．IOC は，先の WADA の「ロシア陸上

（WADA）の独立委員会が 2015 年 11 月公表した
報告書では，長年にわたりロシア陸上界が組織ぐ

連盟の資格停止」の勧告には従っていた．
IOC の憲法といわれる五輪憲章の 59 条では，

るみでドーピング違反を犯し，それを隠していた

世界アンチ・ドーピング規定の規則に違反した場

と指摘された．モスクワには「裏検査所」も存在

合，IOC 理事会は NOC（国内オリンピック委員会）
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2017. 3

No. 2

を資格停止，承認の取り消しをできると謳ってあ

出した．これにより，ステパノワ選手はリオ五輪

る．対象となる違反とは，組織的なドーピング違

に出場できなくなった．IOC は同選手を開会式

反，大量のドーピング違反である．今回の極めて

には招待するとしていたが，選手は競技に参加し

悪質なロシアの国ぐるみのドーピング違反を不問

たいに決まっている．結果，同選手は招待を拒否

に付すなら，今後，いったい，どんなドーピング

した．「命をかけて告発してもいいことはない」．

規定に関する規則違反をもって，NOC を制裁で

IOC はそんなメッセージを世界に発したことに

きるというのか，疑問である．

なる．今後，選手らに対して内部告発を躊躇させ

な ぜ IOC が 勧 告 を 受 け 入 れ る こ と が で き な
かったかというと，スポーツ大国のロシアと対立
することを避けたからだと考えられる．そこにス
ポーツの大義や正義はない．
2 つ目は，IOC がリーダーシップを捨て，ロシ

ることになり，アンチ・ドーピング活動にブレー
キをかけることなる危険性がある．
そもそも，この過去のドーピング違反者の排除
は，道理に反するのではないか．ドーピング違反
を犯し，資格停止の処分を受け，罪を償って復活

ア選手のリオ五輪参加の是非の判断を IF に丸投

した選手を永久に「前科者」扱いにする．しかも，

げしたことである．確かに，選手の参加資格はそ

ドーピング違反を犯したことのあるロシア選手は

れぞれの競技を統括する IF に属する．だが IOC

リオ五輪から排除されるが，ロシア以外の国の同

がひとつの裁定を下さなければ，IF 間で判断基

様の選手はリオ五輪には出場する．不公平である．

準が不統一となり，現場の混乱を招くことになる．

以上の 3 つ，IOC は過ちを犯した．「クリーン

つまり，オリンピックの価値のひとつであるフェ

なアスリートを守る」と言い続けてきた IOC が

アネス（公平さ）を失うのである．

政治的な判断をしたため，アンチ・ドーピング活

今回，国際陸上連盟（IAAF）の「ロシア国外

動はスピードダウンすると懸念される．IOC の

を拠点とし，潔白を証明できる」と，他の国際競

バッハ会長は，今回の決定に際し，「国全体の責

技連盟の「信頼できるロシア国外の検査機関の検

任と個人の権利のバランス」と説明した（読売新

査を受けていること」との条件は大きく違う．リ

聞 2016 年 7 月 25 日朝刊）．しかし，国全体の責

オ五輪でメダルを争うほどのトップ選手なら，国

任を問うことはほとんどなく，結果，ロシアの利

際大会出場のため，ロシア国外の検査機関でドー

益に与することになった．プーチン大統領やロシ

ピング検査を受けているのは当然であろう．

ア・オリンピック委員会の幹部を喜ばせた．

結果，ロシアの陸上選手はほとんどリオ五輪に

これは詭弁と考えられる．ほんとうにこの言葉

出場できず，他の競技団体の多くの選手がリオ五

を実践するのなら，まず IOC は WADA の勧告

輪に出場した．過去，ドーピング検査にひっかかっ

を受け入れ，ロシア・オリンピック委員会を資格

てないロシア選手が本当にクリーンなのか．“グ

停止処分とする．リオ五輪への選手派遣の資格と

レー”の選手はいないのか．今回の措置は，競技

権利を持つ同オリンピック委員会が機能しなくな

間や選手間の不公平を生んでいる．

れば，当然，ロシア選手はリオ五輪に出場できな

3 つ目は，勇気を持って国ぐるみのドーピング

くなる．だが「個人の権利」を守るとして，IOC

違反を告発したロシア陸上選手，ユリア・ステパ

はロシアのクリーンな選手に対してはリオ五輪へ

ノワ選手をリオ五輪から排除したことである．国

の「個人参加」を認める．IOC と IF のバックアッ

際陸連は反ドーピング活動への貢献を評価し，ス

プのもと，リオ五輪に初参加する難民選手団のご

テパノワ選手のリオ五輪への個人資格としての出

とく，『クリーン・ロシア選手団』を編成すれば

場を認めていた．なのに，IOC は「過去のドー

良かったのである．スポーツの正義はどこにいっ

ピング違反選手はリオ五輪から排除」との条件を

たのか．IOC はリオ五輪の価値を維持したのかっ
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図2

夏季五輪の陽性件数の変遷＝日本分析センターの資料から

（一部著者追加＝北京，ロンドンは追加検査で判明した陽性検体数も加えた．2016 年 12 月時点）

表3

主要なドーピング事件

1960 年 自転車急死事件

ローマ五輪において自転車のロードレース競技でデンマークの選手が急死する事件
が発生．調査の結果，興奮剤を服用していたことが判明．

1988 年 ベン・ジョンソン事件

ソウル五輪の 100 位で当時の世界新記録を出したカナダのベン・ジョンソンがドー
ピング禁止薬物で失格，世界に衝差を与えた．

1995 年 中国大量違反事件

広島アジア大会において中国の水泳選手 11 人が薬物違反で失格，組織ぐるみの疑
いもあったが，中国選手団は「個人的な違反」を強調．

2012 年 アームストロングス事件

自転車プロロードレースの王者，ランス・アームストロングスが全米反ドーピング
機関により，ツール・ド・フランスの 7 連覇を含む全タイトルを剥奪された．

2016 年 ロシア組織ぐるみ事件

ロシア反ドーピング機関の元職員の告発により，国ぐるみのドーピング違反が明る
みにリオ五輪で一部選手を，リオパラリンピックではロシアを全面排除．

たのだろうが，結果的にリオ五輪を混乱に陥れ，

ることである．…人生で重要なことは，勝利する

五輪のイメージを損なうことになった．

ことではなく闘うことである．その本質は，打ち

図 2 に 1968 年のメキシコ五輪以降の夏季五輪

克つことではなく，よく戦ったことにある〉が知

でのドーピング陽性件数の推移を示し，表 3 には

られている．実はクーベルタンの創作ではなく，

過去の主要なドーピング事件を並べた．陽性件数

英米両チームのあからさまな対立により険悪な

の推移とドーピング事件との関連を考察すると，

ムードだった 1908 年ロンドン五輪期間中の日曜

興味深い．また 2000 年以降，ドーピング陽性件

日，礼拝のためセントポール大寺院に集まった選

数は検査機能の高度化もあり，増加傾向が見られ

手を前に，主教が述べた戒めを込めた言葉だった

る．

（伊藤，1986）．
いずれにしろ，オリンピックに参加するという

2.3

友愛（Friendship）

ことは文化の違う人と付き合うこと，すなわち世

近代オリンピックを生み出したピエール・ド・

界平和と友愛の意味を含んでいる．勝負というも

クーベルタン男爵の有名な言葉として，〈オリン

のは，ベストを尽くし戦い終えた瞬間に敵味方が

ピックで重要なことは，勝つことではなく参加す

ひとつの人間愛に包まれてゆく．それがスポーツ
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の醍醐味であり，スポーツの持つ価値でもある．

恵まれたトップ選手同士の誇りと喜びがあふれい

リオ五輪でも，友愛を示すシーンがいくつかあっ

るものだ．

た．陸上男子 50㌔競歩の荒井広宙（ひろおき）
選手は二転三転の末，銅メダルを獲得した．トラ

2.4

尊重（Respect）

ブルは残り 800㍍付近で起きた．カナダのダン

オ リ ン ピ ッ ク の 価 値 の ひ と つ に「 尊 重（re-

フィー選手に追い抜かれて 4 番手に落ちていた荒

spect）」がある．スポーツにおいて，対戦相手，

井選手がスパートをかけ，再び前に出る．その際，

レフリーらへのリスペクトも大事である．どの競

荒井選手の右腕とダンフィー選手の左腕が接触

技においても，その競技をリスペクトし，ルール

し，ダンフィー選手はよろめいた．荒井選手は 3

をリスペクトしていれば，トラブルはまず，起き

位，ダンフィー選手は 4 位でゴールした．

ないだろう．

直後，カナダチームは「妨害行為」として，レー

オリンピック憲章の第 40 条「参加資格規定」

スの審判長に抗議した．抗議が認められ，「荒井

の項で，オリンピック大会に参加する選手はこう，

選手失格，ダンフィー 3 位」となった．これを受

規定されている．〈フェアプレーと非暴力の精神

け，日本陸上競技連盟は国際競技陸上競技連盟

をリスペクトし，その精神に従い行動する．世界

（IAAF）の評議会に上訴．映像と「ダンフィー

アンチ・ドーピング規定を全面的にリスペクトす

選手のよろめきと接触との因果関係はない」との

る〉と．

文書を提出し，これが認められ，荒井選手の 3 位

さらにいえば，選手たちはオリンピック大会そ

が確定した．この類のチーム側の抗議自体はさほ

のものもリスペクトし，開催地や人々をリスペク

ど珍しくない．選手同士は不必要な抗議を申し訳

トしないといけない．リオ五輪では，そのリスペ

なく感じ，互いにハグをして健闘を讃え合ってい

クトを踏みにじる出鱈目な事件が起きた．水泳の

た．閉会式でもふたりは笑顔で写真に納まり，4

金メダリスト，米国のライアン・ロクテ選手の狂

年後の東京五輪での再会を誓い合った．（東京新

言事件である．

聞 2016 年 8 月 30 日夕刊）．

ロクテ選手は他の選手 3 人と車に乗ってパー

また女子 5000㍍の予選に出場したアビー・ダ

ティーに出かけた時，リオ市内をタクシーで移動

ゴスティノ選手（米国）とニッキ・ハンブリン選

中，警官を装った強盗に拳銃で脅され，財布など

手（ニュージーランド）は途中で接触し，転倒し

奪われたと話をしていた．「だが，リオ警察は現

た．ダゴスティノ選手は立ち上がったが，ハンブ

地時間の 18 日（日本時間 19 日），そのような強

リン選手は倒れたままだった．この時はダゴス

盗事件はなかったと発表．実際には，泥酔したロ

ティノ選手がハンブリン選手を助け起こした．そ

クテら 4 人選手が，ガソリンスタントに立ち寄っ

の後，足を痛めたダゴスティノ選手が倒れると，

た際，トイレのドアなどを壊し，警備員から銃を

今度はハンブリン選手が助けた．足を引きずりな

向けられていたことがわかり，同日，米国オリン

がら最下位でゴールしたダゴスティノ選手は，

ピック委員会は主催者側や選手に対し，謝罪の声

待っていたハンブリン選手と泣きながら抱き合っ

明を出すまでに発展した」（読売新聞 2016 年 8 月

た．ふたりは，IOC から「真の五輪精神」を体

19 日電子版）．ロクテ選手は帰国の途についたが，

現しているとしてフェアプレー賞を贈られた（東

米国のメディアはいずれもトップ記事でロクテ選

京新聞 2016 年 8 月 30 日夕刊）．

手を一斉に批判した．

こうした選手たちの自然な振る舞いに，オリン

ロクテ選手はリオ五輪の競泳男子 800㍍リレー

ピックの友愛の精神が体現されている．レース後，

の金メダルのほか，4 大会にかけて通算 12 個の

お互いを讃え合っている姿には，良きライバルに

メダルを獲得した 32 歳（当時）である．もはや
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ベテランであり，チームリーダーであり，他の選

（2016 年 8 月 18 日）によると，「ブラジル警察は

手たちの模範となるべく立場でありながら，ガソ

開会式当日の 5 日に英スポーツ・チケット販売会

リンスタンドでの乱暴行為を嘘で隠そうとした．

社 THG のアイルランド人幹部を逮捕しており，

何より問題は，リオ五輪の役員，関係者，出場選

ヒッキー理事の逮捕もこれに関係していると話し

手，IOC， 米 国 オ リ ン ピ ッ ク 委 員 会（USOC），

ている」とされた．「THG の幹部らは，2020 年

さらにはリオ警察，ブラジルの人々へのリスペク

東京五輪でも不正転売を計画していたことが判

トが欠如しているということである．オリンピッ

明」（産経新聞 2016 年 9 月 18 日朝刊）ともあり，

ク大会へのリスペクトも欠いている．ロクテ選手

入手困難な五輪チケットをめぐり不正がはびこっ

はブラジル人を侮辱しているのである（毎日新聞

ている可能性もある．

2016 年 8 月 25 日朝刊）．
ロクテ選手はソーシャルネットワークサービス

五輪に参加する選手や IOC 委員はもちろん，
スポンサーなどステークホルダー（利害関係者）

（SNS）のツイートでこう，謝罪した．〈自分がとっ

も，オリンピックとオリンピック憲章をリスペク

た行動により，オリンピックに出場することを夢

トしなければならない．2014 年 12 月にモナコで

見て頑張ってきた選手たちに迷惑をかけたことを

行われた第 127 次 IOC 総会において採択された

謝罪します．違う国で，違う言語の中で銃を向け

『オリンピック・アジェンダ 2020』5） には，オリ

られたことは怖かったけれど，自分の行動は間

ンピック・ムーブメントの未来に向けた戦略的な

違っていた〉〈水泳協会や米国オリンピック委員

工程表が示されている．その提言 31 には「コン

会，国際オリンピック委員会，ブラジスの人々に

プライアンスを確保する」が，提言 32 には「倫

謝罪します〉

理を強化する」との項目がそれぞれ付けられてい

米ワシントン・ポスト紙は，「優勝した競泳選

る．

手は自己陶酔の心的葛藤に襲われている」とし，
身勝手な行動を批判している．ロクテ選手はリオ
の事件の後，ラルフ・ローレン社やスピード社，
エアウィーブ社など主要スポンサー 4 社から契約
を打ち切られた．
こういった幼稚な事件の再発防止はどうすれば

3．結
3.1

論

東京オリンピック・パラリンピックの課題

まずは日本の競技力向上である．2012 年 3 月
に文部科学省から発表された「スポーツ基本計画」

いいのだろうか．当然，ロクテ選手の個人的な資

では，五輪の金メダル獲得数の順位では「夏季大

質によるものが大きいが，USOC や米国水連によ

会は 5 位以上，冬季大会は 10 位以上」とされ，

る教育・指導体制の改善も必要になる．五輪選手

東京五輪では「金メダル獲得数 3 位以内の 30 個

はおおよそ所属組織と行動規範や法令順守の誓約

以上」と目標を立てている．これは文部科学省が

書を交わしている．これに違反した選手への罰則

日本オリンピック委員会（JOC）や日本スポーツ

を強化し，つまり「一罰百戒」も再発防止の有効

振興センター（JSC）と協議して出したものであ

策と考える．

る．リオ五輪では金メダル 12 個で世界 6 位だった．

オリンピックを冒涜する者は選手だけではな

1 位の米国（46 個）は別格として，2 位英国（27 個），

い．2016 年 8 月 17 日，リオ五輪の観戦チケット

3 位中国（26 個）との差も大きい．日本が参考に

の不正販売事件に関与した疑いで，IOC のパト

するのは英国である．自国開催の 2012 年ロンド

リック・ヒッキー理事（欧州五輪委連合会長，ア

ン五輪に向け，英国政府公認のサッカーくじの収

イルランド五輪委員会会長）がリオ市内のホテル

入を元手に「勝てる競技」に支援金を集中させた．

でブラジル警察に逮捕された．英国 BBC 電子版

日本でも，これに倣い，重点強化を加速させ，合
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宿費や遠征費などの強化費を増額させようとして
いる．選手が所属する企業・大学等の支援体制整
備，および環境整備も進めなければならない．
日本の競技力以外の課題は大きく 3 つである．

2017. 3

3.2

No. 2

東京オリンピック・パラリンピックの社会
的使命

リオデジャネイロ五輪の閉幕直後，NHK テレ
ビの五輪特集番組で解説委員が「五輪開催の 5 つ

1 つ目は「観客問題」．リオ・オリンピック・パ

のメリット」を紹介した．「①国威発揚②国際的

ラリンピック大会組織員会は，「チケットは全体

存在感➂経済効果④都市開発⑤スポーツ文化の定

の 650 万席の 88％は売れた」と公表したが，実

着」である．あまりにも時代錯誤的な指摘であっ

際に現場を歩いたところ，地元ブラジルの選手が

た（日本放送協会 2016 年 8 月 23 日「おはよう日

登場する試合以外のスタンドはガラガラだった．

本」）．

チケッティングの方法が悪く，客の入れ替えも不

J・コークリーら（2011）は，「スポーツは，制

評を買っていた．これをどう工夫し，どうやって

度化された競争的活動であり，内的／外的報酬を

観客席を満席にするかどうかだろう．

目指して行う，身体的な努力とスキルを伴う活動

2 つ目は，警備問題である．テロ対策も大事だ

である」としている．とりわけオリンピック大会

が，サイバーテロも防御しなければならない．共

は，世界平和の中で世界中の人々が安定した生活

同通信社によると，リオデジャネイロ五輪の期間

を支えに，豊かなスポーツライフを楽しめる環境

中に同五輪の公式サイトに約 2 千万回のサイバー

を作ることを目標とした理想主義的な運動であ

攻撃があったという．2012 年ロンドン五輪の約 2

る．東京オリンピック・パラリンピックが『復興

億回からは減ったものの，大量データを送り付け

6）
をスローガンにしている以上，五輪パラ
五輪』

て，過大な負荷をかける攻撃の威力は増している．

開催で被災地の経済を活性化させ，復興を推し進

また五輪直後，ロシアのハッカー集団とされるグ

めなければならない．アスリートの活躍など，ス

ループが世界反ドーピング機関（WADA）のシ

ポーツの持つ力で被災地に勇気や感動，自信を与

ステムに不正アクセスして内部文書を盗み取り，

えて元気にしなければならない．あるいは五輪開

リオ五輪に出場した米国 4 選手のドーピング検査

催で復興を世界にアピールし，支援に対する感謝

結果などのデータを流出させた．この類のサイ

を伝えなければならないだろう．いずれにしろ，

バー攻撃に対抗するための対策，あるいは防御整

より実効力のある具体策が求められる．

備が，東京五輪でも急務となっている．

加えて，大野（2016）は，「2020 年の東京オリ

3 つ目は，ボランティアである．リオ五輪パラ

ンピック・パラリンピックの開催は，戦争をしな

では 5 万人，東京五輪パラでは 8 万人（リオ五輪

い国，日本が世界平和を呼び掛けてスポーツを通

後，9 万人への増員検討）が計画されている．リ

じた国際連帯を求めるとともに，国民スポーツの

オ五輪パラのボランティアは 3 割の約 1 万 5 千人

拡充を目指す生活環境の改善を世界に示して，世

が大会途中で離脱したという．リオ五輪のボラン

界スポーツの発展に寄与する場としなければなる

ティアは愛想がいいのだが，勤務態度や観戦客対

まい」と指摘した．

応がずさんだった．英語力も乏しかった．英語圏

そのためには，「スポーツには世界と未来を変

以外の国ということで，東京五輪パラもほぼ同じ

える力がある」という大会ビジョンを念頭に置き，

ような状況になる可能性が高い．携帯翻訳ソフト

3 つの基本コンセプト「全員が自己ベスト」「多

の導入を含め，ボランティアの仕組みづくりと教

様性と調和」「未来への継承」を共有しなければ

育研修体制の構築は重要である．

ならない．さらにはオリンピック大会の価値，す
な わ ち 卓 越 性（Excellence）， 公 正（Fairplay），
友愛（Friendship），尊重（Respect）を改めて確
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認し，スポーツの本源を問い直す必要がある．ス
ポーツ基本法に基づくスポーツライフ尊重に転換

ムーブメント」
（pp6－7）にも明記されている．
3）

し，ハード，ソフト両面において，国民生活の豊
かさを生み出す環境整備に努めることが不可欠で

IOC が 大 会 後 リ リ ー ス し た「Rio 2016 Report」から．

4）

JOC が大会後リリースした「第 31 回オリン

ある．世界の「みんなのスポーツ（スポーツ・フォ

ピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）概

ア・オール）」を発展させるべく，日本から世界

要報告」から．

各国に向け，発信すべきだろう．

5）

オリンピズムを広める活動が「オリンピック・
ムーブメント」である．間野（2016）は，「オリ

OLYMPIC AGENDA2020─20＋20 RECOMMENDATIONS. 18 November 2014.

6）

東京新聞の 2015 年 11 月 27 日朝刊には「東京

ンピック・レガシーは，オリンピズムの目標であ

五輪の基本方針決定 『震災復興』被災地の姿

る．スポーツによる調和のとれた人類の発達や，

全世界への発信」という見出しの記事が掲載

人間の尊厳保持に重きをおく平和な社会をつくる

された．

ことに貢献しなければならない」という．ならば，
混乱が続く東京五輪パラリンピックの準備におい

・マイケル・ペイン著，保科京子・本間恵子訳


ても，大会組織委員会や東京都，国などが分担と

（2008）オリンピックはなぜ，世界最大のイベ

責任の所在をはっきりさせ，何よりオリンピック・

ントに成長したのか . サンクチュアリ・パブリッ
シング（サンクチュアリ出版）：p4．

ムーブメントを推進していかなければならない．
また，1964 年に「パラリンピック」という和

・日本オリンピック・アカデミー編（2008）ポケッ


ト版オリンピック事典，楽出版：pp22-23.

製英語を生み出した歴史を持つ東京において，再
びパラリンピックが開催される．障害のあるなし

・伊藤公（1986）オリンピックの本．サイマル出


に関わらず，すべての人々が「共に生きる」とい
う基本思想（武藤，2016）の下に，改めてスポー

版会：pp21-22．
・ジェイ・コークリー，ピーター・ドネリー著・


ツの価値を認識するような東京五輪パラリンピッ

前田和司，大沼義彦，松村和則共編訳（2011）
・

クの姿が重要と考えられる．

現代スポーツの社会学─課題と共生への道の
り，南窓社：p10．
・大野晃（2016）視点・空疎なメダル競争よりも


注及び引用参考文献
1）

みんなのスポーツ発信を，全国商工新聞 2016

OLIMPIC CHATER（2014）INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE/日 本 オ リ ン

年 9 月号．
・間野義之（2016）オリンピック・レガシー・


ピック委員会（JOC）翻訳最新版（2014 年 12

2020 年東京をこう変える！ ポプラ社：pp58-

月 8 日から有効）．
2）

日本オリンピック委員会（JOC）が 2014 年 5
月に発行した「JOC の進めるオリンピック・

59．
・武藤芳照（2016）舞台は人生の縮図─共生の思


想深めよう．徳島新聞 .8 月 27 日付．
（受理日：2017 年 2 月 17 日）
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研究報告

日本におけるオリンピック・パラリンピック教育の現状と課題 1

荒

1．はじめに

牧

亜

衣（筑波大学体育系）2

IPC の連携が正式に明文化されたことにより，オ
リンピック競技大会を招致した都市が，それに続

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大

けてパラリンピック競技大会を開催することが制

会（以下 2020 年東京大会とする）に向けて，日

度化されたわけである．このことにより，パラリ

本国内においてもオリンピックやパラリンピック

ンピックはオリンピック競技大会に続いて行われ

の名がつく教育プログラムが様々な形で行われる

る「もう一つのオリンピック」としても認識され

ようになった．多くの場合，これらの教育プログ

るようになった．

ラムは「オリンピック・パラリンピック教育」と

現行の招致システムにおいて，オリンピック競

いう名称で展開されている．東京都やスポーツ庁

技大会の開催を目指す候補都市は，招致ファイル

が実施するプログラムにおいても，「オリンピッ

と呼ばれる開催概要計画書等の文書を作成し，

ク・パラリンピック教育」の名称が用いられてお

IOC に提出することが義務付けられている．こ

り，日本語の場合，この表記が一般的に用いられ

の開催概要計画書の作成に際して，近年非常に重

ている．

視されるようになったことばが「レガシー（lega-

そもそも，オリンピック教育とパラリンピック

cy）」である．候補都市は，招致段階から大会中，

教育は異なる背景を持って考案されたプログラム

大会後にわたり，より長期的な視点で「オリンピッ

であるが，大会自体が一つの組織委員会によって

ク競技大会によってもたらされるもの」について

運営されるようになったことも相俟って，特に

計画することが求められている．

2012 年ロンドン大会以降，より一体的な形で実
施されるようになった．
国際オリンピック委員会（International Olym-

レガシーには，競技会場やその他関連するイン
フラ整備といった有形のものだけでなく，国民や
市民としての誇りや文化的な関心の高まり，環境

pic Committee，以下 IOC とする）と国際パラリ

意識の向上といった無形のものも含まれている．

ンピック委員会（International Paralympic Com-

2020 年東京大会に向けては，新国立競技場問題を

mittee，以下 IPC とする）は，1980 年代後半か

筆頭に，有形のレガシーに関する計画がたびたび

ら組織的な協力体制の整備について模索していた

論争を引き起こしているが，IOC や IPC が掲げる

ことが窺えるが，具体的な連携が開始されたのは，

大会の理想やビジョンに立ち返るならば，いわゆ

2000 年 代 に 入 っ て か ら の こ と で あ る．IOC と

る箱モノとして指摘されるような有形のレガシー

1
2

Current status of and trends regarding Olympic and Paralympic Education in Japan
Ai Aramaki, Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba
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だけでなく，大会を契機にもたらされる無形のレ

ログラムについて確認しておきたい．IOC は現在，

ガシーについても検討を重ねる必要があろう．

オリンピック教育の普及と推進に向け，「オリン

そこで本稿では，無形のレガシーについて議論

ピックの価値教育プログラム（Olympic Values

を深めるために，2020 年東京大会に向けて実施

Education Program，以下 OVEP とする）」に力

されている教育プログラムに焦点を当てる．オリ

点を置いた活動を展開している．2016 年に公表

ンピック教育とパラリンピック教育の源泉となる

された改訂版においては，オリンピズムの 5 つの

それぞれのムーブメントの歴史的背景について今

教 育 テ ー マ（Joy of effort，Fair play，Practic-

一度整理するとともに，2020 年東京大会に向け

ing respect，Pursuit of excellence，Balance be-

て実施されている教育プログラムについて概観し

3）
tween body, will and mind）
について様々な教

ながら，日本におけるオリンピック・パラリンピッ

授法を用い，可能な限り身体活動を組み合わせな

ク教育の現状と課題について考察する．

がら学校教育のあらゆる場面での実施を想定した
プログラムが提案されている．その中心的なねら

2．オリンピック教育とパラリンピック教育
IOC は，1894 年にピエール・ド・クーベルタ
ン男爵によって設立され，1896 年に第 1 回アテ
ネ大会を開催し，以後 130 年以上にわたってオリ

いは，オリンピズムの 5 つの教育テーマを通じて，
オリンピックの価値を若者に伝え，スポーツや身
体活動への参加を促すことにあるといってよいだ
ろう．
他方，IPC は，パラリンピック教育について，

ンピック・ムーブメントを主導してきた．他方，

パラリンピックの理想や価値を教育システムに取

IPC は 1989 年に設立されているが，その起源は，

り込むことをねらいとして，障がいのある人への

1948 年にストークマンデビル病院において，ルー

配慮や理解を促すことを目的に行われると説明し

ドヴィッヒ・グッドマンによって開催されていた

ている 4）．2017 年 2 月には，アギトス財団5）によっ

脊髄を損傷した人たちのためのスポーツ大会に遡

て作成された IPC 公認の教育ツールキット「ア

る．1952 年に開催されたこの大会にオランダの

イム・ポッシブル（I’
m possible）」の日本語版が

選手が参加したことをきっかけに，パラリンピッ

発表されており，子どもたちがパラリンピック

クムーブメントとして広く知られるようになっ

ムーブメントへの理解を深めるために具体的な手

た．そして，この二つのムーブメントは，一つの

立てとしての教材や教授方法が提案されている．

大会として出合うことになる．

2020 年東京大会に関する教育プログラムに関

各々のムーブメントが推進されてきた歴史的な

しては，IOC と IPC が提案するこれら二つのプ

背景は異なるわけであるが，特に，レガシーが招

ログラムが今後，積極的に展開されることが予測

致計画の立案に際して重視されるようになった近

されるが，2020 年東京大会開催決定前後から，

年において，オリンピック教育とパラリンピック

開催都市である東京都を中心にすでに多種多様な

教育は，より一体的な形で展開されてきた．例え

プログラムが行われていることも事実である．次

ば，2012 年ロンドン大会や 2016 年リオデジャネ

に，2020 年東京大会に向けて，日本国内におい

イロ大会では，IOC が示すオリンピックの価値（卓

て実施されている主な教育プログラムについても

越，友情，敬意/尊重）1），IPC が示すパラリンピッ

概観してみたい．

クの価値（勇気，強い意志，インスピレーション，
公平）2） を鍵概念として，学校を中心とした教育
プログラムが実施されている．
ここで，IOC と IPC が提唱する各々の教育プ
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3．日本国内で実施されている主な教育
プログラム
3.1

パラリンピック教育を考える有識者会議」最終提
言を受けて作成された「東京都オリンピック・パ
ラリンピック教育」実施方針では，オリンピック・

東京 2020 教育プログラム

パラリンピック教育が育成すべき人間像として，

日本国内においてオリンピックやパラリンピッ

以下の通り示されている．

クに関連する教育プログラムを実施する主体は非
常に幅広い．2012 年ロンドン大会や 2016 年リオ

「オリンピック・パラリンピックの価値・精神」

デジャネイロ大会においては，それぞれ Get Set

及び「東京 2020 大会ビジョン」等を踏まえ，本

やトランスフォルマの名称にて，各組織委員会が

教育を通じ，次のような人間の育成を目標とする．

学校教育をその主な対象として集約を試みる形

（1）自己を肯定し，自らの目標を持って，自ら

で，より一体的なプログラムが展開されてきた．

のベストを目指す意欲と態度を備えた人間

日本国内においても同様に，公益財団法人東京

（2）スポーツに親しみ，知・徳・体の調和のと

オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員
会（以下，2020 年東京大会組織委員会）が，東

れた人間
（3）日本人としての自覚と誇りを持ち，自ら学
び行動できる国際感覚を備えた人間

京 2020 教育プログラムを「ようい，どん！」と
いう愛称を用いて，スタートさせている ．東京
6）

（4）多様性を尊重し，共生社会の実現や国際社

2020 教育プログラムは，上述のオリンピックの 3

会の平和と発展に貢献できる人間8）

つの価値やパラリンピックの 4 つの価値，2020
年東京大会のビジョンである「全員が自己ベス

東京都のプログラムは 4 つのテーマ「オリン

ト」，
「多様性と調和」，
「未来への継承」に基づき，

ピック・パラリンピックの精神」「スポーツ」「文

全国的に展開される計画である．その中心的な内

化」「環境」と，4 つのアクション「学ぶ（知る）」

容は，学校，スポンサー企業，大学，地方公共団

「観る」「する（体験・交流）」「支える」を組み合

体や非営利団体等が実施する教育プログラムを対

わせることによって行われている9）．この「4×4

象とした事業認証となっている．事業認証の対象

の取組」を多彩に展開することで，東京都教育委

や範囲は多岐にわたり，今後どこまで数が増えて

員会は，
「ボランティアマインド」
「障害者理解」
「ス

いくのか未知数な部分もあるが，すでに認証を受

ポーツ志向」「日本人としての自覚と誇り」「豊か

けた事業や認証の対象となる可能性がある事業の

な国際感覚」という 5 つの資質を重点的に養うこ

実施主体別に，主な事例を 3 つ挙げて整理してみ

とをねらいとしているという10）．学習読本や映像

たい．

教材，専用サイトへのアクセスなど web ツール
も最大限活用しながら，各学校単位でさまざまな

3.2

東京都教育委員会

プログラムが実施されている．

第一に，2020 年東京大会開催決定以降，開催
都市として先導的に教育プログラムを実施してき

3.3

スポーツ庁

た東京都教育委員会の事例が挙げられるだろう．

第二に，スポーツ庁（文部科学省）が行う事例

東京都は 2016 年度から都内全ての公立の幼稚園，

が挙げられる．スポーツ庁は，2016 年 2 月に，
「オ

小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学校，

リンピック・パラリンピック教育に関する有識者

高等学校及び特別支援学校を対象にオリンピッ

会議」を設置し，2016 年 7 月に「オリンピック・

ク・パラリンピック教育を実施することを決定し

パラリンピック教育の推進に向けて 最終報告」

ている7）．2015 年 12 月の「東京のオリンピック・

をまとめている．この報告では，オリンピック・
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パラリンピック教育の目的について以下のように

2020 年東京大会を見据え，拡大して継続される

述べられている．

ことが見込まれている．

オリンピック・パラリンピック教育は，オリン
ピック・パラリンピックを題材にして，
①ス ポーツの意義や価値等に対する国民の理

3.4

パナソニック株式会社

第三に，スポンサー企業が実施する教育プログ
ラムが指摘できる．例えば，IOC と IPC 双方のワー
ルドワイドパートナーであるパナソニック株式会

解・関心の向上
②障害者を含めた多くの国民の，幼少期から高

社は学校等を対象に，オリンピックとパラリン

齢期までの生涯を通じたスポーツへの主体的

ピックに関する教育支援プログラムを展開してい

な参画（「する」，
「見る」，
「支える」，
「調べる」，

る．中学生や高校生を対象に，学校への教材提供

「創る」）の定着・拡大

を行い，オリンピックとパラリンクピックを題材

③児童生徒をはじめとした若者に対する，これ

に，社会課題について学び，その解決方法を考え

からの社会に求められる資質・能力等の育成

ることで 21 世紀型能力の習得を目指すキャリア

を推進することを目的としている．また，オリ

教育プログラムを開発したり，校外学習としてオ

ンピック・パラリンピックに関して学ぶことを通

リンピックやパラリンピックを学ぶ場「Active

じて国民のスポーツへの参画意欲が深まり，それ

Learning Camp（アクティブラーニングキャン

がさらなる学びへとつながる好循環を創り出して

プ）」をパナソニックのグローバルな総合情報受

いくことが必要である ．

発信拠点であるパナソニックセンター東京に設置

11）

したりしている15）．さらに，児童・生徒を対象と
その具体的内容としては，「オリンピック・パ

したプログラムだけでなく，オリンピックやパラ

ラリンピックそのものについての学び」と「オリ

リンピックをテーマとした授業事例の紹介，授業

ンピック・パラリンピックを通じた学び」の二つ

体験ワークショップといった教員向けのセミナー

が示されており12），オリンピック・パラリンピッ

も開催しており，パナソニック株式会社の経営理

ク教育を通じて，社会の課題の発見や解決に向け

念「私たちの使命は，生産・販売活動を通じて社

て他者と協働しつつ主体的に取り組む態度や，多

会生活の改善と向上を図り，世界文化の進展に寄

様性の尊重（人間としての共通性，他者への共感，

16）
与すること」
に基づき，オリンピックやパラリ

思いやり等），公徳心（マナー，フェアプレー精神，

ンピックに関する学びを通した人材育成支援に積

ボランティア精神，おもてなし精神等）の育成・

極的に取り組んでいる．

向上を図ること13） が目指されている．さらに，
スポーツ庁は，オリンピック・パラリンピック教
育の全国的な推進体制の整備にも力点を置いた事

4．おわりに

業も展開しており，2015 年度にはオリンピック・

ここまで，2020 年東京大会組織委員会の認証

パラリンピック教育の推進のための効果的な手法

を受けた事業や認証の対象となる可能性がある事

に関する調査研究事業として，拠点機関（筑波大

業の実施主体別に，主な事例を 3 つ紹介した．い

学）を形成した上で，宮城県，京都府，福岡県の

ずれの事例においても，オリンピックとパラリン

三府県において初等中等教育機関等と連携した実

ピック共に，題材として取り扱われており，2020

践的な取組を行った14）．この事業は，2016 年度

年東京大会に向けても，2012 年ロンドン大会や

にオリンピック・パラリンピック・ムーブメント

2016 年リオデジャネイロ大会同様，オリンピッ

全国展開事業として実施され，2017 年度以降も

クの価値，パラリンピックの価値等に着目しなが
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ら一体的に展開されていることがわかる．一方で，

注及び引用参考文献

各々の事例について，実施主体別にねらいや目的

1）

JOC（2014）JOC の進めるオリンピック・ムー

を整理してみると，共通の要素は確認できるもの

ブメント，p.5．

の非常に多彩な内容となっていることも明らかで

http://www.joc.or.jp/movement/data/move

あろう．

mentbook.pdf（2017 年 1 月 30 日閲覧）

2020 年東京大会組織委員会が実施する事業認

2）

日本パラリンピック委員会 web サイトを参

証のような形式の教育プログラムの展開は，近年，

照．

大会が開催都市，開催国にもたらすであろう無形

http://www.jsad.or.jp/paralympic/what/

のレガシーを構想，計画する視点からも重視され
る傾向にあるといってよい．大会自体が歴史上多

index.html（2017 年 1 月 30 日閲覧）
3）

IOC（2016）The Fundamental of Olympic

くの課題を孕んできたことはさておき，オリン

Values Education，A sports-Based Pro-

ピック・ムーブメントやパラリンピックムーブメ

gramme 2nd Edition，p.18.

ントの理念や使命からすれば，確かに無形のレガ

4）

www.paralympic.org/the-ipc/education（2017

シーとして教育プログラムを明確に位置づけるこ

年 1 月 30 日閲覧）

との意味は容易に理解できる．しかしながら，例
えば，井谷が Lensly, H.J のオリンピック教育批

IPC web サ イ ト Education を 参 照．https://

5）

アギトス財団（Agitos Foundation）とは，国

判を参考に，日本で行われているオリンピック教

際パラリンピック委員会の開発を担う機関

育の批判的検討を試みたように ，開催都市，開

で，組織名はパラリンピックのシンボルであ

催国としてオリンピック・パラリンピック教育に

るアギトスマークに由来する．2012 年に創設

取り組む以上は，より多角的な視点で教育プログ

されて以来，全ての人にとってのインクルー

ラムそれ自体を検証していく責務があるのではな

シブな社会の構築に貢献するためのツールと

いだろうか．

して，パラスポーツの発展を国際的にリード

17）

2020 年東京大会の開催に向けては，すでに様々

する機関として活動している．日本財団パラ

な実施主体によって，オリンピック・パラリンピッ

リンピックサポートセンター web サイトを参

ク教育やオリンピックやパラリンピックに関わる

照．https://www.parasapo.tokyo/news/54/

教育プログラムがスタートした．大会の開催を 3
年後に控え，これらのプログラムの関係性や開催

（2017 年 1 月 30 日閲覧）
6）

東京 2020 教育プログラムは東京 2020 参画プ

後の位置づけについてもさらに具体的な議論が求

ログラムの一部としても位置付けられる．東

められるはずである．また，本稿では，教育プロ

京 2020 参画プログラムは，スポーツ・健康，

グラムの実施主体として，東京都教育委員会，ス

街づくり，持続可能性，文化，教育，経済・

ポーツ庁，パナソニック株式会社の事例について

テクノロジー，復興，オール・ジャパン・世

報告したが，オリンピック・ムーブメント，パラ

界への発信の 8 つの分野が設けられている．

リンピックムーブメントの日本国内での推進を中

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピッ

心的に担う日本オリンピック委員会や日本パラリ

ク競技大会組織委員会を参照．https://tokyo

ンピック委員会，その他関係団体との連携も必要

2020.jp/jp/get-involved/certification/logo/

不可欠であると考える．

（2017 年 1 月 30 日閲覧）
7）

東京都教育委員会（2016）「東京都オリンピッ
ク・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 教 育 」 実 施 方 針，p.2．
https://www.o.p.edu.metro.tokyo.jp/opedu/
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static/page/admin-school/pdf/20q1e202.pdf
（2017 年 1 月 30 日閲覧）
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html（2017 年 1 月 30 日閲覧）
16）

パナソニック株式会社 web サイト「経営理念・

8）

東京都教育委員会（2016）同上書，p.2．

事業展開」を参照．

9）

東京都教育委員会（2016）同上書，pp.3-5．

http://www.panasonic.com/jp/corporate/

10）

東京都教育委員会（2016）同上書，pp.6-7．

management/philosophy.html（2017 年 1 月

11）

オリンピック・パラリンピック教育に関する

30 日閲覧）

有識者会議（2016）オリンピック・パラリンピッ

12）

13）

17）

井谷惠子（2015）オリンピック・パラリンピッ

ク教育の推進に向けて最終報告，p.4．

ク教育の批判的検討 ： Lenskyj, H.J. によるオ

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/

リンピック教育批判から，日本体育学会大会

004_index/toushin/__icsFiles/afieldfile/

予稿集 66，pp.362-363．

2016/07/29/1375094_01.pdf（2017 年 1 月 30

http://ci.nii.ac.jp/els/110010020239.pdf?id=

日閲覧）

ART0010583682&type=pdf&lang=jp&

オリンピック・パラリンピック教育に関する

host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_

有識者会議（2016）同上書，p.4．

sw=&no=1487701704&cp=（2017 年 1 月 31

オリンピック・パラリンピック教育に関する

日閲覧）

有識者会議（2016）同上書，p.5．
14）

オリンピック・パラリンピック教育に関する

（付記：本稿は，2016 年 9 月 12 日に日本体育

有識者会議（2016）同上書，p.8．

大学で開催されたスポーツ哲学研究セミナー

ここまで，パナソニック株式会社 web サイト

2016 に お い て，“Potential for Olympian：

「オリンピックやパラリンピックを題材とした

Perspectives from a role expected of Olym-

15）

教育プログラム」を参照．

pic education in Japan”と題して行った報告

http://www.panasonic.com/jp/corporate/

の内容をもとに構成されたものである．）

sustainability/citizenship/child/education.

（受理日：2017 年 2 月 20 日）
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研究報告

論文データベースを用いたオリンピックと女性に関する研究の動向調査
─テキストマイニングによるパイロットスタディ─ 1
須

1．緒

言

近年，わが国の女性アスリートの活躍がめざま

永

美歌子（運動生理学研究室）2

れている（男女共同参画社会基本法第 2 条）4）．
一方，スポーツ分野においても，1994 年にイ
ギリスのブライトンで開催された世界女性スポー

しく，リオデジャネイロ五輪では，女子の金メダ

ツ会議においてブライトン宣言が採択された5）．

ル獲得数は男子を上回った1）．近代オリンピック

この宣言は，スポーツにおける男女平等実現を図

において日本人女性が初めて参加したのは 1928

る 10 の原則──①社会とスポーツにおける公正

年アムステルダム五輪であり，この大会では，人

と平等，②施設整備，③学校とジュニア・スポー

見絹枝が出場して 800m で銀メダルを獲得し，日

ツ，④参加促進，⑤スポーツの高度なパフォーマ

本人女性初のメダリストとなった 2）．この大会で

ンス，⑥スポーツにおけるリーダーシップ，⑦教

の女性の参加比率は，国際的にみても 9.6％であっ

育，トレーニングと能力開発，⑧スポーツ情報と

たが，女性のオリンピック参加比率は年々増加し

研究，⑨資源，⑩国内及び国際協力──から成る．

ており，2016 年に開催されたリオデジャネイロ

しかしながら，このような女性スポーツの躍進

五輪では，日本人参加者の 48％が女性であった3）．

の裏で，女性アスリート特有の健康障害が問題と

このように女性のスポーツ参加の増加および競技

なっている．女性アスリートに多く発症する健康

力が向上した背景には，様々な社会的変遷が影響

障害には，「利用可能なエネルギー不足」，「視床

していると考えられる．

下部性無月経」，「骨粗鬆症」が挙げられており，

わが国では，男女平等を推し進めるべく 1999

これらは“女性アスリートの三主徴”と定義され

年に男女共同参画社会基本法が施行され，内閣府

ている6）．このような健康障害は，選手寿命の短

において，女性がリーダーシップを発揮し，活躍

縮や将来の妊孕性の低下につながることから，国

できる男女共同参画社会の実現をめざして様々な

際的にも重要な問題として取り上げられており，

取り組みがなされている．男女共同参画とは，
「男

早急な解決が望まれている7）．

女が，社会の対等な構成員として，自らの意思に

スポーツに参加するすべての女性が健康状態を

よって社会のあらゆる分野における活動に参画す

保ちながら競技に取り組める環境づくりのために

る機会が確保され，もって男女が均等に政治的，

は，女性とスポーツに関する研究が発展する必要

経済的，社会的及び文化的利益を享受することが

があり，それによって女性アスリートの国際的競

でき，かつ，共に責任を担うべき社会」と定義さ

技力向上につながる可能性があるといえる．そこ

1
2

A survey of trends in study of "Olympic and women" using the data base ─Pilot study by text mining─
Mikako Sunaga, Exercise physiology
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で，本研究では，わが国における「オリンピック

などが比較的大きく示された．また，共起の程度

と女性」に関する研究の動向分析を行い，女性ス

が強く示されたのは，「研究」と「スポーツ」お

ポーツの分野で今後さらに必要な研究課題につい

よび「研究」と「構築」であった．
各研究分野からの抽出語の出現頻度を表 2 に示

て検討することを目的とした．

した．もっとも出現頻度が高い研究分野は，「ス

2．方

ポーツ科学」であった．続いて「教育学」，
「身体」，

法

科研費データベースで「オリンピック

「科学」，「芸術」であった．
女性」

と検索し，ヒットした 156 件の研究を対象とした．
対象研究の情報に関するテキスト（CSV）ファイ

4．考

察

ルをダウンロードし，研究課題名およびキーワー

わが国における「オリンピックと女性」に関す

ド，または研究分野についてテキストマイニング

る研究の動向分析を行い，今後さらに必要な研究

ツール（株式会社ユーザーローカル製）を用いて

課題について検討することを目的として，科研費

分析した．本ツールで活用できる分析手法のうち，

データベースを利用し，女性とオリンピックを

本研究では，抽出語の出現頻度および共起ネット

テーマにした様々な研究内容についてテキストマ

ワークの機能を利用した．出現頻度は，頻度の高

イニングを用いて分析した．

い順に研究課題およびキーワードからは 50 語，

研究課題名およびキーワードからの抽出語の出

各研究分野からは 30 語を抽出した．なお，研究

現頻度は，「教育」がもっとも高い頻度を示した．

課題およびキーワードの抽出語として「研究」は

そのほかに出現頻度が高かった抽出語に「女性」，

削除した．
「研究」は必然的に出現頻度が高くなり，

「ジェンダー」，「国際」，「身体」，「文化」などが

本研究の目的である研究の内容について調査する

続いている．これらのことから，国際的・文化的

場合には削除することが適切であると判断した．

な観点から社会的性差（ジェンダー）および生物

研究課題及びキーワードの抽出語としての「研究」

学的性差（身体）に関する教育の必要性が高まっ

は削除するが，共起ネットワークでは，「研究」

ていると考えられた．波田野らは，中学生の男女

という用語はそのまま使用している．

を対象として，スポーツ参加とジェンダー意識と
の関連性について検討している．その結果，女子

3．結

果

にとって「運動が得意である」ということは，
「女
性であること」との不適応を感じさせる，つまり

研究課題名およびキーワードからの抽出語（名

女子にとって「運動する」ということは，ジェン

詞）の出現頻度を表 1 に示した．もっとも出現頻

ダー形成という観点からみて，本質的に矛盾を含

度が高い語は，
「教育」であった．続いて「女性」，

んだ身体実践であると報告している8）．実際に小

「ジェンダー」，「国際」であった．

学校 5 年生，中学 2 年生を対象として文部科学省

共起ネットワークによって描かれた結果は，図

が実施した全国体力・運動能力，運動習慣等調査

1 のとおりである．文章中に出現する単語の出現

では，女子の 1 週間の総運動時間や運動頻度が男

パターンが似たものが線で結ばれており，出現数

子に比べて顕著に低いことが報告されている9）．

が多い語ほど丸が大きく示される．また，共起の

このような現状からも日本における文化やジェン

程度が強いほど太い線で描画される．最も大きく

ダーを考慮した女子に対するスポーツ教育のプロ

示されたのは，
「研究」であった．続いて「スポー

グラム構築および実践研究の必要性が高いと考え

ツ」，
「教育」，
「女性」，
「身体」，
「モデル」，
「調査」

られた．
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表1

研究課題名およびキーワードからの抽出語の出現頻度
単語

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

教育
女性
ジェンダー
国際
身体
文化
構築
競技
モデル
日本
オリンピック
プログラム
開発
調査
環境
システム
関係
運動
心理
生活
支援
効果
女子
健康
体育

出現頻度
42
39
33
26
25
24
24
23
22
21
21
21
21
19
19
18
18
18
17
16
15
15
15
14
14

一方，運動生理学，トレーニング科学分野にお

単語
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

交流
比較
機能
形成
変容
パフォーマンス
現代
社会
キャリア
社会学
アジア
行動
記憶
解析
アスリート
美術
政策
トップアスリート
能力
女性スポーツ
過程
影響
問題
研究者
高齢者

出現頻度
14
13
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9

スポーツ教育のモデル構築」への取り組みがこれ

いて，持久力や筋機能向上のためのトレーニング

までもなされていることがうかがえた．今後は，

プログラムは男女同一条件で実施されており，運

開発された教育モデルの方法や効果に関する情報

動時生理反応の性差などは考慮されていない ．

を体系化することによって，課題を抽出し，より

今後は，様々な運動様式における生理反応の性差

よい教育モデルの構築を目指すことが必要だと考

に関するエビデンスが構築されることによって，

えられた．しかしながら，今回は「オリンピック

女性の身体的特性をふまえた安全で効率的なト

女性」という限られたキーワードから抽出された

レーニングプログラムの開発が期待できると考え

共起ネットワークであり，キーワードを増やして

られる．将来的には，このような身体的な生物学

さらに検討するべきである．

10）

的性差をふまえたスポーツ教育がなされること

研究分野からの抽出語の出現頻度は，「スポー

が，女性アスリート特有の健康障害を予防するた

ツ科学」がもっとも高い値を示した．科学研究費

めにも必要不可欠である．

助成事業の「系・分野・分科・細目」において，「ス

抽出語共起ネットワークによって描かれた図の

ポーツ科学」は，「総合系・複合領域分野・健康・

全体の傾向として，「研究」というキーワードを

スポーツ科学・スポーツ科学」に位置する．この

中心に，
「スポーツ」，
「教育」，
「構築」，
「女性」，
「モ

分野は，自然科学系の研究者が申請することが多

デル」との関連性が強いことが示された．抽出さ

いと考えられるが，総合的にみると，「ジェン

れた共起ネットワークから，「女性を対象とした

ダー」，「文学」，「社会学」，「民俗学」，「文化人類
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各研究分野からの抽出語の出現頻度

研究分野

出現頻度

研究分野

出現頻度

1 スポーツ科学

35

16 体育学

4

2 教育学

13

17 民俗学

4

3 身体

12

18 陸水学

4

4 科学

11

19 文化人類学

4

5 一般

10

20 美学

4

6 芸術

9

21 気象

4

7 ジェンダー

8

22 海洋

4

8 応用

7

23 美術史

3

9 文学

7

24 芸術学

3

10 臨床心理学

7

25 国際関係論

3

11 社会学

6

26 公法

3

12 健康

6

27 地域研究

3

13 物理

4

28 民族学

2

14 教科教育学

4

29 小児科学

2

15 生活科学

4

30 西洋

2

図１

抽出語共起ネットワーク

文章中に出現する単語の出現パターンが似たものを線で結んだ図．出現数が多い語ほど大きく，ま
た共起の程度が強いほど太い線で描画される．

学」，「芸術学」などがあり，全体の割合としては

CiNii や Google scholar など他の論文データベー

人文社会科学系の分野における研究の割合が高い

スを用いることによって，幅広い分野において分

ことがわかった．

析する必要がある．また，近年，研究動向分析シ

今 後 は， 科 研 費 デ ー タ ベ ー ス だ け で な く，

ステムが次々と開発されており11），様々な統計的
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手法やツールを用いて研究の動向調査を継続する

stand. The female athlete triad. Med Sci

ことによって，女性とオリンピックに関する研究

Sports Exerc. 39（10）:1867-82. 2007．

の発展に貢献できる可能性が示唆された．

7）

Mountjoy M1, Sundgot-Borgen J, Burke L,
Carter S, Constantini N, Lebrun C, Meyer N,
Sherman R, Steffen K, Budgett R, Ljungqvist

注及び引用参考文献
1）

A. The IOC consensus statement: beyond

The International Olympic Committee,

the Female Athlete Triad--Relative Energy

https://www.olympic.org/athletes（ 参 照 日

Deficiency in Sport（RED-S）. Br J Sports

2017 年 2 月 6 日）
2）

3）

本間周子，人見絹枝と日本のオリンピック・

Med. 48（7）:491-7. 2014．
8）

ムーブメントの発展，慶應義塾大学体育研究

ジェンダー意識：因子分析を手がかりに，東

所紀要 29（1），1-11，1989-12．

京 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 紀 要，40, 79-88,

公益財団法人日本オリンピック協会，第 31 回
オリンピック競技大会，日本代表選手団メダ

2001．
9）

リ ス ト・ 入 賞 者 一 覧，http://www.joc.or.jp/
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メダリストへの軌跡
─池田敬子

選手─
依

田

充

代（スポーツ社会学研究室）

清

宮

孝

文（スポーツ社会学研究室）

本稿は，「研究プロジェクト：日体大とオリンピックの関わり」の一環として実施した，メダリ
ストへのインタビューをもとに構成されている．
本インタビューは平成 28 年 9 月 2 日（金）に池田敬子氏にお話を伺った．
【経歴】
1953 年 3 月

広島県立三原高等学校卒業

1953 年 4 月

日本体育大学体育学部体育学科入学

1956 年 3 月

日本体育大学体育学部体育学科卒業

1956 年 4 月

日本体育大学体育学部助手

1966 年 4 月

日本体育大学体育学部助教授

1995 年 4 月

日本体育大学体育学部教授

2004 年 4 月

日本体育大学名誉教授

【競技歴】
1954 年

世界体操競技選手権ローマ大会

平均台優勝

1956 年

オリンピックメルボルン大会

1958 年

世界体操競技選手権モスクワ大会

1960 年

オリンピックローマ大会

1962 年

世界体操競技選手権プラハ大会

1964 年

オリンピック東京大会

1966 年

世界体操競技選手権ドルトムント大会

団体 6 位
団体 6 位

個人総合 5 位
平均台 3 位

団体 3 位

1．競技との出会い

個人総合 3 位，平行棒 2 位

うに話してくれた．「最初に段違い平行棒とか鉄
棒とかの器具が出てきて，何をするものなのかわ

1933 年 11 月 11 日，広島県三原市の佐木島で

からず『これはなんですか？』って聞いたら，
『う

生を受けた池田敬子氏は 1950 年，広島県立三原

ん？それ？器械体操』って言われて，運動会の合

高等学校に入学し，ソフトボール，バレーボール，

間にそれがドーンと出てきて，模範演技会がはじ

テニス，陸上と様々な競技を行う中で器械体操と

まった．
『うわー，サーカスみたいなことやってる，

出会った．

あの上に上りたいなあ』って思って，それが目標

器械体操を初めて見たのは，高校で開かれた模
範演技会であった．当時のことを池田氏は次のよ

になったの」．
池田氏は小学校 4 年生から習っていたバレエの
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基礎があったため，器械体操の床運動も振付を自

暗記した．そしたら先生が『うーん，船でよく覚

身で考えて作り上げることができた．教科書もな

えてきたね』ってほめてくれて，船は私が唯一い

い，コーチも先生もいない中で自分が考えてでき

ろいろ考える場所であったし，補強運動をする場

るスポーツ，器械体操が一番自分に合っていると

所でもあった．船の上で狭いふちの上を歩いたり，

夢中になった．「こういうのやろうかなって，平

高いところに登ったり，だから平均台なんて怖く

均台の上であの 10 cm の幅で前転をやったら，
『お

なかった．船は動いているけれど，平均台は動か

まえそれはサーカスがやっているからダメ』だっ

ないから．自然にそういうふうに鍛えられたから，

て，先輩に怒られたりした．それじゃとバランス

ただ平均台の種目をこなすっていうだけじゃなく

とってかっこよくやったら，『それはダンスだか

て，ぶら下がったり，よじ登ったり，細いところ

らダメ』だとか『体操じゃない』とか，それでも

歩いたりする，遊びとしての要素が面白かった」．

自分のやりたいことを通して器械体操をやってき

マット運動のでんぐり返しは，子どもにとって

た」という．こうした経験が選手時代も指導者に

ものすごく楽しいものだと池田氏はいう．マット

なった時にも役に立ち，体操競技の振付や，ピア

運動では回転したときに首を中に入れてコロッと

ノ曲の構成にも活かされた．

転がる動作を学び，転んだ時に手が出る動作は，

高校時代は器械体操をやっている先輩たちを見

走って行って踏切版を踏んだら必ず手を出すとい

ながら，いろいろな技を試した．ある時は，器械

う基本の動作である．こうした動作を習っておけ

体操で日本一になった岡山の県立邑久高等学校ま

ば，ケガをすることもなく，いざという時のいろ

で，どんな練習を行っているのか見学に行ったと

いろな動作や生活に必要な動作が器械体操の中に

いう．当時，その高校には有名な器械体操の選手

あり，それをフルに使えるのが楽しかったそうだ．

がおり，体操競技を何も知らなかった池田氏はそ

高校 3 年生の秋に広島で国民体育大会があり，

の選手たちの技を見て真似て覚えた．まさに，好

そこに日本体育大学の竹本先生が来られているの

奇心の塊だった．また，三原高校では男子の先輩

を聞き，日体大出身の中島先生と一緒に会いに

たちの演技を真似て練習を行っていたので，それ

行った．中島先生が竹本先生に「日体大へ行かそ

が後に世界で通用する技につながったという．

うと思うんですが」と言ったら，竹本先生が「あ

佐木島から三原高校には船で通学した．45 分

あ，そうか．来るんだったら来たら？」と答えて，

の船上では必死になって宿題を終わらせるために

池田氏の日体大行きが決まった．東京の大学に行

集中して勉強し，時間があると体操の練習も行っ

くことに対して，祖母は少し心配していたが，母

た．その船の船長さんが既に 100 歳になっている

は「やりたいことをやればいいんだよ」と送り出

が，今もお元気で当時の思い出話をしてくれるそ

してくれた．池田氏は「やりたいことやってくる，

うだ．

器械体操でオリンピックに行くまで帰って来な

当時の様子を池田氏は次のように語っている．

い」と宣言して故郷を後にした．

「高校時代はどんなに練習したくても 17 時には船
に乗らないと家に帰れない．1 日がすごく早くて，
ぎゅっと詰まっている感じで，遊んでいる暇なん
てなかった．家に帰ってご飯を食べたらバタン
キューで寝ていたし，目が覚めたらもう船に乗っ

2．日体大の思い出（当時のオリンピック前
後のお話し）
上京するために安芸号（寝台）に乗車して 18

て，船で出来ることはなんでもやった．ある日，

時間かけて東京に向かった．途中，大船駅でみん

英語の宿題があって，今日は絶対にあたるなと

なから「電車から大仏を見て行きんさい」って言

思ったから，10 行くらいを念仏のように唱えて

われていた池田氏は，今でも大仏を見るとその時
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ばいい』って言ったら，『おまえ，予選を通過し

大学時代は外寮に居住していた．間取りは 1 階

ないと行けないんだよ』って言われて予選会で頑

が食堂で 2 階がかなり広い畳の部屋があり，そこ

張った．そして，予選会で結果を出してたった 2

を 1 年生が 2 人と，区切って上級生が 3 人くらい

名の女子枠を取ったのに，体操協会が『女子は海

で使用していた．その食堂にはよく山下清が来て

のものとも山のものともわからないから連れて行

いて，サバのみそ煮でご飯を 3 杯食べていたのを

かない』って言うから途方にくれたよ．でもその

思い出すという．当時のことを池田氏は「『清ちゃ

ローマの世界選手権の団長が後藤百太郎っていう

ん，そんなに食べるから太るんだよ』って言うと，

名古屋の大物でね，女子の参加を後押してくれた

『うん，でもおいしいんだな，これは』って．日

んだよ．そして，初めての世界選手権参加で初め

体大に入ってだいぶ経ってから，実演会で尾道の

ての金メダルを獲得して，人生って自分で作るっ

千光寺に行ったとき，清ちゃんが来て，『清ちゃ

ていうけれど，本当に不思議だったよ．私はね，

ん何してんの，こんな尾道のほうまで来て』って

小さい頃からわんぱくしてたから，それが器械体

言ったら『うん，しーっ，黙っといてお母さんに

操のメダルに結びついたと思っている．だから，

は』ってサインをくれた．長谷川町子さんも，毎

小さい頃はわんぱくさせて，前頭葉をしっかり

朝トレーニングしていると『おはよう，頑張っ

使って汗をかくことを行っていれば，大人になっ

て』って，春日八郎さんも『敬子ちゃんお茶のみ

た時の力になると思うのよ」．

においで』って声をかけてくれた．桜新町全体が

池田氏は大学 3 年生 19 歳の時にローマの世界

親戚みたいで，厳しくて貧しかったけれど，みん

選手権平均台で優勝し，その後はヨーロッパをま

なが私たち学生を応援してくれて，だから楽し

わり卒業した年には日体大の助手としてメルボル

かった．楽しい思い出になっている」と語ってく

ンでオリンピック初出場を果たした．ゆか 4 位，

れた．

個人総合 13 位，団体 6 位の成績は納得できるも

池田氏が大学に入学したのは昭和 28 年の 4 月

のではなく，審判の判定に悔しい思いをした．し

で，日本体育大学の設立が認可され，大学として

かし，このメルボルンオリンピックでは，体操競

の一歩を踏み出したわずか 4 年後のことだった．

技だけではなくレスリング協会や陸上の円盤投げ

当時，戦争が終わっても中庭には男子の寮が焼

の選手・役員たちと一緒に生活するという経験か

けずに残っており，当時の学長である栗本先生が

らいろいろな練習方法を学んだという．当時，ヘ

文部省（現：文部科学省）のスポーツ局長であり，

ルシンキオリンピックで優勝したザトペック選手

戦後に焼け出された文部省の家族の人たちも寮に

が「走る機関車」と言われていて，彼の練習を見

入れて，助け合いながら生活をしていた．

に行くと，準備運動がバレエのレッスンのようで，

入学当時の様子と初めての世界選手権出場につ

とても柔らかい身体をしていることに感銘を受け

いて，池田氏は次のように話してくれた．「入学

た．日本の陸上界も「もっと勉強しろよ」と言い

して大学生活が始まったけれど，こんなボロ学校

たくなるようなウォーミングアップで，印象的

でどうするのかと思っていて，理事長が来て偉そ

だったという．池田氏はメルボルンオリンピック

うにするから，
『理事長，まず，日体大にどうやっ

では貪欲にいろいろな選手を見に行き，選手とし

たら生徒が来るのか考えて欲しい』って言ったら，

てまた指導者としての眼を養った．

『お前らが考えなさい』って言うんだよね，だか
ら『じゃ，金メダル取れば来るよ』って言ったら，

器械体操の試合は本来ソビエトが優勝すると思
われていたが，ハンガリーの動乱事件があり審査

『簡単に金メダルっていうかね』って言われて

員の同情得点が上がりハンガリーが優勝した．し

『じゃ，次のローマの世界選手権で金メダル取れ

かし，結局オリンピックが終わる時には，ハンガ
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リーの選手団は全員亡命して閉会式には一人も残

以上に「日本国をどう世界に見せつけるか」だと

らなかった．

思っていたという．もちろん，勝たなきゃいけな

そして，4 年後がローマオリンピック大会（1960

いとも思っていたけれど，大学からわずか 30 分

年）で，昔の建物と新しい建物を融合させて行っ

の代々木にオリンピック選手村ができ，世界中か

た素晴らしいオリンピックだった．体操競技は体

ら選手たちがそこに来ることが嬉しかったと当時

育館ではなく，カラカラ浴場で行われ，演技を行っ

を振り返った．

ているとぽろぽろと石が上から落ちて来たが，誰

新幹線もオリンピックに合わせて完成し，開通

も文句を言う人はいなかったと池田氏は話してく

は 10 月 1 日であった．初日に名古屋での合宿の

れた．また，歴史と共に新しいことを重ねて歩ん

ために乗車するはずだったが，体操協会が選手全

でいるのが，イタリアであり，「オリンピックを

員の安全を考えて，初日の乗車を見合わせたため，

開催するためにすごい建物なんか建設しないで，

翌日が初乗車となった．

プレハブでいいから終わったらパタパタと閉めて

東京オリンピックはメダル獲得のプレッシャー

本当に何もなかったように終わらせるのもいいと

よりも，とにかくソビエトに勝つこと，敵はソビ

思うのよ」とも池田氏は言う．

エトだったいう．

ローマオリンピックでは個人総合 6 位，段違い

東京オリンピック女子団体に出場したメンバー

平行棒と平均台 5 位，団体 4 位の成績を収めた．

の中で日体大出身は，池田氏と虻川吟子（千葉吟

池田氏は 1958 年に結婚し，このローマの翌年

子）氏，相原俊子氏の 3 名だった．女子代表の目

1961 年に長男を出産した．その後，わずか 4 ヵ

的は表彰台に上がることよりも，男子と肩を並べ

月後に行われた全日本体操選手権大会では見事に

る事だった．男子の足を引っ張りたくなかった．

5 連覇を果たし，1962 年に行われたプラハの世界

東京オリンピックは地元開催のため，日本人選

選手権では平均台で銅メダルを獲得した．その後

手にはゆとりもあったが，やりづらさもあったよ

1963 年には次男を出産，東京オリンピックを控

うだ．親戚や知り合いや教え子やみんなが応援に

えた中での出産は非難されたが，妊娠 7 か月まで

来てくれるのは嬉しかったが，やはり誰もいない

は練習に励み，出産後わずか 1 週間で練習に戻っ

外国での大会の方が精神的には楽で，東京オリン

て，東京オリンピックを目指した．

ピックの時にはそれを乗り越えることが重要だっ

出産のエピソードについて池田氏はこう語っ

たという．

た．「関東労災病院の医院長が『おまえ子ども産

オリンピックがはじまり，野球の王さんや長嶋

むんだろ，どこで産むんだ？』って聞くから『近

さんなどみんなが見に来てくれて応援してくれ

いところがあったらいいんですけどね』って言っ

た．試合開始の 3 日くらい前には，巨人軍が体操

たら，『よっしゃ，おまえのために関東労災病院

の選手に声かけてくれて，赤坂の料亭でごちそう

は産婦人科を作る』」と言ってくれたの．子ども

になり，池田氏は「美味しかった，頑張らなきゃ」っ

は二人とも予定日に出産したけど，長男は関東労

て思ったことを今でも鮮明に覚えていると語って

災病院の新生児 1 号なのよ」．周りの人たちが協

くれた．

力したくなる，応援したくなる，池田氏の人柄が
よくわかる話である．

東京オリンピックの時は長男の誕生日である 7
月 15 日だけは，ケーキを持って帰ってハッピー
バースデーを歌ってあげたが，泊まることもでき

3．東京オリンピックでのメダル獲得
池田氏は東京オリンピックに対して選手の成績

ずにすぐに選手村に戻らなければならなかった．
「子どもたちは私と一緒に戦っているのと同様
だった」と池田氏は当時を振り返る．「中学生に
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なって，元オリンピック選手のお母さんと一緒に

こうなりたいとか，先の光を見てとかいうけれど，

テレビに出て下さいって依頼がいくつも来たけれ

私は目の前に見えることから順番に，今をやらな

ど，息子は『いや，僕の世界はお母さんの世界と

ければ明日は来ないと思っている．今を大事にし

は違いますから出ません』ときっぱりと断って，

たことで，結果的にそれが将来につながりその先

それ以来一切親子でテレビに出たことはない」と

の未来で結果を出してきた．みんなが子どもたち

少し誇らしげに語ってくれた．

に将来，未来っていうけれど，そんな夢みたいな

東京オリンピックでは初日の平均台でチーム最

ことを言っても子どもたちにはわからないと思

高得点の 97.0 を獲得し，統一ドイツ（西ドイツ

う．私がそうだったけれど，今見えることを楽し

と東ドイツ合同）に勝利して，女子団体銅メダル

んで好きにならないと，『ああ，できた，あ，こ

を獲得した．

れできなかった』ってできることを探して，でき
ないことをチャレンジして，楽しみながら人生を

4．その後の人生
東京オリンピックが終わり，その後 1966 年が

歩いてきた感じがする．振り返ったら 80 年経っ
たってそんな感じがする」と語ってくれた．
日本体育大学では，教授，スポーツ局長，副学

ドルトムント（ドイツ）世界選手権だった．東京

長を努め 2003 年に退職し名誉教授となったが，

オリンピックでは個人でソビエトの選手に負けた

その前年の 2002 年には，日本体操女子で初めて

ため，この大会では絶対に勝つと執念を燃やして

の国際体操殿堂入りを果たしている．

おり，見事に個人総合 3 位，平行棒 2 位で銀メダ
ルと銅メダルを獲得した．

70 歳で故郷の広島に体操の体育館を建設した．
「自分がやってきたことを目に見えるようにする

池田氏は当時の様子を次のように語ってくれ

には地元で子どもたちを育てることかなって思っ

た．「東京オリンピックで私が負けた選手がこの

て」と，今でもひと月に 1 回は広島に行き子ども

大会では個人総合 12 位だったから，そこでけじ

たちに体操を教えているという．過去にその教室

めがついた気がした．東京オリンピックで負けた

から育っていった子どもたちが体操教室に帰って

のが悔しくて，悔しくて，寝るのも惜しくて，私

きて，今は指導者として子どもたちに体操を教え

が寝るときに敵が起きて練習しているのかと思っ

ている．

たら，ゆっくり眠れなかった．早く起きて練習し
ようって思って，地球のあっち側で練習している
奴らを思って練習ノートをつけていた」．
指導者と選手を両立し，チーム 6 人分の振付を
行い，家庭では二人の子どもの母であり妻であり，

5．日体大の学生に対して一言
池田氏は母校の後輩たちに次のようなメッセー
ジを送ってくれた．

まさに「スーパーレディ池田敬子」であった．そ

「人生はリハーサルがない．だから目の前のこ

の陰には，ご主人とお手伝いさん（つるちゃん）

とを，瞬間，瞬間を大事にしていかなくては，1

の絶大な理解と応援があった．

秒＋1 秒が成功したら，必ず次の 2 秒は前進する

個人総合 3 位の成績を収めたドルトムント世界

から，その 1 秒の間の＋を大切に前に進まないと

選手権の後，1967 年には全日本体操競技選手権

いけないと思う．そこをさぼっちゃうとなんとな

大会個人総合で 10 回目の優勝を果たし，翌 1968

くってやっていたら，やっぱりなかなか成功しな

年の全日本体操競技選手権大会を最後に池田氏は

いと思うの．

公式試合に出場することはなかった．
その後の人生について池田氏は「みんな将来は

体操競技の技にはロンダードっていうのがあっ
て，走っていって，切り替えて，前から 1/2 方向
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ねじって後ろに宙返りをするという，この前から

げていくかってことだと思うんだけどね．21 世

後ろへの切り替え動作が上手くいかないとだめ．

紀を前に向かって歩いていくんだったら，20 世

ちょうつがい

ドアでいうと蝶番で，この一瞬一瞬がうまくつな

紀の歴史をきちんと調べて，そこを土台にしてい

がらないと，次の試合でやろうとしている 4 回転

かないと将来は見えないと思う．

ひねりにつながらないの．

人間は成長するにつれて一人ずつが違う考えに

やっぱり人生ってそういうものだと思う．この

なっていくから，行動を起こさせるための教育は

手前の 1 秒をすごく大切にしないと，やっぱり良

大事なんだと思う．一つの目的のことを先生が教

くないよって選手たちには言うんだけど．

えているときに，片一方の池田先生は教え方がこ

私はとにかく不自由な時代を駆け抜けた，ただ

うだった．B という先生は違う，C 先生も違う．

学校とか環境任せじゃなくて，自分たちで何とか

違うのよ，みんな教え方が．だけれども目的，教

しなきゃいけないから，練習だけじゃなくて，遠

えようとする何かの答えは同じなの．2＋2＝4 と

征や海外試合の費用を含めて，練習して発表して

いうのは分かっていても，4 に行くにはどうした

勝ちたいというその中には，そこまで入っていた．

らいいのかって．これを 4 にするには足し算の 2

そういう選手時代だったから，本当に大変だった

＋2 で教えるか，掛け算の 2×2 で教えるか，人

よ．

によって教え方が違うんだよね．

学生たちが上級生に挨拶とか言われているけれ

今の自分にラインが見えるとしたら，そのライ

ど，そんな当たり前のことができなければ，人間

ンが高すぎても低すぎてもいけない．そのライン

関係はうまくいかないと思う．礼儀とは会話の突

は自分で決めるものだから，高すぎて引っかかっ

破口だから，それがなければ人間関係はうまくい

て『ああダメだ』って思うのか，低すぎて簡単に

かないし，人間として大切な行動だと思う．

クリアできるようにするのか，成長していくため

そして，指導者になったら，どう見るかじゃな
くてどう支えるかに力を入れて，次の指導者にも
それを伝えて，支え合う空気が必要だよ．自分が

のラインを自分で見極めて，自分でクリアしてい
くことが大切なんだと思う．
夢は夢，持っていてもいいけれど，夢ばかり見

支えられなくて，人が支えられるわけがないから，

ていても夢では食べられない．目の前のことをき

まず自分のことをやらないと．理想ばっかり言っ

ちんとやっていかないと夢まで到達はしない．目

たってダメだと思う．まず今，目の前で自分が脱

の前の積み重ねが将来につながっていく．目の前

いだ靴はどうなっているかというところから始め

のことを自覚してそのラインをクリアしていかな

てもらいたいな．私が大学の教員の時は，授業に

ければ，将来の夢はつかめない．

遅れた生徒に対し，全員の靴を履きやすいように
並べさせた．

大げさに考えることはない．自分のできること
をやっていくことがすごく大事だと思う．無理す

ドアを開けるとしても，開けっ放しにして通れ

ると必ずケガをするから．体操でいえばいきなり

るようにするか，後ろの人がどう通るかという開

宙返りじゃなくて，前転からはじまって後転，こ

け方をするか，そこのところが大事だと思うの．

の頭が 1 回回転するのを前転で覚えて，その回転

後ろの人が通っていける開け方をしてやると，後

を何回もしたら手をついて前転していくという動

輩たちもそれをそのまた後輩たちに伝えて，100

作につながるようになるのだから，まずは目の前

人の後輩たちが通れるようにしてあげられるよう

のことができたらいいと思う．

になる．一人だけが通るドアの開け方とは違うと
思うの，連続して通るのともね．
まあ，それをかっこよく言えば歴史をどうつな

私は今でも毎日逆立ちをするけれど，これを何
十年もやってきて逆立ちはバランスだと思うの．
若いときは力がないと逆立ちはできないと思って

116

OS文化研究02.indb 116

2017/05/26 11:02

依田充代・他：メダリストへの軌跡 ─池田敬子

いたけれど，年取ってみるとバランスだと分かっ
てくる．

選手─

ビューを終えたい．
（受理日：2017 年 2 月 24 日）

バランスが成長すると自信になる．自分が目の
前でやってきたこと，こつこつやってきたことが，
自信となって見えてくる．そこが大事．自信がつ
いて道が広がったら，『たー』って行っちゃえば
いいと思うよ．
クリアしたこと，苦労してやったことが，ずっ
と年取って『何だ，こんなもんだったのか』って
いうことに，たくさん出会うことがある．だけど，
それは一生懸命やってきたからこういうことが見
えるようになったんだと思う．
日体大の学生の皆さん，学生時代の今をしっか
り頑張っていれば，きっといろいろな道が見えて
くると思うよ．『この道もあった，あの道もあっ
た』ってね．何本か見えてきた道の中で一番太い
道が見えてきたら，これが我が行く道だって決め
ればいい．道だって自分で作って選ばなきゃ，そ
のためには，目の前のことを一生懸命頑張ること
だよね」．
筆者は大学 1 年生の時に池田氏の器械体操の授
業を受講している．毎授業の冒頭に池田氏が話し
てくれた「指導者たるものは」というその姿勢は，
未熟であった私たちの心に響いた．器械体操の授
業であるにも関わらず，道徳の授業のような教え
を受けて，「いつか，こんな指導者になりたい」
と胸を熱くして，なぜか何度も涙したものである．
今回，池田敬子先生のインタビューに携わり，
改めてその言葉の重みを受け止めることができた
こ と， 先 生 と の 再 会 に 心 か ら 感 謝 し て イ ン タ
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（研究プロジェクト）

メダリストへの軌跡
─河野

昭

選手─
清

宮

孝

文（スポーツ社会学研究室）

依

田

充

代（スポーツ社会学研究室）

本稿は，「研究プロジェクト：日体大とオリンピックの関わり」の一環として実施した，メダリ
ストへのインタビューをもとに構成されている．
本インタビューは平成 28 年 11 月 4 日（金）に行い，河野昭氏は故人のため，遺族の河野大助氏
にお話を伺った．
【経歴】
1951 年

日本体育専門学校卒業

1951 年

日本体育大学助手

1960 年

愛媛大学講師

1964 年

愛媛大学助教授

1974 年

愛媛大学教授

【競技歴】
1952 年

全日本体操競技選手権大会

男子種目別あん馬

優勝

1953 年

全日本体操競技選手権大会

男子種目別あん馬

優勝

1956 年

第 16 回メルボルンオリンピック大会

1957 年

全日本体操競技選手権大会

1958 年

世界体操競技選手権大会

体操競技団体総合 2 位

男子種目別あん馬
男子種目別あん馬

第 16 回メルボルンオリンピック大会体操競技

優勝
4位

1995 年 66 歳という若さで心筋梗塞のため永眠した．

団体にて，日本チーム 6 人の中の一人として銀メ

オリンピック体操競技において日本初のメダル

ダル獲得に貢献した河野昭氏は，1929 年 9 月 11

獲得に貢献した河野昭氏の人生について，同氏ご

日，愛媛県宇和島市で生まれた．現役時代は，
「あ

長男の河野大助氏にインタビュー調査を行った．

ん馬の河野」と呼ばれ，全日本体操競技選手権大

河野大助氏は現在，松山城南高等学校の校長を務

会では，男子種目別「あん馬」において，3 度の

めている．

優勝を果たしている．オリンピアンでありながら，
温厚な性格の河野昭氏は，現役時代を終えると大
学の教員として未来のオリンピアンの指導に尽力

1．体操競技との出会い

した．定年までの間，大学で教鞭を取りながら，

1930 年代当時，世間ではまだ遊具も少なく，

日本体操協会理事，愛媛県体操協会会長を歴任し，

河野氏は幼少期から鉄棒で遊ぶ機会が多かった．

日本の体操競技の発展に情熱を燃やしてきたが，

こうした経験から宇和島で行われた小学校や中学
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の顧問をしていた．

た，河野氏自身も「体操に関しては宇和島市内で

大学に進学した河野氏は誰よりも体操競技の練

は自分が一番うまかった」と語っていたという．

習に取り組んだ．日体スワロー所属で相模工大の

終戦頃に予科練の経験がある河野氏は，今は宇

教員をしていた上野先生は当時のことを「河野は

和島市の中に入ってしまった吉田町にあった吉田

雨の日に傘をさして鉄棒の練習をしていた」と話

高校で代用教員として，1 年間勤務していた．そ

しており，このような逸話が残るほど河野氏の練

れから 1 年遅れで当時の日本体育専門学校（現：

習熱心な姿は誰もが認めるところであった．

日本体育大学）に入学した．体操競技にのめり込
んだのはこの頃からだった．

そこまで練習に明け暮れたのは，鉄棒では自分
が一番上手いと思っていたが，実際に東京へ行く

生まれも育ちも宇和島である河野氏は当時，体

と自分ぐらいの実力の選手が多く存在し，自分が

操競技が日本で一番上手いぐらいの感覚でいた

世間知らずであったことを思い知らされたからで

が，上京すると周りの競技レベルが非常に高く，

ある．大学に行かせてもらったという思いが強

「何世紀前の技をしてるんだ」と言われ，強い衝

かった河野氏は，成績を残そうと必死に努力した．

撃を受けた．しかし，河野氏は東京で結果を残す

河野氏が日体大を語る時に一番に出てくる話

まで宇和島に帰れなかった．なぜなら，河野氏は

は，竹本先生と栗本学長（河野氏が在学時の日本

クリーニング屋の長男として，クリーニング屋を

体育専門学校学長）との話である．当時の日本体

継ぐことが使命であったが，父親が「そういう夢

育専門学校は，現在の日本体育大学と比べ，小規

をかなえてやったらええわ」と言ってくれ，大学

模であったため，世界的な大会への出場などによ

に進学できたからである．

りアスリートとして名が知られてくるようになる

このような経緯から，大学に行くことに関して
は他の兄弟の犠牲もあり，
「大学に行かせてもらっ

と，学長からも呼ばれ，食事をご馳走になるなど
の個人的な付き合いがあったようだ．

た」という思いが強く，河野氏は「長男として無

また，在学中は大学の寮で生活し，大学卒業後

理を言ってまで東京に行かせてもらって，結果を

には助手の職に就きながら寮監の仕事も行い，大

残すまでは帰れない『背水の陣』という気持ちが

学 4 年間と助手の期間を合わせ，長い間，大学の

あった」と述べている．

寮で生活をしていた．

また，河野氏が体操のオリンピック選手になる

また，日本体育大学の助手として勤務している

ために最も影響を与えたのは，竹本先生との出会

時に結婚した．結婚相手は，高校を卒業して 1 年

いであった．竹本先生とは，日本体育大学出身で

間代用教員を務めていた吉田高校で出会った女性

日本体育大学名誉教授，現役時代にはローマオリ

と遠距離での交際を重ね，結婚後は東京の三軒茶

ンピック男子体操競技団体で日本の金メダル獲得

屋に住み始めた．

に大きく貢献した体操選手である．竹本先生と一

この頃，宇和島市から日本体育大学に進学した

緒に技を練習することにより，実力をつけ，オリ

山下治廣氏の面倒をよくみたと河野氏は語ってい

ンピアンへと成長を遂げていった．

た．山下治廣氏は，跳馬を得意とし，1964 年東
京オリンピック大会では個人種目別跳馬と男子団

2．日体大の思い出

体総合において金メダルを獲得した体操競技の選
手である．この山下治廣氏に対して河野氏は，家

日本体育専門学校への進学を決めた理由は，宇

に招き夕飯をご馳走するなど，とても世話を焼い

和島中学校で体育の教員だった中井先生の影響で

ていた．河野氏は次男に，山下治廣氏の名前と同

あった．その先生は，宇和島中学校で体操競技部

じ「治広」を付けた．それだけ，凄い選手になっ
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清宮孝文・他：メダリストへの軌跡─河野

てくれたという河野氏の喜びが垣間見れる．

昭

選手─

いていたのだろう」と語っている．
メルボルンオリンピック大会への出場は，1956
年全日本体操競技選手権大会男子個人総合で 3 位

3．オリンピックでのメダル獲得

を獲り，メンバー入りが決まった．メルボルンオ

メルボルンオリンピック大会は，河合（1963）

リンピック大会での体操男子団体のメンバーは，

が「第十六回のオリンピック大会は一九四九年の

日本体育大学の相原信行・竹本正男・河野昭，東

IOC 総会でメルボルンと決定したのであるが，こ

京教育大学の小野喬・久保田正躬・塚脇伸作の 6

の決定は南アメリカ，アルゼンチンのブエノスア

人であった．

イレスと接戦となり，二一票対二〇票というわず

しかし，
河野氏はオリンピックでベストパフォー

か一票の差で獲得したものであった」 と述べて

マンスができなかったことを後悔していた．それ

いるように接戦の末，開催が決まったオリンピッ

は，オリンピック大会前の全日本体操競技選手権

クである．また，秋山（1962）はメルボルンオリ

大会において個人総合 3 位と好成績でありなが

ンピック大会について「ソ連が仲間入りしてオリ

ら，オリンピック大会では個人総合 16 位と日本

ンピックのグローバルな意義が一段と高まったの

勢の中で最下位の成績であったからである．

1）

は事実だが，同時に米ソの『冷戦』を背負った世

これに関して河野氏は広報「松山」の中で「メ

界情勢が，純粋なスポーツの祭典に複雑な人間模

ルボルンオリンピックでは，日本が体操競技で初

様を持ち込んだのも確かなことである．その最も

めてメダルを獲得した．しかし，私自身は地元や

露骨な現れが 1956 年度のメルボルン大会」 と

周囲の人たちの期待に応えなくてはというプレッ

論じている．このように世界情勢が不安定の中，

シャーに負けたんでしょうね．不本意な成績に終

河野氏を含め，日本選手団はメルボルンへと向

わり，悔いの残る大会でした」と語っている．

2）

かった．
さらに，アベリー・ブランデージ（1974）が「メ
ルボルンは遠い国からは一万マイルも離れている

4．その後の人生

うえに南半球に位置しているため，オリンピック

1958 年に世界体操競技選手権大会男子種目別

では多数派である北半球の人々にとって必然的に

あん馬で 4 位入賞を果たした河野氏は，1960 年

オフ・シーズン（大会は十一月開催）に行われる

ローマオリンピックの日本代表になることを目指

ことになり，この点に不安があった」3）と述べて

して競技を続けていたが，肩の怪我の影響で代表

おり，日本を含む北半球の国にとっては幾分不利

から落選した．それを機に現役選手を引退し，故

であった．しかし，その環境下の中，日本体操男

郷の愛媛県に戻り，愛媛大学で，体育実技の教員

子メンバーは団体競技においてソビエトについで

として 36 年間勤務した．1964 年には講師から助

2 位の成績を収めた．

教授に就任し，1974 年には教授へと昇進した．

この体操界の快挙を達成した 6 人のメンバーに

さらに，役職は，愛媛県体育協会理事長や日本体

入っていたのが河野氏である．河野氏は，1952 年，

操協会理事など多岐にわたり，未来の体操競技の

1953 年，1957 年と全日本体操競技選手権大会男

ために尽力した．

子種目別あん馬で優勝し，1958 年には世界体操

また，9 人兄弟の一番下の弟である河野泰治氏

競技選手権大会男子種目別あん馬で 4 位入賞を果

には，河野氏が直接体操指導にあたった．河野泰

たし，その競技成績から「あん馬の河野」と呼ば

治氏は，河野氏の 19 歳下の弟で，松山市内の新

れた．河野氏のご長男大助氏は，「手が長く，日

田高校に通っていた．その新田高校の体操部で河

本人離れした体型だったため，あん馬に比較的向

野氏がその弟を預かり，体操部を強くしていった．
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結果的に，河野泰治氏はインターハイ個人総合 3

あなたは体操しなかったんですか」とよく聞かれ

位を獲得し，国民体育大会では優勝を果たした．

たと語ってくれた．
愛媛県内の誰に聞いても河野氏は，面倒事を人

その後，河野氏と同じ日本体育大学へと進学し，
同大学体操競技部でレギュラーを務めた．

に押し付けることはなかったという．実際に大助

河野氏の教育方針は，やる気がない生徒に対し

氏が県の採用試験を受けた時も関係の方々に「あ

ては強制することがなく，あくまでも生徒の自主

んたとこのおやじが一言頼んどきゃ何とかなるの

性を尊重するというものであった．ここに河野氏

に，それをあんたとこの親父はせんのよなあ」と

の穏やかな性格が出ており，ご長男の河野大助氏

言われた．河野氏は，ルールを厳格に守り，相手

は「怒ったところをあまり見たことがない」と語っ

の立場を尊重するという人だった．
また，大助氏は河野氏のイメージとして，体操

ている．
その他にもラグビー部の部長に就任したことが

の時の厳しさも見たことがないため，家庭でいつ

あり，家に持ち帰ったラグビーボールに興味を

もの定位置のソファに座ってテレビ見ているとい

持ったご長男河野大助氏は，高校時代に全国高校

うイメージしかないとも言っていた．しかし，河

ラグビー大会（花園）への出場を果たし，その後

野氏の息子として恥ずかしかった話があると言

父親の母校である日本体育大学に進学しラグビー

い，「日体大の入試に行ったときに，徒手体操に

競技を継続した．河野氏のラグビー部の部長経験

近いような試験があったんですよ．そのときに千

は，ご長男に大きな影響を与えたと言えよう．

葉吟子先生が教官か採点者でいらっしゃったんで

1995 年 3 月に定年退職し，そのわずか 9 か月後，

すけど，河野昭の息子の割りには何にも体操の技

日本の体操界に初めてオリンピックのメダルをも

ができんのでね．恥ずかしい思いをしたような記

たらした河野氏は，66 歳という若さで他界した．

憶はあります」と語ってくれた．
今回のインタビューを通して，河野昭氏のお人

1995 年 12 月 25 日，心筋梗塞による急死であった．
ご長男の河野大助氏は，「うちの嫁とか弟の嫁と

柄に触れることができた．現役時代には誰よりも

か弟は突然の死で取り乱しとったけど，自分は何

練習し，指導者としてはルールに厳格で相手の主

かこう，ちゃんとせないかんという気持ちがあっ

体性を引き出すなど，河野昭氏は人格者であり，

てね．僕自身は割と淡々としとったよね．しかし，

魅力ある指導者であったことがわかった．

おふくろが一番つらい思いをしたね．何にも言わ

メダリストの軌跡－河野昭選手－のインタ

ずに死んでしもうたから，それはしばらくおふく

ビューに応えてくれた，ご長男の河野大助氏に心

ろは言いよったね」と当時の状況を語ってくれた．

から感謝してインタビューを終えたい．

5．ご遺族から見たオリンピック選手である
親について

注及び引用参考文献
1）

河野大助氏は，父親については物心付いたとき
にすでに現役を引退していたため，オリンピック

東京，192．
2）

選手という姿は見たことがなくイメージもできな
かったが，近所の公園などで鉄棒をしてくれる機

河合勇（1963）オリンピックの歴史．白水社：
東竜太郎（1962）オリンピック．オリンピッ
ク余話，秋山如水．わせだ書房：東京，43．

3）

アベリー・ブランデージ著・宮川毅訳（1974）

会があり，父の演技に周りの人が驚いていたのを

近代オリンピックの遺産．ベースボール・マ

覚えている．また，子どもたちへの体操競技の押

ガジン社：東京，217．

しつけが全くなく，大助氏は周りの人に，「何で

（受理日：2017 年 2 月 24 日）
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（研究プロジェクト）

メダリストへの軌跡
─相原信行

選手─
大河原

裕

迪（スポーツ文化学群）

波多腰

克

晃（スポーツ哲学研究室）

本稿は，「研究プロジェクト：日体大とオリンピックの関わり」の一環として実施した，メダリ
ストへのインタビューをもとに構成されている．
本インタビューは平成 28 年 12 月 14 日（水）に行い，相原信行氏は故人のため，遺族の相原俊
子氏にお話を伺った．
【経歴】
1934 年（昭和 9）12 月 16 日（生）〜2013 年（平成 25 年）7 月 16 日（没）
出身：群馬県
競技：体操競技
1953 年〜1955 年

群馬県立高崎工業高等学校

1955 年〜1958 年

日本体育大学 体育学部 体育学科

1958 年〜日本体育大学 助手
体操大使（南米五カ国）
1967 年〜1968 年

ベネズエラ代表コーチ

1968 年〜1986 年

足利工業大学

1969 年

砂利採取販売業 経営（父の後を継ぐ）

1973 年

相原スポーツ店 開店

1979 年

相原体操クラブ 開講

1986 年

上武大学

【競技歴】
1956 年

メルボルンオリンピック：団体総合／銀，種目別徒手／銀

1960 年

ローマオリンピック：団体総合／金，種目別徒手／金

1962 年

モスクワ選手権：団体総合／銀，種目別つり輪／銀

1．競技との出会い

業高等学校に通った高校 1 年生のときであった．
始めた当初は，恩師の大橋先生から，「おまえの

相原信行氏と体操との出会いは，今日のトップ

体はあまりに硬いんで，体操には向いてないか

選手の様に幼少期からではなく，群馬県立高崎工

ら」，「器械体操はおまえ無理だから，団体体操で
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んだ銀メダルであった．

氏の器械体操競技との出会いであった．当時は，
現在のように身の回りにスポーツ環境はなく，山
遊びやキャッチボール等，体を動かすことはあれ

4．ローマオリンピックのメダル獲得

ども幼少期から専門的に器械体操を行う環境はな

メルボルンオリンピックで団体，個人のゆかで

かった．しかし，凝り性で努力家の彼は，先生の

2 位になっていた彼の目標ははっきり決まってい

言葉通り団体体操での柔軟や補強を通して，2・3

た．彼の目に映るのは金メダルだけであった．朝

年生の頃には，得意のつり輪を武器にインターハ

6 時半に体育館を開け，体育館を閉める夜 8 時ま

イで上位を争う選手になっていった．

で練習を重ねた．人の倍，3 倍，誰よりも厳しい
練習を自分に課していた．その成果の一つが片手

2．日体大の思い出（選手生活の思い出）
学生から助手までの彼の日体大での生活は，正
に“体操の虫”で，24 時間体操のことを考える

倒立である．
宿願の団体総合優勝を果たした瞬間は，仲間の
選手と肩を抱き合い男泣きに泣いた．表彰のとき
の胸中を日記に残している．

生活であった．夜中であってもアイデアが浮かん
だらすぐに実行するために，合宿所の部屋にまで

自分のために日の丸が上がり，『君が代』を聞

あん馬や倒立バーを持込み練習していたという．

いた．自分のためのそれを，あの 2 つを受け止め

また，合宿所で生活をしていたこともあり，体

たことは，本当に一生忘れないだろう．

育館の鍵を開ける，そして閉めるというのが日課
になっており，1 日 14 時間以上体育館で練習に

今ほど道具の整っていない当時，優勝を果たし

明け暮れていた．“相原に会おうと思ったら体育

た時の彼の手は，度重なる練習により皮が裂けて

館に行ったら必ず会える”．これは当時の学長で

も畳針で縫えるほどであった．

ある栗本義彦先生が語った言葉である．その言葉
通り誰よりも体育館に長くいた人物であった．

3．メルボルンオリンピックのメダル獲得

5．その後の人生
5.1

東京オリンピック

東京オリンピックの最終予選は，8 位だった．

日体大に入学してからの日々は，ひたすら練習

妻である俊子氏と共に望んだ東京オリンピックの

に打ち込み大学の 3 年生のときにメルボルンオリ

最終予選であったが，夫婦揃っての東京オリン

ンピックに出場した．

ピックへの出場は叶わなかった．しかし，「その

彼の演技への追求は，練習や技術だけではなく

受け止め方がとっても潔かった」と俊子氏は言う．

審判からの見え方にも気を配るものであった．O

落選後も自分のことは一切言わずに代表選手の選

脚がかなりひどかった彼は，審判からの見栄えを

手係として選手団に貢献した．選手係としての彼

よくするために自分で作成したパッドを膝の内側

は本当によく面倒見たようで，その様子を見た他

へ当てて演技を行っていた．演技を行いやすくす

国の選手が彼に教わりたいと訪ねてくるほどで

るためのサポーター等ではなく，見栄えのためだ

あった．

けの物なので当然演技への支障があった．更なる

国が違うことによる文化の違いこそあったが，

高みを目指すため，自身の弱点を捉えアイデアや

その選手はとても信行氏を尊敬していた．そんな

工夫，そして努力で不足分を補った．そうして掴

異国からの来訪者を彼は快く面倒見た．お互い不
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慣れな英語を使いながら決して口数は多くはない

ポーツ店を開いた．そのスポーツ店を開いた昭和

が，同じ体操競技者である彼らには心で通じる物

48 年から体操クラブができる昭和 54 年まで，6 年，

があった．

砂利採取販売業の仕事から含めると 13 年かけて
いつしか描いた念願の体育館を全て自力で建て

5.2

体操大使

た．そして，彼もヘーゲル氏同様に，大学の先生，

東京オリンピック，そして日体大の助手を終え

スポーツ店の経営者，そして体操クラブの経営と

てすぐに外務省から招聘され，南米の 5 カ国を体

いう三足のわらじを履いたのであった．自分の理

操大使として体操を指導して回った．この体操大

想の，そして子どもたちが喜びそうな体育館を

使がきっかけで大使任期が終わった翌年，ベネズ

造った．南米での出会いを経，ロサンゼルスオリ

エラでコーチとして 1 年間家族を連れて体操を指

ンピックでの逆転優勝を観て，ジュニア育成の重

導するために再び南米を訪れる．そこで指導者と

要性を実感した．いつまでも選手を泣すようなこ

しての夢を描かせてくれた一人の指導者と出会っ

とではなく，次の世代の子を育成しなければ，そ

た．

れが体育館建設のきっかけであった．いつしか描

メリダという所に 1 カ月ばかり指導に行った際

いていた青写真は明確な目標に変わっていた．ス

に，ヘーゲルという指導者に出会う．その指導者

ポーツをしている人であれば誰もが思う“自分の

は，体操の実績は何にもなく“ただ体操が好き”

コートや体育館が欲しい”．その夢を実現するた

ということで子どもたちを集めて体操を教えてい

めに彼は，三足のわらじを履いた．

た．“本当に体操が好き”というだけで，そのと

足工大は，群馬の自宅から 50 キロほど離れて

きヘーゲル氏は 3 つの仕事を 1 日でこなしながら

いた．大学から帰ると高崎にあるスポーツ店に向

ボランティアみたいに子どもたちを教えていた．

かった．足利工業大学に 19 年，その後は理事長

そこに相原夫妻も加わり 1 カ月間共に子ども達に

が親戚筋に当たる上武大学に移ることになるが，

体操を教えた．その 1 カ月のメリダでの指導生活

日体大以外で初めてお世話になった大学だからと

は相原氏に，その後の青写真を描かせた．

言って，先生の顔ぶれが一新するのを見届けてか
ら上武大学へ移った．それから 14 年．日体大で

5.3 三 足のわらじ（大学教員・スポーツ店・体
操クラブ）

の助手を含めると 40 年近く大学で指導した．足
利の大学，高崎のスポーツ店，体操クラブのある

昭和 43 年の 3 月 3 日に 1 年間のベネズエラで

群馬の自宅と大きな三角形を描く三足のわらじ生

の体操指導から帰国してからは，足利工業大学で

活は彼が脳梗塞を発症するまで続いた．体操クラ

指導をしていた．しかしその翌年に，彼の父が作

ブのために建てた体育館の建設費の借金は相原体

業現場の事故で亡くなった．そのため，お葬式を

操クラブ創立 30 周年の年までかかった（45 才〜

済ませてすぐに彼の父が経営していた砂利採取販

75 才）．夢のために履いた三足のわらじを履き

売業の経営を彼が引き継がなければならなかっ

きった．それが彼にとってのプライドでもあり，

た．6 人の作業員を雇っており，その作業員が次

そして生きがいでもあった．

の仕事が見つかるまで 6 年，父の後を継ぎ砂利採
取販売業も経営した．
高校からは体操一筋だった彼にとって，今まで
全く接点のない分野であった．そのため，徐々に
砂利屋の経営は難航していった．そこで彼は砂利
採取販売業から，“自分が生かせるものは”とス

6．ご遺族から見たオリンピック選手である夫
体操でも人生でも金メダル．それが妻俊子氏か
ら見た彼の姿である．
体操に対して誰よりも体育館で時間を費やし，
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体育館の外にも器具を持ち込んで練習した．人の
見えないところでも努力をし，24 時間体操のこ
とを考え，アイデアが浮かんだらすぐに実行しな
くては駄目なアイデアマン．体操を大事に想い，
体操に馳せた夢を一つずつ実現させていった．
人を傷つけない人であり，そして誠実な人だっ
た．
こういう人生も少ないですよね．人間的にもすて
きな人だったですけどね．それはやっぱりね，彼
の胸の中に金メダルがあったからだと思います．
自分を律することも含めて．本当に，普通だった
ら人間の体力の限界に挑戦した人間ですよ．それ
が，手足が動かなくなるっていうのはとっても切
ないと思うんですね．それを一度も口にしなかっ
た．全て自分の今を受け止める人．よっぽどです
よね．愚痴も出たろうと思うし，時には短気を起
こしそうになることあったと思うんですけどね，
一度も私責められたことないの．本当にそれはね，
すごいと思います．だからね，人間としての金メ
ダルって言ったのは，そういう意味．しんどさも
喜びも，私は一緒に味わってきた人間ですからね，
たまにはもうね，それこそ，吐き出してもいいと
思うんですけどね，一切しないで逝った人．

俊子氏が大学生の頃からずっと見てきた信行氏
のその姿は，体操に生きて体操に亡くなった体操
一筋の人生であった．そして，その胸には体操だ
けでなく人生の金メダルがあった．
（受理日：2017 年 2 月 26 日）
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メダリストへの軌跡
─相原俊子

選手─
波多腰

克

晃（スポーツ哲学研究室）

大河原

裕

迪（スポーツ文化学群）

本稿は，「研究プロジェクト：日体大とオリンピックの関わり」の一環として実施した，メダリ
ストへのインタビューをもとに構成されている．
本インタビューは平成 28 年 12 月 14 日（水）に相原俊子氏にお話を伺った．
【経歴】
相原俊子（あいはら

としこ

旧姓：白須）

1939 年 6 月 3 日（生）〜
出身：広島県三原市
競技：体操競技
1955 年〜1958 年

広島県三原高等学校

1958 年〜1962 年

日本体育大学 体育学部 体育学科
ローマオリンピック大会出場
プラハ世界選手権大会出場

1963 年 3 月

相原信行選手と結婚

東京

1964 年 10 月

東京オリンピック大会出場

1964 年 11 月

洗足学園第一高等学校

1967 年〜1968 年

スポーツ大使としてベネズエラへ派遣される

1973 年 3 月

相原スポーツ店 開店

1977 年 4 月

自宅敷地内に体育館

1979 年 6 月

相原体操クラブ 開講

1986 年 9 月

自宅敷地内に体育館

着任
体操の指導・普及活動

起工
高崎市内
設立

【競技歴】
1960 年

ローマオリンピック大会：団体／ 4 位，個人／ 24 位

1962 年

プラハ世界選手権大会：団体／ 3 位，個人／ 10 位，床／ 6 位

1964 年

東京オリンピック大会：団体／銅メダル，個／ 7 位，段違い平行棒・跳馬／ 4 位
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ハイジャンと幅跳びをやっていたんですね．また，
私はまだ小学校の何年生かなあ，2 年生か 3 年生

1960 年ローマオリンピック大会にはじまる体

くらいで，お兄さんたちがやることは全部できる

操競技男子オリンピック 5 大会連続，世界選手権

と思っていた．兄は，1951 年第 6 回福岡国体の

5 大会連続団体総合金メダルとともに，女子もま

卓球で優勝しています．そんな兄から 2 年間くら

たローマオリンピック大会団体 4 位，プラハ世界

い卓球の指導を受けてダブルスを組もうって言わ

選手権大会団体 3 位，そして東京オリンピック大

れましたが，あまりに私が小さくって，卓球台に

会団体銅メダルを獲得するなど，いわゆる“体操

上がっちゃ駄目なんですよね．体が触れたら駄目

ニッポン”の礎を築いた時代の相原俊子（以下；

なんですね．上がらないとショートが取れないん

俊子と表記）氏ついて報告する．

ですよ．それで兄が諦めて体操に目が向いたって

“体操ニッポン”に示される日本の体操競技の

いう感じでしょうかね．

活躍は主に，男子の団体金メダル獲得に注目され
る．しかし，女子もまたローマオリンピック大会

そして，県大会で常に優勝している伝統校の三

団体 4 位，プラハ世界選手権大会団体 3 位，そし

原第二中学校で体操にであう．平均台を歩く体育

て東京オリンピック大会団体銅メダルするなど世

の授業のときに，体育教師が「体操部があるんだ

界に誇る活躍を示していた．その団体のメンバー

けどもやってみないか」と言われ，体操にのめり

として活躍した俊子氏の競技との出会いについて

込んでいくことになった．

確認する．大方予想されるは，幼少の頃から体操
に明け暮れていたということではないだろうか．

先輩たちに一生懸命，追い付け追い越せってい

しかしながら俊子氏の場合，トップの体操競技選

う感じでいきまして，1 年生のときに個人総合で

手としては異例の競技との出会いをしていると言

3 位，跳馬で，あの跳び箱ですね，あれで優勝し，

えるかもしれない．幼少の頃は主に 7 つ上の兄と

それがきっかけで陸上ではなく，体操にどんどん

の遊びを通して体の動きを学んでいったという．

のめり込んでいきました．

兄は近所のガキ大将だったものですから，すぐ

高校進学は体操競技の名門三原高等学校に進

裏に米田山っていうのがあるんですが，その山，

学．当時メルボルンオリンピック大会に出場して

ひと山が遊び場だったんですね．だから，今の子

いた池田敬子選手をみて，また三原高校の先輩の

たちのように体育館へ来て練習をするといったこ

技術を目の当たりにし，そうした先輩方は日体大

とではなくって，野山を走り回るっていうことで

へ進学する選手が多かったので，俊子氏もまた自

したね．1 メーター 80 くらいの側溝を兄たちは

然と日体大への進学を志していった．ただし，よ

ぽんぽんぽんぽん飛び越えていたんですね．

り体操競技の道を歩むことになった決定的な出来
事は，高校 3 年生のときの秋田の大会である．規

小学校 5 年の時，「市内の高跳びの大会がある

程演技で 2 位という結果に終わる．

からおまえやってみろ」と先生に言われて，5 年
生から高跳びを経験する．

これまで落ちたことのない平均台の自由演技で
落ちましてね，4 位になったんです．そのときに

もともとゴム飛びが好きだったものですから，

同級生が，普通だったら 4 位で残念だったねって

ゴム飛びをやっていたらその格好を見て「やって

言われるはずですよね．それを，私は多分そう言

みろ」となったみたい．それで，中学に行っても，

うだろうと思ってたいら，「白須（旧姓；括弧内

130

OS文化研究02.indb 130

2017/05/26 11:02

波多腰克晃・他：メダリストへの軌跡 ─相原俊子

選手─

筆者）さん，あの，4 位でおめでとう」って言わ

とともに演舞をすることになったが，自分は松葉

れたんですね．なんで，おめでとうなんだって思っ

杖をつきながらその様子をみているだけで楽しみ

たの．そしたら，
「あんたが優勝か 3 位までに入っ

にしていた演舞の参加が叶わなかったこと，また

たら，多分高校で体操はやめたろう．でも，あん

体操競技の練習もできずにいたため，そのときに

た 4 位になったんだからこれからだよな」って，

“ただでは（広島に）帰れない，帰らない”とい

そう言ってくれたんです．ああ，そうか，そうい

う強い思いが俊子氏を成長させていった．2 年次

う考え方もあるんだって思って，それで火が付き

には虫垂炎に罹り，外科手術が必要になった．通

まして，どうしても日体へ行きたいっていう気持

常は横に切るため，手術後は腹部が凹んでしまう．

ちになりました．その同級生のその一言っていう

そうすると，平行棒の競技に影響が出る可能性が

のは，私にもう一回体操を考えさせてくれた一言

あった．医師にはできる限り競技に支障が出ない

ですね．

ように相談をし，術式を変更してもらった結果，
競技復帰後，十字に切ることによって腹筋の筋肉

当然のことながら，高校の恩師であり，日体大

を維持することができた．我々はトップアスリー

の卒業生でもある中島リキコ先生を師事していた

トの勝利に対する直向きな姿をここに垣間見るこ

ということも日体大進学を決めたきっかけとなっ

とができるはずである．

ていった．

3．東京オリンピックのメダル獲得
2．日体大の思い出（選手生活の思い出）

東京オリンピック大会のメダル獲得に至る経緯

日体大入学後，当時すでに活躍していたコーチ

には，俊子氏のその後の人生に対する考え方，そ

であり，後に夫となる相原信行（以下；夫信行と

して，日本の学校教育やマスコミに対する想いに

表記）氏の前向きな姿に感銘を受け師事して学ぶ．

も示されている内容をここで確認することができ

ローマ大会に出場できたのは，3 年生のときに相

る．

原先生（夫信行氏）に難易度の高い技を教えても
らったことと，代表に選ばれたいという欲よりも

主人が東京オリンピック大会の最終予選で 8 位

目の前の演技に集中することできたことが大きく

だったものですから，主人はメンバーに入れませ

影響していたという．

んでした．東京オリンピック大会のときは 7 位の

大学 4 年間は練習に明け暮れる毎日だった．1，

人は補欠だったんですね．彼は 8 位でしたから，

2 年生の頃は寮生活をしていた．しかし，入学直

自宅アパートで留守番っていう形を取りまして

後にけが（右足アキレス腱断裂）によって 3 週間

ね．それもちょっと切ないものがありました．東

の入院を余儀なくされる．その間，授業のノート

京オリンピック大会の最終予選が終わりましたと

を病室まで持ってきてくれた女子バレーボール部

きに，私は池田敬子先生に続いて 2 位で，選考内

の友人に支えてもらったことが今でも思い出とし

にいたんですけども，主人が 8 位っていうのがそ

てよみがえる．3，4 年生は深沢坂上にあった下

の時点で決まりましてね．それで，私は主人と一

宿で生活をするが，偶然にも池田選手が下宿して

緒に東京オリンピック大会に臨むっていう，それ

いた後の部屋だった．

が一番の気持ちだったんです．ローマオリンピッ

1 年生の時，けがによって試合に出場できない

ク大会も私は行きましたけど旧姓でしたし，東京

ことや 1958 年に東京で開催されたアジア競技大

オリンピック大会のときには 2 人そろって行け

会において日体大生が東京国立競技場で『春の海』

るって思っていたんですけども，そのときに，最
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終予選が終わりまして部屋へ帰りましたときに，

い新聞記者なんかは顔と名前が一致しないんです

「おまえはこれから 2 か月これを頑張ってごらん」

ね．だから，私に「相原俊子選手はどこにいます

と主人がもう 10 月までに私がやらなきゃいけな

か」って言われて，「あ，あそこ，ほら，歩いて

い課題をちゃんとメモってくれておりましてね，

いる選手がそうじゃないですか」って言って知ら

非常に冷静でした．本当に私のほうがショックを

ん顔をしました．

受けて，もう東京大会はいいって思ったぐらいで
すから．一緒に出るためのその 1 年っていうのは，
朝は 6 時前から，走り込みをやっていましたしね．

4．その後の人生

そういった，努力は本当に悔いがないくらいやっ

俊子氏は，日本のマスコミは金メダリストに対

た 2 人でしたのでね，どうしても一緒に出たかっ

して特に敬意を払う傾向にあるが，銅メダリスト

たんです．それが出られないっていうことが分

に対しては軽視しているように感じられるとい

かったときには，私のほうが落ち込みました．

う．「時々今でもあるんですけどね．全部プロ
フィールまで言わなきゃいけない．あなた取材に

そうした心境にいたとき，最終予選の翌日の新
聞に，

来たのにね，生年月日と出身校くらいは覚えてき
てくださいよって言いたくなる」ような，マスコ
ミの対応に対して現役を引退した後もさらに疑問

今でも忘れられないんですけども，明暗相分か

を抱くようになっていった．

つっていって，小野さんご夫婦が，タカコちゃん

最近では多くのオリンピック選手がテレビ出演

をこう差し上げている．その横で私が池田先生の

をしているが，ローマオリンピック大会，そして

膝に泣き伏している．その写真を新聞紙面に出し

東京オリンピック大会時のブランデージ IOC 会

たんですよ．なんということをしてくれるかと思

長の徹底したアマチュアリズムを思い出すとい

いました．それで私はもう新聞，雑誌，活字は一

う．それ故，当時の選手たちもアマチュアの精神

切見ない．東京オリンピック大会が終わるまで一

を貫いていた．そのような選手時代を過ごしたこ

切見ないっていう，そんな決心をしました．記者

ともあり，近年ではテレビ出演や講演に伴う金銭

の人はどういう気持ちでそんな記事を出してくれ

授受に対して行き過ぎているように感じているよ

たか分かりませんけども，私にとってはね，本当

うだ．なぜなら，アスリートは名前を売ることが

に，屈辱でした．同じような努力をしてきた人間

大切なのではなく，そこに至る過程が大切なのだ

2 人をね，そういうような見方してくれたのかっ

から，自分自身のプロセスを見てもらいたいと願

て思うとね，もう本当に嫌で，だから雑誌も，そ

うアスリートになってほしいという視点にたつ．

れから新聞も，一切自分の目には置かないように

そこには選手も世論も大会の結果に至るプロセス

しました．何が書いてあったか，何がどうしたか，

に注目するような風潮をつくるべきではないだろ

その後の記事なんか知りません．

うかという願いが感じられる．
だからこそ，今なお「私たちはブランデージ会

それまでマスコミに対して，特別な感情はな

長の下で過ごした選手ですから，最後までアマ

かったし，取材を受ければ応えることもあったと

チュアでいたい」という精神を貫いているという．

いうが，その後は取材を避けるようになっていく．

たとえば，何十万円で講演を受けるということ
をはっきり言うアスリートの人がいるように聞い

取材はできるだけ，受けないようにチームリー

ているが，

ダーの荒川先生にお願いをしたり，それから，若
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私はこちらの群馬へ帰ってから，確かに，小学

真をこのときから徐々に描いていったという．ま

校とか中学校とか公民館とか回らせてもらいまし

さに帰国後，夫信行氏は一時，大学教員とスポー

たけども，自分のほうから一切，その，金額に関

ツショップ経営，そして実家家業の砂利採取業を

しては言いませんでした．だから 3000 円のとき

こなすことになったが，そうした苦しい時期を乗

もあるし，5000 円のときもあるし，その予算の

り越えるバイタリティの源となった，ヘーゲル氏

中で常に今の今までやらせてもらっています．本

の存在を抜きにして二人の人生は語れないであろ

当に必要最小限のお金はありがたくいただきます

う．このような激動の人生をともに歩んだ夫信行

が，でもアスリートっていうのはやっぱり自分の

氏が 58 歳のときに脳梗塞で倒れ，亡くなる 2013

そのプロセスを見てくださいって言える人間で

年（平成 25 年）7 月 16 日（78 才）まで，夫信行

あってほしい．

氏を支えながら歩んできた．そして，その想いは
次男豊氏に受け継がれ，俊子氏は今なお次男豊氏

という．
俊子氏は東京オリンピック大会後，洗足学園第

とともに自宅の体育館にて後進の指導に力を注い
でいる．

一高等学校に着任する．2 年間東京の生活を送る
が，その後夫信行氏が外務省の招聘を受け，それ
に帯同し，指導者としてベネズエラで 1 年間を過

5．日体大生に一言

ごす．1963 年に夫信行氏が体操大使として南米 5

これまでに述べてきたように，俊子氏の想いや

か国を歴訪している時にコーチとして再度きても

願いにはアスリートに敬意を払うことの大切さを

らいたいとの要請をうけたことがきっかけとなっ

感じさせられる．そうであるからこそ，日体大生

た．当時は，物価の高いベネズエラの生活は苦し

に伝えるべきこともまた，アスリートに対する敬

く，首都カラカス在住中は教え子の母親のマン

意を払うことの大切が示されている．

ションの一室を借りて，信行氏，俊子氏，1 歳 4
か月の長女の 3 人のベネズエラ生活が始まった．

以前，内村選手の激励会に出席した際，日体大

そして，生活苦のなか，多数の建物被害を受けた

の座席にいても，どこかのおじちゃんとおばちゃ

カラカス地震に遭う．ちょうど近くのラ・グアイ

んなんです．学生知らないの．それで，具志堅さ

ラ海岸へ外出していたため，直接の被害を受ける

んや監物さんがあいさつに来て，初めて「え？」

ことはなかったが，滞在先のマンションの煉瓦が

という感じですね．そんなもんなんです．それく

落ち，壁に大きなひびが入る被害を受ける．

らい，あの，みんなは今しか見えてない．体操を

このように苦しい生活や被害に遭いながらも，

やっている人間でさえそういう感じ．

現地で得た経験がその後の人生に影響を及ぼす．
当時 1 か月ほど，首都カラカスを離れてメリダと

そして，次の言葉も俊子氏の競技人生を表す重

いう街で指導を行っていた．そこで出会ったヘー

要な表現と思われる．それは，
“最後までアスリー

ゲル氏に強く触発される．ヘーゲル氏は体操競技

トであってほしい”という願いである．

選手としての実績があるわけではなかったが，1
日に 3 つの仕事を抱えつつ，3 時になると子ども

最後までアスリートであってほしいです．本当

たちを集めて体操場まで送り，夕方 6 時になると

の意味のスポーツマンであってほしいと思いま

迎えに来るというボランティア活動をしていた人

す．メディアや，それから企業に取り込まれない

物である．そのボランティア精神を目の当たりに

で，ちゃんと自分に誇りを持っていける人になっ

し，帰国後，自宅敷地内に体操場を設立する青写

てほしい．
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また，大切なことはプロセスである，という俊

そして，最後に次の言葉は体操競技のみならず

子氏の考えを次の発言でも確認することができ

多くの選手や学生，そして指導者に対して重要な

る．

意味を含んでいるように感じられる．
白井くんたちが紫綬褒章もらいました．けれど

そういった人たちと私はね，ローマオリンピッ

も，これから彼たちがどういう生き方をするか，

ク大会から一緒なの．ローマオリンピック大会，

それが問われると思うんです．薬物だとかいろん

チェコの世界選手権，それから東京オリンピック

な事件事故が多過ぎますよね．そんな中に必ず入

大会．その大きい大会に，同じ空間で演技をした

りませんとは言えないですよね，人間どう変わる

の．それだから，東京オリンピック大会の種目別

か分からないから．だから，そのときに負けない

のときに，跳馬で，1000 分の 1 の違いで私は 2

でほしい．最後まで自分のプライドを持っていっ

位から 4 位になったの．それはチャスが 1 位で，

てほしいと思うんですね．主人がその見本になる

2 位に 2 人同じ点数のラチニナ選手（当時ソ連）

んだったらば，私は，あの，こういう人間もいま

とラドフォラ選手（当時東独）って東独の選手が．

すっていうこと，伝えたいと思います．それは，

記録的には 3 位なんですけども，私は 1，2 位，2

日体大生に伝えてほしいです．体操がどうしてみ

位に 4 位なの．それでメダルは取ってないの．け

んなにこう浸透しないかっていったら，そういっ

れどもね，その 1000 分の 1 の差で 4 位になりま

た人たちを大切にしてなかったから．遠藤さんの

した．私はね，1000 分の 1 の努力不足を私がど

ことだって，チャス（ベラ・チャスラフスカ；括

こかでしたんじゃないかって思ったの．だから，

弧内筆者）がびっくりしたぐらいですよ．あの東

25 歳で東京オリンピック大会を最後に終わりに

北の地震がありましたよねえ．それでねえ，すぐ

しましたね．それからの私はね，これから，どれ

にチェコのほうからチャスが中心になって，20

くらい生きるか分からないけども，その間，1000

何名だったかな．中学生をチェコで案内して，そ

分の 1 の努力不足を自分で味わうようにしない，

していろんな所を見学させながら，話をしたんで

という考えをメダル以上に教えてもらったの．だ

すって．そのときに，あの「遠藤幸雄っていうね，

から，もちろん主人の生き方も大切にしましたけ

とっても素晴らしいスポーツマンがいたのよ．あ

ども，母が 97 歳で，88 歳から施設に入ってもら

なたたち知ってる？」って言ったら，みんなぽかー

わなきゃいけないような，厳しい状態でも，主人

んと口開けたの．チャスはそのときのショックは

の介護とだぶったことも 6 年ありますけどね，そ

忘れられないと言っていました．「あの人を忘れ

れも全部受け止められたのは，その 1000 分の 1

ないで」って言ったそうです．彼女もね，今年亡

が私の心のくさびになっているから．本当にね，

くなりましたけどねえ．ちょうどねえ，私 2 年前

メダル以上に教わりましたね．ある時，小学生の

かな，チャスがチェコの大使館でこちらへ呼ばれ

子どもたちに一度東京オリンピック大会の話をし

てきたときに，ご一緒したの．大使館へ招待され

なきゃいけなくって，教科書に載っているから先

たので，行ったんですけどね．

生話ししてっていうことで，そうしたらね，「僕
は 1000 分の 1 っていうね，その，努力不足って

俊子氏の後輩に対する願い，それは決して個人

先生は自分にこうやって指さしたけど，僕だった

的な願いだけではなく，日本人が自国の選手の活

ら人のせいにする．あの審判が悪いとか，あの人

躍やその選手がどのようにメダルを獲得したのか

がどうのって思ったと思うんだけども，先生すご

というプロセスが大切であるということを他国の

いね」って言われたの．いや，そうじゃなくって，

選手に教えられた重要な視点ではないだろうか．

判定の競技っていうのは，どんな点数であっても
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人が見て人が判断してそれでくれた点数だった
ら，どんな点数であっても自分が受け止めなきゃ

選手─

に課題として中間小括の筆を置く．
（受理日：2017 年 2 月 26 日）

いけないの．これがスポーツマンだと思っている
んですね．だから，「自分に指さすのは自分の
1000 分の 1 の努力不足って，もう最初からこう
やったの」って言ったの．「そんな考えしない」
と小学生の子どもたちは言ったけども，「いや
あー，私はね，それを 25 歳のときに教わったの
よ」って．「それからの自分はできるだけ，あの，
あれをやれば良かったとか，こうすればというよ
うに手を抜くようなことはしないで生きたいん
だって思ったんよ」って言ったの．それの積み重
ねが今日なんですけどね．やっぱりそういった
きっかけがなかったら，私はもっとルーズな人間
になっていた，もっと甘い人間になっていたと思
うんだけど．

6．まとめ
以上が俊子氏のインタビューをまとめたもので
ある．マクロな視点としては日本が推進している
日本版 NCAA や 2016 年 6 月に報告された『スポー
ツ未来開拓会議』中間報告書に示されているス
ポーツの産業化の推進，すなわちスポーツと金の
動きである．そして，リオオリンピック大会後に
数名の選手がプロ転向を表明した背景に我々は何
を見据えるべきなのだろうか．単純なプロ／アマ
問題に帰結されるような議論ではなく，より詳細
な研究が急がれる．他方，学校教育現場において
オリンピック教育が叫ばれる今日，今回のインタ
ビューにも示されているとおり，グローバル化と
いう言葉に踊らされて，自国のスポーツという文
化に目を向けずに他国とのコミュニケーションが
可能と言えるのか疑わしい．より積極的に過去の
スポーツ選手が如何なる経緯によってメダルを獲
得したのか，そして，その後の人生をどのように
歩んだのか，資料やインタビューを通して詳細を
記述し，そこから抽出される普遍的な課題を見つ
け，研究に従事する作業が急務と思われる．今後
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