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研究論文

社会思想としてのオリンピック論：	
競技者の逸脱にみるオリンピックの規範的分析から1

佐　藤　　洋（総合スポーツ科学研究センター）2

Abstract

The	 influence	of	 the	Olympic	Games	 is	pervasive	 in	 today’s	society.	The	Olympic	Movement	

promotes	Olympism	around	the	globe.	Through	the	performance	and	deeds	of	Olympic	athletes,	

the	Games	claim	to	impress	and	give	hope	to	people	around	the	world.	However,	an	assessment	

of	the	reality	of	the	Olympic	Games	reveals	a	variety	of	poorly-regulated	tournament	conditions	

which	neither	allow	the	athletes	 to	compete	 fairly,	nor	encourage	them	to	comply	with	 fixed	

norms.	Deconstructing	the	phenomenon	of	the	Olympic	Games	as	a	social	theory	is	a	necessary	

step	in	reconsideration	of	the	Olympic	ideal.	

Accordingly,	the	present	study	set	out	to	investigate	desirable	approaches	for	the	prevention	

of	athlete	deviance,	focusing	on	Olympism	as	a	social	theory	with	a	normative	perspective.	

Our	study	methodology	 involved	dividing	athletes	 into	two	categories	 for	analysis,	based	on	

their	relationship	with	the	Olympic	Games.	We	considered	the	deviance	manifested	by	athletes	

from	a	standpoint	aligned	with	the	norms	of	the	Games.	Further,	we	considered	how	the	Olym-

pic	Games,	as	a	social	theory,	based	on	the	founding	principles	of	Olympism,	drives	the	athletes	

of	today	into	deviance	from	the	standpoint	of	the	Games	as	a	source	of	norms.	

We	concluded	the	study	by	making	recommendations	for	prevention	of	deviance	from	norms	

in	athletes	and	for	consideration	of	normative	Olympic	Games	as	a	social	theory.	The	desire	to	

avoid	deviance	from	Olympism,	the	norms	of	the	Olympic	Games,	is	a	virtue	present	in	the	ath-

letes.	Such	athletes	can	be	seen	as	the	embodiment	of	an	 identity	established	 in	conformance	

with	Olympism.	Athletes	play	the	leading	roles	in	the	tournament,	and	they	should	be	the	focus	

of	renewed	emphasis	in	the	social	theory	of	the	Olympic	Games.	These	recommendations	form	

the	basis	for	an	ideal	of	norms	based	on	Olympism,	aiming	for	Olympic	Games	that	inspire	and	

move	people	around	the	world.

1　 The Olympic Games as Social thought：Normative Analysis of the Games with a Focus on Athlete  
Deviance

2　Sato Yo
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1．問題の所在

1.1　社会思想としてのオリンピック

わが国では，2020 年に開催される東京オリン

ピック競技大会の成功を多くの関係者が願い，オ

リンピック・パラリンピック・ムーブメント1）が

推進されている．これはオリンピックの理念とさ

れるオリンピズム2）に関係する．オリンピズムと

は，クーベルタンがオリンピックに込めた願いで

ある．クーベルタンの亡き後世に生きる体育・ス

ポーツの関係者たちは，その願いをオリンピック

の理念や精神と考え，ひいては体育・スポーツ界

におけるひとつの理想的な社会思想として捉えて

きた3）．

こうした現状を支えるオリンピックの理念や精

神は，ひとつに地球という規模における集合体と

して捉える，いわば世界市民としてのコスモポリ

タニズム的な思想によって支持されることがあ

る．例えば「エケケイリア（休戦調停）」は，古

代ギリシアにおけるオリンピックが神に捧げる競

技祭であったからこそ，人々が戦争や紛争を止め

る一因となりえた．このエケケイリアにみる規範

的な意識こそ，現代のオリンピック競技大会（以

下オリンピック）においても期待されているもの

である．現代のオリンピックに準えていえば，古

代のそれと同様に，何かしらの規範的意識─す

抄録

オリンピックはいまや社会の中へ溶け込み，オリンピック・ムーブメントが推進されている．オ

リンピック・ムーブメントとはオリンピズムを世界中へ推進することである．例えば競技者のパ

フォーマンスや行動を通じて，世界の人々に感動や希望を与えることを謳っている．しかし，オリ

ンピックの現実をみると，競技者が一定の規範に則り且つ正々堂々と競争できないような，ある種

杜撰な大会実情がある．ともすれば，オリンピックの在り方を再検討するため，社会思想としての

その姿を明確に打ち出していくことが必要になる．

そこで本研究の目的は，オリンピズムにみる社会思想としてのオリンピックが競技者を逸脱させ

ないために，規範的観点から如何にあるべきかを考察することである．

本研究の方法は，競技者とオリンピックにかかる関係を 2 つのカテゴリーに分けて分析を進める．

一方は，オリンピックの規範に同調するという立場から，競技者が陥る逸脱について論じる．他方

では，規範そのものを提供する側であるオリンピックの立場から，オリンピズムを基に開催される

社会思想としてのオリンピックが，実際のところ競技者を逸脱させているという観点から論じる．

本研究の結論は，規範から逸脱しない競技者を守り，且つ社会思想として規範的なオリンピック

を考えるための提言とした．競技者にはオリンピックの規範すなわちオリンピズムから逸脱しない

ような，徳としての存在がある．こうした競技者は，オリンピズムに則ったアイデンティティを確

立した存在といえる．社会思想としてのオリンピックは，いま一度大会の主役である競技者に重き

を置くべきである．このような提言は，オリンピックが世界中の人々に感動や希望を与えるための，

オリンピズムに基づく規範としての在り方の根拠となる．

Keywords:	athlete,	Olympic	Games,	Olympism,	deviance,	norm

キーワード：競技者，オリンピック，オリンピズム，逸脱，規範
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なわちオリンピズム─のもと，スポーツを通じ

た理想に導かれることを謳っているのであり，現

在に生きる人々が国境や人種を超え，世界市民と

して平和を希うような意識涵養が期待されている

といえるだろう4）．

このような意味において，社会思想としてのオ

リンピックは，我々をその理想たる理念や規範の

もとに導く，いわば社会的機能をもつものとして

の側面5）が期待されている．ただし，このような

考えは，あくまで理念的・理想的な考え方である

のかもしれない．

オリンピックに関する研究では，いくら崇高な

理念や精神があろうとも，様々な問題を抱えてい

ることが指摘されている6）．少なくとも，オリン

ピックに関しては，政治的利用の問題や開催都市

にかかる莫大な資金の問題7），さらには競技者に

おけるドーピング問題8）などが起きてきたし，	

2016 年に開催されたリオ・オリンピックだけを

みても，大小様々な問題が起きている．このよう

な現状をみるならば，我々はいま，現実に起きて

いる問題に焦点を当て，議論を始めることが必要

なのではないか．そして，このような問題群が指

摘されてきたオリンピックであるが，実際のとこ

ろ，その問題の矛先は競技者に向いている事実が

あるのではないか．もしそうであるならば，丹羽

が去る 1980 年代においてすでに指摘しているが，

スポーツやかかる競技者が「政治，経済，教育，

宗教などの現実と密接に関係しながら，それらの

手段としてさえ利用されている」9）という現実に

疑問を呈したい．また，マンデル（J.	D.	Mandle）

らが述べるように，「スポーツは文字通りの意味

で一つの文化的形式なのであり，広い意味の政治

の中で道具的な価値をもつものでない」10）のであ

るから，当然ながら競技者は，単にオリンピック

に利用される資源や道具などではないはずである．

そこで本研究における問いは，オリンピズムと

いう規範に基づくオリンピックに参加する競技者

という存在があると考えるとき11），実際のオリン

ピックは無下に扱っている現実があるのではない

かということである．本研究では，社会思想とし

てのオリンピックを問い，オリンピックの現実を

是正するような提言を試みたい．

1.2　リオ五輪にみるオリンピック問題

確かにオリンピックにおけるオリンピズムは，

恒久的で普遍的な活動の精神として考えられてい

る．そしてオリンピズムはオリンピックに通底す

る理念であり，常にオリンピックを規範的に在ら

しめようとするひとつの思想である．しかし，先

に指摘された現実的な問題に立ち返り，オリン

ピックの現実をみるならば，その理念や理想から

かけ離れた現場で競技者が競い合っている事実を

確認することができる．すなわち，競技者にとっ

てのオリンピックは，どのような競
・

技
・

大
・

会
・

だった

のか．

ここでは 2016 年にブラジルで開催されたリオ・

オリンピックに焦点を当て，実際に起きた二つの

問題から競技者への影響およびその扱われ方を分

析しよう．

一つ目は，人気競技の放映時間を政治的権力の

ある自国の国民に当てるような放映権の問題であ

る．この問題から考えられる競技者への影響は，

少なくとも通常では開催されない時間に競技が開

催されることで，コンディション調整が難しくな

る．真夏の南米で開催するという条件を考えれば，

比較的涼しい時間に競技を実施することは妥当で

あると考えられるが，それでも競技者が互いにブ

ラジルに会して競い合うということよりも，オリ

ンピックにかかる政治的事情によって競技者に影

響が及ぶのであれば，それは不条理なことである．

二つ目は，ボートやプールの会場にみられた，

競技環境の整備不足の問題である．これは水球競

技や飛び込み競技の会場において実際に水質調査

まで行われた現状からもわかるように，競技者の

オリンピックにおける快適な競技環境が整備され

ていない．競技者からは「目が痛い」，「臭い」な

どの声もあがった．例えば気象条件によって快適

な競技環境が整わないのであれば致し方ないと考

3
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えられるが，大会運営という人為的なところに原

因があるならば，これもまた不条理なことである．

こうしたオリンピックの問題を考えたとき，果

たしてオリンピックはオリンピズムに基づいた競

技大会を開催していると考えられるのだろうか．

オリンピズムは，競技者が競い合う場面からス

ポーツにおける感動を提供することや，世界や社

会の国際相互理解を促すという側面を持ち合わせ

ているのである．しかし，オリンピックそのもの

が競技者に提供しているものは，競技者が正々

堂々と競争できないような，杜撰な競技大会の実

情とみることができる．競技者がオリンピックや

スポーツにおける規範を守り且つ逸脱しないよう

に行為するならば，オリンピックという競技大会

は，競技への問題を提供することなく，また規範

としてのオリンピックという競技大会を提供する

責任があるのではないだろうか．翻っては，競技

者をオリンピズムの理念や精神から疎外してしま

うようなオリンピックとなっていないだろうか．

1.3　競技者とオリンピックの狭間にみる問題点

本研究では，競技者とオリンピズムに則って開

催されているは
・

ず
・

の
・

オリンピックに着目すること

から始めよう．この着眼点には，社会学における

分析枠組みを援用する．すると，競技者とオリン

ピックはそれぞれ次のように捉えることができ

る．競技者は，人間の為す社会現象として考える

ことができる．それは，競技スポーツにおける不

断の努力に勤しむような競技者が現代社会の構成

員として存在しているということであって，また，

スポーツ界という社会が現代社会において実際に

あるという事実に基づく立場である12）．競技者の

議論は本論にて詳述するが，少なくともオリン

ピックは，先に不条理として指摘したような問題

が潜んでいることを確認した．しかしそれは，そ

の因果が政治的な側面にあったとしても，単なる

準備不足という側面にあったとしても，人為的に

よって引き起こされたものに変わりはない．こう

した社会におけるオリンピックの問題というもの

は，結局のところ，先と同様に人間の為したもの

の結果としてみることができる．この分析の枠組

みを整理してみると，競技者とオリンピックを二

様の観点に区別することができるだろう．このよ

うに考えるならば，二様の狭間にある相互作用の

関係を読み解いていくことで，オリンピックにか

かる人間と社会を読み解くことができるのではな

いだろうか13）．では，本研究を遂行するにあたっ

て先行研究を確認する．

本研究では，競技者とオリンピックの関係を論

じるにあたり，コークリー（Coakley）の社会理

論として述べられる検討方法を援用する．コーク

リーは，社会学者としての立場と社会という用語

の定義をそれぞれ次のように述べる．

社会学者は，社会的世界（social	world）にあ

る諸力と資源を彼らがどのように使っているのか

を明らかにするのである14）．

社会という用語は，他の集合体から自らを区別

する共有された自己同一性の感覚と政治システム

によって結び付けられ，ある特定の地理的範域に

住居する人びとの集合体を指している15）．

また，コークリーは「相互作用論」16），「批判理

論」17），「機能主義論」18）の関係性，そして「規

範」19）や「逸脱」20）ら概念との関係を次のように

述べる．

相互作用論と批判理論に基づくスポーツ社会学

を志向してきた私たちにとって，「逸脱」という

社会的用語は大きな問題を提起する．「規範」と「逸

脱」という用語は機能主義論から導き出されたも

のであり，「ノーマル」とか「逸脱」について，

社会の中に一定のコンセンサスがあることを前提

にしている．しかし，それを判断する基準を誰が

決めているのかと考えると，批判理論のテーマに

なってくる21）．
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ここでは上記コークリーの議論を援用して，社

会現象としてのオリンピックに照らし合わせなが

ら人間と社会の相互関係について述べたい．コー

クリーは社会の中に一定の合意─つまりオリン

ピックそのものへの合意─がない場合，または

社会におけるそ
・

れ
・

の判断基準が明確ではない場

合，それは批判理論の議論になると指摘する．し

かし，オリンピックには明確に，オリンピズムと

いう思想が存在している．オリンピズムとは，オ

リンピック憲章に基づいて解釈されるものであ

る．そこではオリンピックの開催にあたり，都市

や参加者がオリンピズムに合意のもとでオリン

ピックが開催されるとある．つまり，この現実世

界において，オリンピックが開催されているとい

う事実を確認するならば，オリンピックに関わる

人々は，皆ある種無条件的にオリンピズムに同意

していると言わざるを得ない．もしそうでなくて

は，オリンピックがオリンピズムに則って開催さ

れているという関係性が疑がわしい22）．

したがって，オリンピックが実際に開催されて

いるという事実に基づくならば，我々の判断基準

は「オリンピックはオリンピズムに則っているか」

という形式ですでに存在している．このような立

場から考えれば，オリンピズムという普遍的な理

念に基づき，オリンピックが開催されているとい

うことは自然である．オリンピックについては，

一般社会の中で一定の合意を得ているという前提

がある限り，人間と社会の相互関係を検討するこ

とが可能であるといえよう．この意味で，コーク

リーの議論に準えれば，批判理論を用いるのでは

なく，競技者とオリンピックの関係について，機

能主義論に導かれる規範や逸脱の概念を用いた関

係性に関する検討が有効である．また，「『逸脱』

は規範を侵害することで生じる」23）という関係性

も併せて留意しておきたい．

では次に，コークリーの機能主義論への見解を

確認する．

機能主義論では，「逸脱」を不完全な社会化や

社会組織の矛盾の結果だとみる．つまり「逸脱」は，

人びとが文化的価値や規範を学んでいない場合

や，社会の構造に葛藤や緊張がある場合に発生す

るのである．したがって，「逸脱」を抑制するには，

社会化のプロセスを改善し，社会システムの中の

構造的な葛藤や緊張，矛盾を取り除くことが一番

良い方法になる24）．

こうした意味で，競技者はオリンピックにおけ

る不完全な社会化や社会組織の矛盾の結果で逸脱

が起き，その逸脱の抑制のためには，オリンピッ

クという社会システムの中の構造的な葛藤や緊

張，矛盾を取り除くことが必要となってくる．も

し，本研究がオリンピックへの提言だけを目的と

して論じるならば，社会システムの中の構造的な

葛藤や緊張，矛盾を取り除くための具体案を提示

すればよい．しかし，本研究ではオリンピズムに

則ってオリンピックへ参加する競技者に関する問

題が根源にあった．そのため，オリンピックに対

する提言は，競技者の立場から議論を重ねて，オ

リンピックに対する提言の根拠としたい．そこで

本研究では，競技者の逸脱をめぐる議論を基軸と

して論じる．

スポーツの世界において，逸脱を主題とするも

のはその原因や社会的関係に多くの関心がある

が，選手社会の逸脱に関する体系的な研究は少な

い25）．また逸脱する競技者を客観的にみる立場で

は，別点でラベリング理論26）を用いた批判的検

討がなされている．しかし，本研究ではあくまで

「社会思想としてのオリンピック」を論じるにあ

たり，オリンピックと競技者の関係を相互作用と

いう社会的関連から紐解き，オリンピックは規範

として競技者を守るべきという立場から議論を進

めていきたい．

2．研究の目的と方法

2.1　研究の目的

オリンピズムにみる社会思想としてのオリン
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ピックが競技者を逸脱させないために，規範的観

点から如何にあるべきか考察することである．

2.2　研究の方法

本研究の方法は，競技者とオリンピズムに基づ

くオリンピックの相互関係を分析することであ

る．そのため，それぞれの立場や社会における責

任を明確にすることを踏まえて，競技者の現実問

題を切り口として逸脱の観点から検討する．具体

的には，スポーツ社会学におけるテクストである

コークリーの議論を使用して議論を重ねて，オリ

ンピックへ提言する根拠を詳らかにする．

ところで本研究は，スポーツ社会学の領域から

出発して議論を進めているが，必ずしも，先行研

究にあるような道筋は採らない27）．そのため概念

の使用に関しても，競技者がルールあるいは規範

を破るといった社会学において用いられる逸脱の

概念から出発するが，競技者の逸脱論を論じてい

くことが主題ではない．本研究では，規範として

のオリンピックが競技者を逸脱あるいは疎外させ

ないようにするための提言を念頭に議論が進めら

れる．これは社会思想としてのオリンピックの在

るべき姿を論じるためであり，現実を是正するた

めにオリンピックの現実的な問題から出発したの

はこのためである．

具体的には，オリンピックと競技者にかかる逸

脱および規範を 2 つのカテゴリーに分けて議論を

分析的に進める．一方のカテゴリーは，スポーツ

社会学において従来から行われてきた競技者の逸

脱の議論，すなわちオリンピックの規範に同調す

る競技者の逸脱に関する議論である．他方は，社

会思想としてのオリンピックが，実は競技者を逸

脱させてしまっているのではないかという，規範

としての在り方を考察する議論である．

以上の検討を通して，本研究は，競技者が逸脱

しないためのオリンピック論を視座として，その

在り方についての規範的検討を進める．

3．競技者の逸脱と規範としてのオリンピック

3.1　競技者の現実と逸脱

本章では，競技者がオリンピックの規範の源で

あるオリンピズムに同調することを踏まえ，オリ

ンピックを目的とした競技スポーツの道のりに関

する逸脱について考察する．その手始めとして，

まずは競技者の現実について論じている研究を概

観してみたい．

まず，マンデルらに依れば，「スポーツは，正義，

相互依存，共同，そして達成という重大な人生の

課題が積み重なった『場』なのである」28）．こう

した「場」における競技者の競技スポーツの生活

は，当然ながら皆全てが良い方向に向くとは限ら

ない．

吉田は「そもそも種々の困難は，競技者がそれ

相応の目標を目指して競技生活を送っていく際に

は付き物とも言えよう」29）と述べる．この指摘に

倣えば，オリンピックに向けた競技生活の過程で

は，何らか困難に陥ることが避けられない．それ

は，オリンピックが競技スポーツにおける世界有

数のメガイベントであるのだから，その競技者の

競技生活における困難は，他の一般的な競技大会

に比してより果てしないものがあると考えてよ

い．こうした吉田の困難に対する見解は，競技者

がオリンピックを目指した競技生活からの逸脱を

説明する，重要な手がかりとなり得るだろう．

次に，オリンピックへの出場などといった，競

技者が自身の目標を達成した場合はどうか．この

問いに対しても吉田は，「競技者には競技生活な

いしはその後において，種々の困難が不可避と

いっても過言ではない」30）と述べる．ここで指摘

される競技者は，自身の目標を達成するために，

競技スポーツの道のりを選択したという事実に基

づいている．その事実から，競技生活やその後も

困難からは逃れにくい．そして誰しもが営むよう

な一般的な生活に比して，競技スポーツの生活に

傾倒したことに原因が疑われている．吉田の指摘

に従えば，引退後も引き続き，何らか種々の困難
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が待ち構えている．ともすれば，競技者は現代社

会を生きるための日常生活とは別に，競技生活と

いう道のりに入ったからこその困難が日常生活に

加わることが予想できる．こうした競技者の困難

は，如何なる問題を引き起すのか．

競技者の困難には，一般的な日常生活で起こり

得るような困難とは異なる，競技スポーツ特有の

困難31）がある．本研究が，競技者とオリンピッ

クの相互関係を指摘するものであることを考えれ

ば，例えば困難が挫折やバーンアウト問題32）の

起因となっていると考える議論を避けられない．

さらに，その他の競技者問題をみれば，競技者は

子どもの頃の目標や願望をほとんど実現できない

うちに競技スポーツの世界から退くことや，競技

スポーツの世界で安定した居場所を見出そうとし

ても厳しい現実が待っていることが指摘されてい

ることも確認しておきたい33）．

しかしながら，これら議論を以ってしても，ま

たどんなに社会的な困難があろうとも，競技者が

オリンピックへ標準を合わせ，まさにいま競技生

活に生きている事実を否定することができない．

挫折という点に限っていえば，和は高い競技レベ

ルを有する競技者に限定して質的調査を行い，先

行研究における概念的な整合性を加味して「ス

ポーツにおける挫折から立ち直る過程とは，『自

己の目標が達成できなかった際に，競技の継続に

ついて葛藤し，共同的主体性の向上によって立ち

直る過程』」34）と結論づけた．すなわち，挫折か

ら立ち直ることは競技者にとって重要な課題であ

り，競技への葛藤を克服して立ち直る競技者が現

実に存在することを示している．

これに関連して，わずかな数であろうとも，実

際に金メダルを獲得している競技者の存在を忘れ

てはならない．吉田は金メダリスト K 氏のライ

フヒストリー研究において，「K 氏の競技者キャ

リアは基本的に，スポ少・中学時代は導入・基礎

期，高校時代は強化・飛躍期，大学時代は停滞期，

そして実業団時代は仕上げ期と捉えられる」35）と

述べる．K 氏のライフヒストリーをみると，困難

のような問題に無縁ということはなかったようで

あるし，少なくとも順風満帆な競技生活ではな

かったことが理解できる．K 氏にみることができ

るように，競技者には「『捨て切れ』なかった『オ

リンピック』という思いが後のオリンピック出場，

金メダル獲得へとつながった」36）という競技生活

が事実として残っている．こうした競技者は挫折

や困難を乗り越えて成功したと考えてよいだろ

う．そして少なくとも，オリンピックに関する競

技生活の道のりということからは，逸脱していな

いと考えられる．

ところで，こうした逸脱しない競技者は，その

逸脱しなかったという判断基準がひとそれぞれに

よるのではないだろうか．端的にいってしまえば，

金メダルが獲得できたから＝逸脱しない競技者と

いう簡単な話なのではなくて，やはり，ひとによっ

てそれが逸脱であったり，逸脱でなかったりする

のではないか．それは，金メダルの獲得や，オリ

ンピックへの出場，あるいは競技生活で自身が納

得するような軌跡を歩んで来たかなどといった，

ひとそれぞれの判断対象があって，その判断基準

が問題となるのではないだろうか．

いま，ここで述べたいことは，一般の存在とオ

リンピックの関係，競技者という存在とオリン

ピックの関係では，社会における相互関係やそれ

ぞれ機能する在り方が異なるという指摘である．

コークリーは，「ある場所や時間において『ノー

マル』な行動が，他の場所時間では『逸脱』とな

ることがある」37）と述べる．これはひとや場所や

条件によって，逸脱かどうかの判断に変化が認め

られるということである．生活を営む場所や環境

の別もさることながら，時と場合によっても，認

められる振る舞いや認められない振る舞いがある

ことを容易に想像することができよう．だが，実

際のところ判断基準に関しては，第三者が認めた

りあるいは認めなかったりするこの境界線こそ

が，第三者による逸脱なのかどうかの判定基準に

なり得ているにすぎないのではないだろうか．
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3.2　競技者の逸脱にみる倫理的側面

先に逸脱しない競技者をおさえて，その逸脱に

かかる判断について述べた．そして，第三者によ

る判断は，結局のところそのひとの基準に委ねら

れているのではないかという疑問を残した．本研

究における競技者は，オリンピックの規範と考え

るオリンピズムに基づいて，オリンピックに向け

た競技生活を営むことを想定している．すればひ

とまず，そのような競技者が社会学の観点から如

何に着目されるか確認しておきたい．次に，この

ような競技者の逸脱という行為がどのように考え

られるか検討する．引き続き，コークリーの議論

を参照する．

近年，スポーツ関係者の「逸脱」が広く注目を

集めるようになった．フィールド上でのルール違

反やフィールド外での犯罪行為の報道が増え，そ

うした行為を抑制するのは難しいと人びとは感じ

ている．多くの人が，スポーツは人格を形成する

と信じているだけに，スポーツでの「逸脱」事件

は人びとを失望させ，社会全体の道徳が低下して

いると思わせる．そして人びとは，金と欲が規律

や自制心の欠如と結びついて，スポーツの純粋さ

とスポーツマンシップを壊してきたと考える38）．

はじめに，この議論は，競技者に特化した観点

から述べられていないことを確認したい．つまり，

競技者の行為から派生した物事が分析の対象であ

る．しかし，これはスポーツ関係者の話であるが，

競技者という存在も逆説的に含まれていると考え

ることが自然であろう．ともすれば，競技スポー

ツにおける逸脱の事例についてもまた，コーク

リーが述べる議論に当てはまるようにスポーツの

現実を分析してみよう．コークリーは次のように

述べる．

スポーツにおいてルールを破る人びとを，機能

主義論のように道徳的に破綻していると言えない

場合がある．選手は，スポーツにおける自分たち

の決断や行為を導く規範を自ら創り出し，それを

維持しているのである．したがって，選手がプレー

する実際の状況の中で，彼らの経験を検討し，「逸

脱」を説明する必要がある39）．

ここでは，競技者の行為を倫理的側面から分析

することにする40）．コークリーが述べる競技者の

行為は，どのように結果を齎したかという構造を

詳らかにするためである．例えば，競技スポーツ

における競技者の逸脱として，サッカーにおける

ファールが倫理的に問われる場面を考えてみた

い．

サッカーの場面を想像されたい．ストライカー

はゴールキーパーまで抜いて，あとはゴールに押

し込むだけの状況で，ペナルティエリア内に侵入

した．そしてストライカーは，シュートすること

を考えながらドリブルをしている．その時，後ろ

からきたディフェンダーはファールを犯して，相

手チームにペナルティキックを与えた．

この場合，ディフェンダーはファールを犯した

のであるが，倫理的に問われたのは，人間が犯し

たファールという行為である．ルール上では，

ファールすることが違反であるために，倫理に反

する行為すなわち逸脱として考えられる．この場

面をコークリーの議論でいえば，多くの人はス

ポーツが人格を形成すると信じていたとしても，

こうしたファールというスポーツにおける逸脱が

人びとを失望させるのであるし，ひいては，競技

スポーツという社会全体の道徳の低下を嘆かせる

要因になるかもしれない．さらにコークリーの議

論を読み進めると，こうした逸脱が起因となって，

スポーツや競技スポーツの実際とは直接的に関係

のないものまで関連づけられる可能性がある．こ

うして引き起こる問題は，一般社会に間違った情

報が蔓延する可能性である．例えば，競技者が

ファールという行為を犯したという事実は，むし

ろ競技者がファールすることを当然のことである

かのごとく捉えてしまい，翻っては，ファールと

いう逸脱が原因で野蛮なスポーツ界というイメー
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ジが作り上げられるのである．このように，ここ

までの議論では競技者が犯したファールという行

為を問うている．

しかし，その一方で，ファールという行為は競

技スポーツにおけるひとつの構成要素とみること

もできる．このように考えるならば，なぜ競技者

がファールをしたのか，そこにどのような考えが

あって行為に及んだのかなど，いくつもの条件を

判然とさせる必要がある．そうした現状が明らか

にならなければ，どこから逸脱であって何が逸脱

とされる基準なのか揺曳を孕む．強い口調でいえ

ば，真理を遠ざける．このような逸脱にかかる判

断は，一体誰がどのようにして判断基準を規定す

るものだろうか．こうした状況は，様々な競技ス

ポーツの場面で起こり得る問題である．コーク

リーはスミス（Smith）の議論に基づいて，次の

ような問題意識を述べている．

私たちは新しいアプローチとガイドラインを必

要としている．スポーツの理想を過去に求めるこ

とはできない．パラリンピックにおける新しいテ

クノロジーが，公平さをめぐる数多くの難題を生

み出しているし，新型水着が多くの記録を書き換

えてしまったことは記憶に新しい．私たちは常に

新しい問題に直面しており，それに対処するため

には，不断に新しいアプローチを採ることになる41）．

こうした競技者の逸脱をめぐる現実を検討の課

題とするならば，我々はどのように逸脱の議論を

考えることができるのか．ここでは，競技者とオ

リンピックにかかる相互関係を，いま一度分析的

に考察する必要があるだろう．

コークリーの議論を見ると，逸脱だけに頼って

議論をすることに限界があると理解できる．この

ような見解に対しては，議論の転換をはかって対

応してみたい．ここでは，競技者とオリンピック

をそれぞれ A と O とし，それを判断しようとす

る第三者（判断者）を仮定する．第三者は A と

O の関係を判断する立場である．すなわち，これ

までの議論では，筆者が第三者として逸脱を述べ

てきた立場である．しかし，上記コークリーの指

摘に鑑みれば，第三者として判断するような筆者

の立場は，あくまで立脚するひとつの立場から述

べている逸脱の議論にすぎない．そこで，「オリ

ンピズムに則っているはずのオリンピックという

規範の在り方」について提言するためには，コー

クリーによって限界の示された A と O の関係を

徹底的に逸脱の観点から論じるより，逸脱と並ん

で提示した規範の観点に焦点を当てて論じていく

ことが妥当のように思われる．さらにいえば，こ

れより A と O の関係を規範の観点に転じて議論

することは，逸脱の議論のときと変わらず，機能

主義論の範疇であるため議論の外郭を超過しな

い．よって，逸脱の観点からみてきた見地を担保

しつつ，次に規範の観点から検討することは，逸

脱概念を用いた議論では限界があって視えなかっ

た競技者とオリンピックの関係性を浮き彫りにす

る期待がある．

スポーツ社会学の研究手法としての機能主義論

なる枠組みや逸脱および規範の概念を入り口とし

て議論を始めたが，本研究で次に論じることは，

競技者がノーマルに─すなわちオリンピズムに

則ってオリンピックを目指しているという意味で

─基づく場合の，オリンピックという競
・

技
・

大
・

会
・

の規範的な在り方である．

そこで次に，機能主義の立場へ立ち返り，オリ

ンピックにおける規範と，競技者の逸脱の関係性

を考察する．このように，競技者とオリンピック

の相互作用関係を論じれば，先とは異なる逸脱の

側面が浮き彫りになる．コークリーは，次のよう

に述べる．

機能主義論では，不正や不平等に対する抗議行

動が「逸脱」とみなされることさえある．だから

私たちは，何が「逸脱」なのかを決める社会的な

コンセンサスはない，というところから始めよう

と思う．しかし，道徳や法律に反したり，アンフェ

アな行動や競技者を傷つける行動を認めているわ
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けではない．そうした行動をそれに関わった人々

の考え方と置かれた文脈から理解する必要がある

のであり，何が「ノーマル」で何が「逸脱」かと

いう一般的な考えを受け入れる必要はないと考え

ている42）．

まず，この議論に倣えば，我々が逸脱だと判断

するための社会的コンセンサスはない．ともすれ

ば，競技者がオリンピックにおいて逸脱したと決

めることになるような社会的コンセンサスはな

い．このコークリーの議論は方法論の検討と多少

重なるところがあるが43），少なくとも競技者の行

為や行動をみるとき，それにかかる競技者の考え

方と，そうした競技者の置かれている社会的位置

を文脈から理解する必要があると述べる．

競技者からみるオリンピックの考察では，競技

者がどうすればノーマルである，つまり逸脱でな

いとか，逸脱であるとか議論することが必ずしも

答えを導かないことを認識する必要がある．それ

は，競技者やオリンピックの関係について第三者

によって判断されることになるその基準が，ひと

によって異なるということに基づくのである．こ

れは，一般論的な見地をおさえて判断基準を示す

ことに注力するのではなく，徹底的に判断するひ

と自体の立場や考え方の分析を必要とするという

ことである．

ここで本研究は，オリンピズムに基づいてオリ

ンピックに参加する競技者や，オリンピックの規

範の源であるオリンピズムに同調する競技者とい

う存在を前提としていることに立ち返ろう．そし

て，競技者がオリンピックという規範へ同調する

時に起こり得る逸脱を，競技者の立場や考え方の

観点から検討する．

3.3　競技者の逸脱を超えて：規範への過剰同調

競技者は，先のスポーツ倫理の側面から展開さ

れたような規範に同調するという形式がある．こ

れを踏まえて本研究では，次に，競技者がオリン

ピックという規範へ─すなわち二様それぞれが

オリンピズムへ基づいて─同調することを念頭

に，競技者の逸脱を議論したい．

コークリーによれば，競技者は規範に同調する

にあたって，過剰同調しやすい．それは競技者と

いう存在であるがゆえに，逸脱的な過剰同調は表

出する．この議論の根拠は，次のコークリーの引

用から確認したい．

選手は自分たちのスポーツ経験を定義し評価す

る基準として「逸脱的」な過剰同調を用いること

が多いのである．しかも，ほとんどの選手は，ス

ポーツ倫理の規範への過剰同調が「逸脱的」だと

は思っていない．むしろ，選手としてのアイデン

ティティを再確認し，特別な集団のメンバーであ

り続け，普通の人びとの退屈で変わり映えしない

生活と区別するために必要なものと考えている44）．

ここでは，一般の人びとと比較して，競技者の

特性が指摘されている．競技者は，逸脱的な過剰

同調を必要なものとして考えている．すると，こ

のような競技者という存在にあって，オリンピッ

クの規範を逸脱的に過剰同調するとは一体どうい

うことになるのか．このような性向にある競技者

に対して，ここではオリンピックが逸脱的な過剰

同調を促進させてはいないか検討することを念頭

に分析したい45）．

逸脱に関する競技者の立場は，規範に同調する

という意味で目的的である．こうした立場を逸脱

の観点から考察するとき，競技者がオリンピック

において何らかの成功を目指していると考えられ

るが，逸脱の議論においては「今，スポーツにお

ける成功とは何かについて明確な定義がない」46）

と述べられている．こうした競技者の事実を目の

当たりにすると，競技者が規範から逸脱する背景

には，次のような問題が指摘されている47）．

⑴	記録や勝利をめぐる新たな金銭的誘惑

⑵	若い競技者の人生や，アイデンティティにおけ

るスポーツ参加の新たな意味
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⑶	パフォーマンスを高める新テクノロジー

⑷	イメージを重要視する新しいタイプの企業スポ

ンサーなどに囲まれている

上記の問題は，現代の競技スポーツの世界に生

きる競技者にとって，切り離すことのできない社

会問題である．それは，競技者の逸脱の要因とな

り得るからである．そしてこの 4 つの問題は，現

実のオリンピックを取り巻く現実として考えるこ

とができる．このように考えるのも，競技者とオ

リンピックには，まさにこうした社会問題が取り

巻いている現実が本研究のはじめに指摘されたか

らある．ともすれば，競技者が逸脱する背景に潜

むこれら 4 つの問題は，オリンピックが競技者に

提供している現実そのものである．そこで本章で

は，競技者とオリンピックの関連性を解くことを

試みる．

記録や勝利をめぐる新たな金銭的誘惑は，競技

者としての本能ともいうべき卓越への働きと，そ

の競争的価値への対価が天秤にかけられる．それ

は，競技者という人間の行為と，その行為に価値

を認めて報酬を与えるということに他ならない．

オリンピックとの関連から考えれば，実際に日本

オリンピック委員会（JOC）は競技者へ報奨金を

出しているし，また記録や勝利のためにスポンサー

や所属チームとの関わりが浮かび上がる．すると，

一般水準を超える報酬や給料を獲得する機会が提

供されるという意味で，金銭的誘惑となり得ると

考えられる．こうした例は，金銭的誘惑に関する

氷山の一角であると思われるが，少なくとも競技

者とオリンピックは複雑に関連している．記録や

勝利それ自体は，競技者にとって目指すものであ

る．報酬や給料それ自体は，競技者にとって必要

なものである．ともすれば，オリンピックが競技

者へ与える影響は計り知れないものがあるから，

競技者という存在と社会的に関連しているという

こと，そして互いにオリンピズムに同調するもの

であることを強く認識する必要があるだろう．

若い競技者の人生やアイデンティティにおける

スポーツ参加の新たな意味をめぐる問題は，少々

難しい問題である．というのも，競技者として成

功しようと失敗しようとも，競技者が若くとも老

いていても，全てはスポーツという思想が社会に

浸透していなければ，「競技者」という在り方や

先の競技生活のような道のりを選択している存在

を，社会的に救うことが難しいように思われる．

換言すれば，社会におけるスポーツの立場が本質

的な問題である．しかしながら，現実的な問題と

してみれば，若い競技者がスポーツで失敗しても

人生に影響を与えることのないように，また競技

者という在り方が認められるように，競技スポー

ツの社会は競技者を逸脱させないための機能を持

つことが重要である．そして，このような社会的

な機能の充実のために，オリンピックはその在り

方を常に更新して，社会を変えていくような機能

をもつことが望まれる．

パフォーマンスを高める新テクノロジーは，

ドーピング問題や競技用具の進化などによって引

き起こされる問題に代表されるだろう．それはあ

る種，競技者のより高く，より早く，より強くと

いう願いを達成させてくれる．しかし，競技スポー

ツに定められたルールがあるのだから，競技者は

ルールに従う義務がある．この議論の詳細は，倫

理的研究に詳しいのでここでは詳述しないが，少

なくとも，社会的にみて常識外れなのであれば，

それは競技スポーツの社会でも一般の社会でも同

様に，逸脱に値する．そのために，オリンピック

は競技者にとって規範であるから，ルールという

法を整備して，さらに競技活動の妨げとならない

「場」を提供することに重きを置かなければなら

ない．

イメージを重要視する新しいタイプの企業スポ

ンサーなどに囲まれることは，競技者の生き方に

影響を与えるかもしれない．これは次のような

ケースが考えられる．ひとつは競技者の生き方，

そのイメージが採用する企業にとって最も重要な

観点であるために，競技者が生き方を変えること

が難しくなると予想できる．すると競技者は，自
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分の生き方や在り方への気づきに対応することが

できないばかりか，本心が異なるばかりに，企業

の要望に合わせた競技者という生き方を演じてし

まうかもしれない．これは間違いなく社会が競技

者を逸脱させている．あるいは，競技者としての

在り方から逸脱させている．これは，オリンピッ

クに向けた競技生活において，競技者がスポン

サー企業に採用されたいがために，社会的逸脱を

アピールするような状況である．この場合では，

競技者が人生を，オリンピックそのものに振り回

されていると考えられる．競技スポーツの社会は，

金銭のように人間を誘惑するものや，誘惑に負け

るかもしれない競技者など，それぞれの考え方や

生き方が連関して成り立つものであることを再確

認しなければならない．

競技スポーツの社会は，人間の卓越への願いを

科学が実現してきたという意味で発展してきた．

しかしながら，上記したように，競技者を誘惑す

るような問題がある．競技スポーツの社会は，良

きことも悪きことも競技者に準備しているといえ

るのではないか．競技スポーツの社会は悪である

と主張するつもりはないが，少なくとも，競技ス

ポーツの世界において現実的な問題が指摘される

ことは，競技者にとっての悪きことが提供された

証左である．

3.4　 オリンピックはなぜ規範でなければならな

いか

これまで競技者の逸脱論を基軸として，競技者

はどのような競技生活を送るのか，競技者の逸脱

はどのように考えることができるのか，競技者は

どのようにしてオリンピックという規範から逸脱

しないか，翻っては，オリンピックが競技者を逸

脱させないために重きをおくべき観点を述べてき

た．そしてコークリーの議論からは，「『逸脱』は，

規範を侵害することで生じる」48）と述べることを

前提に考察してきた．これは規範への過剰同調と

いう関連から，競技者のいき過ぎた行為となるこ

とを指摘した．しかし，これまでの考察では「逸

脱しない競技者」という存在を否定しなかった．

つまり，これまで議論では，オリンピズムに則っ

てオリンピックに参加する競技者や，オリンピッ

クの規範の源であるオリンピズムに同調する競技

者ということを前提に述べてきた．そこで最後に，

本研究がなぜこのような競技者を保証し，また，

オリンピックが競技者という存在を守るべきであ

ると考える根拠を示したい．

競技者は，困難や挫折が待ち受けていようとも，

競技スポーツの世界あるいは社会で生きる存在で

ある．その競技生活では，人生における目標の大

きさに比例して，その代償が大きい．しかし競技

者の中には，その目標が競技スポーツ界のメガイ

ベントであるオリンピックであろうとも競技生活

に「善さ（good）」49）を求めて活動する存在がある．

それは，「徳としての競技者」50）といえる．つまり，

競技者という存在をいわば本質的に生きているよ

うな存在である．このような競技者は，社会にお

ける立場や自身が置かれている環境などはすべて

自身の中で承認している51）．こうした意味で，オ

リンピックにおけるオリンピズムに基づくような

存在とは，逸脱しない競技者として換言して述べ

ることができた．そして，こうしたオリンピズム

に基づく競技者がいるならば，オリンピック自体

もオリンピズムに基づくことは規範としての最低

条件であるし，何よりオリンピズムに基づいたオ

リンピックが準備・運営される必要があるだろう．

このような意味で，社会思想としてのオリンピッ

クは，競技者に対して規範でなければならないし，

また，競技者が陥りやすい先の問題群から守るた

めに準備されなければならない．

4．結論

徳としての競技者という存在を前提にすると，

オリンピックは規範として在る責任があり，また，

オリンピックとして滞りなく開催する責任があ

る．それは競技者とオリンピックが互いにオリン

ピズムという理念に同調しているためである．こ
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のように考えると，オリンピックの在り方は，競

技者が同調するオリンピズムという規範そのもの

に通じているのだから，競技者を逸脱させないこ

とに重きをおくべきである．時代の趨勢は，オリ

ンピック・パラリンピック・ムーブメントを推進

しているが，結局のところ，競技者を欠いては成

り立たない．また，オリンピックが競技者を無下

に扱うことが世界に発信されるならば，そもそも

オリンピックは未来に残っているのであろうか．

逸脱しない競技者を守り，且つ社会思想として

規範的なオリンピック論があることは，少なくと

も競技スポーツ界が今後を見据える指針となり得

る．この提言は，競技スポーツの世界のみに支持

されるだけに収まらない．オリンピックとは，オ

リンピズムに則って開催され且つ卓越した競技者

が競い合うからこそ，人々に感動やスポーツのよ

さを届けることができるコスモポリタニズム的な

社会装置なのである．だからこそ，オリンピック

は，その規範たる社会思想を保ち続けている必要

がある．そしてオリンピックは，オリンピズムと

いう点で共鳴者ともいうべき競技者が正々堂々と

競い合う競技環境を準備する必要がある．

本研究では，オリンピックにおける競技者とい

う存在の重要性から，オリンピックへの提言を試

みた．これはあくまで競技者とオリンピックの関

係性から導かれる結論である 52）．これから 2020

年の東京オリンピック競技大会を控えるわが国

は，その成功を支える競技者という存在を重々認

知したうえで開催する必要があるだろう．いま，

様々な問題を抱えるオリンピックは，オリンピズ

ムに則った規範を常に発信する社会装置として，

競技者をより善く教導することが先決であるよう

に思われる．
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（IOC）との関わりを抜きに語れない．「IOC

は『オリンピズム』という社会運動のリーダー

とみなされている．この運動の主義はピエー

ル＝ド・クーベルタンによって概略が定めら

れ，現在ではオリンピック憲章として定めら

れている」．ピーター・ドネリー・ブルース・

キッド（2016）国際オリンピック委員会の道
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徳的権威─将来への提言─．スポーツ社

会学研究 14，p.16.
4）	 野上は「クーベルタンが提唱する平和とは，

オリンピックのための一時『休戦』する『平和』

志向の社会を意味し，オリンピックとそれを

支えた社会の平和，そしてその両者の有効な

関係とに理想的な人間・社会のあるべき姿を

見出していた」と述べている．野上玲子（2016）

オリンピズムの平和思想に関する哲学的探求

─カントの平和思想を手掛かりとして

─．体育・スポーツ哲学研究 38-2，p.136.
5）	 たとえばオリンピックに関して，有形と無形

のレガシーの研究が近年盛んであるが，社会

的機能を持つものを考えるならば，後者のレ

ガシーは前者レガシーの原動力になるという

意味も含めて社会的な期待がある．無形のオ

リンピック・レガシーについての詳細な情報

は，次の論文を参考にされたい．舛本直文・

本間恵子（2014）無形のオリンピック・レガシー

としてのオリンピックの精神文化．体育・ス

ポーツ哲学研究 36-2，pp.97-107.
6）	 オリンピックを批判的に検討する研究は数多

いが，ここではオリンピックの商業化に関す

る IOC 組織批判を展開したドネリーの主張を

代表的なものとして引用したい．「今の IOC

は一種の多国籍企業のような理事会とみなす

こともできる．オリンピックの『ブランド』

を売り，その利潤の最大化を目指す」ピーター・

ドネリー・ブルース・キッド（2016）前掲論文，

p.16.　その他，オリンピックにおける問題群

は次の研究の冒頭に詳しい．山本教人（2010）

オリンピックメダルとメダリストのメディア

言説．スポーツ社会学研究 18-1，pp.5-26.　
7）	 ロイ（J.	W.	Roy）は，オリンピックの開催に

ついて，道徳的妥当性，スポーツにとっての

妥当性，実用的（経済的）妥当性などの観点

から論じて，「オリンピック大会はこれだけの

経済的・人的資源の浪費に値するものか？」

という結論を述べている．ジョン・W・ロイ

（2006）オリンピックをなぜ開催するか．スポー

ツ社会学研究 14，p.14.
8）	 高井はドーピングについて，次のような見解

を示す．「ドーピング問題とは基本的に『身体

を所有する個人』対『スポーツを統制する組織』

という枠組みの中で存在してきた．これは，

一般社会にみられる薬物規制（覚せい剤など）

と同様に，『個人』対『社会統制』という図式

である」．高井昌吏（2009）スポーツにおける

ドーピングに関する研究社会学的考察─ラ

ンキング機能に着目して─．スポーツ社会

学研究 17-2，pp.77-88.
9）	 丹羽劭昭（1982）スポーツと生活．朝倉書店：

東京，p.	42.
10）	 J.D. マンデル・J.R. マンデル（1997）現代スポー

ツへの新たなアプローチ．スポーツ社会学研

究 5，p.51.
11）	 一般的なオリンピズムの解釈に関して，「オリ

ンピックの背景にある理論的なイデオロギー

は，フェアプレー精神，万人のスポーツ参加，

および“Citius,	Altius,	Fortius”（より早く，

より高く，より強く）というオリンピック・モッ

トーものとで卓越を競い合うことである」ジョ

ン・W・ロイ（2006）前掲論文，p.10. と述べ

られるような立場を確認しておきたい．本研

究では以後，しばしば「オリンピズムに則る

/ 基づく競技者」という見解を示すが，上記

の議論に依拠した競技者を述べていることを

併せて確認されたい．具体的には，スポーツ

を通じて世界や社会に何らか貢献しようとす

るような競技者である．
12）	 ここで示した社会現象としての競技者の意味

範囲は，その一存在者（個人）のみならず社

会において「競技者」と謂われる存在の総体

を指す．端的にいえば，単数でなく複数に捉

えている．こうした競技者は時として，「個人

の行為を越え，いわば超個人的な合成力とし

て個人のスポーツを支配」することになる．

丹羽劭昭（1982）前掲書，p.	42.
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13）	 スポーツ社会学の研究手法の一例として，た

とえば西山は，スポーツと社会という分析枠

組みを用いて，グローバリーゼーションの観

点からスポーツが，分断する様々な差異を乗

り越えるものであることを論じている．西山

哲郎（2001）差異を乗り越えるものとしての

スポーツ─スポーツにおける文化帝国主義

とグローバル文化の可能性．スポーツ社会学

研究 9，pp.106-138.	この枠組みに比していえ

ば，本研究は，競技者とオリンピックという

分析枠組みを用いて，逸脱や規範の観点から，

競技者がオリンピックの成功のために欠くこ

とのできない存在であることを論じていく．
14）	 J・コークリー・P・ドネリー著：前田和司・

大沼義彦・村松和則共訳（2011）現代スポー

ツの社会学─課題と共生への道のり─，

南窓社：東京，p.9.
15）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

p.9.
16）	 相互作用とは，「人々が行為にやり取りを通じ

て互いに影響を与え，また，与えられる過程

を指している」船津衛（2012）相互作用．現

代社会学事典．弘文堂：東京，pp.814-815.
17）	 批判理論とは，「現存の社会に対していかなる

批判の意図を抱くことなく，その仕組みを分

析・記述をもって事足れりとするような社会

理論は，世に存在すまい．（中略）内容こそ異

なれ，解放への関心こそが社会の現状に対す

る批判的実践の一翼として自らの理論活動を

位置づける点に，批判理論のアイデンティティ

は認められる」藤野寛（2012）批判理論．現

代社会学事典．弘文堂：東京，pp.1068-1069.
18）	 機能主義とは，「ある事象を，その事象の事象

以外に対する，またはその事象自身を含む全

体に対する，何らかの貢献的または逆貢献的

作用によって把握する立場一般をいう」宮台

真司（2012）機能主義．現代社会学事典．弘

文堂：東京，p.253.
19）	 規範は，次の 7 つに類型化されている，すな

わち，行為の選択を導く非人称的予期，行為

の評価の基準，行為の意味，倫理的な規範，

文法性・合理的と倫理性，規範の共有，非明

示的な規則である．大庭健（2012）規範．現

代社会学事典．弘文堂：東京，pp.259-260.
20）	 逸脱に関する先行研究は多くある．たとえば，

逸脱とは小笠原が「サッカーの群衆の中には

社会規範から『逸
ディビアンシー

脱』した行動を取る人々が

いる」と述べることに象徴される事態である．

小笠原博毅（2016）イギリスのサッカー研究

の系譜とカルチュラル・スタディーズ．スポー

ツ社会学研究 24-1，p.37.	その定義は，「社会

的には，既存の規範から外れた行為を逸脱と

いう」のであって，「逸脱の本質は，その行為

者の属性や行為内容それ自体にあるのではな

く，それを逸脱と見なす認識活動のなかに潜

んでいる」と説明される．しかしながら，「社

会成員の全てがその逸脱定義に正当性を認め

ているわけではない」とされている．土井隆

義（2012）逸脱．現代社会学事典．弘文堂：

東京，p.54.	
21）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）前掲書，

p.66.
22）	 この点について，本研究ではオリンピックの

開催が強制的であるとかの議論はしない．あ

くまで本研究の立場は，競技者の現実とオリ

ンピックの現実にみるその関係性を問題とす

るのである．
23）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）前掲書，

p.71.
24）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

p.69.
25）	 たとえば，コークリーは次のように述べる．「競

技者社会における『逸脱』に関する体系的な

研究は数少ない．メディアは『逸脱』の原因を，

競技者の精神的な弱さや自制心の欠如に求め

るか，報酬や勝利を過剰に意識することに求

めるが，それがスポーツの文化や組織，ある

いはスポーツの周辺で産み出される社会的世
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界のダイナミクスと関係しているという議論

がほとんど無い．競技者の『逸脱』を再検討

するとき，『逸脱』が競技場内で起こったこと

なのか，その外で起こったことなのかを区別

することは重要である．両者は異なるタイプ

の規範とルールに関わっており，異なる原因

と結果を持っている」J・コークリー・P・ド

ネリー（2011）同上書，p.79.
26）	 ラベリング論とは，「逸脱の中核にあるものは，

社会によって逸脱というラベルを貼られるこ

とであるとする見方．『理論』と呼ばれるが，

意図的・主体的に体系的な理論として提示さ

れたことはない」南保輔（2012）ラベリング

理 論． 現 代 社 会 学 事 典． 弘 文 堂： 東 京，

pp.1308-1309.
27）	 その好例として，J.D. マンデル，J.R. マンデ

ルが「現代スポーツへの新たなアプローチ」

として日本スポーツ社会学会第 5 回大会基調

講演で述べた研究の立場と対比することで浮

き彫りになるだろう．J.D. マンデル，J.R. マ

ンデルが述べる研究の立場は，「我々は，スポー

ツの中身を検証し，その影響と魅力の根元を

探ってみたい．スポーツを堕落した活動とし

てみたり，また，資本主義を擁護したり，変

革しようと人々を導く政治の場としてみたて

たりするより，ス
・

ポ
・

ー
・

ツ
・

自
・

身
・

の
・

中
・

に
・

重
・

要
・

性
・

と
・

積
・

極
・

性
・

を
・

み
・

い
・

だ
・

す
・

も
・

の
・

だ
・

と
・

考
・

え
・

た
・

い
・

（傍点筆

者）」と述べた．J.D. マンデル・J.R. マンデル

（1997）前掲論文，p.51.	上記の研究の立場の

骨子に倣いつつ，本研究がその立場を述べる

ならば，「競技者はオリンピック競技大会を目

指す生活の最中で多くの可能性を見つける

が，競技者自身の中に重
・

要
・

性
・

と積
・

極
・

性
・

を認め

たうえで，そこから帰納的に社会思想として

のオリンピック論を導くこと」といえるだろう．
28）	 J.D. マンデル・J.R. マンデル（1997）同上論文，

p.56.
29）	 吉田毅（2001）競技者の困難克服の道筋に関

する社会学的考察．体育学研究 46-3，p.242．

30）	 吉田毅（2006）競技者の転身による困難克服

の道筋に関する社会学的考察：元アメリカ杯

挑戦艇クルーを事例として．体育学研究 51-2，

p.126.
31）	 たとえば，吉田が指摘する「困難」のほか，

競技者であることによる外傷，競技における

慢性的な怪我，また，引退後は転職不利（セ

カンドキャリア）の問題など考えられよう．

岡部は「勝利が過剰に期待される構造に組み

込まれた競技者は，競技スポーツにおいて一

元的な指向性に拘束され，結果として『重圧』

を背負うことになる」と述べ，競技スポーツ

における「敗北や挫折は，競技者としてのア

イデンティティの喪失にもつながりうる問題

性を有している」と述べる．岡部祐介（2010）

マラソン競技者・円谷幸吉の自死に関する一

考察─競技スポーツおよび競技者の問題性

との関連から─スポーツ教育学研究 30-1，

p.21.
32）	 バーンアウトは，バーンアウト・シンドロー

ム（burnout	syndrome）のことであり，燃え

尽き症候群などと呼ばれる一種の精神疾患の

状態である．競技者のバーンアウトについて

の詳細な情報は，次の論文を参考にされたい．

吉田毅（1994）スポーツ的社会論からみたバー

ンアウト競技者の変容過程．スポーツ社会学

研究 2，pp.67-79.
33）	 プティパ・シャンペーン・チャルトラン・デニッ

シュ・マーフィー：田中ウルヴェ京・重野弘

三郎訳（2005）スポーツ選手のためのキャリ

アプランニング．大修館書店：東京，pp.136-

138．
34）	 和秀俊・遠藤慎太郎・大石和男（2011）スポー

ツ選手の挫折とそこからの立ち直り過程：男

性中高生競技者の質的研究の観点から．体育

科学研究 56，p.101.
35）	 吉田毅（2010）金メダル獲得をめぐる競技者

のキャリア形成プロセス─ノルディック複

合金メダリストのライフヒストリー─．ス
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ポーツ社会学研究 18-1，p.56.
36）	 吉田毅（2010）同上論文，p.56.
37）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）前掲書，

pp.66-67.
38）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

p.67.
39）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

p.70.
40）	 ここでは道徳的な行為に対する倫理的な分析

を行う．コークリーもまた，選手がスポーツ

倫理の規範に過剰同調する理由を以下の 3 点

のように述べる．「1．スポーツをプレーする

ことは非常にエキサイティングなので，選手

は関わり続けるためなら何でもしようと思

う．2．一流競技スポーツでプレーできるかど

うかは，スポーツ倫理の規範に自ら過剰同調

できるかにかかわっている．コーチたちは過

剰同調したものを賞賛し，チームの規範とす

る．3．規範的限界を超えることは，人生にド

ラマや興奮を持ち込む．チームメイトのため

に自分の身を危険にさらし，チームメイトに

も同じことを期待する『自分たちを守ろうと

する心理』で選手たちを結びつけるからであ

る」J・コークリー・P・ドネリー（2011）同

上書，p.75.
41）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

p.91.
42）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

pp.66-67.
43）	 ここで文脈を整理しておくと，先は競技者を

逸脱させてしまう要因について論じていた

が，今は逸脱の定義に関する議論をしている．
44）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）前掲書，

p.75.
45）	 選手の性向については，コークリーが次のよ

うに類型化している．「1．選手は，なにより

も『試合』のために身をささげる．2．選手は

卓越性のために努力する．3．選手はリスクと

痛みを伴うプレーを受け入れる．4．選手は可

能性の追求を妨げるものを認めない」J・コー

クリー・P・ドネリー（2011）同上書，pp.73-

74.
46）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

p.91.
47）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

p.91.
48）	 J・コークリー・P・ドネリー（2011）同上書，

p.71.
49）	 善（good）とは，「人間の内に実現される善

は行為の終極目的となるものであり，それは

人間の自然本能の完成である理性の現実活動

が人間の生の全体において達成されているこ

とである」．廣松　渉・子安宣邦・三島憲一・

宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士

編（1998）岩波哲学・思想事典．岩波書店：

東京，pp.	949-951．
50）	 徳としての競技者については以下の論文を参

照．ここではよき競技者とは何かということ

を基軸に，競技者の実践的生について述べら

れている．佐藤洋（2017）有徳な状態からみ

る競技者論：アリストテレスの実践学を導き

手として．博士論文（日本体育大学），pp.122-

124.
51）	 徳としての競技者は，スポーツが文化や社会

関係が生み出し且つ変化する場であることを

「知」として蓄えている．佐藤洋（2017）同上

論文．pp.123-124.
52）	 	少なくとも，オリンピックを支える関係者を

始め，準備や設営に関わるひとやボランティ

アなど個人を競技者より低く評価するもので

はない．競技者がオリンピックにおいて卓越

性を示したとしても，完璧な競技者として認

められるべきことを主張するものではない．

	 （受理日：2017 年 8 月 24 日）
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Abstract

This	study	aims	to	explore	the	current	situation	and	future	challenges	of	Olympics	education	

conditions	in	universities,	based	on	the	results	of	a	survey	administered	to	our	students	on	their	

expectation	from	the	university	regarding	the	Olympics	and	Paralympics	and	their	knowledge	of	

the	Olympics.

To	determine	students’	knowledge	of	 the	Olympics,	 the	 following	 two	research	objectives	

were	established	based	on	 the	assumption	 that	 the	 length	of	students’	career	 in	competitive	

sports	influences	their	level	of	knowledge:

1）　	To	test	the	hypothesis	that	the	longer	the	career	 in	competitive	sports,	the	more	is	the	

general	knowledge	of	students.

2）　	To	test	the	hypothesis	that	students	who	have	grasped	the	Olympic	spirit	and	history	of	

the	Olympics	have	acquired	general	knowledge	about	the	Olympics.

According	to	the	results,	Expectation	to	the	Olympics	and	the	Paralympics	for	the	university	

of	our	student,	“success	of	the	alumni”	scored	the	highest	and	accounted	for	nearly	a	quarter	of	

the	total	score,	followed	by	“volunteer	recruitment,”	“some	involvement,”	and	“increase	in	work	

related	to	the	Olympics	and	Paralympics.”	Results	of	a	gender-based	analysis	revealed	that	wom-

en	have	higher	expectation	for	“an	increase	in	work	related	to	the	Olympics	and	Paralympics”	

and	“volunteer.”	This	reflects	the	fact	that	although	they	are	in	the	third	year	of	study,	women	

are	 forming	expectation	about	 the	Olympics	and	Paralympics	 that	will	have	some	 impact	on	

them	after	their	graduation.

The	mean	rate	of	correct	answers	 to	 the	Olympics	knowledge	questions	（50	 in	 total）	was	

48.1％ ,	which	is	less	than	a	majority.	The	rate	for	elementary	questions	was	74.5％ ,	which	sug-

gests	that	nearly	two-thirds	of	the	respondents	had	accurate	understanding.	However,	the	rate	

for	 intermediate	questions	was	approximately	40％	and	that	 for	advanced	questions	was	 less	

1　 Expectation and Understanding of the Olympics and Paralympics among University Students Studying 
Physical Education

2　 Yoda Mitsuyo,  Sociology	of	Sport
3　 Kiyomiya Takafumi,  Sociology	of	Sport
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than	40 ％ ,	which	cannot	be	considered	a	good	performance	for	university	students	studying	

physical	education.

To	examine	the	validity	of	Olympics-related	knowledge,	 factor	analysis	was	conducted	with	

the	50	questions	on	the	topic.	After	eliminating	factors	with	less	than	0.350	loading	in	absolute	

value,	three	factors,	“spirit,”	“history,”	and	“knowledge,”	were	extracted.	Using	these	factors,	a	

hypothetical	model	was	constructed	and	tested	with	structural	equation	modelling,	which	yield-

ed	results	that	largely	met	the	criteria.	Thereafter,	based	on	the	assumption	that	the	length	of	

career	in	competitive	sports	exerts	influence,	hypothesis	1）,	the	longer	the	career	in	competi-

tive	sports,	the	more	is	the	general	knowledge	of	students,	was	tested.	However,	no	correlation	

was	found	between	“the	length	of	career”	on	the	one	hand,	and	“spirit,”	“history,”	and	“knowl-

edge”	on	the	other.	The	test	for	hypothesis	2）,	students	who	have	grasped	the	Olympic	spirit	

and	the	history	of	the	Olympics	have	acquired	general	knowledge	about	the	Olympics,	revealed	

a	weak	positive	correlation	between	“spirit”	and	“knowledge,”	but	there	was	no	significant	cor-

relation	as	a	whole.

抄録

本研究は本学学生のオリンピック・パラリンピックに対する大学への期待及びオリンピックの知

識調査結果から，本学のオリンピック教育の現状と課題を明らかにすることを目的とする．

オリンピックの知識調査に対しては競技歴が影響を及ぼすという仮説モデルに基づき，次の 2 点

をリサーチクエスチョンとして設定した．

①競技歴が長いほどオリンピックの一般的な知識量が多いという仮説を検証する．

②オリンピック精神及び歴史を理解している学生はオリンピックの一般的な知識が身についてい

るという仮説を検証する．

大学への期待（オリンピック・パラリンピック）では，「本学出身者の活躍」が最も高く約 1 ／

4 を占め，次いで「ボランティア募集」，「何らかの関わり」，「オリパラ関連の仕事増加」であった．

これを性別で見てみると，男性が「本学出身者の活躍」を期待しているのに対して，女性は「オリ

パラ関係の仕事増加」や「ボランティア」などへの期待が高く，3 年生という学年的に見ても卒業

後のオリンピック・パラリンピックについて女性の方が自身に関わりのある内容について期待して

いる傾向が示された．

オリンピック知識問題（全 50 問）では，正解率の平均は 48.1％と過半数を下回る結果となった．

初級問題では 74.5％と一般的な内容については約 2 ／ 3 が理解できていると思われるが，体育学専

攻大学生としては中級の約 4 割，上級の 4 割弱の正解率を評価することはできない．

オリンピック知識問題の妥当性の検討ではオリンピック知識問題 50 問に対して，因子分析を行

い各因子の負荷量の絶対値が 0.350 未満の項目を削除した結果，「精神」，「歴史」，「知識」の 3 因

子を抽出することができた．さらにこの因子から仮説モデルを作成して構造方程式モデリングで検

証した結果，概ね基準を満たす結果が得られた．そのため，リサーチクエスチョンとした，競技歴

が影響を及ぼすという仮説モデルに基づき，①競技歴が長いほどオリンピックの一般的な知識量が

多いという仮説の検証を行ったが，「競技歴」と「精神」，「歴史」，「知識」の関係性は認められなかっ
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1．緒言

2020 東京オリンピック・パラリンピックに向

けて，オリンピック・パラリンピック教育をはじ

めとしたオリンピック・パラリンピック・ムーブ

メントの醸成は国を挙げて取り組む課題であり，

その後の有形無形のレガシーを残していくために

重要な取り組みである．

そのためスポーツ庁は有識者会議を 10 回開催

し平成 28 年 7 月に「オリンピック・パラリンピッ

ク教育の推進に向けて」の最終報告1）をまとめた．

この答申の中では，大学生への教育として「特に，

体育教員をはじめとする教員養成に関わる学部や

課程等においては，オリンピック・パラリンピッ

クへの理解のみならず児童生徒への指導方法等も

含めた教育の充実を図ることが求められる」2）と

述べられている．また，大学を活用した地域にお

けるオリンピック・パラリンピック教育の推進も

期待されており，本学ではスポーツ庁からオリン

ピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開

事業（NSSU	Center	 for	Olympic	Paralympic	

Empowerment）が採択され，平成 28 年 9 月か

ら石川県・高知県・長崎県の 3 県3）において，平

成 29 年度は石川県・高知県・長崎県・千葉県・

千葉市・大阪市・兵庫県の 5 県 2 市4）において，

オリンピック・パラリンピック教育の事業展開を

行っている．

こうした取り組みの一方，最終答申の中で述べ

られている体育教員を養成する学部を持つ本学で

はどのようなオリンピック・パラリンピック教育

が行われているのであろうか．本学のシラバス5）

で検索し，授業展開で「オリンピック・パラリン

ピック（障害者スポーツを含む）」に関する内容

が示されているのは，1 年次では「日体大の歴史

（日体伝統実習を含む）」，「生涯スポーツ論」，「ス

ポーツ人類学」，「スポーツの歴史と本質」の 4 科

目，2 年次では「運動方法・レスリング」，「スポー

ツ史」，「武道史各論 A」，「障害者スポーツ実技 I」，

「障害者スポーツ論 I」，「アダプテッドフィジカ

ルアクティビティー」の6科目，3年次では「スポー

ツ社会学」，「障害者スポーツ論 II	」の 2 科目，4

年次では「スポーツ実践指導法・レスリング」，「ア

ダプテッドスポーツ実技」，「障害概論」の 3 科目，

合計 15 科目であった．

しかし，15 科目オリンピック・パラリンピッ

クについて学んでいたとしてもほとんどのシラバ

スの授業展開では 1 講か 2 講程度の内容となって

おり，本学学生にどの程度の知識や理解があるの

かはわからない．そのため，3 年次に行われるス

ポーツ社会学の授業内でどの程度の知識があるか

学生に質問してみると，近代オリンピック開催年

やオリンピック創始者，オリンピックの目的，オ

リンピック憲章などほとんどの学生が回答でき

ず，知識が足りているとは思えない状況であった．

また，学生がオリンピックに期待することについ

ても調査が行われておらず，2020 年東京オリン

ピック・パラリンピックに向けて，どのような教

育やサポートが必要なのか把握できていないとい

う課題が挙げられる．

た．②オリンピック精神及び歴史を理解している学生はオリンピックの一般的な知識が身について

いるという仮説の検証を行ったが，「精神」から「知識」に関しては比較的弱い正の相関が見られ

たものの全体的には関係性は認められなかった．

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
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2．目的

本研究は本学学生のオリンピック・パラリン

ピックに対する大学への期待及びオリンピックの

知識調査結果から，本学のオリンピック教育の現

状と課題を明らかにすることを目的とする．

オリンピックの知識調査に対しては競技歴が影

響を及ぼすという仮説モデルに基づき，次の 2 点

をリサーチクエスチョンとして設定した．

①競技歴が長いほどオリンピックの一般的な知

識量が多いという仮説を検証する．

②オリンピック精神及び歴史を理解している学

生はオリンピックの一般的な知識が身についてい

るという仮説を検証する．

3．方法

本研究は，体育学専攻大学生の①オリンピック・

パラリンピックに対する大学への期待，②オリン

ピック知識量，を明らかにするため 2 つの調査を

実施した．

3.1　調査Ⅰ

本調査は，質問紙による集合調査法を用いて

行った．また，調査には日本体育大学ヒトを対象

とした実験等に関する規定に基づき，申請書を提

出し，倫理審査委員会の承認（番号：H114）を

受け，2017 年 2 月 27 日に実施した．

3.1.1　調査対象者

調査対象者は，体育系 A 大学に所属している

体育学専攻大学生 115 名であった．回収数は 115

枚，有効回答数は 115 枚（100.0％）となり，調

査対象者の属性は，表 1 の通りである．

3.1.2　調査内容

調査内容は，「あなたが『2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック』で大学に期待することはな

んですか．思いつくことを全て記入してくださ

い．」という設問を設定し，自由記述方式で回答

を求めた．

3.1.3　分析方法

分析には，オリンピック・パラリンピックに対

する大学への期待を明らかにするため，以下の方

法を用いた．

（1）複数回答の単純集計を行い，最も多い大学へ

の期待を求めた．

（2）複数回答のクロス集計から大学への期待の性

別比較を行った．

3.2　調査Ⅱ

本調査は，問題用紙を用いたテスト形式で平成

29 年 12 月 18 日に行われた．

3.2.1　調査対象者

調査対象者は，体育系 A 大学で「スポーツ社

会学」を受講している体育学専攻大学生 138 名で

あった．回収数は 138 枚，有効回答数は 138 枚

（100.0％）となり，調査対象者の属性は，表 2 と

表 3 の通りである．

3.2.2　問題内容

問題用紙は，公益財団法人日本オリンピック委

員会のホームページ注）にある「クイズ　オリン

ピック・ムーブメント」を参考に 50 問を作成した．

問題は，表 4 の通りであり，各問題に対し，3 択

で解答を求めた．

表 1　属性（調査Ⅰ）

設問 項目 度数 ％
性別 男性 53 46.1％

女性 62 53.9％
合計 115 100.0％

学友会所属 所属 72 62.6％
無所属 42 36.5％
N.A 1 0.9％
合計 138 100.0％

希望職種 教員 41 35.7％
公務員 24 20.9％
企業 43 37.4％

その他 6 5.2％
N.A 1 0.9％
合計 138 100.0％
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3.2.3　オリンピック知識問題の妥当性の検討

オリンピック知識問題 50 問に対し，妥当性の

検討を行った．因子数はスクリーンプロットの傾

向から 3 因子を抽出し，「最尤法・プロマックス

回転」による因子分析を行った．各因子に対する

負荷量の絶対値が 0.350 未満の項目を削除した結

果，因子Ⅰは「Q22,	Q33,	Q37,	Q5,	Q41」の 5 項目，

因子Ⅱは「Q6,	Q14,	Q17,	Q23」の 4 項目，因子

Ⅲは「Q7,	Q10,	Q12,	Q4」の 4 項目となった．

因子Ⅰは，「オリンピズムの普及」，「オリンピッ

ク旗入場曲」，「クーベルタンの言葉」，「聖火用具」，

「オリンピック祭典競技」で構成されていること

から，「精神」と名付けた．因子Ⅱは，「オリンピッ

ク日本開催」，「冬季オリンピック起源」，「オリン

ピック日本初参加」，「リレハンメル冬季大会」で

構成されていることから，「歴史」と名付けた．

因子Ⅲは，「ドーピング」，「オリンピアン」，「オ

リンピック周期」，「第 1 回近代オリンピック」で

構成されていることから，「知識」と名付けた．

3.2.4　分析方法

分析には，問題の正答率及び競技歴と問題テー

マの関係性を明らかにするため，以下の方法を用

いた．また，本研究の分析には，IBM	SPSS	Sta-

tistics	24 及び IBM	AMOS	24 を使用した．

（1）オリンピック知識問題に対し，単純集計を行

い，50 問の正答率を求めた．

（2）因子分析で得られた 3 因子及び競技歴を用い

て，仮説モデルを作成し，構造方程式モデリング

から問題テーマと競技歴の関係性を求めた．図 1

は「問題テーマと競技歴」の仮説モデルである．

本研究では，①競技歴が長いほどオリンピック知

識量が多い，②オリンピック精神及び歴史を理解

している学生はオリンピックの一般的な知識が身

に付いている，という 2 つの仮説を立てた．また，

仮説モデルの適合度の基準は GFI ≧ 0.9,	AGFI ≧

表 3　スポーツ種目（調査Ⅱ）

項目 度数 ％
サッカー 36 26.1％
陸上競技 23 16.7％

野球 13 9.4％
水泳 10 7.2％

ラグビー 7 5.1％
ハンドボール 6 4.3％
バレーボール 5 3.6％
レスリング 5 3.6％

テニス 4 2.9％
器械体操 4 2.9％
自転車 4 2.9％

バドミントン 3 2.2％
ソフトテニス 2 1.4％
アーチェリー 2 1.4％

ウェイトリフティング 2 1.4％
水球 2 1.4％
体操 1 0.7％

トランポリン 1 0.7％
ゴルフ 1 0.7％
ダンス 1 0.7％

インラインホッケー 1 0.7％
空手 1 0.7％
N.A 4 2.9％
合計 138 100.0％

表 2　属性（調査Ⅱ）

設問 項目
度
数

％

性別 男性 138 100.0％
女性 0 0.0％
合計 138 100.0％

学友会所属 所属 127 92.0％
無所属 11 8.0％

8.0％ 合計 138 100.0％

競技歴 1 〜 5 年 9 6.5％
6 〜 10 年 58 42.1％
11 〜 15 年 54 39.1％
16 〜 20 年 17 12.3％

合計 138 100.0％

競技レベル クラブ内で試合を楽しむ程度 5 3.6％
市の試合に出る程度 2 1.4％

県レベルの試合に出る程度 31 22.5％
全国レベルの試合に出る程度 83 60.1％
国際レベルの試合に出る程度 17 12.4％

合計 138 100.0％
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表 4　オリンピック知識問題

番　号 問　題
【初級】

Q1 白地に 5 輪が描かれた「オリンピックシンボル」．それぞれの輪の色は「赤・青・黄・緑」と何色？
Q2 オリンピック競技大会の開会式で必ず登場する鳥は？

Q3
2012 年ロンドン大会終了後の 8 月 20 日，約 70 人のメダリストが参加し銀座でパレードを行いました．この
パレードに集まった観衆の数は？

Q4 近代オリンピックがはじめて開催された場所は？
Q5 聖火リレーで聖火を運ぶ用具の名前は？
Q6 日本で初めてオリンピック競技大会が開催されたのは何年？
Q7 競技能力を高めるために薬物などを使用することを何という？
Q8 アジアではじめて冬季オリンピック競技大会が開催された都市はどこ？
Q9 オリンピック競技大会の開会式や閉会式で行う入場行進で，一番最初に入場する国は？
Q10 オリンピック競技大会に出場した選手のことをなんと言う？
Q11 1998 年に日本で 2 度目となる冬季オリンピック競技大会を開催した都市は？
Q12 オリンピック競技大会は何年ごとに開催される？

【中級】

Q13
日本チームが金メダルを獲得した長野冬季大会のスキー・ジャンプ団体．この金メダルは大きな感動を呼びま
したが，それには理由がありました．どんな理由でしょう？

Q14 近代オリンピックが始まったのは 1896 年．では，はじめて冬季オリンピック競技大会が開催されたのは何年？
Q15 古代オリンピックで優勝した選手に与えられたものは？
Q16 冬季オリンピック競技大会について，次のうち間違っているのはどれ？
Q17 日本が初めて参加したオリンピック競技大会は？
Q18 聖火がはじめて宇宙に行った大会は？

Q19
1928 年と 1948 年のサンモリッツ冬季大会で行われ，2002 年のソルトレークシティ冬季大会で実に 54 年ぶり
に「正式種目」として復活した種目は何？

Q20
IOC 第 8 代会長のジャック・ロゲ氏の提案でスタートした，若い世代が出場するオリンピックのことを何と言
う？

Q21
オリンピック競技大会に夏季と冬季を合わせて 7 回出場し，「オリンピックの申し子」といわれた橋本聖子選手．
冬季オリンピック競技大会で出場したのはスピードスケートですが，夏季オリンピック競技大会で出場したの
はどの競技？

Q22
オリンピックの目指す理想「オリンピズム」を広げるために，IOC をはじめとする各種組織や団体が行ってい
る活動のことを何という？

Q23 4 年に 1 度行われるオリンピック競技大会ですが，唯一前大会の 2 年後に開かれた大会は？

Q24
日本ではじめて開催された冬季オリンピック競技大会は 1972 年に開催された札幌大会です．では，その大会
で日本の選手が達成した快挙は？

Q25 JOC の初代会長の名前は？
Q26 「オリンピック」の名前の由来は？
Q27 近代オリンピックの創始者クーベルタンが提唱したオリンピックの理念のことを何という？
Q28 6 月 23 日の「オリンピックデー」は何を記念して制定された？

Q29
長野冬季大会（1998 年）では，開催都市長野で行われたとある活動がありました．教育現場で行われ，その
後も続けられているこの活動とはなんでしょう？

Q30 冬季オリンピック競技大会で，日本初のメダルを獲得したのは誰？

Q31
レークプラシッド冬季大会（1980 年）のスピードスケートで圧倒的な強さを見せたアメリカのエリック・ハ
イデン選手．彼がこの大会で獲得した金メダルの数は？

Q32 日本初のオリンピック公式記録映画「東京オリンピック」（1965 年）．この映画の総監督は誰？
Q33 オリンピック競技大会の開会式で，オリンピック旗が入場するときに流れる曲のタイトルは？
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0.9,	CFI ≧ 0.9,	RMSEA ＜ 0.05 とした．

4．結果

4.1　調査Ⅰの結果

（1）大学への期待（オリンピック・パラリンピック）

表 5 は，大学への期待（オリンピック・パラリ

ンピック）を示したものである．「あなたが『2020

年東京オリンピック・パラリンピック』で大学に

期待することはなんですか．思いつくことを全て

記入してください．」と自由記述方式で回答を求

めた結果，調査対象校の「体育系 A 大学出身者

の活躍」が 25.3％と最も高い値を示し，次いで「ボ

ランティア募集」20.0％，「何らかの関わり」

17.3％，「オリパラ関連の仕事増加」10.7％となっ

た．「何らかの関わり」という項目は，2020 年東

京オリンピック・パラリンピックに対して，大学

に分野を問わないが，とにかく関わって欲しいと

いう回答である．

（2）大学への期待（オリンピック・パラリンピッ

ク）上位項目の性別比較

表 6 は，大学への期待（オリンピック・パラリ

ンピック）上位項目の性別比較を示したものであ

る．「男性」と「女性」で比較した結果，「男性」

では「体育系 A 大学出身者の活躍」が 63.2％と

最も高い値となり，「女性」では「オリパラ関連

の仕事増加」87.5％，「ボランティア募集」86.7％

が高い値を示した．

4.2　調査Ⅱの結果

（1）オリンピック知識問題（正答率）

表 7 は，オリンピック知識問題の正答率を示し

【上級】
Q34 1998 年長野冬季大会のスピードスケートが行われた会場の名前は？
Q35 日本マラソン界の草分けで“マラソンの父”といわれた人物は？

Q36
初期の近代オリンピックには，文学，彫刻，絵画などの芸術競技がありました．では，はじめて芸術競技が行
われた大会は，次のうちどれ？

Q37
クーベルタンの有名なことば「オリンピックで重要なことは勝つことではなく，参加することである」につづ
くことばは？

Q38
札幌冬季大会（1972 年）で注目を集めた女子フィギュアスケートのジャネット・リン選手．彼女が選手村の
部屋に残したメッセージは？

Q39
コルチナ・ダンペッツォ冬季大会（1956 年）でアルペン 3 冠王に輝いたオーストリアのトニー・ザイラー選手．
彼がその後選んだ仕事は？

Q40 近代オリンピックの競技・種目の中で，かつて実際にあったものはどれ？
Q41 オリンピックの前身である古代オリンピック「オリンピア祭典競技」はどのように始まった？

Q42
1993 年から IOC の要求により国連で決議されてきた「オリンピック停戦」ですが，1998 年長野冬季大会開催
時の停戦を呼びかけたのは誰でしょう？

Q43
IOC が「オリンピックの価値（オリンピックバリュー）」として掲げている 3 つのキーワード．「Excellence（卓
越）」「Respect（敬意 / 尊重）」とあと 1 つは何？

Q44
日本がはじめて冬季オリンピック競技大会に参加した 1928 年サンモリッツ冬季大会．このとき日本が唯一参
加した競技とは？

Q45 オリンピック競技大会では欠かせない聖火リレー．いったいいつからはじまった？

Q46
オリンピック憲章には「オリンピズムの目的として平和な社会を推進すること」とありますが，これを受けリ
レハンメル冬季大会（1994 年）から始まったある取り組みはなんでしょう？

Q47 オリンピック競技大会の開催地は，どのように決まる？
Q48 1964 年東京大会の出来事で誤っているものはどれ？

Q49
第 1 回の冬季オリンピック競技大会は，その後のオリンピック競技大会とは異なる特徴がありました．それは
何？

Q50 今日の IOC が，オリンピック・ムーブメントの三本柱にしているのは「スポーツ」と「文化」，もう一つは何？
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たものである．最も正解率が高かったのは「Q7」

の 99.3％であり，最も正解率が低かったのは

「Q27」，「Q35」の 0.0％であった．正解率の平均

値は，「全体」48.1％，「初級」74.5％，「中級」

40.7％，「上級」38.6％となり，「初級」の正解率

が最も高い値を示した．

（2）仮説モデルの検証

仮説モデルを構造方程式モデリングで検証した

結果，適合度指数は GFI ＝ 0.910,	AGFI ＝ 0.869,	

CFI ＝ 0.886,	RMSEA ＝ 0.046 となり，概ね基準

を満たす結果が得られた（図 2）．一般的に AGFI

は修正指数であるため GFI に比べて数値は下が

ると言われていることから，今回の適合指数も低

下したと考えられる．また，CFI も基準よりはや

や低いが，GFI,	RMSEA では基準を満たしてお

り，特に 0.05 以下であるとモデルの当てはまり

が良い 7）とされている RMSEA が基準値を下回っ

たことから，全体的に許容される範囲の値が示さ

れていると考える．

仮説では，①競技歴が長いほどオリンピック知

識量が多い，②オリンピック精神及び歴史を理解

している学生はオリンピックの一般的な知識が身

に付いている，という仮説を立てたが，「競技歴」

と「精神」，「歴史」，「知識」の関係性は見られな

かった．また，「精神」，「歴史」と「知識」の関

係性では，「精神」から「知識」に対して，比較

的弱い正の相関が見受けられたが，全体的に関係

性はあまり見られなかった．

5．考察及びまとめ

本研究は本学学生のオリンピック・パラリン

ピックに対する大学への期待及びオリンピックの

知識調査結果から，本学のオリンピック教育の現

状と課題を明らかにすることを目的とした．

大学への期待（オリンピック・パラリンピック）

では，「本学出身者の活躍」が最も高く約 4 分の

1 を占め，次いで「ボランティア募集」，「何らか

の関わり」，「オリパラ関連の仕事増加」であった．

図 1　問題テーマと競技歴の仮説モデル

歴史精神

知識競技歴

表5　大学への期待（オリンピック・パラリンピック）
項目 度数 ％

体育系 A 大学出身者の活躍 19 25.3％
ボランティア募集 15 20.0％
何らかの関わり 13 17.3％
オリパラ関連の仕事増加 8 10.7％
開会式・閉会式への参加 5 6.7％
パブリックビューイング 5 6.7％
大学がオリパラをサポートする 3 4.0％
オリパラ参加への融通 3 4.0％
語学力強化 2 2.7％
レガシーの創出 1 1.3％
選手強化 1 1.3％

合計 75 100.0％
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これを性別で見てみると，男性が「本学出身者の

活躍」を期待しているのに対して，女性は「オリ

パラ関係の仕事増加」や「ボランティア募集」な

どへの期待が高く，3 年生という学年的に見ても

卒業後のオリンピック・パラリンピックについて

女性の方が自身に関わりのある内容について期待

している傾向が示された．

オリンピック知識問題（全 50 問）では，正解

率の平均は 48.1％と過半数を下回る結果となっ

た．初級問題では 74.5％と一般的な内容について

表 6　大学への期待（性別比較）
項目 日体大出身者の活躍 ボランティア募集 オリパラ関連の仕事増加

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
男性 12 63.2％ 2 13.3％ 2 12.5％
女性 7 36.8％ 13 86.7％ 7 87.5％
合計 19 100.0％ 15 100.0％ 9 100.0％

表 7　正答率
番号 正解 不正解 合計 番号 正解 不正解 合計

【初級】
Q1 60.9％ 39.1％ 100.0％ Q26 48.6％ 51.4％ 100.0％
Q2 84.1％ 15.9％ 100.0％ Q27 0.0％ 100.0％ 100.0％
Q3 30.4％ 69.6％ 100.0％ Q28 18.8％ 81.2％ 100.0％
Q4 86.2％ 13.8％ 100.0％ Q29 36.2％ 63.8％ 100.0％
Q5 92.8％ 7.2％ 100.0％ Q30 21.0％ 79.0％ 100.0％
Q6 86.2％ 13.8％ 100.0％ Q31 43.5％ 56.5％ 100.0％
Q7 99.3％ 0.7％ 100.0％ Q32 26.1％ 73.9％ 100.0％
Q8 30.4％ 69.6％ 100.0％ Q33 55.1％ 44.9％ 100.0％
Q9 65.9％ 34.1％ 100.0％ 【上級】
Q10 92.8％ 7.2％ 100.0％ Q34 16.7％ 83.3％ 100.0％
Q11 65.2％ 34.8％ 100.0％ Q35 0.0％ 100.0％ 100.0％
Q12 98.6％ 1.4％ 100.0％ Q36 45.7％ 54.3％ 100.0％

【中級】 Q37 76.1％ 23.9％ 100.0％
Q13 59.4％ 40.6％ 100.0％ Q38 35.5％ 64.5％ 100.0％
Q14 54.3％ 45.7％ 100.0％ Q39 18.8％ 81.2％ 100.0％
Q15 71.7％ 28.3％ 100.0％ Q40 55.8％ 44.2％ 100.0％
Q16 32.6％ 67.4％ 100.0％ Q41 48.6％ 51.4％ 100.0％
Q17 39.9％ 60.1％ 100.0％ Q42 23.2％ 76.8％ 100.0％
Q18 12.3％ 87.7％ 100.0％ Q43 47.8％ 52.2％ 100.0％
Q19 21.0％ 79.0％ 100.0％ Q44 50.0％ 50.0％ 100.0％
Q20 23.9％ 76.1％ 100.0％ Q45 37.7％ 62.3％ 100.0％
Q21 49.3％ 50.7％ 100.0％ Q46 48.6％ 51.4％ 100.0％
Q22 80.4％ 19.6％ 100.0％ Q47 69.6％ 30.4％ 100.0％
Q23 37.0％ 63.0％ 100.0％ Q48 47.1％ 52.9％ 100.0％
Q24 64.5％ 35.5％ 100.0％ Q49 32.6％ 67.4％ 100.0％
Q25 59.4％ 40.6％ 100.0％ Q50 2.9％ 97.1％ 100.0％

全体（AVE） 48.1％ 51.9％ 100.0％
初級（AVE） 74.5％ 25.5％ 100.0％
中級（AVE） 40.7％ 59.3％ 100.0％
上級（AVE） 38.6％ 61.4％ 100.0％
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は約 3 分の 2 が理解できていたが，中級は約 4 割，

上級は約 4 割弱の正解率に留まった．スポーツ社

会学の授業では，50 問中 12 問についてのみ講義

で触れており，その中でも初級で 8 問，中級で 4

問を扱っているが，上級問題については授業では

取り上げていなかった．

オリンピック知識問題の妥当性の検討ではオリ

ンピック知識問題 50 問に対して，因子分析を行

い各因子の負荷量の絶対値が 0.350 未満の項目を

削除した結果，「精神」，「歴史」，「知識」の 3 因

子を抽出することができた．さらにこの因子から

仮説モデルを作成して構造方程式モデリングで検

証した結果，概ね基準を満たす結果が得られた．

そのため，リサーチクエスチョンとした，競技歴

が影響を及ぼすという仮説モデルに基づき，①競

技歴が長いほどオリンピックの一般的な知識量が

多いという仮説の検証を行ったが，「競技歴」と「精

神」，「歴史」，「知識」の関係性は認められなかっ

た．このことは，競技歴が長い選手でもオリンピッ

クに関する知識は一般的な競技歴の学生と違いが

見られないということであり，全体的にオリン

ピックに関する教育が必要であることが示唆され

る．また，②オリンピック精神及び歴史を理解し

ている学生はオリンピックの一般的な知識が身に

ついているという仮説の検証を行ったが，「精神」

から「知識」に関しては比較的弱い正の相関が見

られたものの全体的には関係性は認められなかっ

た．つまりオリンピック精神を理解していても，

歴史や知識には結びついておらず，「精神」，「歴

史」，「知識」の全てに対しての更なる教育が必要

であることが示唆された．

諸言で述べたように本学では 15 科目でオリン

ピック・パラリンピック（障害者スポーツ含む）

について学ぶ機会があるが，体育学専攻大学生と

してふさわしい知識につながっているという結果

は得られなかった．それでは他大学ではどのよう

な教育が行われているのであろうか．

本学と同じくスポーツ庁のオリンピック・パラ

リンピック・ムーブメント全国展開事業を受けて

いる筑波大学では 4 年次にキャリア支援科目とス

ポーツコーチング科目に「オリンピック教育」の

授業があり，その具体的内容は次の通りである．

「オリンピックはアスリートの競技という側面だ

けではなく，オリンピック・ムーブメントと絡ん

で，オリンピックの文化・教育性を含んだもので

ある．それらについて学習し，これからのオリン

ピック・ムーブメントのあり方について展望す

る」7）また，授業計画では「第 1 回	オリンピック

競技会とオリンピック・ムーブメント」，「第 2 回	

東京オリンピック（1964 年）におけるオリンピッ

図 2　仮説モデルの構造方程式モデリングによる検証結果
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ク教育」，「第 3 回	長野オリンピック（1998 年）

と一校一国運動」，「第 4 回	ロンドンオリンピッ

ク（2012）とオリンピック教育」，	「第 5 回	ユー

スオリンピックにおけるオリンピック教育」，「第

6 回	筑波大学におけるオリンピック教育」，「第 7

回	筑波大学附属学校におけるオリンピック教育

1」，「第 8 回	筑波大学附属学校におけるオリン

ピック教育 2」，「第 9 回	オリンピック教育の内

容」，「第 10 回	オリンピック教育の内容とまとめ」

とオリンピックに関する知識のみではなく，筑波

大学附属校に出向いてオリンピック教育を見学す

るという実践的な内容にもなっている．

筑波大学のオリンピック教育は「オリンピック

教育プラットフォーム」で次のように定義されて

いる．「スポーツやオリンピック（パラリンピッ

ク含む）を教材として，国際的な視野を養い，世

界の平和に向けて活躍できる人材を育成する活動

で，具体的には次の学習を含む．オリンピック自

体とその歴史，世界各国・地域の文化や社会問題，

オリンピックの精神やスポーツの価値（努力する

ことの喜び，フェアプレー，他者への尊敬，卓越

性の追求，バランスのとれた身体・意志・知性）」8）．

こうした定義のもとにオリンピック教育が推進さ

れ，オリンピック教育 Vol.19）では事業報告と附

属学校におけるオリンピック教育，大学における

オリンピック教育の具体的な取り組みが掲載され

ている．また，オリンピック教育 Vol.210）では，

活動報告として教育フォーラムの他，ロシアで行

われたソチオリンピック・パラリンピックにおけ

る教育プログラムの調査報告や 10 の実践報告，3

つの特別寄稿が掲載されている．またその後のオ

リンピック教育 Vol.311），Vol.412），Vol.513）でも同

様に授業づくりワークショップや学会大会での報

告，国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォー

ラムやロンドンオリンピック・パラリンピック競

技大会における教育プログラム調査報告，リオデ

ジャネイロオリンピック・パラリンピック競技大

会における教育プログラムの調査報告が掲載され

ている．特に，前述した「オリンピック教育」の

授業で「筑波大学附属学校におけるオリンピック

教育」を見学する機会が 2 講設けられていたが，

オリンピック教育プラットフォームで報告されて

いる実践を身近で見る事は，学生にとって非常に

有意義なことであり，実際に自身が教育現場に出

た際には大いに参考となる内容である．

こうした筑波大学附属学校でオリンピック教育

が推進され「附属学校オリンピック教育推進委員

会」が発足されたのは 2012 年であるが，2009 年

には筑波大学の第二期中期目標・中期計画に係る

大学全体の年次別実行計画の中で，2010 年 2011

年には小中高大一貫で国際理解教育としてのオリ

ンピック教育の推進が構想されており14），2020

年東京オリンピック・パラリンピックが決定した

2013 年 9 月より早い段階でオリンピック教育が

実施されてきた．

同じくスポーツ庁のオリンピック・パラリン

ピック・ムーブメント全国展開事業を受けている

早稲田大学スポーツ科学部では「オリンピックの

社会科学的・人文科学的検討」と「オリンピック・

レガシー」の授業があり，その具体的な内容は次

の通りである．

「オリンピックの社会科学的・人文科学的検討」

では，「2020 年オリンピック開催に向けて，社会

科学・人文科学の視点から，その歴史と意味につ

いてあらためて問うとともに，東京オリンピック

の理念と準備作業の現状，今後の進行工程につい

て，実施主体の責任担当者，協賛企業そして専門

家が講ずる．今年度はさらに外国人企業・組織か

ら見た視点を新たに加える」15）とし，授業計画で

は「第 1 回	オリンピック準備委員会会長による

2020 年東京オリンピックの理念と総論」，「第 2

回	主催都市東京に与える影響，経済効果」，「第

3 回	文部科学行政とオリンピック」，「第 4 回	日

本文化発信とオリンピック」，「第 5 回	オリンピッ

ク準備委員会による準備の現状と今後の工程」，

「第 6 回	関連自治体のオリンピックへの取り組み

と経済効果・社会的影響」，「第 7 回	企業とオリ

ンピック，取り組みと役割」，「第 8 回	オリンピッ
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クの経済効果」，「第 9 回	オリンピックの歴史と

意味―1964 年東京オリンピックと比較して」，「第

10 回	ボランティアとオリンピック―求められる

ものと課題」，「第 11 回	早稲田大学とオリンピッ

ク―その 1（大学としての取り組み）」，「第 12 回	

早稲田大学とオリンピック―その 2（校友会，ボ

ランティアセンター，競技スポーツセンターの取

り組み）」，「第 13 回	スポーツ選手と東京オリン

ピック」，「第 14 回	シンクタンクから見た東京オ

リンピック」，「第 15 回	まとめ」を記載している．

ここではオリンピック準備委員会会長による

2020 年東京オリンピックの理念と総論や自治体

におけるオリンピックの取り組みといった具体的

な内容の他，早稲田大学の取り組みとして 2 時限

の講義を行っている．

また「オリンピック・レガシー」では，「2020

年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

に向けて，どのようなレガシー（遺産）を創り遺

すべきかについて，東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会組織委員会（TOCOG）の『アク

ション＆レガシープラン』作成の為の 5 つの委員

会委員からの情報や意見を参考に，自ら考えたレ

ガシー＆アクションをプランニングをする」16）と

し，「第1回		ガイダンス　オリンピック・レガシー

の概念，歴史等についての知見を提供する」，「第

2 回	グループ分け＆チームビルディング」，「第 3

回	スポーツ・健康『アクション＆レガシープラ

ン 2016』第二章の背景・ねらいについて説明，

グループでアクション・プラン（案）を深める」，

「第 4 回	街づくり・持続可能性『アクション＆レ

ガシープラン 2016』第三章の背景・ねらいにつ

いて説明，グループでアクション・プラン（案）

を深める」，「第 5 回	文化・教育『アクション＆

レガシープラン 2016』第四章の背景・ねらいに

ついて説明，グループでアクション・プラン（案）

を深める」，「第 6 回	経済・テクノロジー『アクショ

ン＆レガシープラン 2016』第五章の背景・ねら

いについて説明，・グループでアクション・プラ

ン（案）を深める」，「第 7 回	復興・オールジャ

パン・世界への発信『アクション＆レガシープラ

ン 2016』第六章の背景・ねらいについて説明，

グループでアクション・プラン（案）を深める」，

「第 8 回	自分のカテゴリーを設定＆グループ分け

（自分がどのカテゴリーの『アクション＆レガ

シー』を考えるかを決める，最終アウトプットま

での工程表をつくる）」，「第 9 回	これからのオリ

ンピック・パラリンピック（ゴールデン・スポー

ツイヤーズについての知見を提供する，グループ

ワーク	・これからのオリンピック・パラリンピッ

クについての思索を深める）」，「第 10 回	これか

らのオリンピック・パラリンピック」，「第 11 回　

個人ワーク（受講生による自身の『アクション・

プラン』づくりに向けた個人ワーク）」，「第 12 回　

個人ワーク（受講生による自身の『アクション・

プラン』づくりに向けた個人ワーク）」，「第 13 回	

『アクション・プラン』づくり中間報告（グルー

プ内で，個人の『アクション・プラン』を発表＆

フィードバック，フィードバック内容も踏まえて

今後のアクションを設定＆発表）」，「第 14 回	ア

クション・プラン発表会（受講生による自身の『ア

クション・プラン』の発表）」，「第 15 回	講評（全

体のふりかえり，まとめ）」と記載している．こ

の授業では第 2 回目の授業からは 2 時限続きの授

業として，ゲストスピーカーからの講義と受講生

たちのグループワーク，アクティブ・ラーニング

によって実施される授業とされている．また，受

講生の「アクション・プラン」に対し外部の若者

参加プログラムや東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会組織委員会（TOCOG）等へのイ

ンターンシップの斡旋なども予定されている．

その他の大学のシラバスを検索していくと，専

修大学では「オリンピックとスポーツ」17），「パラ

リンピック」18），上智大学では「オリンピック・

パラリンピック概論」19）を，明治大学では「オリ

ンピック・パラリンピック概論」20），明海大学で

は「人間形成ゼミナール」21），弘前学院大学では「ス

ポーツ科学講義」22），北海商科大学では「観光研

究ゼミナールⅣ」23），立教大学では「2020	年東京

30

オリンピックスポーツ文化研究　2018. 3　No. 3



オリンピック・パラリンピックを考える」24），「オ

リンピックマーケティング」25），日本大学では「健

康・スポーツ教育論」26），明治学院大学では「現

代世界と人間 3（オリンピックを考える）」27）のそ

れぞれの授業の中で主にオリンピック・パラリン

ピックについて講義が行われていることが明らか

となった．

今回の調査で本学のオリンピック教育において

はまだまだ課題が残るが，順天堂大学の須田28）

が行ったオリンピックの知識調査でも同様に知識

量の低さが指摘されており，小・中・高等学校で

のオリンピック教育が足りていない点についても

指摘されている．現行の中学校学習指導要領保健

体育の中では，文化としてのスポーツの中で「国

際的なスポーツ大会などが果たす文化的な役割」

として，「オリンピック競技大会や国際的なスポー

ツ大会などは，世界中の人々にスポーツのもつ教

育的な意義や倫理的な価値を伝えたり，人々の相

互理解を深めたりすることで，国際親善や世界平

和に大きな役割を果たしていることを理解できる

ようにする．また，メディアの発達によって，ス

ポーツの魅力が世界中に広がり，オリンピック競

技大会や国際的なスポーツ大会の国際親善や世界

平和な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」29）としている．

高等学校学習指導要領保健体育編では体育理論

「スポーツの歴史，文化的特性や現代のスポーツ

の特徴」の中で，「現代のスポーツは，国際親善

や世界平和に大きな役割を果たしており，その代

表的なものにオリンピックムーブメントがあるこ

と．また，ドーピングは，フェアプレイの精神に

反するなど，能力の限界に挑戦するスポーツの文

化的価値を失わせること」30）としている．さらに

2021 年に全面改定される小中学校の学習指導要

領改訂のポイントの中でも「オリンピック・パラ

リンピックに関連したフェアなプレイを大切にす

るなどスポーツの意義の理解（小：体育，中：保

健体育）」31）と，オリンピック・パラリンピック

に関連した内容が盛り込まれている．

こうした社会の動きを鑑みると「オリンピック

教育」は保健体育教員として免許を取得する学生

にとって必須の学びである．そのため，新たに「オ

リンピック・パラリンピック教育」の授業を開設

するか，現在行われている授業の中でどの教科が

オリンピックのどういった内容を教えていくかの

精査・検討を行う必要がある．また，今回の本学

シラバス調査では体育実技の中で「オリンピック・

パラリンピック」についての学びが記載されてい

ない授業計画が多く見受けられた．学習指導要領

の中では，それぞれの実技の中で「オリンピック

種目」についてはその解説が述べられており，本

学は多くのオリンピック選手が教示していること

から，こうした内容を授業の中で触れていくこと

も重要であると考えられる．

今後は今回の研究結果を踏まえて，「オリンピッ

ク・パラリンピック教育」の充実，「オリンピック・

パラリンピック・ムーブメント全国展開事業」，「オ

リンピックスポーツ文化研究所」との連携など，

本学学生の学びの場を検討していきたい．

注：	クイズ・オリンピック・ムーブメント，公益

財団法人日本オリンピック委員会，https://

www.joc.or.jp/olympism/quiz/（ 参 照 日

2017 年 12 月 15 日）
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我が国のオリンピック・パラリンピック教育の推進に関する検討
─シーデントップによるオリンピック教育の活用可能性─1

和　田　博　史（大学院スポーツ教育・健康教育学系）2

Abstract

This	study	clarifies	the	goals	and	methods	of	Olympic	Education	by	Siedentop．The	purpose	

of	this	study	was	to	examine	the	possible	use	of	Olympic	Education	by	Siedentop	 in	Japanese	

Olympic	and	Paralympic	Education．The	results	of	 this	study	showed；The	goals	of	Olympic	

Education	were	fair	play；The	educational	methods	for	teaching	Fair	play	include	creating	post-

ers	about	good	language	and	behavior	that	clearly	depict	acts	of	fair	play，to	role	referees	and	

coaches，at	same	time，to	support	events	over	the	long	term．Olympic	Education	seeks	to	cre-

ate	a	fun	leaning	environment	for	everyone，and	to	integrate	education	that	enables	people	to	

learn	by		watching	and	supporting	sport．In	order	to	achieve	its	goals，this	instructional	model	

requires	flexible	application，based	on	the	situations	of	students	and	the	competence	of	teach-

ers．Where	this	is	the	case，Olympic	Education	by	Siedentop	could	be	effectively	used	in	Japa-

nese	Olympic	and	Paralympic	Education．

抄録

本研究は，シーデントップによるオリンピック教育の目標や方法について明らかにする．また，

我が国のオリ・パラ教育に対するシーデントップのオリンピック教育の活用可能性について検討す

ることを本研究の目的とした．

本研究の結果，シーデントップのオリンピック教育の目標は，フェアプレイを中心とした人格的・

社会的発達が位置付けられていた．フェアプレイを教える方法には，明確で具体的なフェアプレイ

行動の提示，長い期間に同じチームで審判やコーチ係や大会運営づくりが示されていた．オリンピッ

ク教育には，誰もが楽しめる祭典的な学習環境づくりと統合教育やみる・支えるスポーツの学習が

示されていた．また，この指導モデルは，教師の力量や子どもの実態や目標に応じた柔軟な適用を

要求する．

以上のことは，我が国のオリンピック・パラリンピック教育と一致するものである．したがって，

シーデントップのオリンピック教育は，我が国のオリンピック・パラリンピック教育に有効活用で

1　 Examination on promotion of Japanese Olympic and Paralympic Education ─ Possible use of Olympic 
Education by Siedentop ─

2　 Wada Hiroshi, 
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1．問題の所在

2020 年東京オリンピックのレガシーに学校体

育は何を位置づけることができるのか．1964 年

の東京オリンピックでは，サッカーをはじめ，各

スポーツ種目の日本リーグが誕生する契機とな

り，スポーツの大衆化を促した．また，大会の成

功に向けて首都高速道路や東海道新幹線の整備を

はじめ，東京はインフラを充実させた世界的な近

代都市に発展した．1998年の冬季長野オリンピッ

クでは，オリンピック教育として「1 校 1 国運動」

が展開され，国際理解が図られるプログラムが取

り組まれた．一方で，1964 年の東京オリンピッ

クの開催によって，体育授業は体力向上に傾斜し

過ぎる問題を引き起こしたとも言われている（中

村ら，1978）．そこでは，過度な体力向上の重視

による体育授業が子どもの体育嫌いを生んだり，

スポーツの楽しさを味わえなかったりすると問題

視されていた．このことからも，次の東京オリン

ピックの開催は，少なくとも豊かなスポーツライ

フの実現に向けた体育授業改善へ導かれる必要が

あろう．

2020 年の東京オリンピックの開催には，国際

親善やよりよい社会の実現に向けて好ましい影響

を与えることが期待されている．東京 2020 大会

ビジョンでは，「スポーツには，世界と未来を変

える力がある」ことを掲げて，①全員が自己ベス

ト，②多様性と調和，③未来への継承の 3 つの基

本概念を持って，史上最もイノベーティブで，世

界にポジティブな改革をもたらす大会となること

が目指されている（東京のオリンピック・パラリ

ンピック教育を考える有識者会議，2015）．また，

オリンピズムは，生き方の哲学として努力する喜

びや社会的な責任及び人間の尊厳の保持を重視

し，人類の調和のとれた発展に結びつくスポーツ

を目的にしている（公益財団法人日本オリンピッ

ク委員会，2016）．このことからも，我が国のオ

リンピック・パラリンピック教育（以下，オリ・

パラ教育と略す）には，人々に有用なスポーツと

スポーツ実施による調和のとれた人間の育成を図

ることが望まれる．

では，我が国のオリ・パラ教育の先行事例には，

どのようなものがあるのだろうか．専門雑誌『体

育科教育』で示された事例は，大きく 4 つに分類

できる．1 つは，体育理論でオリンピックの歴史

やムーヴメントを知的に理解させることである

（來田，2012；真田，2012）．2 つ目は，学校にオ

リンピアンを招待して，講演や交流を通してオリ

ンピズムなどを理解させることである（東京都教

育委員会，2016）．3 つ目は，英語や社会，道徳

や総合的な学習の時間や食育などでオリンピズム

や国際理解を深めていくことである（井上，

2012；吉仲，2012）．4 つ目は，学校の取り組み

ではなく，IOC や JOC の取り組みとなるユース

オリンピックでの文化・教育プログラムとエリー

トアカデミー事業である．

以上のオリ・パラ教育の先行事例から，普段の

学校の運動領域の体育授業改善に関する事例が十

分に取り上げられていない問題を指摘できる．ス

ポーツ活動を提供する体育授業においてこそ，オ

リ・パラ教育として授業改善することが求められ

るのではないだろうか．平和を祈る祭典の機会や

クーベルタンの思想にある「勝利よりも最善を尽

くす」ことを教育する体育への授業改善は体育科

きるといえる．

Keywords:	Olympic	Education,	Integrate	Education,	personal	social	development,	Sport	Educa-

tion,	Physical	Education

キーワード：オリンピック教育，統合教育，人格的・社会的発達，スポーツ教育，体育
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の目標と合致するものであり，今まさに発展させ

るべき喫緊の課題といえる．

2．研究目的

運動領域における体育授業改善に関連するオリ

ンピック教育の唯一の事例に，2016 年の 1 月 16

日に東京都東久留米市，東久留米市立南中学校で

開催された「Olympic	Moves」が挙げられる．

そこでは，誰もが気軽に体を動かすことを楽しめ

る 5 種のゆるスポーツ（バブルサッカー，イモム

シラグビー，ベイビーバスケットボール，スピー

ドリフティング，100cm 走）として，スポーツ

の魅力や価値を伝えていた（戸塚，2016）．それは，

運動が苦手な子どもでも楽しめるスポーツ体験で

あり，生涯スポーツの実現に貢献可能な体育授業

を展望していると評価できよう．本研究も，誰も

が楽しめるスポーツ教材の展開を重視する．

そのうえに本研究は，東京 2020 大会ビジョン

やオリンピズムに貢献できるように，みる・支え

るスポーツの学習と調和のとれた人間に対する学

習も含めた多様な学習のもとで，オリ・パラ教育

を展開させる検討が必要ではないだろうかという

課題意識をもつ．というのも，小学校の新学習指

導要領解説体育編（文部科学省，2017，p.8）の

体育科改訂の要点で，次のことを求めているから

である．

運動やスポーツとの多様な関わり方を重視する

観点から，体力や技能の程度，年齢や性別及び障

害の有無等にかかわらず，運動やスポーツの多様

な楽しみ方を共有することができるよう指導内容

の充実を図ること．その際，共生の視点を重視し

て改善を図ること

上述のことから，スポーツの価値や効果を認識

させるだけでなく，みる・支えるスポーツといっ

た多様な関わり方に対する学習体験の充実が求め

られているといえる．また，運動を通じてみる・

支えるなどのスポーツとの多様な関わり方につい

て，具体的な体験を伴う学習を取り入れるように

と示されている（文部科学省，2017，p.17）．こ

れらのことから，体育の運動領域においてこそオ

リンピック教育を充実させる必要が生じる．

これらの課題意識に対応するものとして，シー

デントップのスポーツ教育モデルに着眼できる．

高橋ら（2003，p.182）によれば，現代のスポー

ツは様々な問題を抱えており，必ずしもすべての

子ども達が享受できるような文化にはなっていな

いという．また，これまで指導されてきたスポー

ツの教育は，偽りのスポーツ教育と述べられるよ

うに不十分と捉えられている．一方で，シーデン

トップのスポーツ教育モデルは，みんなのスポー

ツの実現を目指し，誰もがスポーツの楽しさを経

験できると評価される．

シーデントップのスポーツ教育モデルは，ス

ポーツに関連する役割として審判や記録係りや

コーチやマネージャーや広報係を位置づけ，みる・

支えるスポーツを学習させる幅広い内容を含んで

いる（Siedentop,D	et	al，2011）．スポーツ教育

モデルの効果検証は，すでに 60 編以上の論文を

有し，高く評価されている（岡出，2011）．また，

伝統的な体育授業よりも子どもに好まれている

（Hastie,P	et	al，2011）．これに加えて，シーデン

トップら（1994，2004，2011）はスポーツ教育モ

デルの中で継続してオリンピック教育を提起して

おり，	オリンピズムの教育を具現化して更新して

いる．我が国でも伊藝ら（2009），吉崎ら（2006），

大津ら（2010）がスポーツ教育モデル適用による

実証的な授業研究をみせている．

しかし，我が国のスポーツ教育モデルの先行研

究は 1994 年のスポーツ教育モデルに基づいてお

り，2004 年，2011 年のスポーツ教育モデルやオ

リンピック教育について検討していない．また，

我が国のスポーツ教育モデルが十分に普及してい

ると述べられていない．したがって，我が国では

シーデントップのスポーツ教育モデルの中で提案

されているオリンピック教育について十分な理解
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や普及に至っていない課題が残されているといえ

る．とりわけ，我が国のオリ・パラ教育の発展に

向けて調和のとれた人間の育成，みる・支えるス

ポーツの学習，誰もが楽しめて有用となるスポー

ツ活動の普及について，具体的な示唆を提示でき

れば学校現場の課題解決の一翼を担うだろう．

以上の点から，本研究は，シーデントップによ

るオリンピック教育の解釈や重点的学習内容や方

法について明らかにする．そして，我が国のオリ・

パラ教育に対するシーデントップのオリンピック

教育の活用可能性について検討することを本研究

の目的とした．

3． シーデントップのオリンピック教育の解
釈と中心 
―フェアプレイを教育する学習内容と指
導方法―

まず，シーデントップのオリンピック教育の解

釈と中心目標について述べる．シーデントップは，

Lucas（1981）の論拠に基づきながら「オリンピ

ズムの概念は，学問研究，美的教育，規範教育，

身体教育を統合するために追求された教育哲学で

ある」（Siedentop,D	et	al，2011，p.195）と解釈

する．さらに，「友好や相互理解」「勝つことでは

なく参加すること」「最善を尽くすことに努力す

ること」（Siedentop,D	et	al，2011，p.195）など

のオリンピック憲章の根本精神や信条を受け止め

る．これらのオリンピズムに基づいて，シーデン

トップ（Siedentop,D	et	al，2011，p.195）は，「オ

リンピズムの人格的・社会的発達目標は全体の中

心である」（Siedentop,D	et	al，2011，p.197）と

オリンピック教育の中心目標に人格的・社会的目

標を位置づける．そして，人格的・社会的発達の

中核に，フェアプレイを位置づける（Siedentop,D	

et	al，2011，p.197）．

彼は，フェアプレイを学ばせるために，長いシー

ズンと固定チームを有し，子どもへグッドチーム

メイト，グッド競技者となる明確な定義を持つ役

割と具体的な行動例を紹介する．そこで示された

フェアプレイの行動規範は，アンフェアプレイと

対比させてポスター掲示をする．授業評価は，個

人の技能向上やチームの対戦勝利数だけに点数を

つけるだけでなく，フェアプレイの実行数にも点

数をつける（Siedentop,D	et	al，2011，p.53；p.57）．

これによって，常時フェアプレイを促進する組織

的指導が構成される．

ここで指摘されるフェアプレイは，ルールを守

るだけでなく，対戦相手を尊重すること，正々堂々

とした態度で参加すること，公正な機会を価値づ

け，選手やチームメイトとして責任を持って振舞

うことを範疇とする（Siedentop,D	et	al，2011，

p.51）．これらのフェアプレイの一般的な合意を

得るために，誓約書もしくは契約書に署名させて

責任を持たせる活動を推奨する．もし，個人の契

約違反となる行動が行われた時は，チームの点数

は差し引かれることになる．最後のクライマック

スのイベントの際には，フェアプレイチーム賞と

個人フェアプレイ賞の双方で評価する（Sieden-

top,D	et	al，2011，p.57）．

また，彼は，フェアプレイを教えるための方略

として，審判とコーチと得点係の役割遂行を示す．

例えば，審判と選手の間でのしばしば生じる口論

や対立が想定されている．これらの口論における

論点や葛藤の問題は，教師によって積極的にフェ

アプレイの学習機会として活用される．また，フェ

アプレイや危険な行動を判定する審判係，正確に

不正なく得点をつける得点係，この両者はそれぞ

れ役割学習の習熟によって，フェアプレイを一層

強化するという．スポーツ教育モデルは，こうし

た審判やコーチや得点係などの役割学習を通し

て，フェアプレイの学習促進を意図する．特に，

中学校注 1）ではオリンピック委員を設けて，子

ども自身によって議論や決断ができる役割設定を

勧める（Siedentop,D	et	al，2011，p.195）．

以上のとおり，シーデントップのオリンピック

教育の中核目標には人格・社会的発達が位置づけ

られていた．そして，シーデントップのオリンピッ

38

オリンピックスポーツ文化研究　2018. 3　No. 3



ク教育の解釈は，スポーツを通したフェアプレイ

の教育であった．その指導方法には，フェアプレ

イの具体化と点数による評価システムの構築，審

判などの役割学習，審判と選手の判定に関する議

論への対応に基づくことが示されていた．

4． 祭典性と生涯スポーツを促進する学習環
境のデザイン

公益財団法人日本オリンピック委員会（2017）

は，「現代のオリンピックは世界平和を究極の目

的としたスポーツの祭典」と述べている．シーデ

ントップもスポーツと祭典性の関係については，

同様に次のように述べる．世界の平和の祭典とし

てデザインされるスポーツ教育モデルは 1 つの主

要な特徴である（Siedentop,D	et	al，2011，p.147）．

このことから，以下では，シーデントップのオリ

ンピック教育で示される祭典的なオリンピックづ

くりについて整理する．

シーデントップによると，「祭典性は参加者に

意義深い経験を与え，彼らが日常生活で運動やス

ポーツを行う可能性を増大する」（Siedentop,D	

et	al，2011，p.147）と指摘される．いわば，スポー

ツ活動に祭典性を付与することは，参加の意味を

増大する重要な方法であり，子どもを動機づけて

生涯スポーツの振興に寄与する関係にあるとい

う．

シーデントップは 1 つの単元の長さについて，

小学校では 10 〜 12 時間，中学校では 12 〜 15 時

間，高校では 15 〜 22 時間かけて行うことを推奨

している．短い単元よりも長い時間をかけること

によってチームの所属意識がもたらす充実感や楽

しさを提供できるという（Hastie,P	et	al，2011）．

大単元の最後には，クライマックスのイベントを

設ける．シーデントップはこのような考えに立脚

するため，「教師は可能なかぎり祭典的に競争し

学習する日々の環境発達に努力すること」

（Siedentop,D	et	al，2011，p.148）と述べる．こ

のような学習環境づくりによって，子どもが体育

の時間だけでなく，放課後や休み時間にもチーム

で練習したりするなど定期的にスポーツへ参加す

るようになるという（Siedentop,D	et	al，2011，

p.149）．

なお，祭典的なオリンピックの雰囲気をつくる

具体的な提案内容は，日々徐々に行っていくもの

であり，端的にまとめると以下の通りである

（Siedentop,D	et	al，2011，pp.149-150；p.197）．

・オリンピックリングの使用

・体育館にオリンピック憲章や信条を含めるポス

ターを掲載すること

・競技会の前にアスリートと審判の宣誓を行うこ

と

・賞のセレモニーの間にオリンピック賛美歌をか

けること

・それぞれのチームはナショナルチームを選択し

て，ナショナルカラーの T シャツやリストバ

ンドやロゴや旗やマスコットやアンセムを活用

して独自に作成する

・チームの特徴や個人プロフィールや試合のデー

タを掲示する

・ベスト審判賞，コーチング賞，応援賞，成長し

たで賞，フェアプレイ賞，強かったで賞，役割

分担したで賞，芸術的で賞，チームワーク賞な

どの豊富な賞やトロフィーを準備する

とりわけ，スポーツ教育モデルにはクライマッ

クスのイベントを設定することが重要視されてお

り，その時は最も祭典的になることが求められて

いる（Siedentop,D	et	al，2011，p.150）．その例は，

図 1 の通り 7 つ示されている．

チャンピオンシップのゲームは，我が国の運動

会の縮小版のようなものであり，学校関係者や地

域の人や保護者や他のクラスや学年を巻き込んで

行うことによって祭典的にしようとする．図 1 で

示されている賞の日は，スポーツ有名人や地域の

スポーツクラブのスタッフやマスメディアなど特

別なゲストを招いて賞の授与式が行われる
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（Siedentop,D	et	al，2011，p.152）．これらのクラ

イマックスのイベントによって，子どもは多くの

人に評価され，地域スポーツクラブのスタッフに

勧誘されたり褒められたり，記事に載ったりする

などの特別な経験をする．その他にも，図 1 の通

り多様なイベント事例が示されており，その多く

が地域と関連した取り組みである．さらに，この

クライマックスのイベントは，子どもが主体と

なって収益を伴う大会運営の一例として行われた

事例もある．スポーツ教育モデルの祭典性とは，

いわば地域との交流を通して生涯スポーツの促進

を試みる活動といえる．

以上のとおり，祭典的な雰囲気をつくるために

環境づくりやクライマックスのイベントづくり，

学年や学校や地域を巻き込んでいく大会運営づく

りを推奨するシーデントップの考えがわかった．

これまでのことから，シーデントップのオリン

ピック教育には審判係や得点係や，祭典的な大会

運営づくりなどの幅広い学習内容を有していると

理解できる．さらにシーデントップは，オリンピッ

ク教育を他の学問分野と関連して学習する統合教

育注 2）へと位置づけている（Siedentop,D	et	al，

2011，p.195）．そこで次項では，オリンピック教

育として具体的にどのような統合教育が提案され

ているか検討する．

5． 統合教育とみる・支えるスポーツの学習
を含める学習内容と方法

子どもの学校外での活動に，教科と呼ばれる区

分けはない．教科とは生活や学校外の活動を分断

して効率よく体系的に知識や技能を授けるように

機能する．このような認識に基づいて，「学校教

科を統合することは，学校外の学習と適合し，学

校の価値を理解する子どもへの 1 つの支援方法で

ある」とシーデントップら（2011，p.189）は述

べる．また，「統合カリキュラムは伝統的な教科

よりもビッグアイディアで組織される」（Sieden-

top,D	et	al，2011，p.195）と述べ，オリンピック

教育を統合教育として紹介する．

まず，オリンピック教育の単元の長さの確保は，

オリンピック教育の多様な目標を成し遂げるため

に必要不可欠であるという．そして，なるべく 5

大陸からナショナルチームを選択し，単元中に子

どもは各自のチームの国に関する社会，芸術，音

楽，教養を学び，チームのマスコットや国旗やユ

ニフォームなどを作成し，国歌を演奏できるよう

に学習することが提案されている．この多くは，

宿題として行われたり他教科の内容と統合して教

育されたりする（Siedentop,D	et	al，2011，p.197）．

さらには，それぞれの国の主要なスポーツや伝統

スポーツについて学ぶことも提案されている．

なお，その他にも教室での学習と関連させた例

として，次のことが挙げられていた．①数学鬼ごっ

こ（氷鬼ごっこのルールで行い，タッチされると

他のタッチされていない友達からの数学の問題に

答えることで，自由に再度動き回れるようになる

遊び）（Siedentop,D	et	al，2011，p.189），②数学

の授業でスポーツの試合の得点について計算する

こと（今日のバスケットボールの授業でフリース

図 1　クライマックスのイベント例（Siedentop,D et al，2011，p.152 の記述をもとに筆者作成）
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ローはあなたのチームの全得点の何％ですか，あ

なたがレッグプレスを持ち上げる重さと比較して

今日のベンチプレスを持ち上げる重さを分数で表

現しようなど）（Siedentop,D	et	al，2011，p.189）．

③国語の授業で，試合内容と対戦レポートを書い

たり，スポーツ記事を書くことなどである

（Siedentop,D	et	al，2011，p.189）．

スポーツ教育モデルでは，上述のような他教科

に関する学習だけでなく，スポーツ運営の学習も

含める（Siedentop,D	et	al，2011，p.123）．これ

まで述べてきた審判係や得点係であるが，それだ

けでなくコーチ，マネージャー，広報係，データ

分析係，トレーナー係，カメラマン係，実況コメ

ンテーター係などがある（Siedentop,D	et	al，

2011，p.124）．具体的な例は，次の表 2 の通りで

ある．

表 2 のように明確に定義づけられたチームの役

割設定により，子どもが主体的にみる・支えるス

ポーツの学習や人格的・社会的発達の目標に近づ

くようにしている（Siedentop,D	et	al，2011，p.129；

p.133）．このように，データ分析係やマネージャー

やトレーナーもスポーツやチームを支える上で重

要な教養として学習内容に位置づけている．また，

子どもの多様な役割がうまく遂行された時，チー

ムメイトによって価値づけられ，チームの成功に

結びつく点数システムの加算によって人格的・社

会 的 発 達 は 評 価 さ れ る（Siedentop,D	et	al，

2011，p.129；表 3）．これに加え，役割学習を効

果的に行うために，次の表 4 のような 5 つのレベ

ルを示すことによって学習を促進することも提案

されている．

表 4 の通り，役割が「行われるために必要とす

る時，成し遂げられるために必要な課題を精密に

表し，それぞれの役割の義務を表現する小冊子を

発達させる」（Siedentop,D	et	al，2011，p.128）

必要が教師にあるという．多くの教師はチームバ

インダーもしくはコーチのノートブックを発達さ

表 2　役割とその責任内容（Siedetop,D et al，
2011，p.125 を筆者訳） ※ Siedentop,D	et	al，2011，p.131 を筆者が翻訳して

提示．

表 3　フロアーホッケーの単元の間の割り当て
られる点数システム

※ Siedentop,D	et	al，2011，p.127 を筆者が翻訳して
提示．

表 4　よい審判になる子どもを助ける審判ノー
トの一部
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せることで成功しているという．ここでいうチー

ムバインダーやノートブックには「コーチの責任

リスト，競技会の形式の記入，審判と得点係の仕

事内容，審判をする時の日時や方法，スキルや戦

術向上のための情報，コーチの計画運営や安全経

営の情報，点数評価システムの内容明記」

（Siedentop,D	et	al，2011，p.131）が示されるだ

ろうと述べている．とりわけ，シーデントップの

興味深い指摘に，審判や得点係やコーチやコメン

テーター係は，練習試合の段階からこうした役割

の学習機会を設けるべきという意見がある

（Siedentop,D	et	al，2011，p.128）．このように，

みる・支えるスポーツに関する多様な役割学習で

は，チームに 1 つノートを渡して，チームで自律

的に練習時間や内容を確保して学習できる工夫が

あった．

以上みてきたように，オリンピック教育の中で

はナショナルチームを発端にした統合教育やみ

る・支えるスポーツに向けた多様な役割学習例が

示されていると分かった．ここまで論を進めてく

ると，読者のある人は子どもの選手としてのゲー

ムパフォーマンスの上達の学習に関しても簡単に

向上しないのに，統合教育や役割学習など教師へ

の要求が多過ぎるのではないかと危惧するだろ

う．そこで，次項ではシーデントップのオリンピッ

ク教育の基盤となるスポーツ教育モデル適用に関

する留意点について検討することによって，学校

現場におけるシーデントップのオリンピック教育

の活用方法に対する見解を明らかにする．

6． シーデントップの指導モデル適用に関す
る留意点

スポーツ教育モデルの導入にあたってシーデン

トップ（Siedentop,D	et	al，2011，p.11）は次の

ように述べる．以下の引用文中の「あなた」は実

際には「教師」を意味する．

あなたはこのモデルの基本的な形式を計画した

り取り入れたりする時，徐々に複雑さを加えなさ

い．それが，スポーツ教育モデル初心者に対する

私たちの推薦です．あなたの子どもが楽しみそう

であり，あなたがよく知っている活動を精選する

ことを提案します．カリキュラムや指導の新しい

アプローチのものは，あなたのためにも，子ども

のためにも最初に前向きな経験を与えることが重

要です．‥‥中略‥‥．少しずつ取り入れ始めよ

う．あなたがそうした時，それはうまくいく，そ

してスポーツ教育モデルは構築される．

上述の通り，これまでの体育授業から 180 度異

なる体育をする必要はなく，徐々に好ましいもの

から導入して成功体験を味わいながら授業改善し

ていくことが優先される．いわば，どのような統

合教育をするのかは，あくまでも地域の要求や学

校や教師の実態に応じて，スポーツ教育モデルの

情報をうまく活用して実施することに限るといえ

る．

ただし，シーデントップのオリンピック教育は，

スポーツ教育モデルの中で語られていることか

ら，このオリンピック教育の活用を試みる教師に

は，スポーツ教育モデルの中核概念について理解

を深めておくことは必要だろう．そこで，以下で

は，スポーツ教育モデルのカリキュラム哲学，指

導哲学，目的，由来，授業づくりの方法について

端的に確認しておく．

スポーツ教育モデルのカリキュラム哲学は，「内

容目標の準備を拡大すること，より深い内容の範

囲を対象とすること」（Siedentop,D	et	al，2011，

p.13）である．内容目標の準備の拡大は，教師の

力量に応じて選手としての学習から徐々に役割学

習の指導ができるようになることを目指すことで

ある．いわば，初めて単元を通してボール運動を

指導するときは 1 つの内容目標のみの設定であっ

たが，再度類似したボール運動の単元を指導する

際には 2 つの内容目標の設定ができるようにする

ことである．より深い内容を対象にすることとは，

スポーツのルールを覚えて楽しむだけでなく，1
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つのスポーツの感動体験を味わえるように長い時

間をかけて学習することである．

スポーツ教育モデルの指導哲学は「小さな異質

の学習集団を維持し発達させることを中心におく

こと」（Siedentop,D	et	al，2011，p.14）である．

そのため，子どもはチームの成功へ向けて長く深

く貢献していくことが求められている．スポーツ

教育の目的は「有能で教養があり熱中するスポー

ツ人として彼らが成長することを援助し，そして

最大限の意味で選手になるために子どもを教育す

ること」（Siedentop,D	et	al，2011，p.4）と述べ

られている．

次にスポーツ教育モデルの由来は，「スポーツ

はプレイに由来し，より人間味のある立派な文化

のために貢献することを第 1 の基礎とする」

（Siedentop,D	et	al，2002，p.412）と述べ，発達

的に即したスポーツ（Siedentop,D	et	al，2011，p.9）

として次の 4 点を定義づける．①すべての参加者

は等しい練習時間をもつ，②多様な役割を学ぶ，

③テクニックや戦術により多くの学習機会をも

つ，④活動は子どもが成功できるようにほとんど

修正される．この他にも，スポーツ欲求の充足や

義務経験を定義づけているが和田（2016）によっ

て示されているため，ここでは割愛する．いずれ

にしても，スポーツはすべての「子どもにとって

楽しく教育的に有益である良い競争に基づいて」

（Siedentop,D	et	al，2012，p.65）修正されて提供

されることになる．

最後に，シーデントップのオリンピック教育を

適用する際の授業づくりに関する次の引用文を取

り上げる（Siedentop,D	et	al，2011，pp.61 － 62）．

良い体育プログラムは明確なプログラムのミッ

ションを持つ．それは，達成することを約束する．

このような観点から，授業のシーズンを策定する

にあたって留意すべきことは，3 つの観点から確

実な成果を引き出すことである．①シーズンの最

後に子どもは何を理解してできるようになるの

か．②シーズン中に身体活動へ従事する機会をど

のように最適化するか．③シーズン中に子どもが

より多くの自信に溢れ，楽しんで参加するにはど

うすればよいか

オリンピック教育を適用する際には，幅広い学

習内容から上述の引用文中における 3 つの問いに

答えることが求められる．いわば，こうした 3 つ

の問いに答えることを通して，精選された達成可

能な課題設定が重要になるといえよう．

以上，シーデントップのオリンピック教育を適

切に理解するために，その基となるスポーツ教育

モデルについて検討してきた．そこから理解でき

るモデル適用に関する留意点には，学校現場の状

況に応じて徐々に変化を取り入れること，その際

にスポーツ教育モデルのカリキュラム哲学や指導

哲学や目的や由来などを踏まえ，3 つの問いによ

る達成課題を精選することと整理した．次項では，

我が国のオリ・パラ教育にシーデントップのオリ

ンピック教育は，有効活用できるのか議論する．

7． 我が国におけるシーデントップのオリン
ピック教育の活用可能性 
−まとめにかえて−

本論文における我が国のオリ・パラ教育に有効

活用できるのかの評価は，2 つの関連から行うこ

とにした．1 点目はオリンピズムに結びつく調和

のとれた人間の育成についてである．2 点目は，

生涯スポーツの振興に貢献可能なみる・支えるス

ポーツの学習や誰もが楽しめて有用となるスポー

ツ活動の普及について，具体的な示唆を提示でき

ているかどうかである．

1 点目については，我が国のオリ・パラ教育に

おいても「ルールの尊重やフェアプレイの精神」

（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，p.5）の育成が対応する．そして，

これまでみてきたようにシーデントップのオリン

ピック教育は，フェアプレイを重視した人格・社

会的発達を中核にした授業づくりを勧めている．
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そのうえ，フェアプレイの指導について審判係や

具体的な行動目標に対する評価システムを構築す

るノートブックの活用例や指導方法を示してい

た．このことから，シーデントップのオリンピッ

ク教育にはフェアプレイの具体的な指導について

有益な示唆があったといえる．

2 点目について，シーデントップのオリンピッ

ク教育では，審判係や得点係，マネージャーやコー

チやトレーナーやコメンテーターやカメラマン係

などの多様な役割学習の設定によって，一人ひと

りが互いに認め合いベストを尽くす内容が用意さ

れている．この他にも，ナショナルチームに関連

した統合教育の設定により，運動が得意な子ども

だけでなく，運動が苦手な子どもでも自己効力感

を実感できる内容になっている．このことから，

東京 2020 大会ビジョンと密接な関係にあるとい

えよう．

また，小学校の新学習指導要領解説体育編（文

部科学省，2017，p.8）の体育科改訂の要点で示

されたスポーツとの多様な関わり方に対する指導

の充実についても対応するものといえよう．とい

うのも，シーデントップのスポーツ教育モデルの

側面には，みる・支えるスポーツについて学習す

る．さらに，祭典性やプレイの文化に根ざす学習

環境と指導方法を具体的に提示している．そのた

め，スポーツの多様な関わり方や生涯スポーツの

振興に向けて示唆に富んでいる．

以上の観点から，シーデントップのオリンピッ

ク教育は，我が国のオリ・パラ教育の発展に向け

て有効活用できるといえよう．ただし，本研究で

は我が国の学校現場においてシーデントップのオ

リンピック教育を実際に初めて適用した場合の事

例をみせていない．そのため，どれほどの効果が

あるか示されていないため，活用可能性について

もっと具体的に言及できる課題を残している．
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東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会の財政管理の検討	
：政府の閣議了解から大会開催費用 Version2 までを対象として 1
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Abstract

The	estimated	overall	budget	soared	when	2020	Tokyo	Olympic	and	Paralympic	Games	（To-

kyo	2020）was	chosen	as	the	host	city	from	a	list	of	candidates.	The	Tokyo	Metropolitan	Gov-

ernment	（TMG）	and	Tokyo	Organizing	Committee	of	the	Olympic	and	Paralympic	Games	（TO-

COG）	have	had	difficulties	adjusting	the	overall	budget	by	cutting	and	allocating	funds.	This	is	a	

trend	which	has	been	seen	in	other	recent	Olympic	host	cities	as	well.	Financial	burden	on	host	

cities	have	become	an	issue	in	past	campaigns	to	host	the	Olympic	Games,	making	the	Interna-

tional	Olympic	Committee	（IOC）	feel	a	sense	of	urgency.In	this	study,	we	have	conducted	a	bib-

liographic	survey	of	related	documents	of	Tokyo	and	other	Olympic	Games,	Japanese	govern-

ment’s	policy	documents	and	others,	 in	order	to	coordinate	financial	management	and	consider	

financial	challenges	from	the	period	of	Japanese	government’s	cabinet	approval	to	the	release	of	

version	two	of	the	games	budget.	As	a	result,	the	following	have	become	clear	as	challenges	in	

the	Tokyo	2020	 ;	First,	managing	the	budget	 for	operating	the	Games;	Second,	reviewing	the	

management	of	 facilities	 including	after	the	Games;	Third,	getting	the	check	from	an	external	

agency	regarding	the	overall	games	budget.We	believe	that	these	are	challenges	for	the	TMG	

and	TOCOG	to	work	on,	together	with	IOC,	in	order	for	the	success	of	the	Tokyo	2020	as	well	

as	future	Olympic	Games.

抄録

東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会（東京大会）では，招致段階から開催都市

段階にはいると大会開催費用が膨張し，大会開催費用の削減や費用分担などの調整に苦慮している．

これは，東京大会だけではなく，過去のオリンピック競技大会の開催都市でもみられた傾向である．

近年のオリンピック競技大会の招致では開催都市の財政負担が問題となり，国際オリンピック委員

1　 A study of financial management of 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games : From Japanese  
government’s cabinet approval to version two of the games budget

2　Hibino Mikio, Sport Policy
3　Sano Masayuki,  Sports	Management
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Ⅰ　はじめに

2017 年 9 月，ペルー・リマでの国際オリンピッ

ク委員会（以下，「IOC」という．）総会において，

2024 年及び 2028 年の開催都市が，それぞれパリ，

ロサンゼルスに同時決定した．この背景には，オ

リンピック競技大会を開催するための開催都市の

巨額な財政負担がある．欧州の立候補都市では経

済危機の懸念から住民投票が行われ，その結果を

受けてオリンピック招致から軒並み撤退してし

まった．このため，IOC は危機感を抱き，本年 9

月の IOC 総会では 2024 年だけでなく 2028 年の

開催都市まで一括して決定したのである．ロサン

ゼルスとパリの両都市とも東京 2020 年オリン

ピック・パラリンピック競技大会（以下，「東京

大会」という．）の準備状況を意識してコスト削

減を打ち出した．ロサンゼルスは，「新設の恒久

施設ゼロ，リスクゼロ」を打ち出し，パリも大会

開催費用の削減に気を配り競技会場の 95％は既

存又は仮設とする計画となっている1）．

東京大会の大会開催費用は，2016 年 12 月には

じめて公表され，その額は 1 兆 6000 億円から 1

兆 8000 億円と示された（以下，「大会開催費用

Ver.1.1」という．）2）．招致段階において IOC に

提出された立候補ファイルでは，大会開催費用を

7340 億円（予備費を含む）としているが，この

公表された最大 1 兆 8000 億円の大会開催費用は，

立候補ファイルの段階から 3 倍近く膨れ上がって

いることとなる．その後，大会開催費用は削減が

図られ，2017 年 5 月には 1 兆 3850 億円（以下，「大

会開催費用 Ver.1.2」という．）3），2017 年 12 月

には 1 兆 3500 億円（以下，「大会開催費用 Ver.2」

という．」4）に改訂されているものの，これまで

の調整の混乱から今後の財政管理における不安材

料は少なくない．このような中で，将来のオリン

ピック競技大会の姿をどのように描くのか東京大

会は世界の注目を集めている．

先行研究に目を向ければ，オリンピック競技大

会に関する研究は数多く行われてきた．この中で

もオリンピック競技大会の財政に関する研究とし

ては，過去のオリンピック競技大会の大会開催費

用の超過傾向を指摘した研究が行われてい

る5）6）7）．東京大会の財政を対象とした研究は希

少であり，中村（2017）は 2016 年 9 月から 2017

年 5 月の期間を対象として東京大会の競技施設と

費用分担をめぐる関係機関・団体の摩擦と調整の

特徴を明らかにしている8）．日比野（2017）は，

立候補段階から 2017 年 5 月までの大会開催費用

Ver.1.2 に関する財政的課題について検討してい

る9）．東京大会の大会開催費用は順次改訂されて

いくことや先行研究では過去のオリンピック競技

大会での招致後の大会開催費用の超過傾向が明ら

かにされていることから，東京大会の財政管理に

ついて引き続き最新の動向を考察・検討すること

会（IOC）も危機感を抱いている．本研究では，東京大会の政府の閣議了解から大会開催費用	

Ver.2 までの財政管理を整理し財政的課題を検討することを目的として，東京大会及び過去のオリ

ンピック競技大会の関係資料，政府の政策文書等の文献調査を行った．その結果，東京大会の財政

的課題として，第一に大会開催に係る運営費用の調整，第二に大会後を含めた施設の管理・運営の

検討，第三に大会開催費用の外部機関のチェックといった点が明らかになった．以上の財政的課題

は，東京大会の成功のためだけではなく，将来のオリンピック競技大会のためにも，IOC とともに

取り組まなければならない課題であると考えられる．

Keywords:	Olympic	Games,	bidding	process,	host	city,	financial	burden,	changing	venue

キーワード：オリンピック競技大会，招致プロセス，開催都市，財政負担，競技会場変更
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は意義がある．以上のことから，本研究では，東

京大会の政府の閣議了解から最新の大会開催費用

Ver.2 までの財政管理を整理し財政的課題を検討

することとする．

本研究は，東京大会及び過去のオリンピック競

技大会の関係資料，政府の政策文書等の文献調査

により行われた．本論の構成は，以下のとおりで

ある．Ⅱでは，オリンピック競技大会の招致・開

催の前提条件を示している政府の閣議了解につい

て整理・考察する．Ⅲでは招致段階における財政

計画について整理・考察し，Ⅳでは開催都市にお

ける財政計画について整理・考察する．Ⅴではロ

ンドン 2012 年オリンピック・パラリンピック競

技大会（以下，「ロンドン大会」という．）の財政

管理を考察する．Ⅵでは，本研究の総括を行う．

Ⅱ　政府の閣議了解

東京都は，2011 年 7 月 16 日，日本オリンピッ

ク委員会（以下「JOC」という．）に対して立候

補意志表明書を提出し，2020 年オリンピック競

技大会の招致を表明している．JOC は，同日に

理事会において東京都を国内立候補都市として承

認し，同年 8 月 29 日に IOC に申請都市として通

知している．我が国の場合は，オリンピック競技

大会などの総合競技大会を招致及び開催するにあ

たっては，政府の閣議了解を行うことが通例と

なっている．2020 年招致については，2011 年 12

月 13 日に文部科学大臣と厚生労働大臣の連名で

招致についての閣議了解案が提出され，閣議にて

了解されている．閣議了解は，IOC に対してオ

リンピック競技大会への政府の支援の姿勢を示す

ものであるとともに，オリンピック競技大会の招

致及び開催について政府の方針を示す重要なもの

である．政府は，オリンピック競技大会の招致及

び開催を了解するが，国，地方の財政改革が緊要

な課題であることから簡素を旨とし以下の財政に

係る方針にしたがって開催することを条件として

いる．第一には，大会の開催に係る施設について

は既存の施設を活用すること，新設・改善その他

の公共事業については，その必要性を十分に検討

し，多様な財源の確保に努めつつ，その規模を通

常の公共事業費の中で優先的配分により対処する

としている．国庫補助負担率等の国の財政措置に

も触れており，これらは通常のものとすることが

示されている．第二には，新設の施設の将来の管

理・運営については，地元の責任と負担を主体と

して行うものとしている．第三には，大会運営費

は適正な入場料の設定，放送権収入等の事業収入

等によって賄われるものとすることが示されてい

る．第四には，国の所要経費は，その必要性等に

ついて十分検討を行い，真に必要なものに限って，

将来にわたり既定経費の合理化により賄うものと

し，加えて関係地方団体においてもその所要財源

の確保に努めるよう要請することが示されてい

る．これは，オリンピック競技大会だからといっ

て国費をいくらでも支出するわけではないという

こと，大会運営は民間資金で賄うことなどを事前

に厳格に明示していることになる．閣議了解の内

容については，1964 年東京招致，1972 年札幌冬

季招致までは，国が全面支援を表明し特段の条件

は示されておらず，施設のみならず大会運営費に

も国庫が補助されている．一方，1988 年名古屋

招致から，前述のような閣議了解の内容となって

おり，それ以後 1998 年長野冬季招致，2008 年大

阪招致，2016 年東京招致，2020 年東京招致まで

ほぼ同様の趣旨の閣議了解の内容となっている

（表 1）．

このようにオリンピック競技大会の財政管理に

ついては，我が国の政府は従来から厳格な方針を

示してきた．これは，オリンピック競技大会の招

致及び開催の前提条件であるといえる．閣議了解

どおりに対処されるかどうかといった視点で東京

大会の開催及びその後の施設の管理・運営も含め

て検討していくことは重要であると考えられる．
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Ⅲ　招致段階における財政計画

1　申請ファイル

IOC は 2011 年 5 月に立候補受付手続きを公表

している．これにより第一次の大会計画書である

申請ファイルの提出が IOC から申請都市に求め

表 1　 第 18 回・24 回・32 回オリンピック競技大会及び第 16 回パラリンピック競技大会における閣議了解
大会 第 18 回オリン

ピック競技大会
の東京招致につ
いて

昭和 63 年（1998 年）第 24 回オリンピック競
技大会の名古屋招致について

平成	32	年（2020 年）第 32	回オリンピック競
技大会・第 16	回パラリンピック競技大会の東
京招致について

日付 昭和 32 年 10 月
4 日

昭和 40 年 9 月 3 日 平成 23 年 12 月 13 日

本文 「第 18 回オリ
ンピック競技大
会の東京招致に
ついて政府とし
てもできるだけ
の努力をする」
こ と を 了 承 す
る．

オリンピック競技大会の開催は，国際親善，
スポーツの振興等に大きな意義を有するもの
であり，	昭和63年（1998年）第24回オリンピッ
ク競技大会を名古屋市・東海地域が招請する
ことを了解する．

なお，政府としては，現在，最優先課題と
して財政再建に取り組んでいることにかんが
み，オリンピック競技大会の開催に当たって
は，簡素を旨とし，別紙に掲げる基本的姿勢
に立って今後の財政再建に影響を与えること
のないよう対処していくこととする．

オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催は，国際親善，スポーツの振興等に大き
な意義を有するものであり，また，東日本大
震災からの復興を示すものともなるものであ
ることから，平成	32	年（2020 年）第 32	回オ
リンピック競技大会・第 16 回パラリンピック
競技大会（以下「大会」という．）を東京都が
招請することを了解する．

政府としては，東京都の大会招請に当たり，
スポーツ基本法（平成 23	年法律第	78 号）第
27	条に基づき，大会の円滑な我が国への招致
又は開催のために必要な措置を講ずるものと
する．

なお，現在，国・地方とも財政改革が緊要
な課題であることを鑑み，簡素を旨とし，別
紙に掲げる方針により対処するものとする．

別紙 1　競技施設については既存施設の改善・活用
を図り，施設の新設に当たっては適正な規模
の確保にとどめるものとし，主要施設の整備
に要する経費に占める国の負担割合は 2 分の 1
以内とすること．
2　新設する施設の将来にわたる管理・運営に
ついては地元の責任と負担を主体として行わ
れるものとすること．
3　道路，鉄道等オリンピック競技大会の開催
に関連する公共事業については，その必要性
等について十分な検討を行い，その規模を通
常の公共事業費の中での優先的配分により対
処し得るものにとどめ，国庫補助負担率引上
げ等の国による特別の財政措置は講じないこ
と．
4　大会運営費は適正な入場料の設定，放送権
収入等の事業収入により賄われるものとする
こと．
5　国の所要経費は将来にわたり既定経費の合
理化により賄うものとし，特別の措置は一切
講じないこと．
関係地方団体においてもその所要財源の確保
に努めるよう要請すること．

1　大会の開催に係る施設については，既存施
設の活用を図ること．また，施設の新設・改
善その他の公共事業については，その必要性
等について十分検討を行い，多様な財源の確
保に努めつつ，その規模を通常の公共事業費
の中での優先的配分により対処し得るものと
し，国庫補助負担率等国の財政措置は，通常
のものとすること．
2　新設する施設の将来にわたる管理・運営に
ついては地元の責任と負担を主体として行わ
れるものとすること．
3　大会運営費は適正な入揚料の設定，放送権
収入等の事業収入等により賄われるものとす
ること．
4　国の所要経費は，その必要性等について十
分検討を行い，真に必要なものに限って，将
来にわたり既定経費の合理化により賄うもの
とすること．
関係地方団体においてもその所要財源の確保
に努めるよう要請すること．

＊文部科学省資料注 1）及び 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会招致活動報告書 11）より筆者が作成．
＊表中の表記は，全て原文のまま記載．
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られたことになり，東京都は申請ファイルを作成

し 2012 年 2 月 13 日に提出している10）．ここでは

東京都が IOC に提出した申請ファイルの財政計

画について整理・考察することとする．申請ファ

イルでは，項目 2 競技及び会場，項目 11 財政及

びマーケティングが対象の項目である．

項目 2 競技及び会場においては，2.2 競技会場

で整備予定の競技会場を示すこととなっている．

予定している全 35 競技会場のうち 15 会場（43％）

が既存施設であり，このうち 2 会場が大会のため

の恒久施設の改修が必要であることが記載されて

いる．建設予定の競技会場としては，全 35 競技

会場のうち 20 会場（57％）が予定されており，

このうち 11 会場が恒久施設であるとされている．

加えて，この時点で申請ファイルには，国立霞ヶ

丘競技場は 8 万人収容の新しいオリンピックスタ

ジアムとして改修するとし，1964 年東京大会の

施設を使用するといったオリンピックレガシーを

重要視している点を印象づけている．

項目 11 財政及びマーケティングにおいては，

11.1 大会組織委員会の予算で官・民どちらから資

金を調達するかという点の回答が求められてい

る．東京大会は，大会組織委員会の予算として公

的機関による支払いが規定されているパラリン

ピック競技大会運営費の半額補助を除き，全て民

間資金により調達することを明らかにしている．

11.2 中央政府，地域・地方政府からの財政面の

確約では，東京都は，大会組織委員会の予算に万

が一不足が生じた場合でも，それを補填すること

を約束している．加えて，東京都の 2011 年度の

予算は一般会計，特別会計及び公営企業会計をあ

わせて 11.8 兆円であり，万が一大会組織委員会

予算に不足が生じた場合においても財政的な心配

はないこと，さらに，政府は財政面も含めて東京

大会の開催に対して支援を約束していることが記

載されている．大会組織委員会以外の予算につい

ては，政府関連サービスとして政府及び東京都は

すべてのセキュリティ，医療，通関，出入国管理

及びその他の政府関連サービスを無料提供するこ

と．競技会場及びインフラの整備（仮設建設費は

除く）等については，大会組織委員会予算とは別

に公共団体及び民間が負担すること．さらには，

東京都は，都立の競技施設の整備や大会開催に関

連する社会資本等の整備のために 4088 億円の開

催準備基金を既に造成していることが記載されて

いる．ここでは，大会組織委員会への政府の財政

面の支援，大会組織委員会の政府関連サービスの

無料提供，開催準備基金など財政面の手厚い支援

をアピールポイントとしている点がみてとれる．

11.3 大会組織委員会の予算の財源確保では，

IOC の財政分担金以外の財源確保について示す

ことが求められている．大会組織委員会の収入と

しては，IOC からのテレビ放送権料等のほかに

1825 億円を見込んでおり，その内訳としては，

ローカルスポンサー・ローカルサプライヤーとし

て 730 億円，チケット売上として 679 億円，ライ

センス関係として 43 億円，その他の収入源とし

ては経済界などからの寄付，手数料等の収入とし

て 373 億円を記載している．加えて，日本には世

界的な規模の企業が数多くあることからスポン

サーシップ活動に期待できる点や日本の過去のオ

リンピック競技大会及び国際競技大会などのチ

ケット販売実績からチケット売上に期待できる点

を記載しているが，これは東京大会の財源確保の

確実性をアピールしているといえる．

申請ファイルでは，東京都は財政及びマーケ

ティングの強みをアピールしており，この点は立

候補都市の選定のための IOC ワーキング・グルー

プによっても一定の評価を得ている11）．大会組織

委員会の予算については，全て民間調達するとと

もにその財源確保も積極的なスポンサーシップ活

動やチケット収入などで計画されている．これら

の点は，閣議了解にそった計画であるといえる．

一方，競技会場については，全 35 競技会場のう

ち 43％に当たる 15 会場が既設施設，57％に当た

る 20 会場が建設予定とされている．2020 年東京

大会の申請ファイルは，2016 年東京大会のもの

を参照していると考えられるが，2016 年東京大
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会の申請ファイルに記載されている競技会場は全

31 競技会場のうち 67％に当たる 21 会場が既設施

設，33％に当たる 10 会場が建設予定とされてお

り12），2020 年東京大会では競技会場に積極的な

投資をしていることがわかる．申請ファイルに示

された内容は東京大会の基本的事項であり，その

後の招致・開催に大きな意味を持つことを考えれ

ば，その後調整に苦慮する施設整備費用の方向性

がこの時点で決まっていたことを今一度関係者は

認識するべきである．

2　立候補ファイル

2012 年 5 月に東京都が立候補都市に選定され

ると，IOC からは 2020 年立候補都市マニュアル

が提示された．東京都は，この立候補都市マニュ

アルにしたがい立候補ファイルを作成し，2013

年 1 月 7 日に IOC に提出している13）．ここでは

東京都が IOC に提出した立候補ファイルの財政

計画について整理・考察することとする．

立候補ファイルでは，テーマ 6 が財政となり，

このうち 6.1 財政保証，6.2 財務的保証，6.6 予算

作成が中核的な項目となっている．

6.1 財政保証については，IOC からは大会組織

委員会が資金不足に陥った場合には，それを補填

する旨の管轄当局による財政保証書の提出が求め

られている．立候補ファイルには，万が一，大会

組織委員会が資金不足に陥った場合は，それを東

京都が補填することを保証し，さらに東京都が補

填しきれなかった場合には，最終的に日本国政府

が国内の関係法令に従い補填することを示すとと

もに，財政保証書が提出されている．財政保証書

については，開催都市の当局の財政保証書の提出

でも可能であるが，近年の立候補都市では国が財

政保証書を提出することが多く，これが勝敗に大

きく影響するといわれていることから，東京大会

では総理大臣名の財政保証書が提出されている．

このほか，この項目では，東京都は大会組織委員

会予算約 3013 億円（予備費含む）に対して大規

模な財政規模（2012 年度予算 11.8 兆円）を有し

ていることから，万が一の大会組織委員会の資金

不足に対しても十分に補填することができること

を申請ファイルに重ねて記載している．

6.2 財務的保証では，警備，医療，通関，出入

国管理その他の政府関連業務のすべてを大会組織

委員会が費用を負担することなく提供する旨の関

係当局による保証書を提出することが求められて

いる．東京大会の場合は既に申請ファイルで政府

関連サービスの無償提供を示しているが，立候補

ファイルでも同様の趣旨を記載するとともに，政

府からは，総理大臣名で警備，医療，通関，出入

国，その他政府関連業務等を無償提供する旨の保

証書が提出されている．

6.6 予算作成では，大会組織委員会予算を作成

し提出することが求められている注2）．立候補ファ

イルでは，大会組織委員会予算として前述のとお

り約 3013 億円（予備費含む）の予算が組まれて

いる．当該項目では，このほか非大会組織委員会

予算として設備投資と運営費用が示されている．

競技会場，練習会場，通信インフラなどの設備投

資として，公的資金が約 2860 億円，民間資金が

約 995 億円，合計で約 3855 億円．セキュリティ，

輸送，医療などの運営費用として，公的資金が約

253 億円，民間資金が約 219 億円，合計で約 472

億円．非大会組織委員会の設備投資と運営費用で

は，合わせて公的資金が約 3113 億円，民間資金

が約 1214 億円，合計で約 4327 億円と計上されて

いる．この中には，競技会場，選手村等の施設の

設備投資予算として新設3589億円，改修242億円，

合計で 3831 億円が含まれている．しがって，立

候補ファイル段階での大会開催費用は合計 7340

億円（予備費を含む）となる．

立候補ファイルは，申請ファイルに示された基

本的な考え方を詳細に示した大会計画である．東

京大会の立候補ファイルは一部に変更があったも

のの，忠実に申請ファイルの内容が具現化されて

いた．財政計画については，まず各立候補都市と

もに政府の財政保証書の提出が注目されるが，東

京大会では大会組織委員会の予算に不足が生じた
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場合の補填のメカニズムが財政保証の提示により

明確にされており，IOC に対するアピールが十

分行われているといえる．このほか予算作成によ

り大会開催費用がはじめて公表されることもこの

時点では注目される点であるが，東京都の場合は，

2016 年招致の経験もあり，立候補ファイルの作

成にあたっては，2012 年，2016 年などの過去の

立候補都市の立候補ファイルを十分研究してい

る11）14）ことが伺える．招致に成功したロンドン

と東京都の立候補ファイルでの大会開催費用を比

較してみると，大会組織委員会予算は，ロンドン

では約 2500 億円注 3），東京都では約 3013 億円で

あり，非大会組織委員会予算については，ロンド

ンでは約 5000 億円注 3），東京都では約 4327 億円，

この時点の大会開催費用としては，ロンドンが約

7500 億円注 3），東京都が約 7340 億円である．東

京都は独自の事情を考慮しながらも，ロンドンの

予算規模を見据えながら予算編成を行ったことが

推察される．

2013 年 3 月には，IOC 評価委員会が東京都を

訪問して東京都の立候補ファイルの検証を行いこ

れを踏まえて IOC 評価委員会報告書が取りまと

められた．本報告書は IOC 委員の投票の参考に

されるものであるが，東京大会の財政計画は IOC

から高い評価を得ている11）．最終的に 2013 年 9

月にアルゼンチン・ブエノスアイレスにおける

IOC 総会でのプレゼンテーションが行われ，そ

の後の投票により東京都が開催都市に決定する．

リオデジャネイロの開催が不安視されはじめてい

たこともあり，東京都の安定した開催能力は IOC

委員からも高く評価されたと考えられる．一国に

等しい年間予算を有し，かつ既に 4088 億円の基

金を設立している東京都が，最新のテクノロジー

を駆使した競技施設や大会運営を一般的（抑制気

味）な費用で実現しようとすることは，IOC 委

員にも優れた計画と映ったにちがいない．

Ⅳ　開催都市における財政計画

2013 年 9 月に東京都が開催都市に決定後，大

会開催費用が著しく増大する懸念がもたれるとと

もに，複数の競技会場の変更などが行われてきた．

しかし，大会開催費用の総額は 2016 年 12 月まで

公表されることはなかった．大会開催費用が公表

された以降も，この費用の根拠や詳細は明確にさ

れないまま，東京都，大会組織委員会，国，開催

自治体の費用分担の決定に苦慮した．その後も引

き続き大会開催費用の見直しが行われ，2017 年

12 月には改訂された大会開催費用が公表される．

ここでは，東京都が開催都市に決定した以降の財

政管理を整理・考察することとする．

1　財務省の注意喚起

2013 年 9 月に東京都が開催都市に決定した翌

10 月に財務省は，オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会開催に係る国の関与を論点とした見解

を示している．この中で，財務省は，大会開催に

係る施設等の整備及び選手強化などのソフト面で

の施策について，まず閣議了解を取り上げ，オリ

ンピック競技大会は簡素を旨とすることを強調し

ている．大会開催に係る施設等の整備については，

閣議了解の再認識に加えて，大会後の社会を見据

え社会的インフラとして適切なものかという長期

的な視点が必要であるとし，長野冬季オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会を例にあげ，エム

ウェーブ（スピードスケート会場）やビッグハッ

ト（アイスホッケー会場）を運営する会社に対し，

運営費の半額に相当する 3 億円が毎年補助される

など，現在も新設した施設の維持のために公費が

充当されていることをあげている．加えて，ボブ

スレーやリュージュといった競技人口が少ない施

設については，利用者 1 人あたりの行政コストが

16 万円にのぼっている点についても指摘してい

る．ロンドン大会についても例にあげ，ロンドン

大会では，オリンピックスタジアムについて，一

部を仮設席とし，大会期間終了後には撤去する計
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画とするなど，後年度負担に配慮しているとし，

一方では，2005 年に招致が決定した当初，総事

業費の見積りは 24 億ポンドであったが，その後，

競技会場エリアの再開発費用や警備費用等が追加

され，約 4 倍の 93 億ポンドに上方修正されたこ

とを指摘している．新設する施設等については，

コストとパフォーマンスの双方に優れた運営を行

うため，民間のノウハウを運営に取り入れること

や，寄附，ネーミングライツ等の自己収入増加の

努力を行う必要があるのではないかとの見解も示

している15）．

大会運営費についても言及している．東京大会

は，立候補ファイルに記載のとおり国庫の補助は

行なわず，自己収入で賄うという閣議了解の内容

を再度確認したうえで，1984 年ロサンゼルスオ

リンピック競技大会を例にあげ，民間資金での大

会運営と既存施設の活用による支出の抑制を求め

ている．ロサンゼルスでは，1976 年モントリオー

ルオリンピック競技大会での大幅な赤字から税金

投入は行わず，テレビ放映権やスポンサー企業か

らの協賛金，入場料等で収入を確保をしたこと．

メインスタジアムは，1932 年大会のものを使用

するなど既存施設を活用したことなどから，2.2

億ドルの黒字を出したことが例にあげられてい

る．最後に，モントリオールと比較するとロサン

ゼルスが黒字となったのは，収入の増大よりも支

出の抑制による部分が大きいことを強調してい

る15）．

以上のように，財務省は，これからはじまる東

京大会の準備・開催に対して厳格な姿勢を示して

いるといえる．東京都が開催都市に決定して間も

ない大会組織委員会もまだ立ち上がっていない時

期に，このような注意喚起を行うということは，

これまでにはみられないことである．閣議了解を

踏まえ，立候補ファイルに記載されている大会開

催計画どおりのオリンピック競技大会を開催する

こと，特別な国庫の投入は行わないという見解を

この時点で再度明確にしているといえる．

2　競技会場計画の変更

（1）国立競技場の迷走

招致段階の計画では，国（JSC）が 8 万人収容

の新国立競技場を 1300 億円で整備する計画と

なっている．新国立競技場は，国際デザインコン

ペによって，開閉式屋根を備え，大規模国際競技

大会のほかコンサートなども開ける 8 万人収容の

競技場として旧国立競技場を建て替える構想が選

定される．2012 年 11 月に国際デザインコンペで

選出されたデザインは立候補ファイルに掲載され

IOC に提出されている．開催都市を選定する同

年 9 月の IOC 総会でのプレゼンテーションでは，

新国立競技場の最新の機能と斬新なデザインは

IOC 委員を引き付けた．しかし，同年 7 月に設

計 JV は，デザインを忠実に実施し，かつ各競技

団体などの要望を全て盛り込むと工事費が 3000

億円を超えるとの試算を JSC に報告している．

2015 年 1 月には，施行予定者が概算工事費を

3088 億円と算出しており，同年 2 月には設計 JV

の実施設計により建設物価や消費税率の上昇影響

で概算工事費は 2100 億円になることを JSC が公

表している16）．同年 7 月には JSC が開閉式遮音

装置の先送り，可動席の仮設化などで工事費目標

額を 2520 億円と公表した．このような迷走は，

たびたび報道され世論をざわつかせることとな

る．同年 7 月，ついに安倍総理が整備計画を白紙

撤回することになる17）．

安倍総理の白紙撤回後，同年 7 月 21 日に新国

立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議

（以下，「閣僚会議」という．）が設置される．こ

れは，新国立競技場整備計画が政府の直接管理下

に置かれたことを意味する．8 月 28 日に閣僚会

議は，工事費の上限を 1550 億円とする 6 万 8000

人収容の新国立競技場の整備計画を決定してい

る．この後，JSC により公募型プロポザール方式

（設計交渉・施行タイプ）による公募が行われ，

新たな事業者が決定し，総工費 1490 億円で 2016

年 10 月に契約され 2019 年 11 月の竣工をめざし

ている．2017 年 11 月には，新国立競技場の後利
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用に関する基本方針が政府において決定された．

大会後は球技場に改修したうえで 2022 年以降の

使用を目指している．運営権を民間に売却するコ

ンセッション方式が検討されているが，収支の見

通しでは年間 20 億円の赤字ともいわれており，

大会後の管理・運営が課題となっている．

以上，財務省が注意喚起したものの，国立施設

において管理上の不備を露呈してしまった．

立候補ファイルに招致戦略として斬新で最新の

スタジアムの計画を掲載することにウエイトがお

かれ，その後の建設に向けての作業では，プラン

ニング，設計・工事に係る調達方法，情報の発信，

プロジェクト推進体制などについて多くの問題が

生じた16）．設計段階に入って概算工事費を算出す

るにあたっても，プロジェクトの経済性や実現可

能性を検討してコスト管理を行うことは当然のこ

とである．工事費の変動要因も多数存在すること

は専門家にはわかっているはずである．しかし，

最も重大な要因は，意思決定者である組織の長が

国家プロジェクトに求められる組織体制を構築す

るなど責任やリスクに対する意識を高く持てな

かったことが指摘できる16）．本来，粛々と行われ

るはずの公共施設の整備が，これだけ迷走するこ

とは前代未聞である18）．現在，建設は進んではい

るものの，2020 年以降の管理・運営にも課題が

残る．政府の直接管理下にあるとはいえ，今後も

新国立競技場の整備については注視する必要があ

る．

（2）競技会場の変更

東京大会では，立候補ファイルに選手村を中心

として半径 8㎞圏内に 85％の競技場を配置する計

画を示し，世界一コンパクトな大会をコンセプト

としてきた．しかし，開催都市が東京都に決定す

ると競技会場計画の変更が相次ぐこととなる．

東京都の恒久施設だけでも立候補ファイルでは

約 1500 億円であったものが 2014 年の見積もりで

は 3 倍の約 4500 億円に達することが明らかにな

る．東京都は，夢の島ユースプラザ・アリーナ

A（バトミントン），夢の島ユースプラザ・アリー

ナ B（バスケットボール），ウォーターポロアリー

ナ（水球），若洲オリンピックマリーナ（セーリ

ング），有明ベロドローム（自転車・トラック）

の 5 施設について建設を中止する．その後，会場

変更も行われ，バトミントンやバスケットボール

をはじめとする 11 競技の会場が変更される．こ

の見直しによって，東京都の恒久施設の整備費は

約 2241 億円にまでに圧縮される19）．

さらに東京都が小池都政にかわり，2016年9月，

都政改革本部にオリンピック・パラリンピック調

査チームが設置され見直しが進められる．海の森

水上競技場，アクアティクスセンター，有明アリー

ナについては，他県への変更や既存施設の改修に

よる対応等が検討された．この3施設については，

結果的に他県への変更などは行われなかったが，

この時点で海の森水上競技場では 491 億円から

298 億円，アクアティクスセンターでは 683 億円

から 514 〜 529 億円，有明アリーナは 404 億円か

ら 339 億円にそれぞれ見直され，総額で約 400 億

円が削減されている20）．このほか，2016 年 8 月

の IOC 総会で決定した野球・ソフトボールや空

手など追加種目（5 競技 18 種目）についても同

年 12 月に競技会場が決定される．2017 年 6 月に

は，バスケットボール（3 × 3），自転車競技（BMX

フリースタイル），スケートボードの競技会場が

決定し追加された21）．

以上のような見直しにより，2017 年 12 月時点

では競技会場 40（恒久：8，既存：24，仮設：8）

が使用予定となっている．これまで数多くの競技

会場が変更され，世界一コンパクトな大会から一

転して会場は分散した．東京都は，IOC 総会で

のプレゼンテーションの質疑応答で競技会場の変

更についてコメントを求められ，「我々は立候補

ファイルに載せているすべての会場について保証

する．私たちは既に 45 億ドルの開催基金を有し

ている．新国立競技場の建設も，既にプロジェク

トが進められている．私たちの，非常にコンパク

トな会場コンセプトと競技会場群は，非常に綿密
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に練られた計画である．」と変更はないとの趣旨

の説明をしている11）．しかし，実際は大会開催費

用の削減により当初の公約から乖離した計画と

なったことは周知の事実である．

東京都は，恒久施設の運営計画を公表してい

る22）．6 競技施設のうち 5 競技施設において年間

収支が赤字の見込みであるという．「有明レガシー

エリア」「マルチスポーツエリア」「ウォータース

ポーツエリア」の 3 つのエリアで周辺の施設など

との一体運用により，にぎわいを創出するなどの

ねらいもあるという．しかし，大会後の施設の管

理・運営に対する東京都幹部の「赤字はアマチュ

アスポーツ振興のコストだと考えている．」23）と

の認識には疑問が生じる．前述の申請ファイルの

考察でも触れたが，東京都は閣議了解で示されて

いる新設・改善の必要性の十分な検討が適切に行

われたのかということが指摘できる．さらに，閣

議了解にしたがえば，新設の施設の管理・運営は

地元の責任と負担となることから，東京都は都民

に対して十分な説明責任を果たし，理解を求める

必要があると考えられる．

3　大会開催費用（図 1）

2016 年 12 月 21 日，大会組織委員会は，はじ

めて正式な大会開催費用を公表した．東京都，大

会組織委員会，政府，IOC の 4 者協議の会合で

最大 1 兆 8000 億円になると説明されている（大

会開催費用 Ver.1.1）2）．これまで，大会組織委員

会や東京都は，たびたび大会開催費用については

言及してきたが，費用の根拠や内訳の説明がない

まま，大会開催費用は膨張の様相を予感させてい

た．2013 年 1 月の立候補ファイルでは 7340 億円

（予備費を含む）であった大会開催費用は，2014

年 10 月には「円高，震災の復興で資材や人件費

が高騰．会場整備費が 1 兆円近くなる」と大会組

織委員会会長の発言がある19）．同年 12 月には，

IOC のアジェンダ 2020 を踏まえた東京都知事に

よる恒久施設の見直しがあり 2343 億円が削減さ

れた19）．しかし，2015 年 7 月には「施設の建設

や交通インフラ整備など総額は最終的に 2 兆円を

超すかもしれない」との大会組織委員会会長の発

言があり19），国民を驚かせることになる．さらに，

2015 年 10 月には東京都知事が「このままでは，

3 兆円になるだろう」と発言する19）ことで，東京

大会の財政管理はさらに不安視されることとな

る．この後，前述のとおり，小池都政にかわり東

京都の新規の恒久施設のうち海の森水上競技場，

アクアティクスセンター，有明アリーナの 3 施設

の見直しが行われ総額で約 400 億円が削減され

る．このように，大会開催費用 3 兆円の可能性が

あるところを1兆6000億円から1兆8000億円（予

備補を含む）になるとの試算をまとめ，削減に努

めている姿勢を示したことにより，ようやく大会

組織委員会は，2016 年 12 月 21 日に大会開催費

用をはじめて公表することができた．

この後，東京都，大会組織委員会，国，東京都

外の開催自治体の費用負担についても調整が行わ

れる．しかし，費用負担については調整がスムー

ズには進まなかった．この調整の中で，東京都は，

政府に対して開・閉会式，聖火リレーなど 20 項

目の費用負担を求めているが，国はこれを拒否し

ている．丸川五輪担当大臣は，「東京都に対して

基本をもう一度確認するようにと話した．」24）と

述べ，閣議了解の存在を指摘している．安倍総理

は，ついに丸川五輪大臣に国，東京都，大会組織

委員会との調整を急ぐように指示をだす25）．東京

都の主導で行われてきた費用負担の調整が遅れて

いることに危機感を持ったからである．

2017 年 5 月，ようやく大会開催費用の総額を 1

兆 3850 億円とし，このうち東京都と大会組織委

員会がそれぞれ 6000 億円，政府が 1500 億円を負

担することで合意した．ただし，東京都外の開催

自治体については輸送や警備などを担うことで合

意したものの，350 億円とする費用については今

後，業務内容や金額などを精査して協議を続ける

こととなった．これにより，2017年 5月時点では，

立候補ファイルで 7340 億円と示された大会開催

費用は，予備費を除いて 1 兆 3850 億円となって
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いる（大会開催費用 Ver.1.2）．

これらに加えて，大会開催費用の見直しはさら

に進められている．IOC は前述のとおりオリン

ピック競技大会の危機に立っており，IOC とし

ても今後の招致のためには東京大会の開催費用を

できる限り削減する必要がある．コーツ IOC 副

会長は，調整委員会で「1100 億円の削減が可能」

と述べている26）．一方，IOCは若者向けのバスケッ

トボール（3 × 3），自転車競技（BMX フリース

タイル），スケートボードを新たに加えて実施競

技種目を過去最高にするなど，大会開催費用の削

減とは矛盾することを求めてきた．このような中

で東京大会は 2017 年 12 月に新たな大会開催費用

を 1 兆 3500 億円（大会開催費用 Ver.2）と公表

した4）．これは，2017 年 5 月に公表された大会開

催費用 1 兆 3850 億円から 350 億円を削減したこ

とになる．この内訳をみると，会場関係について

は，テクノロジーに係る費用が警備用ネットワー

クの整備で 50 億円増えたものの，資材の単価を

再点検するなど仮設等で 250 億円，電源設備の見

直しでエネルギーインフラが 50 億円削減され，

最終的には 250 億円の削減となっている．大会関

係については，オペレーション等に係る費用が会

場運営要員の増員で 250 億円増えた中，バスの借

入期間の短縮などで輸送が 300 億円，セキュリ

ティの見直しで 50 億円が削減され，最終的には

100 億円が削減されている（表 2）．新国立競技場

や東京都の恒久施設の整備については，整備費の

一定の削減が行われ既に着工された．大会開催費

用 Ver.2 に向けた費用等の調整のように，今後は

大会開催に係る運営費が焦点となってくると考え

られる．

以上，立候補ファイルで 7340 億円であった大

会開催費用は，2017 年 12 月時点では 1 兆 3500

億円となっている（図 1）．削減されたとはいえ，

過去のオリンピック競技大会と同様に膨張してい

ることには変わりはない．なぜ，このような大会

開催費用の膨張を招くのだろうか．日比野（2017）

では，立候補ファイルの大会開催費用には通常の

費用が全て計上されないこと，全ての立候補都市

がコストを抑制気味に提示していることなどか

ら，東京都及び大会組織委員会の関係者は立候補

ファイルで計上した予算は後に増大するのは当然

との認識を持っていたことを指摘している．加え

て，知事については，招致を勝ち抜くために都合

のいい数字を使ったことは否めないとの認識で

あったことを指摘し，これらから大会開催費用の

膨張の要因を示唆している9）．一方，先般大会開

催費用 Ver.2 に向けて競技会場の席数削減の検討

を行った際には，大会組織委員会の幹部が「招致

表 2　 東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会における 
大会開催費用 Ver.1.2（2017.5.31）と Ver.2（2017.12.22）の比較

（単位：億円）
Ver.1.2（2017.5.31） Ver.2（2017.12.22） 増減

会場関係 8350 8100 ▲ 250
　恒久施設 3450 3450 0
　仮設等 3400 3150 ▲ 250
　エネルギーインフラ 500 450 ▲	50
　テクノロジー 1000 1050 50
大会関係 5500 5400 ▲ 100
　輸送 800 500 ▲ 300
　セキュリティ 1050 1000 ▲	50
　オペレーション等 3650 3900 250
合　計 1 兆 3850 1 兆 3500 ▲ 350
＊大会組織委員会資料 3）4）より筆者が作成．
＊予備費を除く．
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段階は大風呂敷を広げすぎた計画だったが，（見

直しで）現実的な観客動員に合わせた」と発言し

ている27）．招致段階の計画は豪華なつくりで予算

額は抑制していることが伺える．このような点を

踏まえると，見直すべき点は競技会場の席数以外

にもある可能性が示唆される．加えて，今後の調

整の焦点となる大会開催に係る運営費の中には，

前述のような招致段階の計画を反映している費用

に加えまだ計画の詳細が詰まっていない不確定な

費用も含まれていると考えられる．大会開催費用

の算出や執行は簡単ではない．

次に，なぜ，ここまで大会開催費用の公表や費

用負担の調整には時間を要してしまったのだろう

かという疑問を持つ．中村（2017）は，①東京都

の政策パフォーマンスの極大化効果ねらい，②東

京都の意思決定構造の特異性，③大会組織委員会

のご都合主義などの要因をあげている8）．政治的・

組織的要因により東京都，大会組織委員会，国，

東京都外の開催自治体の調整は時間を要したと考

えられる．

Ⅴ　ロンドン大会の財政管理

東京大会の財政的課題を検討するために，ここ

では東京都と同様に先進国の首都で大都市である

ロンドンが開催都市となったロンドン大会の財政

管理について考察することとする．

ロンドンは，立候補ファイル段階では大会開催

費用を約 7500 億円注 3）と計上している．その後，

開催都市に決定し準備を進める中で，ロンドン大

会でも大会開催費用が増大する．ロンドンは，立

候補ファイルではオリンピックパークにオリン

ピックスタジアムと 4 つのアリーナを整備する計

画としていた．しかし，2006 年には新たな計画

が発表され，アリーナ 1（バレーボール会場）及

びアリーナ 4（フェンシング会場）は建設中止．

図 1　東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会における大会開催費用の推移

30,00 億円 30,00 億円
＊

2016年12月
　組織委員会
発表
　組織委員会
及びその他の
経費（Ver.1.1）

2017年5月
　東京都, 組
織委員会, 国,
関係自治体の
合意経費
　組織委員会
及びその他の
経費（Ver.1.2）

2017年12月
　組織委員会
発表
　組織委員会
及びその他の
経費（Ver.2）
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アリーナ 2（バスケットボール会場）は仮設とし

て設置されることに変更されるなど大会開催費用

の削減のために競技会場の変更が行われてい

る28）．このほか，ロンドン大会は様々な面で大会

開催費用の削減に取り組むことになるが，ロンド

ン大会の予算が膨張した要因については，先行研

究によると以下のような点が明らかになってい

る．①政府部内の意思決定者のリスクに対する関

心の低さから生ずる費用推計の乖離，②立候補

ファイルの作成過程における過度に楽観主義に

偏った費用推計（現実的な可能性よりむしろ IOC

委員の票の確保を重視），③外部環境（経済情勢

や安全保障環境）の変化に起因する制御不能な費

用の増加29）．これは，東京大会と類似している．

新国立競技場の迷走は，①のように政府関係の意

思決定者の責任とリスクの意識の低さが問題の一

因であった．東京大会の立候補ファイルも②のよ

うに招致レースを意識した費用計上となってい

た．しかし，ロンドンでは，その後適切な財政管

理が行われる．

ロンドン大会の大会開催費用のうち，公的資金

については英国議会の下院決算委員会が定期的に

チェックしてきた．開催決定（2005 年 7 月）の

翌年から英国会計検査院が政府とは異なる立場で

準備作業や予算管理に関して複数回の監査を実施

して，議会下院に報告書を提出していた．これを

受けて下院決算委員会は公聴会を開催し，その審

査結果と勧告を示す決算委員会報告書を大会 5 年

前（2007 年 7 月）から公表していた30）．オリンピッ

クの公的資金に対する国民への説明責任を議会が

果たしたものといえる．

ロンドン大会では，大会運営を担う大会組織委

員会やスポーツ担当省のほかに各種施設やインフ

ラの整備を担当するオリンピック実行委員会

（ODA:	Olympic	Delivery	Authority）を設置し

て準備にあたっている．施設などの整備が開催都

市であるロンドンではなく，国の機関の一部であ

る ODA によって行われたのは，ロンドンの所掌

事項は元来，当該地域に関する企画・調整と交通

計画や都市戦略の策定，公共交通，消防・警察に

限られているためである31）．いずれにしても，責

任を有する政府関係機関が一括して各種施設やイ

ンフラの整備を行った点は注目するべきである．

ロンドン大会は，前述のような体制で準備・開

催され，大会開催費用は立候補ファイル段階での

24 億ポンドから 4 倍の 93 億ポンドになったこと

もあったが，結果的には 93 億ポンドの予算を下

回り，工期内に施設等が提供できたことで，英国

内外で一定の評価を受けている32）．

大会開催費用が見合ったものかどうかというこ

とは，大会終了直後の時点では誰にもわからない．

有形のレガシーである競技施設についていえば，

大会後の運営も含めてあらかじめ検討する必要が

ある．この点，ロンドンでは，レガシーを所掌す

る組織としてロンドンレガシー開発公社（LLDC:	

London	Legacy	Development	Corporation）がロ

ンドンの外局として設立されていることには注目

したい．大会開催 2 年前にはその前身であるオリ

ンピックレガシー公社（OPLC:	Olympic	Park	

Legacy	Corporation）として設立され，既にこの

時点から大会後の施設の管理・運営を担っている．

ロンドン大会が終了したことから 2014 年には

ODA が廃止となり，この機能も LLDC に引き継

がれ現在もその役割を担っている．

以上のようにロンドン大会は，開催都市段階で

大会開催費用が増大するなど東京大会と類似した

状況であった．しかし，その後，英国議会の公的

資金の定期的なチェックと公表，各種施設やイン

フラの整備に一括して責任を有する ODA の設置

などにより，膨張した大会開催費用は抑制される．

加えて，早くからレガシーを所掌する組織を設置

することで大会後の施設の管理・運営を適切に

行っている点にも注目したい．ロンドン大会には

大会開催費用に国費や宝くじの収益が充てられて

いるなど東京大会との違いはあるものの，参照す

るべき点が多々あると考えらえる．
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Ⅵ　総括

本研究では，東京大会の閣議了解から大会開催

費用 Ver.2 までの財政管理を整理して今後の財政

的課題を検討することを目的としている．Ⅱから

Ⅳでは，東京大会のこれまでの財政に関わる事象

を整理・考察することで，どのような財政管理が

行われてきたのかを明らかにした．Ⅴではロンド

ン大会の財政管理の特徴的な取組を考察した．こ

れらを踏まえて，東京大会の現時点における財政

的課題を検討したい．

第一に，大会開催に係る運営費用の調整という

点があげられる．新国立競技場の白紙撤回や東京

都の競技会場の変更や整備の見直しにより施設整

備費は削減された．現実的には，施設整備の工期

を考慮すれば見直しをしたくても当該時期が限界

である．したがって，施設整備費用の検討につい

ては大会開催費用 Ver.1.2 までである．大会開催

費用 Ver.2 以降は，大会開催に係る運営費用を中

心に調整が行われる．実は大会開催費用は，施設

整備費用より運営費用の方が占める割合は大き

い．特に招致段階の財政管理の考察で明らかなよ

うに現行の大会開催費用にはまだ招致段階の豪華

仕様に係る費用が含まれている可能性があること

や，計画の詳細が詰まっていないことによる不確

定な費用もあることが留意点としてあげられる．

大会運営は，大会組織委員会が主体となって行う

ものである．このため，東京都や国は大会組織委

員会とどのような関わりを持ち円滑な調整ができ

るのかは課題の一つといえる．以前のような関係

組織間の摩擦を生むようでは，残された時間は足

りない．

第二に，大会後を含めた施設の管理・運営の検

討という点があげられる．閣議了解が示す既存施

設の活用，新設・改善の十分な検討が招致段階で

適切に行われなかったことから，費用削減のため

に競技会場の変更が相次ぎ，加えて，新国立競技

場をはじめとする恒久施設では既に大会後の赤字

が見込まれている．施設のイニシャルコストだけ

ではなく，ランニングコストも含めたライフサイ

クルコストという観点は乏しかった．2013 年 10

月に財務省が注意を促したにも関わらず，このよ

うな状況となっているということは財政管理の甘

さといわざるを得ない．現在，運営権を民間に売

却するコンセッション方式が検討されると聞いて

いるが，コンセッション方式を導入すれば全てが

解決されるわけではない．近年，国内外には様々

な官・民のパートナーシップがみられる．国（JSC）

や東京都などは，民間に丸投げするだけではなく，

施設の所有者としてまず長期的視点を持ち基本的

な考え方を検討する責任があると考えられる．

第三に，大会開催費用の外部機関のチェックと

いう点があげられる．ロンドン大会では，開催都

市段階で膨張した大会開催費用をチックすること

で抑制し，国民への説明責任を果たしてきた．東

京大会では，前述のとおり現行の大会開催に係る

運営費用の中には不確定なものもある．今後の社

会・経済状況が費用に影響する場合なども考えら

れる．先般，国では公文書委員会が東京大会の関

係文書を記録共有するべき歴史的に重要な政策文

書と位置づけ全て国立公文書館に保存することを

決定した．東京都も公文書管理条例を新たに制定

した．このことは，東京大会の財政管理等の透明

性を確保することにおいて一歩前進した点として

評価できる．しかし，公益財団法人である大会組

織委員会には，公文書管理や情報公開の規程は適

用されない．財政管理の外部からのチェック機能

と併せて透明性の確保は今後の検討課題といえ

る．

開催都市段階で大会開催費用が膨張するととも

に，大会後に競技施設の後利用や赤字に苦慮する

ということは東京大会だけの問題ではない．これ

は IOC の招致プロセスにも原因があり，過去の

開催都市の多くが直面してきた問題である．その

IOC は，2026 年冬季大会の招致からこれまでの

招致プロセスを改めて，対話ステージと立候補ス

テージの 2 段階のステージを設けた新たな招致プ

ロセスを導入した．対話ステージでは IOC と立
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候補を検討している都市が相談のもと招致の検討

ができる．東京大会の大会開催費用の調整は IOC

との交渉が重要となってくる．東京大会も IOC

との対話を十分に行い，IOC とともに将来のオ

リンピック競技大会の姿を世界に示してほしい．

東京大会の財政管理について注視し今後も引き続

き検討していくことを課題として掲げ，本論を閉

じることとする．

注記
注 1）	第 18 回及び第 24 回オリンピック競技大会の

閣議了解に関する資料（文部科学省作成）は，

スポーツ庁より収集した．
注 2）	立候補ファイルでは，予算を 2012 年日本円・

米ドル建て，及び 2020 年日本円・米ドル建て

で作成することが指示されている．本論での

東京大会の立候補ファイルにおける予算は，

すべて 2012 年日本円で記載している．
注 3）	ロンドンの立候補ファイルでの大会開催費用

については，当時の為替レートで算出してい

る．
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研究報告
（研究プロジェクト 1）

日体大とオリンピックの関わり

依　田　充　代（スポーツ社会学研究室）

メダリストへの軌跡

はじめに

本プロジェクトは，2016 年度から始動し，日

本体育大学を卒業したオリンピックメダリストに

対するインタビュー調査（原稿依頼）及びオリン

ピックメダリスト関連資料の収集から，オリン

ピックレガシーの構築を目的に設定されている．

オリンピックメダリストへのインタビュー項目

（原稿依頼）は，以下の通りである．

（1）経歴

（2）競技との出会い

（3）日体大の思い出（選手生活の思い出）

（4）オリンピックでのメダル獲得

（5）その後の人生

（6）後輩に一言

（7）その他

1．鶴見修治氏へのインタビュー

調査員：波多腰克晃，神田俊平，大河原裕迪

日程：2017 年 7 月 24 日

場所：岸記念体育館

2．松田治廣氏へのインタビュー

調査員：依田充代，清宮孝文

日程：2017 年 11 月 24 日

場所：松田治廣氏ご自宅

3．花原勉氏へのインタビュー

調査員：依田充代，清宮孝文

日程：2017 年 11 月 30 日

場所：花原勉氏ご自宅

4．塚原光男氏へのインタビュー

調査員：亀山有希，清宮孝文

日程：2017 年 12 月 8 日

場所：朝日生命久我山体育館

5．上迫忠夫氏，竹本正男氏の資料収集

調査員：神田俊平，大河原裕迪

日程：2018 年 1 月 22 日〜 23 日

場所：島根県浜田市

　　　・浜田市役所

　　　・郷土資料館

　　　・県立浜田高等学校

　　　・市立中央図書館

　　　・県立体育館（竹本正男アリーナ）

6．岡村輝一への原稿依頼

依頼人：亀山有希
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7．藤本俊への原稿依頼

依頼人：依田充代

8．監物永三への原稿依頼

依頼人：依田充代，清宮孝文

まとめ

2016 年度から始動した本プロジェクトは，日

本体育大学を卒業したオリンピックメダリストを

対象に調査を行ってきた．本調査から，メダル獲

得時の心境や獲得に至るまでの物語等，本人しか

知り得ないエピソードを多数お伺いすることがで

きた．また，競技を始めるに至った過程や当時の

日本体育大学での思い出等もお伺いすることがで

き，本プロジェクトの読者に対し，オリンピック

レガシーの構築が期待される．今後も継続的に日

本体育大学のオリンピックメダリストに対し，イ

ンタビュー調査を行い，2020 年東京オリンピッ

クまでに全てのメダリストの軌跡を記録する予定

である．

	 （受理日：2018 年 1 月 31 日）

64

オリンピックスポーツ文化研究　2018. 3　No. 3



はじめに

本プロジェクトは現代オリンピックの危機的状

況を分析し，その危機的状況を打開するための方

策ならびに提案を構築することを目的に設定され

ている．それは同時にオリンピックがオリンピズ

ムのもとに有する潜在力を現実のものにする道で

あると考える．本年度は以下の二つの調査研究を

中心に進めた．

1．アンチ・ドーピングに関する研究調査

依田充代

目的：オリンピックスポーツ文化研究所，研究プ

ロジェクト「オリンピック教育＆アンチ・ドーピ

ング教育調査」と「オリンピックの危機と再生」

に対して，イタリア・アンチ・ドーピング機構お

よび UISP（みんなのスポーツ協会）への聞き取

り調査を行う．

計画：2018 年 2 月 16 日（金）〜 2 月 23 日（金）

　　　	CONI	 -	NADO（イタリア・アンチ・ドー

ピング機構）　聞き取り調査

　　　	Uisp	Nazionale（みんなのスポーツ協会）

聞き取り調査

＜調査項目＞

1．イタリア・アンチ・ドーピング機構の設立と

役割

2．イタリアのアンチ・ドーピング教育について

3．イタリアのドーピング実施率やその動向につ

いて

4．ドーピング対策について

5．有名スポーツ選手のドーピングの実態について

6．一般スポーツ選手のドーピング実態について

7．予算について

8．今後の活動について

9．その他

調査結果については「オリンピックスポーツ文

化研究」に投稿予定である．

2． オリンピックのレガシー：宮城県石巻市
聖火リレー調査

亀山有希

目的：2020 年東京大会のレガシー研究として，

宮城県石巻市における聖火リレーに関する資料収

集ならびにインタビュー調査を行った．

計画：2017 年 9 月

調査結果：現地では東日本大震災発災を契機に復

興とスポーツの活動（例えば，絆駅伝など）が継

続されていることが明らかとなり市民スポーツの

定着を確認することができた．一方で，聖火リレー

などのイベントは組まれているものの，東京オリ

ンピック・パラリンピック 2020 に対する期待度

については明らかとなっておらず，今後，東日本

大震災の復興と東京オリンピック・パラリンピッ

ク 2020 の関連性や実態についても明らかにする

必要がある．

まとめ

2 年間の本プロジェクトは，現代オリンピック

の抱える危機の中でもドーピング問題に焦点を

オリンピックスポーツ文化研究
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研究報告
（研究プロジェクト 2）

オリンピックの危機と再生

関　根　正　美（スポーツ哲学研究室）
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絞って研究を行ってきた．また，オリンピックを

再生させる一つの道として「レガシー」が今年は

取りあげられた．レガシーについては有形のレガ

シー，無形のレガシーという概念で近年の研究が

進められ，オリンピック・パラリンピック大会の

準備段階でも議論がなされている．この問題は，

オリンピック・パラリンピックが次世代に何を残

せるかという問題と関わり，さらに今年度の研究

は震災復興を視野に入れたレガシー研究に臨んだ

点に重要性と難しさがあったといえるだろう．今

後の研究の展開が必要と思われる．

（受理日：2018 年 1 月 31 日）
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オリンピックスポーツ文化研究
2018.	3　No.	3　67 ─ 68

研究報告
（研究プロジェクト 3）

オリンピック教育

依　田　充　代（スポーツ社会学研究室）

はじめに

本プロジェクトはこれまでのオリンピック教育

を分析し，今後のオリンピック教育の方策ならび

に提案を構築することを目的に設定されている．

本年度は以下の三つの調査研究を中心に進め

た．

1．オリンピック教育に関する研究調査

依田充代，後藤　彰

	目的：オリンピックスポーツ文化研究所，研究

プロジェクト「オリンピック教育」について，

札幌オリンピックでどのような教育が行われた

のかについて，調査・聞き取りを行った．

計画：2017 年 8 月 3 日（木）〜 8 月 5 日（土）

　　　	札幌オリンピックミュージアム　聞き取

り調査

　　　札幌市中央図書館　新聞資料収集

2． 体育学専攻大学生によるオリンピック・
パラリンピックへの期待と理解度分析

依田充代，清宮孝文

	目的：本学学生のオリンピック・パラリンピッ

クに対する大学への期待及びオリンピックの知

識調査結果から，本学のオリンピック教育の現

状と課題を明らかにすることを目的とした．

計画：	体育学専攻大学生の①オリンピック・パ

ラリンピックに対する大学への期待

　　　	（2017 年 2 月 27 日）と②オリンピック

知識量（2017 年 12 月 18 日）について

調査を実施した．

3．アンチ・ドーピング教育に関する研究調査

依田充代

	目的：オリンピックスポーツ文化研究所，研究

プロジェクト「アンチ・ドーピング教育」に対

して，イタリア・アンチ・ドーピング機構およ

び Uisp	Nazionale（みんなのスポーツ協会）へ

の聞き取り調査を行う．

＜調査項目＞

1．アンチ・ドーピング教育の歴史

2．アンチ・ドーピング教育の現状について

3．アンチ・ドーピングイベントの成果と課題に

ついて

4．アンチ・ドーピングに関する予算について

5．今後の活動について

6．その他

まとめ

昨年度の本プロジェクトは，オリンピック教育

の中でも「中学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―」と「オリンピック・パラリンピッ
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ク教育の現状と課題」とした学校現場と教育委員

会のオリンピック教育に焦点を絞って研究を行っ

てきたが，今年度はより幅広く札幌オリンピック

の際に行われた教育とアンチ・ドーピング教育を

追加した．また，本学学生のオリンピック教育の

現状と課題について論文の投稿が行われ，今後の

本学学生に対するオリンピック教育についても検

討していく必要があると思われる．

	 （受理日：2018 年 1 月 31 日）
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平成 29 年度のオリンピックの経営政策学プロ

ジェクトでは，以下のような研究活動を行った．

1　 東京オリンピック競技大会の財政管理に
関する調査

東京都及び東京オリンピック・パラリンピック

競技大会組織委員会は，開催都市決定後に大会開

催費用の膨張を招き，当該費用の削減や費用分担

などの調整に苦慮している．これは，東京大会だ

けではなく，過去のオリンピック競技大会の開催

都市でもみられる傾向であり，近年のオリンピッ

ク競技大会の招致では開催都市の財政負担が問題

となっていることから，将来のオリンピック競技

大会の問題としても捉えられている．このため，

本プロジェクトでは，東京大会のこれまでの財政

管理を整理し財政的課題を検討することとした．

本年度の活動としては，以下のように順次調査

研究を進めた．①東京大会の招致の経緯，大会開

催経費の見積，新国立競技場の整備，東京都の恒

久施設の変更などに関するスポーツ庁，東京都，

大会組織委員会，日本スポーツ振興センターへの

ヒアリング．②東京都及び大会組織委員会関係の

資料収集，③スポーツ庁，財務省，内閣官房など

の政府関係の資料収集，④過去のオリンピック競

技大会関係の資料収集，⑤収集した情報及び資料

に基づく財政管理の状況の整理，⑦現時点での財

政的課題の検討及びまとめ．

本年度は，東京大会の招致・開催の財政に関す

る前提条件である政府の閣議了解から最新の大会

開催費用 Ver.2 までの財政管理を対象として現時

点での課題を検討した．東京大会の大会開催費用

は順次改訂されていくことや国際オリンピック委

員会もさらなる大会開催費用の削減を求めている

ことから，今後も東京大会の財政管理について注

視し，当該調査研究を進めることが必要であると

考えられる．なお，本調査研究の成果は，論文と

して報告する予定である．

2　 リオデジャネイロオリンピック競技大会
の開催地に関する調査

本年度は，2017 年 11 月 19 日から 11 月 29 日（現

地滞在 21 日から 27 日まで）までブラジル・リオ

デジャネイロ市において現地調査を行った．リオ・

オリンピック競技大会後に各施設はどのように利

用されているのか確認することを目的としていた

が，特に教育分野に役立つ施設利用について注目

した．

これまでの調査および関連する研究者・研究機

関の情報に基づいて，リオデジャネイロ市バーラ

地区のオリンピック公園内にあるカリオカ・ア

リーナ第 3 ホール（資料 1，2）がスポーツ専門

学校として利用されること，フューチャー・アリー

ナ第 4 ホール（資料 3）は小学校や中学校として

利用されること，以上の二点を調査によって明ら

かにすることとした．

当初，現地通訳者とのやり取りを事前に行い，

リオ・オリンピック大会に携わった関係者にヒア

リングを行うことなどを計画した．しかしながら，

先方との日程調整が難しくなり，ヒアリング調査

には至らなかった．このため，引き続きその他の

関係者にヒアリングを行うべく，教育分野のため

の施設利用について情報をもっている関係者にヒ

オリンピックスポーツ文化研究
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研究報告
（研究プロジェクト 4）

オリンピックの経営政策学

日比野　幹　生（スポーツ政策学研究室）
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アリングを行う計画をした．そこで次の関係者が

候補に挙がった．①リオデジャネイロ州立法議会

議員（Geiza	Rocha 氏），②“Transforma”教育

プログラム担当者（Vanderson	Berbat 氏），③オ

リンピックパーク内の博物館担当者	（Bianca	

Pena 氏）．以上のうち，Geiza 氏と Vanderson 氏

にヒアリングを行うことが可能となった．

ヒアリングの結果，教育分野に役立つ施設利用

として当初掲げられていたカリオカ・アリーナ第

3 ホールとフューチャー・アリーナ第 4 ホールの

後利用は，現在いくつかの理由によって計画が進

んでいないことが明らかとなった．同時に今後の

施設利用を含め，「施設の後利用」，「教育」とい

うキーワードから“Transforma”教育プログラ

ム（資料 4）について情報を得ることが出来た．

このプログラムについては，今後，論文として報

告する予定である．

（受理日：2018 年 1 月 31 日）

資料 1　カリオカ・アリーナ 3

資料 2　カリオカ・アリーナ 3

資料 3　フューチャー・アリーナ 4

資料 4　“Transforma”教育プログラム
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オリンピックスポーツ文化研究
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研究報告
（研究プロジェクト 5）

オリンピックと芸術文化

津　田　博　子（ダンス・伝統芸能研究室）

1．進捗状況報告

（1）札幌出張について

2017 年 3 月 14 日（火）〜 16 日（木）に，北

海道国際大学，札幌市スポーツ局，札幌オリンピッ

クミュージアムを視察した．

14 日には，札幌国際大学教授，小林秀紹氏に

お会いし，札幌オリンピック招致に関する道民の

意識とアジア大会の様子についての聞き取りを

行った．

15 日には，札幌市スポーツ局招致推進部長・

梅田岳氏，札幌市スポーツ局招致推進部調整課推

進担当係長・戸叶茂樹氏，札幌市スポーツ局招致

推進部調整局推進担当係・佐久間大輝氏にお会い

し，以下の聞き取りを行った．事前に用意した質

問事項に対して詳しい資料を収集し聞き取り調査

を行うことができた．

1．	オリンピック・パラリンピック教育（学習）

について

2．	オリンピック・パラリンピックムーブメン

ト推進事業について

3．	オリンピック・パラリンピックが残したも

の（レガシー）

4．	オリンピック・パラリンピック後の冬季ス

ポーツの推進・浸透

5．	オリンピック・パラリンピック後のメリッ

トとデメリット

6．	オリンピック・パラリンピックの芸術展示

について

7．	オリンピック・パラリンピックの文化イベ

ントについて（展示以外）

8．	オリンピック・パラリンピックの開会式の

演技内容について

9．	オリンピック・パラリンピックの閉会式の

演技内容について

10．	その他

この時に，資料として 1972 年の札幌オリンピッ

クの公式報告書の資料，一部抜粋として「第 3 章

市民の協力」「オリンピック関連事業」札幌市教

育委員会のオリンピック学習の手引き，2026 年

北海道オリンピック・パラリンピック冬季競技大

会開催提案書を頂いてきた．

16 日には　札幌オリンピックミュージアム館

長・菊池美智子氏の案内で新しくリニューアルし，

スイスローザンヌのオリンピックミュージアムと

提携された館内を案内してもらい，説明を受ける

ことができた．今後，このオリンピックミュージ

アムに貯蔵されている，1972 年札幌オリンピッ

クの資料等の閲覧と収集の確約をとることができ

た．再度，訪問して資料収集を行う予定である．

（2）オリンピックにおける文化プログラムの開催

について

オリンピック憲章によると，オリンピズムの根

本的原則は，1．オリンピズムは肉体と意志と精

神のすべての資質を高め，バランスよく結合させ

る生き方の哲学である．オリンピズムはスポーツ

と文化，教育を融合させ，生き方の創造を探求す

るものである．その生き方は努力する喜び，良い
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模範であることの教育的価値，社会的な責任，さ

らに普遍的で根本的な倫理規範の尊重を基盤とす

る．

（3）オリンピズムの目的は，人間の尊厳の保持に

重きを置く平和的な社会を奨励することを目指

し，スポーツを人類の調和の取れた発展に役立て

ることにある．と提言している．

太下義之「オリンピック文化プログラムに関す

る研究及び，「地域版アーツカウンシル」の提言」

によると，近代オリンピックにおける文化的要素

の変遷は，以下のようになる．

1）1896 〜 1908 年　第 1 回アテネから第 4 回

ロンドンは「万国博覧会」の時代

2）1912 〜 1948 年　第 5 回ストックホルムか

ら第 14 回ロンドンは「芸術競技」の時代

3）1952 〜 1988 年　第 15 回ヘルシンキから第

24 回ソウルは「芸術展示」の時代

4）1992 〜 2008 年　第 25 回バルセロナから第

29 回北京は「文化プログラム（文化イベント）

の時代

5）2012 〜現在，第 30 回ロンドンから　は，「新

しい文化プログラム」の時代といわれている．

1964 年の東京オリンピック，1972 年の札幌オ

リンピックはどちらも，「芸術展示」の時代にあ

たる．

今後，このような時代区分におけるオリンピッ

クの芸術分野についてどのような催し物があった

かを調べ検討していく．

例えば，札幌冬季オリンピック（1972）におけ

る文化プログラムについて，	文部科学省による

「札幌オリンピック冬季大会と政府機関等の協力」

（昭和 47 年発行）によるとオリンピック憲章第

31 条の規定に基づいて札幌大会の芸術行事は以

下のよう実施されている．以下　行事名と期間を

挙げる．

1）NHK 交響楽団演奏会：1 月 29 日（土），

2）北国の芸能：2 月 1 日（火），

3）ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団演奏

会：2 月 2 日（水）

4）札幌交響楽団演奏会：2 月 4 日（金）

5）歌舞伎公演：2 月 5・6 日（土・日）

6）能公演：2 月 8・9 日（火・水）

7）市民劇場「バレエ」公演：2 月 10 日（木）

8）江戸浮世絵名作展：1 月 25 日（火）〜 2 月

13 日（日）

9）大冬季オリンピック展：1 月 25 日（火）〜

2 月 13 日（日）

10）第 23 回さっぽろ雪まつり：1 月 27 日（木）

〜 30 日（日）

2 月 3 日（木）〜 6 日（日）

11）	日本の現代版画展：2 月 1 日（火）〜 10

日（木）

12）	写真展「日本」－自然・伝統・生活：2 月

1 日（火）〜 13 日（日）

13）	世界子ども美術展：2 月 1 日（火）〜 14

日（月）

ここに，記載されているのは，会場，行事の概

要，入場者数である．

2017 年 3 月に札幌に訪問した際，組織委員会

の報告書のコピーを頂き，その概要が詳しく記さ

れていた．報告書によると芸術行事の開催を具体

的にするため，式典専門委員会に芸術行事小委員

会を設け，3 回の会合を開き，芸術部門 6，芸能

部門 7 の計 13 種の芸術行事を決定したとある．

ここで，注目したい点は，組織委員会・NH・/

札幌市北海道の主催で行われた，北国の芸能であ

る．行事内容として冬のスポーツの祭典にちなん

で，東北，北海道に古くから伝わる素朴で優れた

伝統芸能の中から 18 演目の民族芸能と民謡を紹

介している．北海道からは江刺追分（函館市・佐々

木基晴他），江差餅つきばやし（江差町・江差餅

つき保存会），にしん場音頭（積丹頂町・にしん

場音頭保存会）北海盆歌「（札幌市・西崎栄美邦

社中・札幌市民謡同好会）北海太鼓（登別市・北

海太鼓連中）アイヌの唄と踊り（白老町・白老民

族芸能保存会），青森県から津軽じょんがら節（青

森県　須藤栄子ほか）謙良節（青森県・久藤栄ほ

か）南部駒踊（青森県・南部駒踊石沢保存会），
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岩手県からは百姓踊（岩手県・立石百姓踊保存会），

宮城県からは，さんさ時雨（宮城県・加賀徳子ほ

か），田植踊（宮城県・秋保田植踊保存会），大漁

唄いこみ（宮城県・熊谷一夫ほか）．秋田県からは，

秋田おばこ（秋田県・浅野千鶴子ほか）秋田にか

た節（秋田県・浅野和子ほか），根子番学（秋田県・

根子番学保存会）．山形県からは，大黒舞（山形県・

谷地大黒舞保存会），花笠踊（山形県・尾花沢花

笠踊保存会）と，その地域の素朴で民族的な芸能

が披露されたことである．

さっぽろ雪まつりもまた，芸術か否かの議論を

経て，市民のアイディアや協力により，大雪像の

アイディアを市民から募集し，249 件から 7 件を

採用した．また雪像数は 223 にもなり，観客の目

を楽しませた．

また，開会式のセレモニーとして注目度が集

まったのは，子供たちが色とりどりの風船を空に

飛ばす場面であった．今後は開会式と閉会式のセ

レモニーの民族関係のことについても今後調査し

ていくことにしている．

	 （受理日：2018 年 1 月 31 日）
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本プロジェクトでは，わが国における「オリン

ピックと女性アスリート」に関する研究の動向分

析を行い，今後さらに必要な研究課題について検

討することを目的として調査を進めている．昨年

度は，科研費データベースを利用し，女性とオリ

ンピックをテーマにした様々な分野の研究課題名

やキーワードについてテキストマイニングを用い

て分析した 1）．科研費データベースで「オリンピッ

ク　女性」と検索し，ヒットした 156 件の研究を

対象として，テキストマイニングツールを用いて

分析した結果，研究課題名およびキーワードから

の抽出語の出現頻度は，「教育」がもっとも高い

頻度を示した．そのほかに出現頻度が高かった抽

出語に「女性」，「ジェンダー」，「国際」，「身体」，

「文化」などが続いていた．これらのことから，

国際的・文化的な観点から社会的性差（ジェン

ダー）および生物学的性差（身体）に関する教育

の必要性が高まっていると考えられた．

今年度も引き続き，同様の手法で研究の動向調

査を試みた．2020 年に東京オリンピック・パラ

リンピックを 3 年後に控えた本年は，顕著に件数

が増加すると予測していたが，科研費データベー

スにおけるヒット件数は 158 件であり，昨年に比

べて 2 件増加にとどまった．

国際オリンピック委員会（IOC）は男女平等の

理念とともに，女性の関心を高めることが五輪の

存続に不可欠との認識で 2014 年 12 月に中長期改

革「アジェンダ 2020」で女性選手の参加率 50％

を目標に掲げている．2017 年 6 月に開催された

臨時理事会では，東京オリンピックの新種目につ

いて男女混合 9 種目を含めた 15 種目を新たに採

用することが決定した．これによって，女性の参

加率は過去最高の 48.8％を見込んでいる．

日本人女性のロンドンオリンピックの参加率は

52％，リオデジャネイロオリンピックは 49％と

すでに参加選手の半数を女性が占めている．さら

に，リオデジャネイロオリンピックにおける女性

選手の金メダル獲得率は 70％と大きく男性を上

回った．また，2017 年 4 月にスポーツ庁より「第

2 期スポーツ基本計画」2）が示され，そのなかで“ス

ポーツを通じた女性の活躍躍進”や“女性がスポー

ツに参画しやすい環境整備”が施策として掲げら

れており，日本人女性のさらなる国際競技力向上

が期待される．

以上のことから，東京オリンピック・パラリン

ピックにむけて「女性」はますます重要なキーワー

ドになると考えられた．また，女性アスリートを

対象とした研究のみならず，その指導者や支援者

などにも焦点を当てた研究の動向についても検討

することが必要である．

参考文献
1）	 須永美歌子，オリンピックスポーツ文化研究，

2（1），105-109
2）	 スポーツ庁，第 2 期スポーツ基本計画 http://

www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/

mcatetop01/list/detail/1383656（参照日：平

成 30 年 1 月 25 日）

（受理日：2018 年 1 月 31 日）
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須　永　美歌子（運動生理学研究室）
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猪谷文庫の整理と文献の読解

神　田　俊　平（大学院スポーツ文化・社会科学系助教）

オリンピック競技大会に関連する文献が数多く

所蔵されている猪谷文庫（猪谷千春氏寄贈）の整

理と読解を目的としている本プロジェクトにおい

て，今年度は読解の前段階として文献の整理を中

心に作業を行った．具体的な作業内容としては，

2017 年 9 月〜 12 月の期間でスポーツ文化・社会

科学系所属の大学院生協力の下，所蔵されている

文献の内容確認，図書館システムへ登録するため

のラベル添付，図書館所蔵の文献との重複の

チェックを行った．

文献を寄贈してくださった猪谷千春氏自身がオ

リンピック競技大会のメダリストであり，さらに

は現役引退後も国際オリンピック委員会の理事・

副会長，日本オリンピック委員会の理事，日本オ

リンピアンズ協会の副会長を歴任し，長きに渡っ

てオリンピックと非常に深い関わりを持って来ら

れたこともあり，今年度の作業の中で，一般的に

流通しているオリンピック競技大会関連の書籍の

みならず，一般に公開されることのないオリン

ピック競技大会の招致に関する資料や会議の議事

録，公式の報告書といった大変貴重な資料及び文

献が散見された．

これらの資料及び文献に関しては，オリンピッ

クスポーツ文化研究所における他のプロジェクト

やオリンピックの文化に関連する人文社会科学的

な研究を行うにあたっても有効に活用できること

が見込まれる．

現段階におけるプロジェクトの進捗状況として

は，主要な文献に関してはラベルの添付が完了し

ており，重複のチェックが現在進行中であるため，

次年度に関しても，研究活動において文献を有効

に活用できるよう，引き続き文献の整理作業を行

う予定である．

	 （受理日：2018 年 1 月 31 日）
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メダリストへの軌跡	
─松田治廣　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 29 年 11 月 24 日（金）に松田治廣氏にお話を伺った．

【経歴】

1957 年 4 月　日本体育大学体育学部体育学科入学

1961 年 3 月　日本体育大学体育学部体育学科卒業

1961 年 4 月　日本体育大学助手

1967 年 4 月　日本体育大学講師

1973 年 4 月　日本体育大学助教授

1979 年 4 月　日本体育大学教授

2004 年 4 月　日本体育大学名誉教授

【競技歴】

1962 年　世界選手権プラハ大会　団体優勝，個人総合 7 位，跳馬 2 位

1964 年　オリンピック東京大会　団体優勝，個人総合 6 位，跳馬優勝，鞍馬 4 位

1966 年　世界選手権ドルトムント大会　団体優勝，跳馬優勝

1969 年　プレオリンピックメキシコ大会　団体優勝，跳馬優勝

1．競技との出会い

松田氏が体操と初めて出会ったのは，高校 1 年

生の時だった．千歳丘高等学校の体操競技部の先

生（後にその先生がオリンピック候補選手だった

と知る）が「ちょっとでも，自分の運動神経が良

いと思う人は，体操競技部に入ってください」と

言っているのを聞いて，入部を決意した．その時，

松田氏は「体操の『た』の字も知らなかった」と

いう．当時の千歳丘高等学校には，体操競技の設

備が整っていなく，鉄棒，マット，鞍馬が外に設

置されている状態であったが，入部してからは，

体操競技の魅力に惹かれ，毎日練習を続け，勉強

よりも体操競技を優先させていた．そんな中，親

や兄は医者になるために東京で勉強をさせていた

ため，「勉強しないなら宇和島に帰りなさい」と

松田氏を 1 年生の 1 学期が終わった後に宇和島東

高等学校に転校させた．しかし，転校した宇和島

東高等学校の方が体操競技の施設が充実してお

り，6 種目が全て体育館に設置されていた．それ

から，体操競技の魅力に益々惹かれるようになり，

始めてから 3 年目の高校 3 年生の時にはインター

ハイ個人総合 6 位に入賞し，才能が開花した．

79



2．日体大の思い出（選手生活の思い出）

高校3年生の時にインターハイ6位入賞した後，

同じ宇和島東高等学校出身で日本体育大学の教員

であった河野氏から「日体大に来い」と誘われ，

日本体育大学への入学を決意した．入学後の新人

戦で優勝し，「河野先生が喜んで，自分が履いて

た試合のズボンを僕にくれたわけです．それが僕

にぴったり合って，もう，うれしくて，うれしく

て」と当時の思い出を笑顔で語ってくれた．しか

し，その後は自分が思うように体操競技ができな

くなってしまった．そんな時，松田氏に転機が訪

れた．それは，河野氏のメルボルン大会銀メダル

獲得の報告会である．この報告会が宇和島で行わ

れ，松田氏も参加した．そこで竹本氏らの体操競

技を目の当たりにし，「どうにかしないといかん

ぞ」という思いが強まった．それから東京に帰っ

た松田氏は，毎朝 5 時に起きて，自分の弱点であっ

た「つり輪」を一生懸命練習した．その成果が実

り，つり輪が上手くなっていくと，全種目が前よ

りも上達し，大学 3 年生，4 年生と個人総合 2 位

に輝いた．その当時の気持ちを松田氏は「個人総

合 2 位になって，だんだんとオリンピックのこと

が言われ始めてきまして．そして，『どうだろうな，

俺はオリンピックに出れるかな』なんて思いなが

ら，ずっとやっていたわけです．そしたら大学で

は僕にかなう人はいなかったので，自分は『よし，

これからはオリンピックに出るためには海外遠征

をしなくてはいけない』と飛行機に乗って海外に

行くことを夢見て一生懸命練習したんです」と大

学時代のオリンピックに対する思いを語ってくれ

た．大学卒業後，松田氏は全日本選手権大会で個

人総合 6 位に入賞し，夢だった海外遠征を実現す

ることができた．その海外遠征での練習が非常に

自分の能力向上に繋がったと話している．

松田氏の技である「山下跳び」，「新山下跳び」

については，次のように語ってくれた．

「山下跳び」については，「いつものように，練

習に行ったところ，後輩が『すごい跳び方してる

な』と思ってよく見てたんです．『これはいいぞ』

と思ってね．僕も真似して跳んでみたら，うまく

跳べたんです．「よーし，これだ」と思って．そ

れは走ってきてから踏み切り板がマットの間で

50cm ぐらいしか開いてなかったんで，ぴょんて

飛び上がってひゅーと，前半の大きさが全然な

かったわけです．ところが，僕は『よし，それじゃ

あもっと離そう』思って，踏み切り板をぐーっと

離したわけです．2メートルまで離しました．こっ

から，だーっと走って，体の前で，手前で手つい

て，それから，うーんと腰伸ばして，これが山下

跳び」と両手で表現しながら山下跳びの原点を解

説してくれた．また，当時の山下跳びに対する周

囲の反応ついて，「今までは体操界ですと，山下

跳びって認められなかったし，全然なかったわけ

なんですけども，僕が跳ぶようになってから山下

跳びって言われるようになったんです．山下跳び

を外国遠征するたびに跳んでたら，ドイツの FIG

の委員してた先生が『これは面白いぞ』って言っ

て，いろんな角度から写真撮ってくれたんです．

それで，『この跳び方はすごくいい』っていうこ

とを FIG の委員会で発表して，これを『山下跳

びという名前をつけよう』と決まったわけです．

そして，山下跳びが 10 点満点の種目になっていっ

たわけです．それからもう楽だったですね．もう

山下跳びどんなに着地が動こうとも 9.6 以上必ず

取れたんです」と当時を振り返ってくれた．

「新山下跳び」については，「今の山下跳びのま

まだと，僕よりも運動神経のいい選手に負けてし

まうと思い，何か今の山下跳びで工夫しないかん

ということで考えたのが，1 回ひねりを加えた『新

山下跳び』なんだ」と語ってくれた．しかし，当

時は，1 回ひねりの技法が科学的にも解明されて

おらず，この技の習得には非常に苦労し，何度も

25 メートル走ってきて，跳んで 1 回ひねる練習

が「苦痛だった」という．その新技を練習してい

る頃から東京オリンピックの強化合宿が始まり，

竹本氏が新技会得に協力してくれた．そんな中，

青森の八戸で強化合宿があった時，体操競技の男
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子 6 種目，女子 4 種目の間にトランポリンが置い

てあった．そのトランポリンを前に竹本氏が「お

い，松田，まずはトランポリンで 1 回ひねりの練

習しろ」って言って，この練習を始めた．その当

時のことを松田氏は，「そしたら楽なんですよ，

これが．25 メートル走る必要ないしね．背中か

ら落ち，ぽんってして，ぽんっと立つときに，く

るっと1回ひねりすればいい．それをやってたら，

あるとき，くるって 1 回ひねりできたんです．そ

れを竹本先生が見逃してなかったんですね．『山

下，手を上で回したぞ』って言うんです．それで

自分で意識しながら回したら，くるっ，くるって

ひねれるようになったんです．『うわー，これは

やったぞ』ということで，竹本先生のおかげなん

ですよね．それで，あとは走って，手を上でくるっ

と回ったら，どうにかひねれたんです．『これは

やったぞ』っていうことで，大体，約 1 年ぐらい，

それまでにかかりましたけど，それで山下跳びの

1 回ひねりができるようになった」と語ってくれ

た．

その他にも，「新しい種目を身に付けるのが大

好き」という松田氏は，高校時代から常に新しい

技の会得に挑戦し，「2 回宙返り」や「大逆手車輪」

なども自分で探求し，会得していった．

3．東京オリンピックでのメダル獲得

常日頃から献身的に練習を重ねていた松田氏

は，種目別の跳馬に関しては，「絶対に優勝できる」

と話してくれた．松田氏の姪にも「おじちゃんが

金メダル取れなかったらいかんから，木で作った

金メダル持って行こう」と言ってくれ，優勝した

後に会ったら「おじちゃん優勝したね，良かった

ね．この金メダル（木メダル）もういらないね」

と言われた際に写真を撮ったことは今でも忘れず

に覚えているという．一方で，体操競技男子団体

での優勝は，他の選手のコンディションがあまり

良くなく，さらに松田氏も含めて 2 人が 1 回目を

失敗してしまい，「復行」という制度を使い，持

ち直したと当時の苦戦した様子を語ってくれた．

結果的に体操競技男子団体では優勝の栄光を掴

み，表彰台の上で思わず手を挙げて「皆さん，あ

りがとうございました」と言ったことが良い思い

出だと話してくれた．

東京オリンピック中の舞台裏では，「種目別選

手権のときに僕は選手村に自分の試合ズボンを忘

れてたんです，これから試合があるっていうのに．

でも本当に東京体育館と選手村が近かったもんで

すから，間に合ったんですけどね．長澤選手がそ

のとき取りに行ってくれて，持ってきてくれた．

『ああ良かった，良かった』って言ってね．その

ことが今だに頭から離れません．ズボン忘れてき

て，やっと間に合ってズボンを履いて，試合に出

たんですよ．そして，鞍馬が 4 種目目だったかね．

ちょっと遅かったから，間に合ったんですけどね」

と選手たちしか知らない貴重な舞台裏の話もして

くれた．

4．その後の人生

世界選手権ドルトムント大会，プレオリンピッ

クメキシコ大会で優勝し，もう一度メキシコ大会

を目指そうと奮起していた松田氏だが，オリン

ピックの代表予選会で 9 位になってしまい，引退

することを決意した．それから，指導者になるた

めにも，国際審判員の資格を取らないといけない

と思った松田氏は，アメリカのインディアナポリ

ス大学に体操指導を兼ね語学勉強に向かった．松

田氏のコーチ就任以降，インディアナポリス大学

の体操競技部の成績が伸び，そこのコーチもアメ

リカ体操協会の専務理事に就任した．その後，日

本からカナダに体操競技の模範演技会をするため

に選手が呼ばれた際，松田氏もそこに派遣された．

そして，カナダの体操協会の会長が「君，英語の

勉強したいんだろう．だったらアメリカよりカナ

ダのほうがいいぞ，だからカナダに来いよ」とス

カウトされ，カナダに拠点を移した．カナダでは，

客員教授として大学で体操競技の授業を担当し，
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カナダ体操協会の方々と一緒にカナダの体操競技

を盛り上げていった．その後，アメリカでの経験

が半年，カナダでの経験が半年，計 1 年間の海外

経験を持った松田氏は日本に帰国し，英語で国際

審判員試験を受け，見事合格した．

帰国した松田氏は，日本体操協会の男子のコー

チに就任したが，体操女子の成績不振から女子の

コーチへと移った．当時，海外では男子のコーチ

が女子を指導するという形態が通常になっていた

が，日本では女子へは女子のコーチが指導すると

いうのが普通であった．モントリオールオリン

ピック大会の予選会であったヴァルナの世界選手

権大会では，松田氏と当時委員長を務めていた鶴

見氏の懸命な努力が実り，7 位に入賞し，モント

リオールオリンピックへの切符を掴んだ．このこ

とから，「男子が女子を指導するのはいいことな

んだ」という通説が日本でも広まり，松田氏が体

操女子の委員長，常務理事を歴任し，懸命に女子

を強くするために 10 年間努力した．その後，塚

原氏などの女子を指導する方々が出てきたことか

ら，体操女子の指導から身を引き，最後は日本体

操協会専務理事を務めた．

また，日本体育大学でも体育学科長，体育専攻

科長，企画部次長，学長室次長，学長室長，寮監

長，図書館長と重要な役職を担った．

5．後輩に一言

体操競技部に対しては，「今，かなりいい感じ

で進んでますよね．例えば畠田先生にしても瀬尾

先生にしても，すごく働いてると思うんですよ，

体操競技部の人間として両方が，男子の監督が畠

田先生で，女子の監督が瀬尾先生で．瀬尾先生も

この間，村上っていうすごい選手を育成したね，

もしかしたら個人総合で優勝するんじゃないかと

思って，それから畠田先生も，内村くんとか白井

くんとか，これを育ててますから順調だと思うん

ですよ．いろんな話を聞いてると，凄く良いこと

言ってるんですよ．これは本当に誰から勉強した

んだろうなと思うぐらい．僕らはあまり会ってな

いですから，話したこともないですよ，内村くん

とも白井くんとも話してない．でも言ってるこ

とっていうのは素晴らしいこと言っています．だ

から，これだったら 2020 年，東京オリンピック

大丈夫だなと僕は自信を持っています」と太鼓判

を押した．また，「僕は，常に真剣勝負だった．

だから僕らがプラハの世界選手権に行ったとき

も，部屋にいるときから規定の練習をしていまし

た．部屋にいるときから，こうやって，ああやっ

て，こうやってって．『もし負けたら俺たち日本

に帰れないな』っていうことまで言ってました．

みんなが『日本に帰れないぞ』って．だから『一

生懸命頑張ろうな』って言って，本当にそれぐら

い真剣にやってました．だから，あまり勝ち過ぎ

るんで，みんなが安心し過ぎてるんじゃないか

なって思いました．ただ，皆さん，本当に立派だ

と思っています．だからこそ，真剣味を，もう少

し持ってもらいたいなと思います」と自分の実体

験からのアドバイスを語った．

日本体育大学の学生にも，「とにかくスポーツ

は真剣勝負なんだということを分かってもらいた

いです．『なんだか楽しんでいる』とか，そうい

うことじゃなくて，常に真剣にいかないと駄目な

んです．というのは，僕は松浪理事長が来て，日

体大が世界一の体育大学になれると思っているん

です，本当にそう思っているんです．また，学長

の具志堅先生も優勝した選手だったから，本当に

そう思っています．具志堅先生はこうと決めたら

テコでも動かないという強い精神力を持っている

んですよ．みんなが素晴らしい大学，世界一の体

育大学になるんだという気持ちで，常務理事と理

事長についていかないといかんと思うんですよ」

と松田氏の言葉から今の日本体育大学に対して，

非常に期待していることが伺われた．

筆者がインタビューに伺った際，松田氏と奥様

がとても温かく迎え入れてくれた．松田氏と奥様

の出会いは日本体育大学の体操競技部であること
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も話してくれた．また，その奥様も当時，オリン

ピック候補選手になるだけの実力があったと拝聴

した．この仲睦まじいご夫婦に心から感謝し，イ

ンタビューを終えたい．
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オリンピックスポーツ文化研究
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研究報告
（研究プロジェクト）

メダリストへの軌跡	
─花原　勉　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）

【経歴】

1959 年 4 月　日本体育大学体育学部体育学科入学

1963 年 3 月　日本体育大学体育学部体育学科卒業

1964 年 4 月　日本体育大学助手

1969 年 4 月　日本体育大学専任講師

1975 年 4 月　日本体育大学助教授

1985 年 4 月　日本体育大学教授

2010 年 4 月　日本体育大学名誉教授

【競技歴】

1964 年　オリンピック東京大会　グレコローマン 52kg 級　優勝

1967 年　世界選手権ブカレスト大会　グレコローマン 57kg 級　3 位

1962 年　世界選手権ジャカルタ大会　グレコローマン 52kg 級　2 位

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 29 年 11 月 24 日（金）に花原勉氏にお話を伺った．

1．競技との出会い

中学 2 年からはじめた柔道は姿三四郎への憧れ

と，「人間は強くなければいけない」といった願

望からであった．豊浦高等学校で恩師の中野重吉

先生と出会い，唐戸道場に稽古に通うようになる

と，柔道の面白さがわかるようになり，次第と強

くなっていった．しかし，体があまり大きくない

ため道場同士の対抗戦で見かける体格の良い選手

を見ているうちに，柔道はある程度の体格が必要

であると思うようになり，姿三四郎の世界への壁

が見えるようになっていった．そんな時，高校 3

年生になる春，練習帰りに立ち寄った映画館で見

たムービー・ニュースの中で，メルボルン・オリ

ンピックで活躍した日本のアアマチュア・レス

ラーの笠原さん，池田さんの試合を見た．日本レ

スリング会はヘルシンキ・オリンピックで金メダ

ルを獲得した石井さんの後，このメルボルン・オ

リンピックでは 2 つのメダルを獲得し，まさにア

マチュア・レスリング日本の歴史がここからはじ

まったという時代であった．飛行機のタラップか

らツリパン姿で，メダルを首からかけて降りてく

る誇らしげな選手たちを見て，柔道と似た格闘技

で体重別の階級制があるこのレスリング競技なら

自分にも活躍する場があるのではないか，世界で

戦える，世界を取れる，といった思いがこみ上げ
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てきたと話してくれた．

2．日体大の思い出

レスリングをやろうと決めた花原氏は将来体育

教師になるためにはどの大学が良いかを調べた結

果，日本体育大学への進学を決めた．当時の定員

は 180 名と少なく，補欠合格となったため，補欠

金を支払っての入学であった．大金を支払って父

は親戚中から借金をしてやっとの思いで 1959 年

の 4 月に日本体育大学に入学した．

しかし，当時の日本体育大学のレスリング部は

2 部で 2 位〜 3 位くらいの実力で，他競技からの

転向組が多かったため，小中学校の体育授業で使

用したようなズック記事の細長いマットを体育館

に敷き詰めての練習であった．柔道とレスリング

の違いは着衣を摑むなど，柔道で言えば組手がで

きないことであった．どうやったら相手を摑まえ

られるか，スピードの速さが柔道とは違い，自分

より小さな相手にも勝てなかった．

1 年以上も悩み続けたその答えは解剖生理学の

中にあった．首，脇，肘，手首，腰，股関節，膝，

足首，この 8 つの関節を支点にして，相手を崩し

たり技を掛けたりすることができることがわかっ

た．大学 2 年（1960 年）の夏合宿，独学でレス

リングの基本を学んできた花原氏はこの頃から自

信が湧いて，ますますレスリングが楽しくなった

と述べている．そして，その年の 12 月，全日本

選手権（グレコ・フライ級）で最初の金メダルを

とり，日本体育大学レスリング部の華やかな歴史

をスタートさせた．

1961 年，憧れのナショナル・チームの合宿に

加わり，JAPAN のユニフォームを支給された時

の喜びは言葉で言い表せないほどの感激であっ

た．このナショナル・チームで東京オリンピック

までの 3 年間に 60 数回の合宿と遠征を行ったが，

当時のレスリング協会会長の八田氏はマナーに非

常に厳しく，とても良い勉強をさせていただいた．

3．東京オリンピックでのメダル獲得

レスリング選手として一番辛かった思い出は減

量であった．大学を卒業して日本体育大学の助手

となった花原氏は 1964 年 5 月に本番へ向けての

最後の総仕上げのため，40 日間の東欧諸国の遠

征を行った．ブルガリアのソフィアでの 12 時間

で 4.5 キロの減量を経験し，その後も試合に際し

て常にこの「減量」が花原氏を苦しめた．

遠征から帰国し 1 ヵ月後の 7 月にオリンピック

最終選考会を兼ねた全日本選手権大会が行われ

た．その前年，1963 年の世界選手権代表選考会

をダントツで勝ち抜き優勝した花原氏であった

が，発表された代表メンバーの中に花原氏の名前

がなく悔しい思いをした．そして東京オリンピッ

ク最終選考会でも優勝をしたが，代表メンバーが

正式発表された合宿初日，またもや代表決定メン

バーに花原氏の名前はなく，決定戦メンバーグ

ループに入っていた．3 日後の決定戦まで 6.5 キ

ロの減量が必要であった．48 時間で 50 グラムの

アイスクリーム 1 個と卵 1 個しか口にせず，最終

日は何も口にできず，この時の減量も苦しかった．

しかし，見事に勝利を収めて東京オリンピック代

表選手となった．

東京オリンピックでは，これまで試練を経験し

てきたおかげで，決勝まで 7 回戦を戦い取られた

ポイントはわずか 1 点，心身共に最高のコンディ

ションの状態で戦うことができた．また，この時

に付き人としてついてくれた，日本体育大学の後

輩である勝村氏にも感謝していると当時を振り

返って語ってくれた．

4．その後の人生

東京オリンピックが終わった後に，花原氏は階

級を 1 つ上げてメキシコオリンピックを目指すこ

とになった．オリンピック金メダリストの意地と

自信で全日本優勝を飾り，日本国内ではその座は

揺るぎないものとしていたが，体力を蓄えられな
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い年齢になってきていると実感していたという．

1967 年ルーマニアで開かれた世界選手権では決

勝リーグまで残ったが，左肩を負傷して結果は 3

位であった．負傷しての 3 位なのだから，翌年の

メキシコオリンピックでは必ず勝てると思ってい

たのだが，最終選考会 1 週間前に右足靱帯断裂で

2 階級制覇の夢は破れた．

その後はレスリング協会の要請でコロンビアに

レスリングを教えに行くことになり，日本体育大

学を休職して，1967 年に結婚した奥様と 1969 年

に生まれた長男と，奥様のおなかにいる長女も一

緒に渡航した．しかし，2 年の予定で指導に行っ

たが，全く給料を支払ってもらえず，日本人の商

社に勤める方のお家に泊めてもらったり，ホテル

に泊まったりしたが，結局は持っていた時計やカ

メラを売って食事に代えるしかなく，11 か月で

断念し，アメリカの知人宅をまわって帰国した．

日本体育大学に戻ってからは，1974 年のイス

タンブール，1975 年のミンスク，1977 年のロー

ザンヌ，1979 年のサンディエゴ世界選手権にお

いて金メダルを獲得し，1976 年のモントリオー

ル・オリンピックで金メダル，1984 年ロサンゼ

ルス・オリンピックで銅メダルを獲得した高田裕

司氏や，その後に日本体育大学レスリング部の監

督となる藤本英男氏などの指導にあたった．多く

のオリンピック選手を輩出した日本体育大学にお

いて，花原氏の指導は，後に続く後輩たちに大き

な希望になったと思われる．

ナショナル・チームではコーチとなり八田氏の

指導を継承しつつ，ミュンヘン・オリンピック

（1972 年）を目指した．バルカン諸国やソ連への

遠征，他国のナショナル・チームとの合同合宿，

多くの場面で花原氏は「食」について日本との違

いを感じ，「食」について学び続けた．その後，

1986 年のソウル・オリンピックにおいて日本レ

スリング協会は新体制をスタートさせ，花原氏は

強化委員長に任命される．そこで選手たちと三食

を共にする 500 日合宿を断行し食の環境を整え

た．さらに，選手の意識改革のためにメンタル・

トレーニングの実践，音楽療法や真夜中のスパー

リングも取り入れていった．そして，金メダル二

つ，銀メダル二つを獲得，見事にレスリング日本

の復活を果たした．

また，2006 年には認定特定非営利活動法人日

本ブラインドマラソン協会の理事長，2011 年か

らは会長を務め，現在は名誉会長となっている．

5．後輩たちへ一言

人間は五感からの情報により次の行動を決め

る．この決断が早ければ早いほど人より有意に立

つことができる．仕事も，練習も，目的・目標を

持って五感を総合して日々の訓練を行っていって

欲しい．そして，人体と食の相関関係について認

識して欲しい．

確固たる目的意識を持って食と取り組む．ここ

には味覚と嗅覚が関係する．

確固たる目的意識を持って技を盗む．ここには

視覚が関係する．

確固たる目的意識を持って教えを請う．ここに

は聴覚が関係する．

確固たる目的意識を持って練習を行う．ここに

は触覚が関係する．

【参考引用文献】

花原勉；金メダルレストラン　勝利への食事学，

ベースボール・マガジン社，1995.
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メダリストへの軌跡	
─監物永三─

監　物　永　三

【経歴】

1970 年 3 月　日本体育大学体育学部体育学科卒業

1970 年 4 月　日本体育大学副手

1972 年 4 月　日本体育大学助手

1976 年 4 月　日本体育大学講師

1980 年　　　スポーツ指導者在外研究員（アメリカ）

1983 年 4 月　日本体育大学助教授

1992 年 4 月　日本体育大学教授

2015 年 4 月　日本体育大学特任教授

【競技歴】

1968 年　	オリンピックメキシコシティ大会　団体総合優勝，鉄棒 3 位，個人総合 4 位，あん馬 5 位，

平行棒 5 位，ゆか 6 位，跳馬 6 位，つり輪 7 位

1972 年　	オリンピックミュンヘン大会　団体総合優勝，個人総合 2 位，あん馬 3 位，平行棒 3 位，

ゆか 4 位，跳馬 4 位，鉄棒 4 位，つり輪 5 位，

1976 年　	オリンピックモントリオール大会　団体総合優勝，あん馬 2 位，鉄棒 2 位，つり輪 5 位，

ゆか 6 位，

1．競技との出会い

中学 1 年（大阪市）時，校庭の中庭で体操部が

「後転とび」の連続をしているのが目に入った．

当時の遊びの中ではチャンバラが主流の時代で

あったことから私には忍者に見えた．これは凄い，

私もやってみたいと直感的に感じ即入部した事が

そもそもの始まりであった．幸い担当の先生が大

卒 2 年目くらいの現役選手であったことも私には

幸運であった．市内の地域大会に 2 度程出場した

記憶がある．ユニホームは，今では考えられない

白色で綿の体育ズボンとランニング肌着であった

ことを思い出す．

高校進学は，これから伸びる学校であるとの先

生の言葉があり清風学園高等学校を選んだ．入学

すると大阪では優秀な選手が 3 名程入学してい

た．初めて練習する器具「あん馬」「つり輪」「平

行棒」などはとても難しく筋力を必要とする種目

であった．私は，身体が硬く，筋力もないことか

ら厳しい 1 年間を過ごすこととなった．しかし，

タンプリング（マットでの転回系）が得意であっ

たことから，当時採用されていた競技種目のタン

プリング選手として青森県開催の高校総体に出場

することができた．しかし，大阪から青森まで夜

汽車の長旅は辛く，デッキ（当時はドアが開いた

ままであった）に座り先輩の素足が気持ちよいと
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の助言もあり素足を投げ出しのんびりしていたと

ころ駅の通過が解らず，足先がプラットホームに

接触し大怪我をするハプニングに襲われた．タン

プリング選手なのに足が使えないとはなんと皮肉

な出来事であろう．大会まで練習もできず，本番

では痛い思いをしてシューズを履き，目眩をしな

がらやったことを思い出す．高校 2 年時では体操

競技選手として，高校総体に個人出場することが

出来た．その時の個人優勝者が 2 年生の塚原光男

選手であったことを知った時はショックであり全

国にはすごい選手たちがいることを初めて実感し

た．高校 3 年時の高校総体は，近畿大会時に鉄棒

での終末技で足をバーに接触させて落下，救急車

で運ばれ頸椎捻挫で入院し高校総体出場はならな

かった．退院後，岐阜国体予選を通過し初の国体

出場，結果は思いもよらず個人総合優勝を果たし

た．

2．日体大の思い出（選手生活の思い出）

大学での 1 年間は寮生として割り当てられた 2

時間が体育館使用時間であり，110 名程（1・2 年

を含む）の寮生のため，1 種目（25 名程）30 分ロー

テーションで 3 種目の時間帯が割り当てられてい

た．種目での待ち時間は補強や柔軟に当てていた

が，当然練習時間は足りず，野外の鉄棒やグラン

ドでのランニングが常であった．唯一の大会出場

目標は関東新人戦であり，1・2 年生合同チーム

で編成され先輩コーチの厳しい目があった．11

時，12 時終了は常で，厳しい練習であった．当

然のこと寮の夕食や入浴には間に合わず，辛い 1

年間であったがお陰様で体力もつき，正月休みは

多くの選手が帰省することから十分な練習時間が

確保でき，2 年時にはレギュラー入りを果たしイ

ンカレに出場することができた．その年の 11 月

全日本選手権でメキシコオリンピック大会 1 次予

選を通過し，3 年時の NHK 杯においてオリンピッ

ク日本代表選手に選ばれ加藤沢男，塚原光男，監

物永三の 3 名の学生選手が代表を獲得した．その

年のインカレでは団体・個人総合共に優勝するこ

とができたが，種目別の跳馬で足首を捻挫し靴も

履けない状態でメキシコオリンピック大会へ羽田

空港から出発した．

3．オリンピックでのメダル獲得

3.1　 メキシコオリンピック大会

初めての飛行機，初めての海外遠征，初めての

日本代表等々，すべてが初めて尽くしの大会で

あった．中でも高度 2.000m での競技会は想像し

ていなかった．何の事前準備もなく現地入り，初

めて感じる体験であった．「空気が薄いとは・・・」

考えたこともなかったことである．運動するとす

ぐに息切れがする．日頃，女子選手などは「ゆか」

を平気で一本通しをするが，当時音楽はフロアー

のコーナーでのピアノ伴奏であった．伴奏は進ん

でいるが選手は動いていない状態なのである．ま

た，消化器官にも影響をおよぼし，「おなら」が

非常によく出るなどの日頃感じないようなことが

多くあった．足首の負傷もあったことから，オリ

ンピック大会ではインカレ以来，初めてのゆか，

跳馬の演技であった．また，オーダーでは「あん

馬」6 番，「つり輪」1 番など，プロテクターを付

ける時間もなかったほどの厳しい大会であった．

3.2　 ミュンヘンオリンピック大会

中山，加藤，塚原，笠松，監物，岡村と平均年

齢 25 歳の団塊世代を中心とした日本最強メン

バーといわれた時代であり，確かに無敵の日本で

あった．団体総合 1 位，つり輪 1 位，個人総合・

平行棒・鉄棒などは 1・2・3 位を独占した．国内

で勝つことが世界で優勝することにつながった時

代でもあった．この大会を境に個人総合，種目別

の出場者は1ヶ国2名までとルールも変更された．

また，世界情勢が不安定な時期でもあった．選

手村でテロ事件が発生し，世界に大きな衝撃が

走った出来事があった．幸い日本選手たちは競技

が終了し，現地日本人関係者の慰問や休暇などで
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選手村を離れていたこともありテロに遭遇しな

かったことは幸いであった．しかし，オリンピッ

ク大会が国際政治情勢に利用されたことは非常に

残念でならない．

3.3　 モントリオールオリンピック大会

2 年前の世界選手権大会個人総合優勝の笠松選

手は盲腸炎にて欠場（補欠五十嵐選手と交代），

藤本選手は膝靭帯断裂（自由演技の「ゆか」で痛

め，「つり輪」で断裂）し戦列から離れる，競技ルー

ルの変更（規定演技 1 位チームは自由演技「あん

馬」スタート，2 位「ゆか」スタートの 2 種目の

み変更，日本が規定 1 位と予測して）等々，チー

ムにとって最悪の状況での戦いであった．結果は，

規定演技 2 位となり自由演技は「ゆか」からのス

タート，ソ連（現ロシア）の思惑は失敗に終わっ

たが，自由演技後半 5 名での戦いは厳しいものが

あった．しかし日本人特有の団結力（絆）がもた

らした団体総合優勝であった．

日本体操はローマ，東京，メキシコ，ミュンヘ

ン，モントリオールとオリンピック大会 5 連勝．

プラハ，ドルトムント，リュブリアナ，ヴァルナ，

ストラスブール世界選手権大会 5 連勝，合計 10

連勝の記録を打ち立てた．その中に 6 大会も参加

することができた事は私の喜びである．しかし，

それからの日本体操に陰りが見えたことも事実で

ある．ジュニア育成を怠った日本体操は下降に向

けて一直線に辿った．

4．その後の人生

大学卒業後，教員として母校に就職し，授業と

学生の指導を兼務しながら選手としてオリンピッ

ク大会の出場を目指すことになった．

当時は今と違って，選手に対する優遇制度はな

く，朝 1 番に出勤，研究室の掃除，授業の手伝い，

自分の授業，学生の練習指導，合宿所の教官とし

ての指導などなど多忙な毎日であった．32 歳で

選手生活を終え，当時（昭和 56 年），アメリカの

オリンピック選手の主流は大学生であったことか

ら，文部科学省の海外指導者派遣制度を利用し，

アメリカへ 1 年間の研修をすることができた事

は，私の指導に対する考え方を大きく変えるきっ

かけとなった．昭和 60 年から平成 12 年まで学生

の指導と体操協会の強化コーチを兼務した．大学

ではコーチから監督となり，東日本 14 連勝，イ

ンカレ 10 連勝，全日本優勝を 4 回することがで

きた事に大いに役立った．体操協会では昭和 58

年から平成 8 年まで男子強化部員として，また強

化委員長として世界選手権大会及びオリンピック

大会の審判，コーチ，監督として帯同し選手たち

の活躍に貢献できた．この時期は日本体操の低迷

期でもあったことから目標設定を 3 位以内すなわ

ちメダルを獲得することを最大の目標として戦っ

た．しかし平成 8 年（1996 年）アトランタ・オ

リンピック大会での惨敗で責任を感じ退任した．

また，平成元年から平成 3 年までの 3 年間，低

迷する日本体操界を改革すること目的として日本

体育協会スポーツ医・科学研究を利用し「将来の

ジュニア育成指導研究」と題して，ソ連の Jr 現

場での指導法を学んだ．終了後，報告書としてま

とめ Jr 現場の指導者の方々の参考として伝達す

るとともに，Jr 規定作成を手掛けることが出来

た．それらの成果が 5・6 年後（池谷，西川選手

の活躍）から徐々に表れだし，日体スワローでの

Jr 選手育成事業での最後の選手として白井健三

選手が活躍できた事は非常にうれしく思ってい

る．

それから数年後，日本体操協会，日本体育協会

役員として，日本体操の発展や日本のスポーツ指

導者育成のために少しながらもお役に立てたこと

に感謝をしていると同時に素晴らしい人格者の

方々に接する機会をいただいた事は素晴らしい体

験であり同時に感謝している．

5．後輩に一言

「若さは力」という言葉がある通り今しかでき
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ない事，今やるべき事（競技外を含む）を決め，

夢や目標に向かって将来計画を立て一直線に進む

学生時代であってほしい．優秀なアスリートは，

自分のやるべき技の習得や目標に対しては素直に

対応する．個性は尊重するが人は素直になること

は重要である．また，体操競技は対人競技（相手

の弱点を攻撃する競技）と違って，理想像を追い

求める競技である．それぞれ個人の特性を生かし，

弱点は個性で対応することも必要である．徹底し

た時間をかけて練習する期間は必要であり自己の

弱点強化となる．しかし省エネでの対応も重要で

ある．要点を絞り集中し試合を想定した練習も必

要である．また，すべてのアスリートが優勝でき

るわけではない．メダルを取れるのは一握りであ

り，個人で優勝できるのはただ 1 人である．それ

を目指すのは良いことではあるが，将来を考える

といろんな選択肢をもって計画を立てておく事が

大切で，そのためには今何をしなければいけない

のかをしっかり考えておくことが重要である．ま

た同じ年齢の若者が集い，同じように精神的にも

肉体的にも忍耐し努力しているその時の仲間は将

来の良い友として大切にしてもらいたい．

また，体操競技を愛し実践することは素晴らし

い．しかしなぜこのように体操競技は発展してき

たのか，これからどのように進むべきなのかを理

解するためには体操競技の歴史を知っている事が

大切である．過去があって現在があり，そして未

来を創造することができるのである．過去にどん

な選手達がいて，どんな技が作り出されてきたの

かなど，ほとんど知らない選手たちがあまりにも

多すぎる．これから少し学んでほしい．
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メダリストへの軌跡	
─塚原光男　選手─

亀　山　有　希（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，オリンピッ

ク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 29 年 12 月 8 日（金）に塚原光男氏にお話を伺った．

【経歴】

1966 年 3 月　國學院高等学校卒業

1966 年 4 月　日本体育大学体育学部体育学科入学

1970 年 3 月　日本体育大学体育学部体育学科卒業

1970 年 4 月　河合楽器入社

2002 年　　　塚原体操センター設立

【競技歴】

1968 年　オリンピックメキシコシテイ大会　団体総合優勝，ゆか 4 位，つり輪 4 位

1972 年　オリンピックミュンヘン大会　団体総合優勝，鉄棒優勝，つり輪 3 位

1976 年　	オリンピックモントリオール大会　団体総合優勝，鉄棒優勝，跳馬 2 位，個人総合 3 位，

平行棒 3 位

1． 器械体操との出会い

誰もできないことをやるのが大好きな少年だっ

た，小さいときから．「例えばうちの近くにすご

い木があって，誰も登れないのよ．枝がなくてね．

それを 1 人で登っていって，得意になって『どう

だ』って言ってました．そうしたら，まだ小学校

の小さい頃だから下りらんなくなっちゃった．町

内会の消防団がみんな来ちゃって下してもらっ

て，両親からこっぴどく怒られた．また，ある時

は，高い塀があると 1 人でそこへ登って，わあっ

て歩いたりしてたね．そういう高い所が好きだっ

た．とにかく，誰もやらないことが大好きだった．

みんなをわあって驚かす，おっちょこちょいな少

年だったんです」と塚原氏は少年時代のエピソー

ドを語ってくれた．

スポーツの出会いは草野球が始まりだという．

「昔，僕らの時代のスポーツっていうと野球だっ

た．王さんや長嶋さんにみんなが憧れて，草野球

に近所の子どもたちが集まって野球の好きなおや

じが監督代わりになって．近所の子ども達と草野

球をやって，それをずっと楽しんでいた．みんな

で背番号 3 番を取りあったりしてね．長嶋さんの

背番号「3」や王さんの背番号「1」とかね．僕ら

も野球選手に憧れて野球をやった」そうだ．

その後，中学校進学時に器械体操と出会うこと

になる．入学の日，中学校の校庭でクラブの勧誘

会が開かれていたときの事だった．「体操競技部
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が鉄棒のデモンストレーションをしていて，宙返

りをやったのを見て，『すごい，これは人が簡単

にできる世界ではない』『これは面白そうだ』」と

思って体操競技部にそのまま入った．「鉄棒は立

体感があり，且つダイナミックなことからみんな

を魅了できると思ったんじゃないか」と塚原氏は

続ける．

また，野球から器械体操に転向したのは，野球

部のみんなと比べると体格が小さかったからだと

いう．宙返りにあこがれて入部した体操部であっ

たが，待ち受けていたのは「腕立て伏せ 100 回」「腹

筋何 100 回」といった基礎中の基礎である筋力ト

レーニングだった．「強くならないと，筋力を鍛

えないと大技に挑戦できないから」と言われ，そ

うかなと思い，素直に取り組む日々が続いた．

塚原氏曰く，「懸垂 100 回とかそんなのばっか

りやって，クラブ活動が終わる毎日だった」こと

から，一人また一人と部員・仲間がいなくなり，

気がつくと夏までには 5，6 人しか新入部員がい

なくなった．一方で，自分自身は将来，「宙返り

のようなすごいことができる」ことに憧れて，希

望を持って練習に取り組んだ．「なんだ，こんな

練習しなきゃいけないのとかという思いと宙返り

のようなすごいことができる憧れの狭間にいるよ

うなもの」が体操選手であり，この原体験が後の

「ムーンサルト」につながっていく．

塚原氏がオリンピックをはっきりと意識するよ

うになったのは，1964 年の東京オリンピックで

ある．塚原氏が高校 2 年のときであった．実家が

自営業（塚原工務店）のため，気がつけばその跡

継ぎの訓練をさせられていた．実際に塚原氏はそ

ろばんや習字が得意でもあった．このような習い

事をしていたことからも，「将来，商売人の跡継

ぎになるわけだから，おやじなんかもおふくろも

僕にそういう期待をしてたと思う」と語る．

ところが，当時は体操競技では全国大会がない

環境の中で，塚原氏は東京都で 1 番になったこと

をきっかけに，「僕が体操にも本気になって一生

懸命になっちゃってるのを見て，一応受験は蔵前

工業っていう建築科を受けて．そこへ行けば当然

おやじの跡継ぐわけなんだけど，滑り止めで國學

院高校っていう体操の強い学校選んでね，あえて．

そうしたら両方受かっちゃって，自分としては素

直な人間だから両親の意向に沿って蔵前高校行こ

うかなって思っていたら，おふくろが『國學院高

校のほうに入学手続きしてきたから．おまえ，体

操，やりたいんだろう』って言ったおふくろのそ

ういう一つの決断で体操の道に入ることになっ

た」という．

塚原氏が通った國學院高校は神宮にあった．千

駄ヶ谷の駅から降りて神宮の野球場までいく通学

路の間に東京体育館があった．オリンピックが開

催されている所を毎日行き来して通う状況だった

ため，「ここでオリンピックやってるんだ」との

認識が強くなった．当時はカラーテレビも出始め

て，東京オリンピックを情報として知る機会が増

えていったという．日本の男子体操が金メダルを

いっぱい取る姿やソ連というライバルがいること

もその時はっきりと認識するようになり，「世界

はすごいんだ」「これがオリンピックだ」と衝撃

を受けた．「オリンピックというのは体操競技じゃ

なくて国が大変な，国民が一体となったすっごい

イベントだったから，オリンピックっていうのは

すごいイベントなんだということを今は覚えてい

るよね．だから自衛隊が五輪の輪をつくったり，

それこそオリンピック運動で周りの人がみんなボ

ランティアで手伝っていたりとか，僕もそういう

中でオリンピックをずっと体操中心に見てきた．

要するにオリンピックっていうイベントを意識し

た瞬間ですよね．新幹線はできるは，高速道路は

できるは，東京の街が一気に変わり，すごいな，

オリンピックっていう印象がすごく強かった．で

も，オリンピック選手に自分がなるなんてことは

夢にも思っていなかった．」と当時を回想した．

2．日体大での思い出

高校を卒業後，塚原氏は恩師（ササキコウヘイ

94

オリンピックスポーツ文化研究　2018. 3　No. 3



氏）が日体大のキャプテンだったこともあり，日

本体育大学へと進学を決意する．特待生として，

推薦枠で入学した．体操がたくさん練習できると

聞いていたが，日体大は人が多くて当時 400 人，

500 人近く体操部員がいたと記憶している．体育

館は人だらけであり，レギュラーだけが中心に練

習する一方で，新入生は横っちょのほうで一生懸

命コソコソ練習するような環境だった．「幸いに

僕もその素質があったんだろうか，1 年からレ

ギュラーになってて．レギュラーになってインカ

レなんか挑戦していくという，そういうレベルで

体操はやってはいたんですね．でも，僕はインカ

レの練習よりもいろんな技に挑戦することが大好

きだった．異色だったかもしれませんね．他の選

手たちは，試合のための練習を毎日こつこつやる

んですよ．僕は違うこと，新しいことに挑戦した

りとかする．そんなことですぐ遊んじゃうから．

だから指導の先生方から嫌がられてましたよ」と，

その頃の様子を塚原氏は振り返る．

当時のライバルは東京教育大（現筑波大学）で，

体操界では周知の争いだった．「インカレで日体

大は勝たなきゃいけなかった．それが日本の体操

の競技力を支えていたというのも事実でもある．」

と塚原氏は語る．その競い合いがイコール世界の

トップレベルの技術レベルだった．当時のソ連な

んか関係なしに，日本の体操界だけで競い合って

いた．

このような状況にあっても，塚原氏は新しい技

に挑戦する時間が一番楽しい時間だったようだ．

インカレのための練習は同じことの繰り替えし

で，失敗したらやり直しをさせられる．自分だけ

の範囲ではなくて，他の人が失敗したのにまたや

り直しさせられることもあった．しかし，学年が

あがるにつれて自分の自由時間がどんどん増えて

いく．「最後のほうには先生も諦めてたみたいで

『塚原，勝手に練習しろ』っていうような感じに

なっちゃってね．そういう意味では先生の言うと

おりなんか全然やらなかったから嫌がられていた

とも思う．当時の指導法としては先生が指導し，

作ったプログラムをやっていくのが主流だった．

今のように技術が解明されてないから．どっち

かっていうと『やれ』とか『こうせい』とか『頑

張れ』なんていう世界なんですよね．そういうの

あんまり好きじゃなかった」と語る．このように

塚原氏が体操競技に向き合う根幹には「何かに挑

戦したい＝楽しいこと」という体操観が存在して

いる．

3．オリンピックでのメダル獲得

日体大を卒業した塚原氏（1968 年頃）は，鉄

棒の屈伸 2 回宙返りに始まり，平行棒，つり輪・・・

といったように，技を開発・発表していくことに

なる．

塚原氏が言うところの体操遊び（新技の開発）

は 1 人ではなしえなかったようだ．「レギュラー

にもなってない連中が多かったんだけど，そうい

う連中と一緒に本当に遊ぶような感覚で『こんな

ことできないか』『あんなことはできないか』っ

て体操遊びをしていった．3 年生・4 年生になる

とそういう練習時間のほうが多かった」という．

そうこうしているうちに先生方も諦めるようにな

り，「塚原は勝手にやれ」とも言われるようになっ

た．そのときにいろんな技術に挑戦することがで

きた．1 人ではなく，遊び心をもって共に技に取

り組む仲間がいたことも技の開発を促進させた要

因のようだ．

また，自分が挑戦したことが新しい技となり，

結果，自身の名前が技の名前として残っていくこ

とについては「体操界に対する貢献なんだと思い

ます．要するに僕の世界の中では常に体操競技っ

ていうのは技術への挑戦だし，それが体操競技の

醍醐味であると思う．技の開発があっての体操競

技だと思ってる．それは今も続いている」と，自

身の体操観について塚原氏は語る．この回想から

も読み取れるように，塚原氏にとって技の開発は

器械体操そのものであり，また，器械体操界に対

する貢献であるという考え方が根幹にあると言え
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るだろう．塚原氏は選手とコーチの関係性につい

てさらに続ける．「新しい技を作り出すには，

『感』っていうのがあるんですかね，その技術に

対する『感』っていうのが．自分でもなんかいろ

いろすごく考えて研究してやってるみたいなんで

すけどね．コーチは邪魔しちゃいけないんです，

コーチのレベルっていうのは，超トップレベルの

選手の世界にはいないから．彼ら（トップアスリー

ト）は違うことを考えてるわけですよ．自分がや

れる技術っていうのは，それは世界のトップのと

ころに来てるわけだから．これをコーチの人なん

かはやったことないわけだから．月面宙返り，伸

身月面なんていうのだってコーチの人ってやれな

いわけでしょう．内村の世界なんて誰も分かんな

い．当時も，だからそうだったんですよ．僕もあ

ります．ツカハラ跳びやってたって，自分がやっ

たことないことを勝手にやってるんだから，選手

が．だから指導者は何も言えないよね」

誰も知らない世界，独自の世界がそこには存在

する．「そういう世界からしか新しいものって生

まれないでしょう，基本的にはね．そう，コロン

ブスじゃないけどね．最初にそういうものを発見

したりすることの，大変っていうわけじゃないん

だろうけど，そこが楽しいんですけどね．そうい

う誰もできないことにどんどん挑戦していくとい

うそういう意思というか，それ，持ってる人がい

るんだよね，それはとめちゃいけないし」と技に

挑戦することの意義についてまとめた．

塚原氏は体操選手として過去 3 回のオリンピッ

クに出場している．一度目はメキシコオリンピッ

クであり，日体大の在籍中に出場した．

大学 1 年のときにレギュラーになったが，肩を

痛めつまずいた時期があった．2 年生に進級する

頃には回復し，毎日の練習も思いっきりできるよ

うになると，オリンピックの予選に出場すること

になる．「第 1 予選が 36 番．2 次予選行ったら 18

番ぐらい．その頃からもしかしたらオリンピック

選手になるんじゃないかな」と意識するようにな

る．雲の上の話が現実的になった瞬間であり，真

面目に練習に取り組んだ結果，メキシコオリン

ピックの代表の切符をつかむことになった．

しかし，塚原氏は当時，候補選手にもなってい

なかったことから全てが初めてだったという．そ

のため，体調整や食事，時差の問題など海外遠征

については全く知識がなかった．

これまでは「『一生懸命頑張ればいい，初めて

オリンピック選手になったんだから』って思って

練習したら疲れちゃって，あんまりいい成績残せ

なかった．でも，『他の連中がみんな大変上手だっ

たから，団体の金メダルはいただいたけれども，

私の，個人にとっては散々なオリンピックだった』

と語る．この経験がきっかけで，それまではただ

がむしゃらに取り組んできた体操に対する考え方

が大きく変わり，塚原氏には自分自身の練習法へ

のこだわりが生まれていく．例えば，「自分自身

の体操というか自分自身の性格だとか，どういう

ふうに体操競技に取り組んでいったらいいのかっ

てことを，真剣にそのときから考える」ようになっ

た．自分の欠点だとか長所だとか，対処だとか，

そういうことをすごく意識するようになり，自分

が向いてる練習方法は何かを真剣に考えて体操を

やるようになった．

メキシコオリンピックの経験は塚原氏に練習方

法の問い直しという新しい視点をもたらした．帰

国後は，後のツカハラ跳びにつながる体操遊びに

取り組み始めていたという．「僕は跳馬ってのが

すごく苦手だったんです．この欠点を何とかしな

いといけないなという思いが強かった．そうした

ら遊んでるときになんか変なことができて，『こ

んなの面白い！』というのがあったんでしょうね．

それがツカハラ跳びになりました．まさに自分の

欠点というものをしっかりと意識したことによっ

て生まれた技がツカハラ跳びなんです」と語る．

このツカハラ跳びを完成させたことが原動力と

なり，塚原氏は次なる課題を克服していく．それ

は体操選手にしては身体が大きいといった体格と

技との問題であった．塚原氏は回転やかひねり系
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の技に苦手意識を持っており，それを何とか改善

しようと考えて挑戦したのがトランポリンであっ

た（当時の体操界では，回る動作とひねる動作が

分かれていた）．トランポリンの空中動作は非常

に異様に感じ，危ないとも思ったようだ．しかし，

次第に空中での身体感覚（こうふあーっとこう，

変な動きするんですよ，ひねっちゃうから）を経

験していくうちに「これ，体操の世界にこういう

動きないな．じゃあ，体操競技の中でやればまた

これ，誰もできない技だ，新しい技になると思っ

た」という．これまでの体操界には，空中で表現

する動作は縦にぐるぐると回転する，あるいは体

を横にひねるというような単調な技術しかなかっ

た．ところが，トランポリンのハーフイン・ハー

フアウトを経験するうちに「1 回まわる間に半ひ

ねりする．また 2 回目にはさらに半分ひねって元

に戻ってくる．要するに，回りながらもひねると

いう大変な技術革新がそこにあった」という．そ

れが後の新月面，伸身月面，伸身新月面と言われ

る技を生み出すことになる．

次の大会となるミュンヘンオリンピックでは，

「月面宙返り」という新しい技を何とか成功させ

ることが第一の目標となった．また，同オリンピッ

クに参加したときにはテロ事件にも遭遇した．僕

らがいた選手の棟の一つ向こうの棟でテロが起き

た．アラブゲリラによって 11 名の貴い選手の命

が奪われた．当時は塚原氏も選手村にいたため，

その時の様子は鮮明に覚えていた．「館内放送で

『窓に近づかないように』と警告のメッセージが

流れ，とにかくそういう事件が発生したから，と．

ばりばりといった戦闘音が聞こえてきて，部屋で

みんなで隠れた．そしたら一時したらヘリコプ

ターがわあっと上がっていって」と当時の様子を

語る．

沈静化したら次の日のニュースでは全員死亡と

報道されていた．塚原氏曰く，ミュンヘンオリン

ピックが兵隊によって警戒態勢で開催されるよう

になり，次のモントリオール大会では更に警備が

厳重になったという．「村の周り全部，軽機関銃

持った兵隊がいて，オリンピックって変わっ

ちゃったなと思いましたね」と述べ，この経験か

らあらためてメキシコとミュンヘンでのオリン

ピックでは大きく違うと語る．「それはオリンピッ

クが平和の祭典であるかどうかということです．

メキシコオリンピックでは，出入りも結構自由

だったのが，一気に変わりましたね．本当に大変

な事件ですよね，オリンピックにとっては本当に．

世の中，社会，国際情勢，国際社会が戦争・政治・

権力との闘いにもなった．それにオリンピックっ

ていうものが貢献していく，そういう平和運動に

ね．だからオリンピックの中で平和運動は一番大

きな問題じゃないかなと思ってるんですけどね」

と述べた．

3 回目のオリンピックとなったモントリオール

大会では，彼自身も，選手としても精神的にも結

構充実してきたようだ．「ミュンヘン終わってす

ぐうちのワイフと結婚したしね．日体大の先生

だったんだけど．それなりに選手生活を充実して

送ってて．」と語る．結婚して以降も技への挑戦

は続いた．

塚原氏にとっては，モントリオール大会で代表

になった時期が選手生活として最も充実していた

という．塚原氏個人の成績をみても，このオリン

ピックで五つのメダルを獲得している．

一方で，モントリオールは体操日本にとって	

オリンピック 5 連勝がかかった大会でもあった．

団体戦では代表 6 名と補欠 1 名の計 7 名が代表

選手として選抜されており，そのうち 4 名がすで

に（笠松茂氏・監物永三氏・加藤澤男氏・塚原光

男氏）金メダリストであり，ベテランの域に達す

る選手であった．強化合宿を 2 カ月間行い，みん

なで和気あいあいと「当たり前にやれば金メダル

が取れる」との思いで現地入りしたが，そこで大

変なことが起きる．これからというときにエース

の笠松が盲腸になり棄権．補欠の選手が演技をす

ることになったのだ．

大会期間中に 1 日女子の競技を挟んで，男子体
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操団体の演技が行われた．「これもまたドラマチッ

クな競技になるとは誰もが予想してないんだよ

ね」と塚原氏は回想する．日本代表は床運動から

演技を開始した．苦手とされていたあん馬も上手

くいき「さあ，このまま逆転だ」と勢いにのって

つり輪の演技が始まったら 2 番目の演技者である

藤本氏が着地を失敗し，右ひざを骨折するという

アクシデントが発生する．団体戦は 6 名で競われ

るが，この時点で日本代表は 5 名での競技を余儀

なくされた．「正直言って大変追い込まれたりし

たが，でも，そういう状況になったからこそ結束

力が高まり，『誰も失敗できないぞっ』ていう一

つの緊張感生まれ，結束力につながっていった」

という．当時の演技の算出方法としては，6 名の

演技者の中でベスト 5 の得点を採用するルール

だった．そのため，一人分の余裕がなくなってし

まったが，追い込まれた状況の中で次の平行棒も

5 名がそれぞれに演技を完璧にした．そして最後

の鉄棒の演技がこの大会の勝者を決める流れとな

る．「これを決めればっていうことでその差はぎ

りぎりですよ，ソ連とね．最後の鉄棒に全ての観

客も体操界も関係者もメディアも注目するわけで

すよね．そん中で，また完璧な演技が続いていく

わけですよ．1 番目に梶山選手がいって完璧に

9.75．2 番目が五十嵐選手がやって 9.85．3 番目

が加藤選手，彼は 9.7．4 番目が監物選手で 9.84．

10 点満点中の得点の中で，高得点の連続ですよ，

完璧に」

最後の演技者が塚原氏であり，9.5 以上の得点

を出せば日本が勝利，それ以下だったら負けとい

う究極の状況だった．「先に終わった連中が僕を

にらんでるわけ．あとはお前だけだろうっていう

ような思いで，このプレッシャーね．演技するま

では 3 分から 5 分ぐらいなんだけど，そのとき，

前半は駄目でしたね．がくがく震えちゃって．絶

対的な成功，これ決めなきゃえらいことになる

ぞっていうことを分かってるからね．でも，幸い

開き直れたんですよ．自分の弱さみたいなのを素

直に認めた瞬間があったんですよ．だらしない

なって思って，こんなもんだなって．そしたら，

今までの震えがぱっと止まって，目の前がぱっと

開いたような感じがして．われに返ったっていう

ような感じかな，言葉で言えば．しめたって思っ

た，その瞬間，その瞬間に深呼吸して，運にまか

せていけって思ったら体が動いて鉄棒に飛びつけ

た」という．

10 回やって 10 回成功するような訓練をしてき

たことで，緊張しながらも自然に体が動いてくれ

た．最後の降り技では月面宙返りが成功し 9.9 と

いう大会最高得点が出て，日本がオリンピック 5

連勝を達成することができた．0.4 差の逆転勝利

だった．

次の日の新聞には「日本男子体操，奇跡の逆転

優勝．奇跡の，神風が吹いた男子体操」と大きな

見出しが紙面を飾った．「奇跡」の文字が多用さ

れたが，塚原氏の見解は異なるようだ．「このよ

うな状況下で勝てたのは，日本の体操にそういう

技術力，基本技術があったからだ．奇跡や精神論

ではなくて，体操は最後は技術の世界だと思って

る．だから根性がなくて失敗するとか関係ないん

だよね．その前に，その技術が正しいかどうかが

一番大切になってくる．どんなプレッシャーがか

かったって失敗しない技術っていうのは本物の技

術．ちょっとプレッシャーをかけられて失敗し

ちゃうのは正しい技術でも何でもないと僕は思っ

てるから．だから技術を正確にしっかり覚えてお

けばミスはしないわけですよね．そこにみんなと

いうチームワークで頑張ろうということになっ

て，諦めないで最後まで演技をしたからこそ金メ

ダルが取れたっていう話だと思う」と結んだ．

4．その後の人生

現在も若手育成に情熱を傾けている塚原氏であ

るが，自身の経験が彼を突き動かしているようだ．

「結局，僕が体操競技始めたときは体育館がなく

て，校庭で練習したんですよ．石っころ拾ったり

してね．それが原点にあるんですよ．体操競技は
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安全な施設でやるべきだと．とにかく，体育館が

必要だと．オリンピック選手，世界のメダルを取

るような選手にはそのメダルを取る環境が必要だ

と思った」と語ってくれた．

また，塚原氏は若手選手の育成に余念がない．

塚原氏が勤める朝日生命体操クラブでは下部組織

の会員を含めると約 700 名が在籍しているとい

う．その中でも年間で 1 〜 2 名が選手育成コース

にあがってくる．このような環境の中で塚原氏が

問題視しているのが，クラブ経営のあり方だ．近

年のクラブ事情としては，選手を指導者が囲いた

いが故にクラブ間の交流が途絶えてることの問題

点について次のように指摘する．

「クラブ間の友好が少なくなっている．理想の

クラブのモデルは，もっとクラブの垣根を超えて

刺激し合えるようなものが大切だ．優秀な選手は

そのクラブの持ちもんじゃないんですよ．だけど，

なぜか選手を私物化しちゃうんです．あるいは指

導員，コーチにも交流する機会を嫌がるような

ケースもある．だから，せっかく選手に素質があっ

ても広がっていかない．そういう選手には必ずい

ろんな世界のトップレベルの指導だとか，プログ

ラムを与えてやりたいと思う．だから今，これは

一つの理想，こういう形がいいのかなって思って

やってることは，2020 年の東京オリンピック・

パラリンピック対策っていうことで，日本体操協

会が企画（塚原氏は現副会長）して，所属クラブ

の所属に関係なく朝日体操クラブと NTC（ナショ

ナルトレーニングセンター）を拠点に素質のある

選手を集めて練習してる．強化の拠点にしている

んです．世界的な優秀な指導者も呼んで基礎的な

指導も展開している．今後，この仕組みを確立で

きれば，日本体操協会が踏襲して優秀な選手をみ

んなで育てらるという環境がつくられていくと思

うんですよね」と体操界の未来を展望した．

5．後輩に一言

在籍している日体大の学生には，次のメッセー

ジを頂いた．

「スポーツに関わってる大学生は，小さいとき

からスポーツに関わって，ずっとスポーツをやっ

てきてる．そして，大学でのスポーツ活動が今度

社会人になって，選手になる人，指導者になる人．

最終的には指導者になっていくわけでしょう．だ

とすると，本当のスポーツ，真のスポーツとは何

かっていうことをもっともっと研究して勉強して

もらいたいと思いますね．体育会系の先輩，後輩

だけじゃなくて，スポーツの持つ素晴らしさだと

か，スポーツの持つ力だとか，もっともっと勉強

してもらいたいと思います．

君たちが日本のスポーツ界の未来なんだ．だか

ら皆さんがスポーツの力だとか，スポーツの本来

のあるべき姿だとか，そういうものしっかり勉強

して，将来，最終的には選手を辞めれば指導者に

なるわけですから，本当のスポーツというものを

次の子どもたちに伝えてもらいたい．そういう重

要な大切な役割を，使命を持ってるんだと認識し

てほしい．全てあなたたちが日本のスポーツの未

来を作るんだという自覚と誇り，こういう素晴ら

しい世界を生きてるという誇りを持ってほしいと

思いますし，それをしっかり自覚してほしい．大

学生になるとスポーツ以外の，厳しい練習以外の

ことに興味を持つこともあるだろうけど，でも，

スポーツをしっかり学ぶ 4 年間であってほしい．

それをちゃんとすれば，例えば，今，社会的にも

問題になっている暴力問題や体罰問題も解決でき

る．間違った体験が原因をつくるのだから，良い

経験をしてほしい．

そして，日体大の先生たちにも伝えたい．学生

教育は，要は指導者次第ということ．常にスポー

ツマンとして，プレイヤーとしてどうあるべき

かってことを指導できるわけですから，そういう

根本的なことを指導者は指導してやらにゃいか

ん．スポーツの力っていうのは素晴らしい力があ

るんだから．世の中も変えちゃうし，人も変える

力がある．人格だって創られていくよね．

スポーツの力や素晴らしさ，そしてスポーツが
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持つ本来のあるべき姿をしっかり専門大学として

指導しなきゃだめです．学生が自分でやれるよう

にも指導しなきゃいけない．日体大のリーダーが

しっかりそのことを自覚して，現場の先生たちや

学生に伝えていくということを日本スポーツ界の

為にも，お願いしたいです．だって日体しかない

んだから，日本のスポーツの総本山は．というふ

うにならなきゃいけないと思うから，OB の一人

としてそれは思うね」

塚原氏のインタビューを通じて繰り返し用いら

れたキーワードは「挑戦」である．それは試合に

勝つための挑戦であったり，自身が楽しむ挑戦で

あったり，弱さを克服する挑戦であったり，時に

は弱さを認めるという挑戦の姿など，たくさんの

挑戦を確認することができた．

最後に塚原氏にとって体操とは？との問いに，

次のように答えてくれた．

「僕の原点はあれですよ，逆上がりとかと一緒．

なかなかできないでしょ．挑戦でしょ，挑戦．腕

の筋肉が強くなきゃ逆上がりできなかったり，腹

筋強くなきゃできなかったり．みんな逆上がりや

るのに苦労するわけですから．体操とはね，人生

のちっちゃい最初のスタート．挑戦そのものだね」

お忙しい中，貴重な時間を頂いてインタビュー

をさせて頂きました．インタビューにお答え頂く

塚原先生はいきいきとされていて，まるで「当時

の塚原選手」とお話させて頂く錯覚を覚えました．

そして，塚原先生の「挑戦」というスタンスが，

今なお日本の体操界を牽引されていることに尊敬

の念を覚えます．

最後になりますが，このような機会を頂きまし

たことに心から深謝申し上げます．
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メダリストへの軌跡	
─岡村輝一─

岡　村　輝　一

【経歴】

1967 年 3 月　　清風学園高等学校卒業

1967 年 4 月　　日本体育大学体育学部入学

1971 年 3 月　　日本体育大学体育学部卒業

1973 年 1 月　　	渡仏（ANTIBES）体操クラブ（GYMNASTIQUE・ANTIBES・JUAN・LES-

PINS）コーチ

1974 年 1 月　　フランスナショナルコーチ併任

1979 年 4 月　　仙台大学体育学部講師

1986 年 10 月	　仙台大学体育学部助教授

2001 年 4 月　　仙台大学体育学部教授

2011 年 3 月　　仙台大学　退職

【競技歴】

1970 年　全日本学生体操競技選手権大会　団体総合 1 位，個人総合 1 位

1970 年　ユニバーシアード・トリノ大会　団体総合 1 位・個人総合 1 位

1972 年　オリンピック・ミュンヘン大会　団体総合 1 位・個人総合 11 位

1973 年　全仏体操競技選手権大会　個人総合 1 位

1974 年　全仏体操競技選手権大会　個人総合 1 位

1978 年　ストラスブール世界選手権大会　団体総合 1 位

1978 年　バンコック・アジア大会　団体総合 2 位

1979 年　フォートワース世界選手権大会　団体総合 2 位

1979 年　国際選抜体操競技選手権大会　種目別つり輪 1 位

1．競技との出会い

昭和 23 年 5 月 27 日，大阪は生野区で産声を発

した．戦後間もない頃だったので，良いものを食

べていなかったせいもあるし，また，品良く，食

欲のない子で，トリガラのようにガリガリに痩せ

ていたそうである．そのうち，この子は死ぬんじゃ

ないかと言われるほど貧弱であった．そんな子が

どうして，オリンピックに出場し，金メダルを獲

得するほどに逞しく元気に育ったのか，ちょっと

気になる話である．

大阪天王寺小学校 1 年生か 2 年生の頃，とても

不思議なものを見た．それは校舎の隅で，5・6

年生の上級生達が，足を上にして立っている光景

である．しかもとても長い間立っていたのである．

それは子供心にとても大きな衝撃を与えた．“僕
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にも出来るかな”と思った．しかし，その場です

ぐにためす勇気も自信もない気の小さな少年であ

る．学校が終わると飛んで家に帰り，誰もいない

のを確かめてから布団の上で逆立ちの特訓であ

る．しかしガッカリした．何度も繰り返し試みた

が，ついにそれは出来なかった．（でも，そこで

あきらめないしつこい子）

それからというものは，明けても暮れても逆立

ち・逆立ち，また逆立ちである．

ある日，人目を避けて特訓した成果がついに現

れたのである．その日も，やはり人気のない学校

の帰り道のことであった．周りを見渡し，誰もい

ないことを確かめてから，そーっと道に手を着き，

それを試みた．感激！出来た	出来た！本当に出

来たのである．そして 2・3 歩歩いた瞬間，背負っ

ていたランドセルから教科書・筆箱がガラガラ・

ドサドサ．

何度も何度も繰り返し，あきらめないで根気よ

くやった成果が出たということを，子供なりに体

で感じ取っていたのかもしれない．

学校帰りの出来事以来，ますます逆立ちが上達

し，それまで人に隠れてやっていたのが，人前で

も平気で出来るようになった．休み時間になると

運動場に出て，わざわざ人目のつく所を探して逆

立ちをして見せた．そして，上級生にも出来ない

難しい運動まで平気でこなせるようになった．

自分の力であることを成しとげたとき，それが

どんなに小さなことであっても，それが他の者よ

り優れていると自覚したとき，自信が湧いてくる

ものである．

小学校時の上級生達の逆立を見た時の衝撃が引

き金となり，体操らしきものに興味を示した．大

阪天王寺中学校時の担任の薦めで，体操の名門大

阪清風学園高等学校に進学し，本当の体操に出

会った．そして高校 3 年間の体操で夢が大きく膨

らみ，その夢を実現させるために日本体育大学へ

進学した．

監物，塚原といった超一流選手達が大勢いる体

育館での練習は毎日が刺激的で，未熟な私をぐん

ぐんと成長させてくれた．そして卒業して 2 年目

に念願のオリンピック．

体操らしきものに興味を示してから 16 年．一

つのことをやり遂げるのに，こんなにも時間がか

かり数多くの障害と出会った．そしてそれを乗り

越えたご褒美に「自信」や「勇気」そして「忍耐

力」といった宝物をもらった．ご褒美としていた

だいたこれらの宝物は，生涯の道連れとして私を

励まし見守ってくれることであろう．

2．日体大での思い出

清風高校の 2 年生の時の新人戦が体操競技を志

してから最初の試合であった．ゆか運動を板の間

でやったのを覚えている．首根っこの骨や腰骨が

ゴツンゴツンと板の間とぶつかり青たんだらけに

なった．そんなことは当時当たり前の事であり，

それよりも試合に出場しているということがとて

も楽しくて，嬉しくて仕方なかった．

その年の夏のインターハイは運よくレギュラー

に選ばれ出場した．3 年生のインターハイでは清

風の No.1 で出場し，個人総合で 4 位に入賞した．

秋に行われた国体でも個人で 4 位になり，それま

で何となく大学に行って体操がしたいという思い

がより一層強くなった．

そんな思いが伝わったのだろうか，当時の監督

の田中武彦先生の力添えで日体大に進学できた．

入学した当時の新入部員は男女合わせて 150

名．インターハイで私の上位にいた 3 選手（田中

四郎，千田太一，河野泰治）も入学した．

初めて体育館を覗いたとき，上級生の練習のす

ごさに圧倒された．とてもじゃないがレギュラー

なんて無理だろうと思った．しかも春の部員数は

550 人．少しずつ減っては行くが器具の絶対数が

足りない．レギュラーだけは 1 種目を独占して練

習できる．他の部員はレギュラーが使っていない

種目に分かれて練習．あん馬の練習を 1 回終え，

グランド 1 周して帰っても，2 回目の順番はまだ

まわってこない．長蛇の列に並びなおす．割り当
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てられた練習時間だけでは納得のいく練習はでき

ない．自分で練習時間を見つけ出さなければ，と

てもじゃないが強くはなれない．幸い大学は，高

校と違って空きコマがあり，そのすべてを練習時

間にあてた．時には強引に空きコマをつくって練

習時間を確保したこともあり，誰よりもたくさん

練習を重ねた．その頃は 1 日 6 時間から 7 時間，

必ず体育館で練習をした．

そんな練習の積み重ねが実を結び，学内新人戦

ではインターハイで私の上にいた 3 選手にも勝っ

て 1 位．秋の全日本選手権を控えた試技会でも 1

年生ではトップの 10 位．順レギュラーとなり強

化合宿にも参加するようになった．正式にレギュ

ラーになった 2 年生のインカレでは個人総合で 7

位．3 年生で 4 位．表彰式では監物，塚原両先輩

と一緒に並べるというのが，謙そんでなくとても

誇りであった．こんなスゴイ選手の中にいるのだ

から自分もスゴイのかもしれないと思ったりもし

た．そしてついに 4 年生のインカレで学生チャン

ピオンになった．同時にイタリアのトリノで行わ

れたユニバーシアードでも個人総合優勝．初めて

経験する国際大会であった．

この頃は，自分でもびっくりするくらい順調で，

エスカレーターのように上昇しっぱなし．絵にか

いたような順風満帆．エスカレーターと言うより

まっすぐ上がるエレベーターのようであった．

はっきり言って，体操的素質はなかった．おま

けに体操を本格的に始めたのは高校に入ってから

であり，中学時代にやっておかなければならない

柔軟性を高める運動や，空中感覚・ひねり感覚な

どを養う基礎トレーニングや基本運動が全くでき

ていなかった．だけど，時間をかけてコツコツと

粘り強く努力できる力はあった．粘り強く努力が

できる力も素質の一つなのかな．両親に感謝した

い．

入学してしばらくした頃，竹本正男先生から訓

話をいただいたことがある．「一技千本」という

言葉である．「どんなに不器用なものでも，同じ

ことを千回繰り返せば，人並み以上になる」と言

うお話であった．まさに不器用な私にぴったりの

言葉であり，選手時代は勿論のことであるが，選

手を終えて指導者になった現在でも「一技千本」

は私の座右の銘である．

3． ミュンヘン・オリンピックでの金メダル
獲得

大学 4 年生の全日本インカレで個人総合優勝を

果たし，同時にイタリア・トリノで行われたユニ

バーシアードにおいても個人総合で金メダルを獲

得した．このことが大きな自信となり，次第に欲

が出てくるようになった．

日体大卒業後，竹本正男先生や他の先生方の勧

めもあり，和歌山県が本拠地の紀陽銀行に就職さ

せてもらった．当初は，その年に開催される和歌

山国体の強化のための就職であったが，国体終了

後も銀行側の理解により在籍を継続させてもらっ

た．

社会人 1 年目，ミュンヘン・オリンピックの第

1 次予選を兼ねて行われた全日本選手権大会でい

きなり個人総合 3 位となった．翌年の 2 次予選で

も 4 位という好成績で，最終予選では多少失敗が

出たものの 6 位で代表に選ばれた．体操をやって

きて，それまでで一番うれしい一瞬であった．

競技が終了し，代表者名が呼ばれたとき，“こ

れでオリンピックの金メダルがもらえる”と思っ

た．当時の日本男子体操はそんな冗談が飛び出す

くらい最強であった．

ミュンヘン・オリンピックでは中山彰規，加藤

澤男，監物永三，塚原光男，笠松茂，岡村輝一の

メンバーで金 5，銀 5，銅 6 のメダルをかっさらっ

てしまった．

ここまでの話だと，順風満帆でオリンピックま

で登りつめたと思われがちであるが，決してそう

ではなかった．オリンピック代表に選ばれるとい

うのはそう簡単なものではない．まして自他とも

に認める不器用な選手が，金メダルが確実といわ

れるチームの一員になるということは，3 億円の

宝くじが当たるより難しいことである．しかし，
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現実にその不器用な選手がオリンピックに行き，

そして金メダルを獲得してきた．

さー，どんな戦術で，どんな作戦を立ててオリ

ンピックの代表の座を射止めたのか．

岡村選手は，彼自身の運動能力をよーく知って

いた．彼の上にいる選手たち，要するに彼よりも

上位にいる選手たちに比べ，大変不器用な選手で，

他の選手が 3 回でできることも，彼にさせれば

20 回，30 回繰り返さないとモノにならないとい

う，それほど不器用な選手であった．だから，今

でいう F 難度とか G 難度といった難しい技を持

つ選手ではなかった．失敗しないで演技したとし

てもせいぜい 9.30 〜 9.40 点くらいの得点である．

上位クラスの選手になると 9.60 〜 9.80 点を獲得

できる内容を持っていた．もし，そういう選手た

ちがパーフェクトに演技したなら，たちどころに

大きな差をつけられて，6 位入賞なんて夢のまた

夢になってしまう．しかし，神様は，彼の現役中

はず－っと味方になってくれた．9.60 〜 9.80 点

をとる選手の演技内容は，F 難度とか G 難度と

いった難しい技をふんだんに取り入れている．だ

から，失敗をする確率，危険性が非常に高いわけ

である．これがまた大事な場面になればなるほど，

過度の緊張によりよく失敗するのである．

岡村自身も 9.60 〜 9.80 点をとるために，F 難

度とか G 難度といった技を手掛けようと思った

こともあったが，彼の能力からして，それはまず

無理だということを判断した．もし仮にそれを手

掛けたとしても，他人の 5 倍くらいの練習量が必

要で，それをするには，彼にとってあまりにも時

間がなさすぎたのである．

そういう訳で，彼の上位にいる選手たちに勝つ

ための作戦として，F 難度，G 難度といった難し

い技を習得するために必要な時間を，絶対失敗し

ないための練習時間に充てることにした．

そんな作戦で，そういう練習を半年，1 年と続

けてみた．だから，当時彼は，自分の演技につい

て，一つの技や一連の連続運動を頭に浮かべるだ

けで，ほとんど確実に失敗することなく行うこと

ができた．それくらい完全に自信をもっていた．

岡村は，自らその作戦を立て，それを見事に成

功させ，ミュンヘン・オリンピック一次予選とな

る全日本選手権大会において 3 位，二次予選では

4 位，そして最終予選となる日本代表決定競技会

では 6 位となり，とうとうオリンピック日本代表

の座を獲得したのである．そして当時，国内外か

らも史上最強のチームと絶賛されたチームの一員

として，西ドイツ・ミュンヘンに乗り込み，あら

ゆる強豪を退け，オリンピック金メダル獲得とい

う，スポーツ界最高峰の頂点を極めたのである．

4．その後の人生

ミュンヘン・オリンピックで一緒だった先輩た

ちが，英語やドイツ語を使いこなし外国選手たち

とフランクにおしゃべりしているのを見て，少し

劣等感を抱いていた．自分も語学を身につけて外

国の選手たちと会話ができればいいなと思ってい

た．そんなときに，フランスに滞在中の笹田茂和

氏から，選手兼コーチで来ないかという誘いがあ

り，絶好の機会と思いフランスに渡った．

笹田氏は小学校からの友人で，清風高校，日体

大と共に歩んできた仲である．現在活躍中の笹田

夏実選手のお父さんである．

フランスは 2 年間の滞在で，午前中は，私の住

居地アンチーブ（Antibes）という町から約

30Km 離れたニース大学においてフランス語の勉

強，午後は体操クラブ（GYMNASTIQUE・AN-

TIBES・JUAN・LES-PINS）でコーチ，その後

に自分の練習といった一日のサイクルであった．

コーチとしては，カミカゼというあだ名がついた

ナショナル選手を育てたりした．このあだ名が日

本人コーチのせいでつけられたのかどうかは分か

らない．とにかく荒削りな選手であった．選手と

しては，1973・1974 年の全仏大会で個人総合優

勝し日本の体操の強さを見せつけた．

2 年間のブランクがあって帰国したときは，も

うすぐ 27 という歳になっていた．覚悟はしてい
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たが技の進歩は速い．第一線での活躍も半ばあき

らめていたが，その年（1975 年）の全日本選手

権大会で個人総合 9 位の成績．行けそうだという

感触をつかんだ．翌年の 1976 年の全日本選手権

では 4 位，1977 年が 5 位ということで復帰でき

たが，モントリオール・オリンピック代表の座は

わずかな差で逃してしまった．フランスに行って

いなかったらもう一度オリンピックに出られたか

もしれない．脂の乗っていた時期だったし……．

しかし後悔はなかった．外国の友人が多くでき，

国際的な感覚も何かしら身につけることができ

た．何よりも積極的になった．周囲は愉快でヒョ

ウキンだと言ったりするが，もともとは引っ込み

思案である．もしそんな風に見えるとすれば，そ

れは体操と海外生活で得た“自信”という財産の

せいだと思っている．

1978 年のストラスブール（フランス）の世界

選手権大会，バンコク（タイ）アジア大会そして，

1979 年のフォートワース（アメリカ）の世界選

手権大会の日本代表に選ばれ，1980 年のモスク

ワ・オリンピック代表決定競技会まで第一線で競

技を続けることができた．

1978 年のストラスブール世界選手権大会が終

わり，年齢的にもそろそろ選手も終わりかなーと

感じ出したころ，恩師の阿部和雄先生から，仙台

大学就職のお話をいただいた．最初は，親せきも

知人もいない仙台に行くことに戸惑いを感じてい

たが，妻の育代が「行ってもいいよ」と背中を押

してくれたことで決心がつき，翌年の 1979 年 4

月から仙台に移り住むこととなった．

着任したばかりの仙台大学体操競技部の競技力

は，男子は全日本学生選手権大会で 2 部校の 10

位あたり．選手は全国から集まってくるが，ほと

んどの学生が県レベルで，全国大会経験者は皆無

であった．

10 年かけて 2 部校優勝を目標に，じっくり時

間をかけて強化を始めた．当時は体操専用の体育

館が無く，1 つの体育館で 5 つの運動部が割当練

習をしていた．月，水，金は放課後 4 時から 7 時

まで，器具の出し入れを含めて 3 時間の練習．火，

木，土，日曜日は他の運動部の練習後の割り当て

だったので何時間でも練習ができた．おそらく平

均 7 時間はやったと思う．選手たちも新米監督に

必死についてきてくれた．その結果，目標を大き

く短縮し 5 年目で 2 部校優勝を果たした．

その後も 1 部校として上位入賞を果たすなど大

活躍したおかげで，着任して 10 年目に，当時と

しては日本 1 の体操専用の体育館を建ててもらっ

た．

現在では，全日本選手権大会出場は勿論のこと

世界選手権大会等に出場し活躍する選手も育って

いる．

1979年4月から2011年の3月までまる32年間，

仙台大学での職務を全うし，定年を迎え退職した．

退職後は，妻が教諭として勤務している，仙台

市内にある常盤木学園高等学校体操部コーチとし

て週 6 日生徒たちの指導をさせてもらい充実した

生活を送っている．

思えば，大阪天王寺中学校の担任豊田東一先生

の勧めで清風高校に進学し本当の体操と出会い，

清風高校体操部監督田中武彦先生のお力添えで日

体大に進学したことで，竹本正男先生，阿部和雄

先生，松田治廣先生，その他多くの先生方，先輩

そして友人達と出会うことができた．そのことが

未熟で不器用な私の競技力を急激に国際レベルま

で引き上げ，オリンピック，世界選手権大会，ア

ジア大会，ユニバーシアード等の国際大会に出場

し活躍させてくれた．

また，選手生活が終わりに近づいた頃，阿部和

雄先生のお力添えで仙台大学に就職することがで

き，やりがいのある日々を過ごすことができた．

体操競技との出会い，多くの先生方，先輩方，

友人達との出会いに感謝したい．

5．後輩に一言

竹本正男先生からいただいた訓話“一技千本”

は「どんなに不器用なものでも，同じことを千回
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繰り返せば，人並み以上になる．」そして，やが

ては日本を代表するような選手になるというとて

も奥の深い言葉であり，要するに人よりもたくさ

ん練習をしなさいという励ましの言葉である．天

才と言われるような，能力がずば抜けている者に

はあまり当てはまらないが，しかし，天才という

ものはあまりその辺にゴロゴロいるわけでなく，

1,000 人に 1 人，いや 10,000 人に 1 人いるかいな

いかである．

オリンピック選手を 14 人も輩出した大阪清風

高校の体操部元監督の山口彦則先生がこんな講演

をしている．「オリンピックには“天才”でも“努

力”でも行ける．」というテーマであった．「清風

高校から今までにオリンピック選手が 14 人出ま

した．14 人の中で一番偉かったのは誰かと言う

とやっぱり一番最初にオリンピックに行った監物

先生でしょうね．なぜ監物先生が一番偉いのかと

いうと一番最初だったから．だけど監物先生は清

風でなくてもオリンピックに行ったと思う．ある

意味で天才だった．その次に偉いと思ったのが岡

村です．高校時代の岡村を見ていて，彼がオリン

ピックに出るような選手に育つとはとても思えな

かった．日体大でレギュラーにもなれないに違い

ないと思っていました．なぜなら，岡村はインター

ハイ 4 位．その時の上位 3 人も日体大に入ったの

です．当時日体大の部員数は 550 人．日体大のレ

ギュラーは 6 人．各学年の 1 番か 2 番でないと 6

人の中に入れない．4 番は絶対入らない．それが

2 年生のときにレギュラーに入った．そして，卒

業してからミュンヘン・オリンピックに出た．岡

村がオリンピックに出た．そのへんのところから，

自分は，体操というのは 2 つのパターンでオリン

ピックに行けると思うようになった．一つは天才．

監物先生ですね．もう一つは努力．岡村です．オ

リンピックには，天才でも行ける，努力でも行け

る．この二つでオリンピックに行けるのだから，

おまえはこの二つのどれで行くんだ．というと，

能力のある子は，よし，僕は 7 対 3 で，7 は努力で，

3 は能力とか言いながら，人間というのはやれば

行けるんだなと言う自信を持つようになる．」と

いう内容であった．

また，1968 メキシコ・オリンピックと 1972 ミュ

ンヘン・オリンピックの 2 大会で個人総合優勝を

果たした加藤澤男氏は現役時代に，こんなことを

言っていた．「技に10回挑戦して8回成功すれば，

試合でまず失敗することはない．たまたま成功し

たとき，それが己の実力だと思い違いをする選手

がいる．」まさにそのとおりである．自分の能力

を知らなければ，どれくらい努力をしなければな

らないかもわからない．努力 6，能力 4 で練習す

ればよいのか，或いは努力 9，能力 1 の割合で頑

張らなければならないのか，自分の能力を把握し

ていなければトレーニング計画も立てることがで

きない．

現在スランプに陥っているせいで，競技成績が

伸びないと思いこみ悩んでいるあなた．そう，君

のことだよ．それはスランプでなく，自分の能力

を過信しているせいかも知れないよ！

“一技千本”やってみる価値があるかも．
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メダリストへの軌跡	
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藤　本　　　俊

【経歴】

1969 年 3 月	 大阪府	私立清風高等学校	卒業

1969 年 4 月	 日本体育大学体育学部体育学科	入学

1973 年 3 月	 日本体育大学体育学部体育学科	卒業

1973 年 4 月	 （株）紀陽銀行	入社

1975 年 12 月	（株）紀陽銀行	退社

1976 年 1 月	 山梨大学教育学部	助手

1980 年 4 月	 山梨大学教育学部	講師

1985 年 11 月	 山梨大学教育学部	助教授

2004 年 7 月	 山梨大学教育人間科学部	教授

2011 年 4 月	 山梨大学教育人間科学部	附属幼稚園	園長	兼務（2014 年 3 月迄）

2016 年 3 月	 山梨大学教育人間科学部	定年退職

2016 年 4 月	 山梨大学	名誉教授

【競技歴】

1974 年　世界体操競技選手権バルナー大会（ブルガリア）　団体総合優勝

1975 年　	プレ・オリンピック・モントリオール大会　個人総合 2 位，種目別：ゆか，あん馬，

吊輪，跳馬，平行棒，鉄棒　各種目 2 位

1976 年　オリンピック・モントリオール大会　団体総合優勝

1．競技との出会い

1964 年第 18 回オリンピック東京大会を，中学

2 年の時テレビ観戦して体操競技を知った．その

時の感想は，空中でクルクル回っているため，人

間が行うスポーツではないとびっくりした．

体操を始めるきっかけは，中学 3 年の時東京五

輪の金メダリストによる演技会が大阪で行われ

た．体操の演技を目の前で見て感じたのは，テレ

ビでの体操と直に見た演技に違いがあった．それ

は，テレビでは忍者のように見えたのが実際は人

間が行っているスポーツであった．その時に，やっ

てみたい自分にもできるのではと思い体操を始め

た．体操を始めるからには名門校でと思い担任に

お願いして高校案内の資料を集めてもらった．そ

の中に，体操部の練習風景の写真がなんと東京五

輪のメダリストの鶴見修治選手が指導していた．

迷わずその高校を選んだ．それは「清風高等学校」

であった．

清風高等学校の体操部は，現在 14 人のオリン
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ピック選手が誕生している．また，1968 年メキ

シコ，1972 年ミュンヘン，1976 年モントリオール，

1980 年モスクワ不参加，1984 年ロスアンゼルス，

1988 年ソウル，1992 年バルセロナ，1996 年アト

ランタ，2000 年シドニー，2004 年アテネ，2008

年北京のオリンピック 11 大会連続清風高校出身

者が代表となっている．その内，日本体育大学出

身者は，監物永三，岡村輝一，藤本俊，具志堅幸

司，梶谷信之，外村康二，池谷幸雄，内山隆の 8

名である．

入学後，希望に満ちて入部手続きに体育館に

行った．そこで高校生が行っていた演技は東京五

輪で行っていた演技と同じようなことをしていた

め驚いた．高校生がこんな難しい演技をするとは

夢にも思っていなかった．入部をためらい 1 か月

間悩みに悩み，5 月に入部した．初心者としては，

見るものがすべて初物で「何でこんなことができ

るの」「何で体が柔らかいの」「何で力が強いの」

という疑問ばかりであった．周りの同級生は中学

時代近畿大会で上位の選手ばかりで言葉も交わす

ことができなかった．これから，同級生に追いつ

くためには 2 倍の努力では追いつけないので 3 倍

努力をしようと考えた．人間に平等に与えられた

1 日の 24 時間の有効利用を考え，早朝団地専用

の新聞配達をお願いし，階段上り下りしながら足

腰の強化を図った．高校への電車通学往復 2 時間

において，電車の中で一駅つま先立ちをし，到着

時は休むという腓腹筋で電車の揺れをコントロー

ルする能力を身につけた．また，高校において朝

7 時から 8 時 30 分まで，柔軟，背筋，腹筋，チュー

ブ引きで上腕三頭筋，上腕二頭筋，広背筋の補強

を実施した．昼休みも体育館で柔軟，補強を実施

した．また，授業中も椅子に両手を着きお尻を浮

かす浮き腰を繰り返し行っていた．そして，放課

後クラブ活動である．体操の種目は，6 種目だが

「ゆか」「跳馬」「鉄棒」は差があったが，「あん馬」

「吊輪」「平行棒」は高校からの種目なので 1 年全

員スタートラインは一緒であった．ゆか，跳馬，

鉄棒は目の前に見本が沢山あるために視覚からの

情報で見様見真似で練習ができ，自然と技の習得

ができた．高校 2 年の 5 月の大阪大会において奇

跡が起こった．素人の私が競技歴 1 年で個人総合

5 位となった．1 位から 4 位までは 3 年生である

ため，同級生を追い越して 1 位となった．それは

同級生が失敗して私がノーミスであったためであ

る．これが自信となり高校 3 年の全国高校体操競

技選手権大会において，団体準優勝，種目別：平

行棒・鉄棒 2 種目優勝，個人総合は 8 位であった．

皆さんから「藤本は高校から体操を始めてこの成

績は天才だ！」といわれたが，高校 3 年間の「人

の 3 倍」努力をした成果だと思っている．高校 1

年の時は，不安と自信が全くなかったが，努力を

続けている内に，できなかった技ができるように

なると徐々に自信がついてきた．高校3年間で「努

力は裏切らない」「為せば成る」を学ぶことがで

きた．

2．日体大での思い出

当時の体操競技部の部員は，400 名を超える部

員数であり，体育館は世田谷キャンパスグランド

の南西の隅にあった体育館だった．400 名の部員

が一度に練習は不可能であるため，レギュラーの

練習，合宿所の練習，寮生の練習，通学生の練習

に分かれていた．寮生であった 1 年生は，門限

19 時のため殆ど体育館で練習をすることはでき

なかった．

そのため，体育館以外での練習方法の工夫が必

要であった．グラウンドで毎日走り，トレーニン

グセンターで筋力トレーニングを実施していた．

一般的に，体操競技の筋力とウエイトトレーニン

グの筋肉は違うため，ウエイトトレーニングは推

奨されていなかった．

しかし，ベンチプレスとスクワットは効果が

あったと確信している．また，夏はウエイトトレー

ニングと水泳を行っていた．当時，水泳は筋肉を

冷やすので良くないとされていたが，不安があっ

たものの水泳は好きだったため実施していた．
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当時のレギュラーは，1968 年のメキシコ五輪

の金メダリスト，監物永三選手，塚原光男選手が

4 年生であった．レギュラーに入るためには相当

の努力が必要であった．授業のない時間は体育館

で練習をし，先が見えない不安の中でもがいてい

た．

後期からは，阿部和雄先生が 2 軍の指導担当と

なり，寮生 1 年 3 人（菅原寛，堂ノ元斎（故人），

藤本）は延刻願いを出して 22 時まで指導してい

ただけることになった．練習ができることが嬉し

くて仕方がなかった．大学 2 年の後期から新しく

出来た体育館で練習することになった．暖房付き

の体育館なので冬場のトレーニング方法が変わっ

た．今までは，冬場は筋力トレーニングが中心で

器具の練習はほとんど行われていなかった．その

ため，暖かくなりはじめの 3-4 月はよくアキレス

腱を切る人が多くいた．暖房のおかげでアキレス

腱断裂が減少し競技力向上につながった．

大学 2 年生の時レギュラー担当であった松田治

廣先生がカナダへ留学となったため，阿部和雄先

生がレギュラー担当となった．運よく 2 年生から

レギュラーとなり，大学 4 年間指導していただい

た．阿部和雄先生の緻密な指導のお陰で，インカ

レは負け知らずであった．阿部先生の指導は直接

的でなく，間接的で遠回しに伝える方法であった．

つまり，考えさせる方法である．ドイツ遠征をし

たときに，練習前のホテルにおいて「背中にサロ

メチールを塗ってやる」と言われた．その時に，「加

藤君の背中にサロメを塗ってきたが，お前の背中

随分狭いな」と言われた（一緒に遠征をしていた

メキシコ五輪の個人総合優勝の加藤沢男さんのこ

とである）．つまり，広背筋がないということで

ある．その後，チューブを暇さえあれば引っ張り，

広背筋の補強をおこなった．そのおかげで不得意

であった吊輪が得意種目となった．そして，「監

物と塚原は体操を知っている．お前は体操が分

かっていない」と言われたことがあり，ずいぶん

悩みに悩んだことがある．阿部先生の指導は，答

えを出さずに考えさせる指導方法であった．未だ

に体操がわかりませんが「姿なき形を見る」「見

えないものを見る」つまり，柔軟的な考え想像力

の世界かな？と考えている．

一度だけ直接的に指導を受けたことがある．そ

れは，吊輪の後方車輪の振り下ろしを「鉄棒と同

じようにしたらどうだ！」と言われた．誰もやっ

ていない捌きであり吹っ飛びそうで恐怖があっ

た．その時，「吊輪の重心は上下動のため鉄棒の

ような飛び方をしないと思うよ」と教えていただ

いた．勇気を出して実施したところ，鉄棒のよう

な吹っ飛びでなく片手が離れた状態であった．練

習の回数を重ねるにつれて，鉄棒と同じようにパ

ラレルで振り下ろす技術を習得することができ

た．よく外国人からプロテクターを見せろと言わ

れた．つまり，吊輪でのパラレルの振り下ろしに

ビックリしてプロテクターを細工しているのでは

という疑問を持ったからでしょう．現在の選手に

おいて，パラレルで振り下ろす捌きをする選手は

いまだにいない．

大学 4 年の時に，ミュンヘン五輪があり個人総

合 7 位までが日本代表であった．しかし，8 位と

いう順位で五輪代表となるチャンスを逃した．

大学を卒業するときに，日本体育大学に残るこ

とを進めていただいた．本当に有難いお言葉で

あったがお断りをして，紀陽銀行（東京支店）の

方を選択した．

練習は日本体育大学の会場を借りて，紀陽銀行

入社 2 年目で全日本体操競技選手権大会団体総合

初優勝を飾ることができた．そして，世界体操競

技選手権大会の日本代表となり団体優勝をするこ

とができ，順調にオリンピックに向けて進んでい

た．ところが，モントリオール・オリンピックの

1 年前の 1 月に，阿部先生から山梨大学で体操の

専門の教員を公募しているので履歴書を提出する

ように言われた．しかし，来年オリンピックがあ

るのでその場でお断りをした．その時に，山梨大

学は国立なので全国から多くの公募者がいるの

で，採用される確率は非常に低いので提出するよ

うに慰められて提出することとなった．通常なら
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ば，4 月から採用となるが忘れたころ 11 月になっ

て採用の通知がきたときはびっくりした．直ちに

阿部先生に山梨大学にお断りの連絡をお願いし

た．ところが，採用をお断りすることはできない

と言われた．夢まで見たオリンピックが手の届く

ところまで来たのに，遠のいていくようで目の前

が真っ暗になった．

突然の出来事で身辺の整理のために，1 ヵ月間

伸ばして頂いてオリンピックの年 1976 年 1 月 1

日付で山梨大学に赴任することとなった．

当時，山梨には体操の設備がそろった施設がな

く，東京と山梨を往復する毎日を送った．大学の

授業が終わるのが 16 時 40 分，準備をして 18 時

の電車に乗り，練習拠点の母校・日体大に到着す

るのは 21 時であった．体育館は閉館の時間であ

るが特別に 1 時間だけ使用の許可をいただいた．

しかし，練習に付き合ってくれる人もいないため，

幇助が必要とする種目には取り組めなかった．そ

んな中で参加した 4 月の五輪代表二次選考会は

12 位と惨憺たる結果であった．当時は二次選考

会と最終選考会の合計点で決定するものであり，

オリンピックの枠は 7 名のため厳しい状況であっ

た．5 月の最終選考会は精神的に楽になり，五輪

代表を目指すのでなく競技生活を終えるために悔

いのない試合を目標とした．その結果，規定・自

由演技の 12 種目ノーミスで演技を終えることが

できた．これで山梨大学の教員として明日から頑

張ろうという新たな気持ちになった．更衣をしな

がら帰り支度をしている時に，予期もしなかった

オリンピックの代表となったことを知らされビッ

クリした．嬉しさと感動で泣きじゃくったことを

覚えている．夢を見ているような劇的なドラマ

だった．

3． モントリオール・オリンピックでのメダ
ル獲得

これまでの日本の体操界は，1960 年ローマ五

輪，1964 年東京五輪，1968 年メキシコ五輪，

1972年ミュンヘン五輪と4連覇をしていた．当然，

1976 年モントリオール五輪の団体 5 連覇を目標

としていた．

当時は，世界が日本は優勝確実と言われていた．

なぜならば，日本のチームに世界チャンピオンが

3 人いたからである．一人目は，1968 年メキシコ

五輪，1972 年ミュンヘン五輪の個人総合 2 連覇

の加藤沢男さん，1970 年の世界体操選手権大会

の個人総合チャンピオンの監物永三さん，1974

年世界体操選手権大会の個人総合チャンピオンの

笠松茂さんという豪華なメンバーであった．特に

笠松茂さんはモントリオール五輪では個人総合優

勝が確実と言われていた．

このような豪華なチーム構成のため，誰もが日

本の団体優勝を疑わなかった．しかし，オリンピッ

クには，魔物がいるといわれるが誰もが予期しな

かったことが起きた．それは，日本のエース笠松

茂さんがモントリオールに到着した夜に腹痛を訴

えた．2 〜 3 日で回復すると信じていたが，笠松

さんが盲腸で緊急入院という事態となった．

スポーツは，筋書のないドラマと言われるが，

まさにその通りになってしまった．笠松さんが盲

腸で緊急入院という状況を誰が想像したでしょう

か？日本のエース抜きで戦うこととなり，1 日目

の規定演技でまさかのソ連に 0.5 リードされてし

まった．

また，二日目の自由演技で私は 1 種目目のゆか

の着地で右膝内側側副靭帯損傷の損傷してしまっ

た．これから逆転というときに，チームに動揺を

与えないために何もなかったように行動をとっ

た．日本の最大の難問は，あん馬でありこれさえ

乗り切れば逆転できるという勝算があった．その

あん馬がトップバッターであるため，怪我のこと

よりもあん馬のイメージと自分のルーティンを大

切にすることで必死であった．3 分間のアップ終

了後，演技台に上がり，演技開始の青ランプ点灯

を待っていた．その時の心境は，緊張を通り過ぎ

て恐怖心で膝がガタガタと震えていたことを今で

も思い出す．しかし，お陰様で 9.50 という高得
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点で責任を果たすことができ，日本のチームはか

つてない高得点を取ることができた．何と，あん

馬でロシアに 0.8 の差をつけることができた．吊

輪においてテーピングすべきでしたが，足のこと

はすっかり忘れていた．案の定吊輪の着地で，右

ひざが「グシャ―」という音がして万事休すドク

ターストップとなった．

最終的には自由演技で旧ソ連（ロシア）に 0.90

の差をつけ，規定演技との合計では 0.40 の差で

奇跡の大逆転というドラマであった．このオリン

ピックで地獄と天国を味わったが，教訓として何

事も最後まで諦めずにする大切さを痛感した．

当時，外国のマスコミの皆さんから，怪我をし

たにもかかわらずチームのために演技を行ったこ

とに関して，藤本は，「サムライ」，「神風」と言

われ，モントリオール・オリンピック委員会から

全競技の中で，一番勇敢であったとして「勇敢賞」

という盾をいただいた．これは，残りの選手がミ

スのできない状況の中で，強靭な精神を発揮した

お陰である．チームメイトには感謝しきれません．

4．その後の人生

山梨大学教育学部に赴任した時は 25 歳であっ

た．その時に感じたことは，これまで 25 年間し

か生きてきていないのに，この山梨大学で第二の

人生を 40 年勤務することを考えたたら気が遠く

なりそうであった．また，40 年後の自分の姿を

想像することができなかった．

五輪後の山梨大学では，不慣れの教員として，

専門教職科目，体操，体育理論及び演習，講義は

体育経営管理学を担当することになった．そして，

一般の体育実技を工学部と教育学部の学生を対象

に，テニス・ソフトボール・バトミントン・バレー

ボール等を戸惑いながら教員生活を送った．また，

集中講義として，水泳・キャンプ・スキーの実習

を担当した．大学教員の最大の難問は研究論文の

作成と学会発表であった．修士課程を修了してい

ないものにとっては大変苦労をした．幸い著書・

論文を含む 30 編以上，学会発表 40 編以上の業績

を残すことができた．そして，大学院を修了して

いないにも関わらず，大学院研究科の指導資格を

得ることができ，修士論文の主査として指導を行

うことが出来た．

以上のように，40 年間大学人として研究活動，

及び多くの委員会の委員や委員長を担当し無事勤

めあげることができた．そして，山梨大学名誉教

授の称号を受賞することもできた．

山梨大学に赴任した当時は，山梨県の体操競技

のレベルがとても低かったため，体操教室を立ち

上げて，小学生を対象に無償で指導を実施した．

そして，日本体操協会の男子強化部員として，

1980 年代の五輪・世界選手権・アジア・ユニバー

シアード等の強化指導を行った．また，国内の一

種審判員，国際審判員として活動をした．1990

年代は体操教室の生徒たちの指導の成果が現れ，

インターハイ女子において最高成績団体総合 4

位，国民体育大会は 5 〜 6 位が山梨県の定位置と

なるまで強化を進めることができた．そして，教

え子をアジア大会・ユニバーシアード大会・世界

選手権大会の日本代表選手を育て上げることがで

きた．

2000 年代は，日本体操協会の女子強化部長と

して，アテネ・北京五輪において団体総合で入賞

することができた．そして，山梨大学の女子体操

部は全日本インカレ二部に出場し，最高成績団体

総合で 2 度 8 位入賞をしている．また，国公立大

学の関東甲信越大学体育大会においては，11 度

の団体総合優勝をすることができた．

このように，山梨大学において教育研究活動，

体操部の顧問・部長・監督・コーチをしながら日

本体操協会の男子・女子の強化指導に携わること

が出来たことは，とても幸せであった．そして，

山梨大学の先生方，日本体育大学の諸先生・先輩

方々の協力と理解があってのものです．この場を

お借りして感謝申し上げます．

現在は，NPO 法人ルーデンス・スポーツクラ

ブの理事長として，体操の指導をしている．そし
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て，2017 年 5 月 20 日アメリカ・オクラホマシティ

において，国際体操殿堂入りを日本人 13 人目，

アスリートでは 12 人目の殿堂入りすることがで

きた．日本体育大学出身者では，竹本正男（故人），

池田敬子，鶴見修治，松田治廣，監物永三，藤本

俊の 6 人目の殿堂入りとなった．様々な体操関係

者に感謝申し上げます．

5．日体大の学生に対して一言

一般的に外国人から見た日本人は，真面目で，

勤勉で，よく働き，礼儀正しいと言われています．

世界の人たちは日本の文化である礼儀作法に興味

を持っています．フランスにおいては柔道がとて

も人気があり日本よりも柔道人口が多くいます．

なぜならば，柔道を通して礼儀作法を学ぶためで

す．しかし，日本人の礼儀作法は段々と箕臼になっ

てきているような気がします．私たちの学生時代

には①挨拶返事は大きく．②礼儀正しく．③言葉

使いを正しく．④時間厳守．⑤動作を機敏に．⑥

あらゆる面に気をきかす．⑦先輩の言うことを聞

く．と言う当たり前なことを徹底して指導してい

ただきました．このような事柄は体育会系だとか

モラルハラスメントだとか言われていますが，社

会においては大切な礼儀作法の内容です．スポー

ツは，勝っても負けても相手に対して敬意を表す

ることです．相手が強ければ強いほど自分を成長

させてくれる大切なライバルです．学生時代は試

合終了後に，選手同士で健闘を称えエール交換を

したのですが，今ではこのようなシーンを見受け

られなくなっています．確かに，大会後にお互い

握手をしていますが心からの健闘を称えている様

子は伝わってこないのが残念でなりません．これ

は，「勝つためには手段選ばず」相手がミスする

とヤジをとばしたりしているために，心を込めて

の礼儀作法ができないもと思います．

先日の平昌冬季五輪において，スピードスケー

ト女子 500m の小平奈緒選手が健闘を称え合う

シーンは，世界中が感動した礼儀作法であったと

思います．小平奈緒選手のタイムは五輪記録のた

め場内は，大歓声で盛り上がりました．次の滑走

者は，世界記録保持者のライバルです．集中でき

る環境を整えるために，口に人差し指を当て場内

の大歓声を静めました．大会終了後は，お互い抱

き合い言葉を交わしあって健闘を称えたシーンは

最高の礼儀作法であり，世界に夢・希望・感動・

勇気を与えてくれました．

スポーツは，爽やかでクリーンなイメージでな

ければなりません．勝っても負けてもお互い健闘

を称えあい，感動が伝わる礼儀作法を身に付けて

欲しいと思います．日本の文化である「礼で始ま

り，礼で終わる」作法を継承して欲しいと願って

います．

最後に，どんな人生においても「山あり谷あり」

の繰り返しです．迷ったら進めをモットーにして

います．苦しいこと，イヤなことから逃げずに修

行と思って，充実した学生生活を送ってください．
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