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を連ねて批判に及び腰だったことも問題視された。

日ごろから〝スポーツと政治は切り離さなければ

ディアが批判精神を忘れるなら日本に未来はない。

れがなければ物事は進歩しないと思っています。メ
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のか？

そこで日本スポーツ学会でこのテーマについて２

回にわたり、スポーツ社会学を専門とする菊幸一教

授にリモート対談をしていただいた。それを今回の
特集に掲載する。

大会開催中に一時、東京都内の新型コロナウイル

そこでスポーツとメディアとの関係について、長年

一方で東京大会は主要メディアがスポンサーに名

ス感染者が一日に５０００人を超え、予断を許さな

正之氏にも、日本特有のスポーツとメディアの関係

てスポーツ界のさまざまな課題を指摘してきた玉木

を語っていただいた。またスポーツ文化評論家とし

を上梓した後藤逸郎氏に、メディア側からの実体験

勤めた新聞社を退社して『亡国の東京オリンピック』

いたように思う。

そのことを

について書いていただいた。

ならない〟とスポーツ関係者は口にするが、現状は

そんな願いを込めた 号です。

批判や批評されることはとても大切なことで、そ

どうなのか？ いったいどこをどう切り離せばいい

を特集する。

踏まえて『スポーツと政治 スポーツとメディア』

ともかく東京大会は開催された

─

テレビの中の選手たちに心から声援や拍手を送って

多くの人が身をすくめるような思いをしながらも、

い状況だった。

ンピック・パラリンピックが閉幕した。

３カ月前、さまざまな批判と批評の中で東京オリ
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スポーツと政治

│リモート対談

長田 渚左

菊 幸一

〝スポーツと政治は切り離さな

いと駄目だ〟スポーツ界の人々

は常日頃から口にする︒確かに

よく聞くフレーズだが︑どちら

も実は密接で︑単純に卵の白身

と黄身を分けるようなものでは

ない⁝⁝と思っていた︒さらに

大きな深い疑問として︑１９８

０年モスクワ五輪ボイコット問

題で︑日本と英国は似たような

経緯をたどりながらも︑出した

結論は真逆であった⁝⁝︒

そこにあったものの違いをスポ

ーツ社会学・菊幸一教授に掘り

下げていただいた︒

構成

長田渚左

菊 幸一（きく・こういち）1957（昭32）年、富山県生まれ。87年3月、筑波大学大学院博士課程単位取得退学。88年3月、教
育学博士（筑波大）。現在、筑波大学体育系教授。日本体育・スポーツ・健康学会、スポーツ社会学会会長。体育社会
学専門領域代表。93年に日本体育学会奨励賞受賞。04年と14年に秩父宮記念スポーツ医・科学賞奨励賞受賞（14年
は研究代表）。主な編著書に『現代スポーツは嘉納治五郎から何を学ぶのか』
（編著、
ミネルヴァ書房）
『21世紀のス
4
スポーツゴジラ、
ポーツ社会学』
（共著、創文企画）
『よくわかるスポーツ文化論』
（共編著、
ミネルヴァ書房）
『スポーツ政策論』
（共編著、
成文堂）、2022年春には『学校体育のプロモーション─体育社会学からのアプローチ─』
（創文企画）を刊行予定。

パートⅠ

―

つまり私たちが気づく、気づかないにかかわら

り、切り離そうという考え方に無理があるというこ

ず、社会のいたるところに政治や政治的なものがあ

は理想だ」という言い方をされることがありますが、

とですか？

「スポーツと政治を切り離す」と言うと、
「それ

どうお考えですか？

菊 恐らくスポーツ界には外の世界の政治制度や政

―
菊 はい。現実的にはそうなっていないから、そう

治運動の影響を受けないという〝政治理念〟がある

い方もしますが……。

と考えられます。一般的にはイデオロギーという言

いう言い方になります。
現実はどうなっているのですか？

菊 スポーツと政治を切り離すのが理想だというな

つまりスポーツは政治とは関係なく独立したも

のであるという考え方に〝政治性〟があると。

―

を考える必要がありまます。ことさら２つを切り離

菊 そういう主張をすることで自分たちの利害を守

ら、それは誰にとって、何のための理想なのか？

すことを理想とする集団がいると考えられますが、

るプラスの効果があったという政治性です。

歴史的に考えて、それはどんな人々だったので

自由とスポーツ

そもそも政治とは何なのかです。集団や社会を作っ
ていく上で、そのメンバー全体を拘束する統一的な
決定を作り出す働きが必ずあります。その機能やそ

―

しょうか？

れに付随するさまざまな現象を指して、政治あるい
は政治的だと言います。もっと簡単に言えば、人々

菊 歴史的にひもとくと、近代になってより厳格な

ルールのある近代スポーツが生まれてきました。近

が集まって意見を出すこと自体が政治だという考え
もあります。
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―

スポーツと政治

ルギー革命によって産業革命が起きます。科学の力

ジェームズ・ワットが改良した蒸気機関などのエネ

層と、庶民（労働者）です。ところが近代になって

級、特権階級と言われる身分で支配する立場にいる

の階級は二層でした。王様や王侯貴族などの上流階

代以前の社会、中世の時代は大ざっぱに言って人々

りました。

そこには嫌ならやらなくて良いという個人主義もあ

マチュア・スポーツと呼ばれるものでした。当然、

が自分たちのためにルールを作って行ういわゆるア

であるスポーツを楽しむようになります。自分たち

ぶ考え方で、暇と金を甘受する中で自由な身体活動

という考え方です。彼らが大切にしたのは個人を貴

一方、日本でスポーツと政治を分けるという考

無意識で無批判

を使って大量生産できるようになり、庶民の中から
大金を稼ぐ人が出てきました。これが初期の中産階
級です。貴族と庶民の間に中産階級が生まれたので

―

くないですが、当時は生まれながらの身分は動かし

菊 今では業績主義や拝金主義という考え方は珍し

たちですね。

進国から入ってきたいわゆる舶来物は何でもまねを

意識がとても強かった。劣等意識ですね。だから先

ました。日本は近代国家から立ち遅れているという

菊 スポーツは明治時代になって欧米から伝えられ

す。

難く、生涯において逃れられないものでした。実力

して、そのまま模倣しました。そこにスポーツは政

え方はどこからきたのでしょうか？

でのし上がってきた中産階級は、自分たちを支配し

治とは無関係という理想もそのまま受け入れる素地

身分に関係なく、自分の実力でのし上がった人

ている層の縛りから自由になりたいという欲求が次

があったということでしょう。無意識、無批判に受

―

第に強くなっていきます。自由主義、リベラリズム

6
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に終わらせて、午後からスポーツをすることを推奨

の校友会ができ、企業も選手を抱えて、仕事を早め

整えてゆきます。学校での課外活動としてスポーツ

け入れて先進国に追いつこうとして、制度や環境を

ます。遊びとして楽しむスポーツと、フィジカル・

カル・トレーニング、日本流に言うと体育が生まれ

から、体のバランスを保つための調整としてフィジ

のです。西洋は労働者階級の人々は肉体労働でした

はあってもそれがスポーツに変化したわけではない

２つを一緒くたにして教育に取り入れました。

トレーニングは別物で水と油。ところが日本はこの

しました。
水と油を一緒くた

土地にあった身体運動が広がっていった。ドイツに

密にはイングランドの伝統ゲームです。元々、その

などイギリスのフォークロア（民族）スポーツ、厳

菊 外来スポーツの主なものはサッカーやラグビー

り違えたこともありましたか？

菊 はい。１８９６年、近代オリンピックはピエー

いかがですか？

トの出場するオリンピックと政治の関係については

るようになりましたが……。さて、トップアスリー

日』に変更されたことで、意識の変化が多少見られ

られてきました。近年、
『体育の日』が『スポーツの

日本では長くスポーツと体育は同じものと考え

は伝統的な身体運動としての体操と外来のサッカー

ル・ド・クーベルタンの提唱により、ギリシャのア

―

がありましたが、それぞれの文化と文化のぶつかり

テネで理想に燃えて始まります。第２回パリ大会、

欧米を模倣していく中で、スポーツの本質を取

合いがありました。日本にも室町時代から豊作や大

第３回セントルイス大会は万国博覧会の付属のよう

な大会でやや低調で、参加も国単位ではなくクラブ

漁を占う祭でのボールゲーム『玉せせり』や力自慢
を競う『俵かつぎ』などがありますが、伝統文化で
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―
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ことは勝つことではなく、参加することである」と、

ト主教が各国選手団を前に「オリンピックで重要な

立が悪化。そんな中、米ペンシルベニアのタルボッ

きてトラブルが続出しました。特に米国と英国の対

盛り上がりますが、勝負をめぐる見苦しい争いが起

国単位での参加となり、競争意識が高まって大変に

単位でした。１９０８年の第４回ロンドン大会から

まると、ナチス・ドイツ軍はそのコースを逆行して

査され、総行程は３０７５㎞。第２次世界大戦が始

ガリア、ハンガリー……ベルリンまでのコースが調

ようにグーグルがないので、緻密にギリシャ、ブル

めて行われた大会ですが、走るコースは今の時代の

に利用した大会と言われています。聖火リレーが初

が当時のナチス政権の権威を世界中に誇示するため

菊 その後の大会では、アフリカ系アメリカ人の公

平和の祭典の戦争利用、政治的な陰謀説ですね。

選手として陸上短距離の三島弥彦、マラソンの金栗

民権運動が起き、人種差別の撤廃を求めるブラック

―

追放とボイコット

られています。

南下しながら占領したと言われ、後に陰謀説が唱え

日本が参加したのは第５回ストックホルム大会

今でもよく知られる至言で諭しました。

―
からでした。

菊 そうです。ＮＨＫの大河ドラマ『いだてん～東
ばなし

四三が出場しました。開会式ではプラカードの国名

パワー運動がありました。１９６８年第 回メキシ

京オリムピック噺』を見た人も多いと思いますが、

を〝ＪＡＰＡＮ〟ではなく〝ＮＩＰＰＯＮ〟と表記
して、巨大な日章旗を掲げて行進しました。その後、
政治色が際立って濃くなったのが、１９３６年第

回ベルリン大会です。開催国ドイツのヒトラー総統

11

をした拳を振り上げて「黒人も同じ人間だ」と無言

になった米国の黒人選手２人が、表彰台で黒い手袋

コシティー大会の陸上男子２００ｍで、１位と３位

19
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れ、大会から追放されました。

れた五輪憲章に違反するとして、選手資格を剝奪さ

宗教、人種的プロパガンダを許可しない」と明記さ

の抗議をしたことで、
「競技会場などでのデモ、政治、

西側諸国の不参加の国と地域は にも及びました。

した。米国のジミー・カーター大統領の呼び掛けで、

への軍事介入に抗議するというのが表向きの理由で

年のモスクワ大会でした。ソ連軍のアフガニスタン

ます。１９７６年のモントリオール大会では、アパ

インドネシアは開会式当日に選手団を引き揚げてい

菊 １９６４年の東京大会でも北朝鮮が開幕直前に、

手段の一つになっていたように思います。

オリンピックへの参加自体が国際社会に対する政治

たのは日本と同じでした。しかし、英国の陸上選手

出します。スポーツ関係者の頭上に暗雲が垂れ込め

はない」と勧説し、下院で正式のボイコットを打ち

チャーは「自国選手がモスクワ大会に参加すべきで

加した国が英国でした。首相のマーガレット・サッ

員会）が対立しているように見せながら、敢然と参

その中で政府の見解とＮＯＣ（各国オリンピック委

ルトヘイト（人種隔離政策）を取っていた南アフリ

セバスチャン・コーは周囲の状況を広く観察し、ソ

さらに大会のたびにボイコットも繰り返され、

カにラグビーチームを派遣したニュージーランドの

念に反する行為だと考え、彼は仲間とともに新聞紙

入は支持しないが、ボイコットはオリンピックの理

に使われるのは理にかなっていない。ソ連の軍事介

スも公演している。スポーツだけが政治の駆け引き

気づきます。石油の輸入も続き、ボリショイサーカ

連との交流で自粛を促されたのはスポーツだけだと

―

64

参加をＩＯＣが認めたため、アフリカの カ国がボ

府に抗議して不参加を表明しました。

イコット。台湾は国名をめぐり、ＩＯＣとカナダ政

22

ボイコットで世界中を巻き込んだのが１９８０
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英国への大きな疑問

―

スポーツと政治

菊 まさにその背景にあったのは、初めに話した近

ができたのでしょうか？

問ですが、英国はどうしてこういう結果へ導くこと

した結論は日本とは１８０度違いました。長年の疑

ました。似たような経過をたどりながらも最後に出

英国選手団は堂々とモスクワオリンピックに参加し

当時の日本円に換算して４億円もの大金を集めて、

せてほしい』という意見広告を掲載。寄付金を募り、

えます。それらの行為が下の層である中産階級の手

のは当然だという考えに基づく行動でもあったとい

貴族などの高貴な人が、困っている人にお金を出す

がった中産階級ではなく、その上のアッパークラス、

え方です。先ほど申し上げた財力をつくってのし上

権力、社会的特権には義務が伴うものだという考

化、ノブレス・オブリージュと言いますが、財産、

発的な協力です。それを高貴な人の義務と考える文

ます。何かに見返りを求めるのではなく、個人の自

菊 寄付、寄贈（ドネーション）文化があると思い

代スポーツ発祥の地である英国が、長い歴史の中で

本にもなっている歴史もあります。福祉的な考えで

何とも崇高で、恐れ入りましたとひれ伏したく

10
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上に『イギリスの勝利のためにオリンピックに行か

スポーツの中立性という政治性を分かっていたから

あり、行為も無償の愛です。宗教的な意味合いもあ

―

るのでしょう。

だと思います。国家に依存するのが政治なら、一方
で依存しないのも政治ということをスポーツ関係者
たちそれぞれが分かっていたのだと思います。スポー

なるような気分になります。菊先生は以前、本物の

と生きているリアルな貴族を捜す試みをしましたが、

菊 はい。伝統ある名門のポロのクラブで、今も脈々

ツ界が国に依存しないという政治性を発揮した行動

年も前に４億円もの寄付が集

貴族を英国で捜されたことがあったそうですね。

なるほど。約

だったように思います。

―

まった背景には、日本とは異なる文化も感じますが。

40

まだまだ自分には歴史が必要で二代や三代では上流

級（アッパー・ミドル）に過ぎない」と言いました。

いる方を訪ねました。でもご本人は自分を「中流階

いう推薦があって、ロンドン市街の一等地に住んで

難しかったですね。この人はひょっとしたら……と

つめ、考え、判断できる政治的能力のある人材を育

のまま○○政党に入るばかりではなくて、物事を見

いはスポーツマンとして、競技人生を終えた後にそ

しておしまいではなく、オリンピアンとして、ある

山のものが必要でしょう。単に大会でメダルを獲得

たない。

てる努力を惜しまないことです。放っておいては育

本物の上流階級の人は表に出てこないものの、

階級というような域には達しないと否定されました。

―

『1980年モスクワ五輪をなぜボイコットしたのか!?』
を大特集しました。申し込み方法はP48、在庫はあり。

必要だと決断したときには寄付行為を続けるなど、
社会貢献を継続しているわけですか？
菊 そうですね。普段はひっそりと畑などを耕して、
自分の食べ物だけを作り、静かに暮らしているので
しょう。
では、もし１９８０年モスクワオリンピックの

ような状況になったとき、日本が政治的中立性を発
揮するにはどうしたら良いのでしょうか？
菊 自分たちのあるべき姿の現状を、外から見る必
要があるでしょうね。理想像、未来像を考えられる
人材を育てる必要があります。日本ではまだまだ沢

スポーツゴジラ
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パートⅡ

たのは、それから９年後の１９２１年、上海で開催

コットしています。ボイコットが決定する臨時総会

りアジアを重視したスポーツ政策の意味は、その後

日本の三カ国だけの大会でしたが、オリンピックよ

された極東選手権大会からです。中国、フィリピン、

の直前まで、参加の意思表示をしていた各競技団体

の日中戦争や太平洋戦争との繋がりを考えると政

１９８０年モスクワオリンピックを日本はボイ

の代表者は半数を超えていました。ところが、文部

治 的 意図が見えてくるように思います。推測の域

―

省（当時）から来年度の補助金カットの意向を告げ

を出ませんが、アジア各国の情報や外交は、当時の

いわゆる大東亜共栄圏へ向かってということで

日本の将来のために重要だったのでしょう。

られると、多くの代表者が縮み上がって一気にボイ
コットに傾きました。自主財源を持たなかった競技

―

したが、まさにスポーツの政治利用という感じです

団体にとって補助金カットは重大な問題でした。そ
もそも日本で国がスポーツにお金を投入するように

ね。
初めてで最後

なったのはいつ頃からでしょうか？
菊 はい。オリンピックでは１９１２年第５回ストッ
クホルム大会が日本の初参加でした。選手は陸上短

兵蔵、嘉納治五郎らが参加していますが、税金は一

菊 そうです。野球は明治時代から大変な人気があ

野球ですか？

当時、日本国内で最も人気があったスポーツは

円も投入されていません。国にとってもオリンピッ

りました。新聞社が『野球害毒論』というキャンペー

―

ク？ なんでしょうそれは……という時代だったと

ンを行って論争が起きます。
「手の平への強い球を受

距離の三島弥彦とマラソンの金栗四三、役員の大森

思います（笑い）
。初めて遠征費に税金が投入され

12
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度は学生の本分を逸脱しているということで、文部

まり、さらに学生野球全体が白熱します。すると今

は今の高校野球の前身の全国中等学校野球大会も始

と主張が展開されて大騒ぎにもなりますが、その後

させる」
「野球は巾着切り（スリ）の遊戯」など次々

けるため、その振動が脳へ伝って脳の作用を遅鈍に

す。これは体育のことで、スポーツではないですね。

以外はスポーツとは認めないという解釈にもなりま

……です。これは〝心身の健全な発達を図るもの〟

て心身の健全な発達を図るためにされるものをいう

動（キャンプ活動その他の野外活動を含む。
）であっ

すが、
（前略）
「スポーツ」とは運動競技及び身体運

振興法の第一章の第二条でスポーツを定義していま

年たっても区別なし

省から１９３２（昭７）年に野球統制令が出ます。
学生野球の統制と健全化を目的とした訓令ですが、
一つの競技に国から〝あれはいかん、これはダメだ〟
と命令を出したのは初めてで最後、これ以外にはな
いです。

―

２０１１年に『スポーツ振興法』は約 年ぶり

のスポーツに関する法である『スポーツ振興法』が

という見方は、今はピンとこないです。日本で唯一

ていない。文部省、今は文部科学省で、その後スポー

ます。つまり日本は体育とスポーツには区別をつけ

菊 ほとんど変化なく、同じようなものが入ってい

らのフレーズはどうなったのでしょうか。

に『スポーツ基本法』に書き換えられました。それ

50

生まれるのが１９６１（昭 ）年です。

よほどの人気だったのでしょうか。野球が毒だ

50

にはスポーツに関する法律はないのか？〟といろん

菊 １９６４年東京オリンピック開催の前に、
〝日本

ポーツを見ている。それが当たり前のこととなって

ツ庁ですが、どちらにしても教育の手段としてス
きゅうきょ

います。

36

な国から言われて、急遽作ったようです。スポーツ

スポーツゴジラ
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―
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。さて、
育〟がどこか乖離している気分でした（笑い）

ていました。
〝楽しい体育〟と聞くと、〝楽しい〟と〝体

通過して大人になった人が少なくないような気がし

学びますが、スポーツそのものの楽しさを知らずに

次々と消えてゆきました。アジアの中での日本の存

てゆきます。企業の広告塔でもあった名門チームが

てきたチームへお金を出せなくなって次々と撤退し

菊 スポーツ界を支えてきた企業が、それまで抱え

か？

１９９１年のバブル崩壊の影響もありました

１９８０年モスクワオリンピックのボイコット以後、

在感も薄くなってゆきます。人材が豊富なステート

―

日本体育協会の中にあったＪＯＣが財団法人化して

アマチュア（国からの身分保証のある選手）の本格

なるほど。学校体育では数々の競技のやり方は

独立します。政治から距離を置き、民間主導で自主

的な強化に乗り出した中国の台頭は仕方ないとして

14
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―

財源の確保に精力を注いでいるのだと思っていまし

も、韓国にも水をあけられる状況になると、何とか

かいり

たが、２０００年頃から「他の国のように国からの

せねばという声が強くなり、そんなスポーツ界の危

財団法人として独立したＪＯＣの初代会長は

で逮捕されて失脚します。一方で、同年、日本体育

の森喜朗氏が就任。ＪＯＣを含むスポーツ界に絶大

間４大会の金メダル数は各４、
３、
３、
５で、これはま

ましたね。

協会会長に財界や政治家に太いパイプを持つ元首相

を持っていましたが、２００５年に証券取引法違反

西武グループの堤義明氏で、退任後も強い影響力

―

機感が、再び国へ頼る方向へと向かいました。

強い財政的な後押しがなくては、世界とは太刀打ち
できない」という声が強くなったようですが……。
菊 １９８８年ソウル大会以来、日本のオリンピッ
クの成績は下降して低迷します。 年ソウル、 年

12 92

バルセロナ、 年アトランタ、 年シドニーの 年

88

00

ずい……という声が各方面から出てくるようになり

96
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な影響力を持つようになりました。 年のバブル崩
壊から景気回復が進まない中、 年にはリーマン・

91

る。例えば大金持ちが自分の国では多額の税金を納

て税金を低く抑えるなど金融経済の根拠地も多様化

めなければならないから、○○諸島に口座をつくっ

ショックが経済を直撃しました。ＪＯＣや各競技団

します。昔はその企業の敷地に工場をつくれば一目

瞭然で税金も取りやすかったわけですけれど、今は

体の強化の財源は、国費頼みへと逆戻りしていった
ように思います。

工場が世界中にまたがっていることも少なくなく、

なわけです。そんな時代だからこそ国民国家という

どこがどうなっているのか分からないグローバル化

菊 政治とオリンピックでのメダル獲得数は一見無

プレゼンスを高めていかなくてはならないという欲

欲望と政治

縁のようですが、そうではありません。メディア社

望が政治の世界では強くなります。

―

政治の世界もスポーツ界をうまく使っていこう

不満とスポーツ

会の中で国際ランキングは大きく報道され、それは
そのまま国の一つの象徴にもなります。例えばたく
さんメダルを獲得すれば〝強い米国〟と言われるよ
うに、人々に国威を感じさせるものなので重要なん

という意識があります。例えば国民栄誉賞は 年

経済活動を展開して経済が回ってゆくと、国家的プ

球の中で一つの共同体として多国籍で国境を越えた

どんな思惑があるのでしょうか？

関係者で、大盤振る舞いという印象でした。そこに

月以降の第二次安倍政権では７人中５人がスポーツ

ですね。昔に比べてグローバル化が進みました。地

レゼンス（存在感）がだんだん希薄になってゆきま

12

菊 政治の側も常に大衆を自分たちに引き付けて関

12

す。経済活動は自由ですからどこの国にいてもでき
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08

る何かが求められます。政治への無関心層が増大す

言してもなかなか関心を持たれないので、引き付け

菊 いわゆるスポーツの大衆化政策ですね。なぜス

そちらへの政治のアプローチはどうでしょうか？

いても老化や病気への不安は常に誰にでもあります。

一方、現代社会の人々の日常には普通に生きて

ると不満が膨張して手がつけられなくなるとまずい。

ポーツを、運動することを人々に広めようとするの

―

スポーツは心をスカッとさせる浄化作用があり、カ

かというと、健康への対策です。日本は国民皆健康

心を持ってもらう必要があります。政治家が何か発

タルシスを引き起こしますから、人々を引き付ける

保険制度を取っていますから、人々が病院を利用す

ればするほど、健康保険が使われます。それによっ

うってつけの素材なのです。
人々の心を掌 握するためのツールとして、ス

て国家予算の半分近くが医療費に費やされています。

―

ポーツを利用しようと考えている人たちがいるとい

この状況に何とか歯止めをかけてコントロールした
いわけです。

うことを、純粋にスポーツを愛する人は、警戒しな
ければならないですね。

満や不安のはけ口にして解消するように仕向けまし

剣勝負を見せるサーカスで、人々の政治への不平不

非常に残酷な見せ物、相手が死ぬまで戦うような真

リの推奨、奨励です。言っていることは間違ってい

公園に行って運動してください〟と。ピンピンコロ

菊 一言でいえば〝皆さん病院に行くのではなく、

気が身近になりますね。

人生百年時代といわれる高齢化社会は、より病

た。
『パンとサーカス』と言います。その結果、暴力

ないと思いますが、人は年齢を重ねると否応なしに

―

的なものに歓喜する大衆に、腐敗と堕落を招き、つ

誰でも病気とともに生きていくような状態になるの

菊 その通りです。ローマ帝国は市民にパンを与え、

いに社会を滅ぼしたと言われています。

16
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は医療費を下げたいのです。

単純ではないように思いますが、いずれにしても国

で、高齢者が病院に行く回数は増えるし、そんなに

菊 そうでしたか。私は身体を動かしたくてむずむ

が……。

こを走る、歩く人は以前よりも増えた気はしました

しようとするわけですが、映画や音楽鑑賞、読書な

した。人は何もしないではいられないので、何かを

ことでの運動不足が、健康への不安にも結びつきま

菊 コロナ感染への不安から自由に外に出られない

ず多かったですね。

えたので、健康に不安を感じた人は老若男女を問わ

回ったりする気持ち良さを思い出せますか。この子

にバシャバシャ入って行ったり、泥んこの中で転げ

ならば幼い頃、親が駄目だと止めても水たまりの中

たとしても、もっと内発的な身体欲求、例に挙げる

から〟の外からの理由づけがあれば、しぶしぶやっ

解放されていないように思うんです。
〝健康のためだ

思っています。何か日本人はまだまだ身体について

ずするという人がもっともっと増えても良かったと

どの趣味で過ごす、いわば知性や感性の欲求は古代

どもの頃の遊びでの〝快〟は後に他のものへ通じて

このところのコロナ禍で家の中にいる時間が増

ギリシャ時代からイタリア・ルネッサンスを経て肯

ゆきます。学問や研究にだって〝快〟は密接で、〝快〟

―

定されてきています。その一方で身体を動かしたい

があるから没頭しますよね。

身体解放が欠如している背景は、内発するもの

を忘れたということでしょうか。それとも動物的な

―

目的と手段のスポーツ

という欲求は思うほど増大しなかった気がしていま
した。

家の近くの川沿いに遊歩道があるのですが、そ

スポーツゴジラ
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重ねもあって日本人は何かの理由づけ、例えば〝健

菊 どちらもある気がするのですが、歴史的な積み

ていない。その土台の上で、さらにオリンピックに

良く、楽しいことだということが何十年も伝え切れ

菊 そう思います。身体を動かすこと自体が気持ち

景にも原因があったのでしょうか。

康のため〟などの目的や手段を外から持ってこない

出場する選手はごく一部の特別な人たちのものだと

ポーツの素晴らしさをあらためて感じさせてくれま

育〟という概念が言われるようになり、文科省の学

てしまうんです。政治主導になったことで、一般の

たい〟と思っているから、どうしても政治へ依存し

18
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何かが薄れたからでしょうか。

と、体を動かさない人がまだまだ多い。人間は動物

なると、利害関係を考えて、その状況に一般の人は

それこそどん引きしてしまいます。

ですから移動するものですが、そういう自発性も薄
い気がします。そのベースには学校体育の影響が大

たこと、さらに課外活動でもチャンピオンシップス

したが、一方で大会そのものは政治主導が強く印象

東京オリンピックで選手たちの懸命な姿は、ス

ポーツとしてのベースがあり、
〝とにかく勝たにゃい

に残りました。

―

かん〟という考えで、スポーツが勝つための手段や

菊 スポーツ関 係 者は心底〝 オリンピックをやり

きいでしょう。スポーツを教育として取り上げてき

目的だけになっていました。 年代から〝楽しい体

習指導要領にも反映されているはずなのですが、今

止なのにオリンピックだけは特別という特権階級に

めに加えて、コンサートも遠足も運動会もすべて中

ポーツ人は絶対に大会をやりたいんだね」という諦

人からの印象は「人が亡くなるリスクがあってもス

いないということになります。
コロナ禍であっても東京オリンピックを開催し

たいという国民の声が少数派だったのは、そんな背

―

の世代にも伝わっていないということは、変わって

80

思います。

ていた人も、声なき声ですが少なくなかったように

出場してもいいのだろうか」と自問自答を繰り返し

本当にオリンピックを開催して、自分がその舞台に

禍で毎日人々が感染して死者が出ているような中で

います。ですが選手たちをよく見ていると「コロナ

も見えて、開催に懐疑的な空気が広がったように思

１８０度異なる見解もありました。感染拡大にオリ

うしても外に出たくなって感染が拡大したという

るという見方があり、一方でテレビを見た若者がど

ビでオリンピック中継を見ることで感染が抑えられ

中で、１日に何千人もの人々が感染しました。テレ

光芒と言われます。コロナ感染の第五波が来ている

菊 競技やスポーツのその場での感動はよく一夜の

ンピックが無縁だったとは言い切れません。何年か

たって冷静な検証が行われたら、極めて厳しい意見

なぜ未曽有のコロナ禍でオリンピックを開催す

るのか？ リスクを覚悟してまで開催しなければな

が出るかもしれませんね。
価値と共存

らないのか？ それを議論する機会もありませんで
した。一方で多くの人々が何のために開催するのか
とオリンピックの存在意義に疑問を感じました。開

という側とのディスカッションの機会がほとんどな

いずれにしても開 催したい側と、いや無理だ

ありました。確かに閉幕後に開催して良かったとい

かったのは違和感がありました。政治の側だけでは

―

う世論が６割に達したと報じられましたが、もっと

なくて、１年延期している間にスポーツ関係者や競

幕直前に８割が開催に反対という世論調査の報道も

時間がたってレガシーを考えたときに、膨大な赤字

技団体ももっとやるべきことはあったと思います。

スポーツ界の横のつながりも少なかった気がします。

以上に、良くないものが人々の心の中に残るのでは
ないか？ と心配になりましたが……。

スポーツゴジラ

19

―

スポーツと政治

ばくだい

ものすごく面倒くさいことになりますが、面倒くさ

いことの向こう側にはとても豊かなものが広がって

スポーツ界は縦ではなく、横のつながりを大切

なりません。自分自身の意見を相手や世間に理解し

の考えを理解して、こちらの意見を戦わせなければ

ですから、まず互いの言うことに耳を傾けて、相手

です。相反する者が同じ土俵に立たないといけない

（討論）をするというのは、互いの哲学を論じること

菊 そうかもしれません……。いわゆるディベート

ているように思います。

います。日本はとことん話し合うという姿勢が欠け

そのためにはもっと議論を重ねることが重要だと思

には地道な努力が必要だという指摘がありました。

スポーツの中の展開や戦略で互いの言語が分からな

クトグラムのように分かるわけです。そして、その

柔道をする動作をするだけで何をしている人か、ピ

これだけ広まってきています。サッカーをする動作、

が必要になります。ですがスポーツ文化が世界的に

の価値を尊重する。互いが互いの意見を聞く忍耐力

菊 まったく異なります。１００人いたら１００人

方的で攻撃的なものとは違いますね。

をともなった討論や議論は今のＳＮＳに見られる一

動できず、後悔しています。人と人をつなぐ身体性

してきましたが、コロナ感染の拡大で思うように活

20
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莫大な開催経費に投入された税金は、国民一人一人
が納めたものです。民主主義の国ですから、開催に

いる。勝敗だけではなく、戦いに向かう過程で得る

―

ものこそがスポーツに必要なものだと思います。

ついてもっと議論をするべきだったと今は思ってい
ます。この対談のパートⅠでも１９８０年モスクワ
オリンピックの参加をめぐる英国と日本の結論の違

にしたいと思い、 ※日本スポーツ学会で 年以上活動

てもらえるようにする高いスキルも求められます。

くても感動することができる。スポーツはグローバ

いを語った中で、スポーツの独立性を担保するため

考えてみるとそれはスポーツで戦うときと同じです。

20
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主張だけじゃなくて、互いがコミュニケーションを

ルカルチャーです。スポーツの中立性というのは、

らできることがあるはずだと信じたいです。

いきます。地球全体の共存のためにもスポーツだか

とって、互いの気持ちを思い量ることで担保されて

※日本スポーツ学会とは、
１９９６
（平成８）年、
あらゆる競技の垣根を越え

て市民レベルでスポーツを文化として考えようと設立された。会員は元選手、

大学教授、医師、企業役員、
メディア関係者と幅広い。
スポーツの前にスポー

ツを愛する者のすべてが平等であることをモットーとし、年３〜４回はセミ

ナー等を開催。（会員登録希望の方はホームページを参照ください）

２０１８年２月の平昌冬季五輪を数ヶ月後に控え、北朝鮮のミサイル発射

が続き、欧米の国々から選手派遣を危ぶむ声が上がった。日本スポーツ学会

考え、本誌『スポーツゴジラ』
でも休戦への署名をオンラインでを集めた。
さら

はそれまでも行ってきた
『オリンピック休戦』
への活動をさらに重要なものと

に、日本外国特派員協会で会見を行い、国連の元事務次長で国際オリンピッ

ク休戦財団の理事・明石康氏とともに登壇。
その模様は諸外国にも報道され、

世界各国から集めた署名も直接ＩＯＣ
（国際オリンピック委員会）
に届けた。

ここ数年は新型コロナ感染拡大の影響を受け、講演会や対談は
『スターセ

ミナー』
と題し、
リモートでの無料配信を実施している。
その第５回にあたる

渋谷区内で収録し、
追加取材を加えて掲載した。

スポーツゴジラ
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『スポーツと政治を考える』
は２０２１年４月３日、
パートⅠ、
パートⅡとして

2018年1月29日、
日本外国特派員協会で
「オリンピック・パラリンピック休戦」
を呼
び掛ける。
左から長田渚左、明石康氏、笹田弥生氏

スポーツとメディア①

月 ２ 日︑ 日 本 ス

取材・構成

波多野圭吾

無意識な先入観へのはまり込み
２０２１年
ポーツ学会﹃ス ター セミ ナ ー﹄
第 ６ 回 の 講 師 は 後 藤 逸 郎 氏︒
新型コロナウイルスの流行下
で強行開催されたオリンピッ
昨 年﹃ オ リ

ク は︑ 果 た し て 誰 の た め の 大
会 だ っ た の か？
誰も知ら

な い 東 京 五 輪 の 裏 側 ﹄ を 著 し︑

ン ピ ッ ク・ マ ネ ー
今 年︑ 東 京 ２ ０ ２ ０ パ ラ リ ン
ピックの閉幕からわずか８日
後 に﹃ 亡 国 の 東 京 オ リ ン ピ ッ
ク ﹄ を 上 梓︒ オ リ ン ピ ッ ク や
IOCと い う 組 織 の 矛 盾 に 迫
っ た 後 藤 氏 に︑ 日 本 の ス ポ ー
ツと新聞メディアの関係につ
いて話をうかがった︒

1965（昭40）年、富山県生まれ。ジャーナリスト。金沢大学卒。1990年、毎日新聞社入社。姫路支局、和
22 特別
歌山支局、大阪本社経済部、東京本社経済部、大阪本社経済部次長、週刊エコノミスト編集次長、
スポーツゴジラ
報道グループ編集委員、地方部エリア編集委員などを経て、毎日新聞社を退社。著書に『オリンピック・
マネー 誰も知らない東京五輪の裏側』
（文春新書）、
『亡国の東京オリンピック』
（文藝春秋）がある。

後藤 逸郎（ごとう・いつろう）

10

後藤さんは、以前毎日新聞の経済部の記者でい

らっしゃいました。通常、オリンピックは運動部や
スポーツ部が取材しますが、どんなきっかけでオリ

の記者とは違ったかもしれませんね。

ＩＯＣやオリンピックはどこかアンタッチャ

不可思議な２２つの会社

─

ブルというイメージがあります。ご自身はどうでし

ンピックの本を書くことになったのでしょうか。
後藤 日本ではＩＯＣ（国際オリンピック委員会）

うなイメージを持っていましたよ。当時高校生でし

たか。

というのも、経済報道の世界では、自分が取材す

たけど、モスクワオリンピックのボイコットも印象

という組織の実態が、あまり知られていません。私

る企業や組織、人物などについて調べるのはごく普

に残っています。スポーツが政治にふりまわされる

後藤 ＩＯＣがスポーツを通じた平和の実現を目指

通のことです。たとえば、ある企業に粉飾決算の疑

姿を見て、選手がかわいそうだと思っていました。

も詳しいことはわからなかったので、単純に調べて

いがある時は、その企業を深く知るために、法人登

でも、ＩＯＣについて調べていくと、どうも疑わし

していることは知っていましたし、他の人と同じよ

記に書いてある人物が別の法人で幹部をしていない

い部分が多くて……。

みたいと思ったんです。

か、株主にどんな人がいるか、不審なお金の動きは

詳しいことは『オリンピック・マネー』という本

に書きましたけど、ＩＯＣは自らが運営するオリン

ないか、そういうことを地道に調べていきます。
ＩＯＣの本部があるスイスの法人登記も、日本か

ピック財団を通じて、オリンピックのテレビ中継を

仕切るＯＢＳ（オリンピック・ブロードキャスティ

らネットで簡単に見られます。そういう意味では、
オリンピックへの最初のアプローチの仕方が運動部

スポーツゴジラ
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ＩＯＣ委員が務めています。有限会社は、ＯＢＳ株

会社です。株式会社の方の代表取締役社長は、ある

もう１つはスペインのマドリッドにあるＯＢＳ有限

１つはスイスのローザンヌにあるＯＢＳ株式会社、

このＯＢＳ、なぜか同名の会社が２つあるんです。

『亡国の東京オリンピック』に詳細を書いています

について、社内で問題になったことがありました。

頃、オリンピックの運営体制を批判する記事の掲載

後藤 まあ、それに近いですね。まだ新聞社にいた

辞めないと書けないことがあったのでしょうか。

にオリンピックに関する本を出版しました。会社を

マネー』
、
『亡国の東京オリンピック』と、たて続け

式会社の１００％子会社で、こちらの社長も株式会

けど、江の島のセーリング会場は神奈川県から津波

ング・サービス）という子会社を保有しています。

社と同じＩＯＣ委員が兼務しています。

複数の会社を噛ませるのはお金の流れをわかりにく

後藤 経済部記者としての取材経験から考えるに、

さになると予測されています。たった１ｍと思うか

分で浸水し始め、その後の数分間で１ｍぐらいの深

レーションでは、最悪の場合は地震発生から１、２

対策が必要な地域に指定されていました。シミュ

くするためでしょうね。ＩＯＣは頑なに否定してい

もしれませんけど、それだけでたくさんの人が亡く

なぜ、そんな面倒なことをするのでしょうか。

るので、断定はできませんけど。こんな風に、組織

なる状況になり得ます。私も実際に現場へ足を運

─

としてのＩＯＣを調べていくと「本当に高尚なとこ

び、大学の先生などの協力のもとでその危険性を記

その記事の扱いが問題になったのですね。

後藤 ええ、そうです。当時の上司から、まあその

─

事にして呼びかけました。

ろなのかなぁ」という疑問が湧いてきます。

後藤さんは昨年新聞社を辞め、
『オリンピック・

人命と自主規制

─
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よ。

は絶対に１面トップにしないって言われたんです

上司も上層部に言われているんですけど、この記事

でしょうか。

ないという社の判断は、そのことと関係があったの

ンサーとなりました。後藤さんの記事をトップにし

後藤 多くの人の命に関わる問題ですから、すごく

言いたかったんじゃありません。普段からその地域

セーリングの件で、僕は一切のリスクを排除しろと

後藤 なかった、とは言えないと思います。

大事なニュースですよね。新聞はその日にあった

に出入りしている人であれば、緊急時であってもあ

えっ、大スクープなのにですか。

ニュースで紙面構成が決まります。ですから、何か

る程度の対応ができるでしょう。でも、オリンピッ

─

大きな事件が起こると、時間をかけて調査した緊急

クに来る観客のほとんどは初めて会場に来るんで

す。見知らぬ土地で地震や津波が来たら、間違いな

性の低い記事は、後日に回されます。
でも、セーリングの記事の時は、そうしたニュー

くパニックになります。そんななかで本当に１分以

２０２０年大会は「復興五輪」というコンセプ

スの有無にかかわらず、事前にトップにはしないと

得ないことだと思いますし、記事の扱いを意図的に

トで招致されました。復興というのは、東日本大震

内に逃げることができるでしょうか。

小さくするのは自主規制と一緒です。会社を辞めた

災の地震や津波による被害を教訓にするということ

決められていました。そんなの報道機関としてあり

いと思うことはそれまでにも何度かありましたけ

じゃないんですか。もしそうだとしたら、組織委員

きだったし、会場を被害の少ない場所に移すこと

会は記事をもとに津波対策の内容を検討して示すべ

ど、この一件が決め手になりましたね。
今回の東京大会では、国内の新聞メディア６社

（読売、朝日、毎日、日経、産経、北海道）がスポ

スポーツゴジラ
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した」という発言をされています。東京オリンピッ

クへの批判がタブーとなることを憂慮してのコメン

だってできたわけですよ。それなのに、組織委員会
だけでなく日本政府も競技を統括するワールドセー

後藤 坂上先生のおっしゃる通りだと思います。ス

トですね。

そして何より残念だったのは、そうした体制を批

ポーツとメディアを研究してきた経験をもとに発言

リングも、何も考えていませんでした。

判できないメディアですよ。本を読んでもらえばわ

されたわけですから、ものすごく重い言葉ですよね。

─

大会が終わってしばらく経ちましたが、オリン

依存症と利権分配

かるんですけど、僕は別にＩＯＣを悪の組織だと
言っているんじゃありません。ただ、商業的利益を
優先してなのか、客観的に見て自分たちが掲げる理
念とはかけ離れた行動が多いこと、対話に応じない

る記事自体が、新型コロナウイルスで大会開催が危

セーリングの件に限らず、オリンピックを批判す

する雰囲気はありますか。

とに今は疑問がありますが、メディアにそれを反省

り、メディアがオリンピックのスポンサーになるこ

ピックの運営を総括する記事も少ないですね。やは

惧されるまでほとんどありませんでした。メディア

後藤 どうでしょうね。今でも会社の人と付き合い

シーンが多いことを指摘しているだけなんです。

はＩＯＣや組織委員会に気をつかっているのかな、

はありますけど、反省するまでには至っていないん

じゃないですか。朝日がそれっぽい記事を出してい

と、どうしても勘ぐってしまいますよね。
さかうえ

ましたけど、自分たちの立場にまで踏み込んで書い

一橋大学の坂上康博教授は、
『亡国の東京オリ

ンピック』のなかで、大手新聞社が大会スポンサー

ているものはまだ読んだことがないです。

─

になったことで「これで日本も終わりだなと思いま
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て、本当に報道に影響はなかったのか。本来であれ

日本の大手新聞メディアが６社もスポンサーになっ

て、大会開催に合わせて明確なスケジュールが設定

交通インフラの整備に予算が付くと聞きます。そし

特に地方においては、国体があるから競技施設や

い状態にあることを指摘していますね。

ます。私たち日本人が〝オリンピック依存症〟に近

の招致運動や準備に費やしているとも発言されてい

アパートの住民は立ち退きを強いられました。突然

ですよね。国立競技場の建設のために、都営霞ヶ丘

スムーズに進むらしいんです。オリンピックも同じ

ど、通常であれば交渉が難航することも、国体だと

ることが可能になるそうです。土地の買い取りな

され、それに間に合わせるために反対意見を押し切

ば自己検証が必要だと思いますけどね。
坂上先生は、日本は１９５２年以降の計算で、

年４カ月、実に ％にあたる期間をオリンピック

後藤 学者ならではの視点と分析だと思います。

の通告に反発する住民に、都の担当者は「国策です」

84

先生には、 年という数字が何を意味するのか、そ

58
ツイベントは、利権分配という意味で強力な装置に

わかったのは、オリンピックや国体のようなスポー

の捉え方についても説明してもらいました。そこで

行動が正当化され、それによって利益を得る人たち

いう大義名分があるが故に、常識では考えられない

と繰り返すばかりだったそうです。オリンピックと

後藤さんの本には、ドイツ・ハンブルクが資

金の問題から住民投票で招致活動撤退を決めたこと

─

記者の責務と先入観

が存在しているわけです。

た。裏を返せば、そうしたイベントなしには本当に

模スポーツイベントに合わせて整備されてきまし

日本のスポーツ施設の多くは、国体のような大規

なるということです。

58

欲しい施設が作れないということです。

スポーツゴジラ
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もう少し複雑です。そもそも、日本にはオリンピッ

後藤 そう取られても仕方ないですね。でも現実は

メディアによる批判が少ないからなのでしょうか。

日本国内にそうした民主的な動きが少ないのは、

の大きさから開催を返上したことも記されました。

しっかりと向き合い、先入観なしに接することで

したよね。記者の仕事で大事なのは、取材対象に

だと報道して、結果的に全然違うってことになりま

たけど、あの時もみんな疑いもせず素晴らしい研究

思うんですよ。昔、ＳＴＡＰ細胞の問題がありまし

という物差しで繰り返し報道してきたことにあると

かということを検証せず、立派で素晴らしいものだ

クやスポーツが素晴らしいものだという価値観が染

す。オリンピックやスポーツをむやみやたらに価値

や、アメリカ・デンバーが環境への負荷と負担費用

みついていますよね。僕はそうした固定観念や先入

あるもの、感動するものとして捉えるのは、すごく

危険なことだと思いますね。

観に〝はまり込んでいる〟と思っているんですけど、
ほとんどの人はその認識すらないと思います。それ

り前のこととして捉えているんじゃないですかね。

えそうです。

下で行われたオリンピック・パラリンピックにも言

そうした捉え方は、新型コロナウイルスの流行

メディアの報道も同じです。オリンピックやスポー

後藤 どちらの大会も、開催期間中にコロナで関係

─

ツの価値に疑問を抱くことがないから、批判的なも

者が亡くなったという話は出ていないので、それは

こそ、太陽が東から出て西に沈むってくらい、当た

のが出てこない。

だけれども、僕が組織委員会に聞きたいのは、本

素直に良かったと思います。

度や自主規制をしているかどうかじゃなくて、オリ

当に死者ゼロを実現するための対策ができていまし

問題の根本は、メディアがスポンサーになって忖

ンピックとは何なのか、ＩＯＣってどんな組織なの

28
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視のなかでの強行開催だったのに、なぜそれを指摘

てない選手だっていたんですよ。利益優先、人命軽

のなかには、持病や基礎疾患の関係でワクチンを打

ど遠い、欠陥だらけの対策でした。パラアスリート

方式に自信を持っていたようですけど、完璧にはほ

たか、ってところなんですよ。組織委員会はバブル

ますね。

に、自己検証、自己批判できる人材が必要だと思い

ないと思います。スポーツ界もメディアと同じよう

もおっしゃっていましたけど、まだそうした人は少

先生は組織委員会の理事でありながら批判的な意見

の來田享子教授にもインタビューをしました。來田

後藤 『亡国の東京オリンピック』では、中京大学

─

後藤 東京大会は感染症対策込みでどうだったのか

東京大会についてはどんな総括を期待します

結果ではなく、
過程の検証を

らいた

する国内メディアが出てこないのでしょうか。
世論にしても、開幕前は半数以上が開催に反対だっ
たのに、メダルラッシュを目の当たりにして「やっ
ぱりやって良かった」という声が聞かれるようにな

これもやはり、オリンピックは素晴らしい、盛り

を、選手や関係者にぜひふり返ってもらいたいです

か。

上がりに水を差してはいけないという、無意識的な

ね。

りました。

価値観にはまり込んでいることの証だと思います

大会前、選手にオリンピック中止を呼びかけて欲し

開きたいかどうかを聞くのは愚問です。でも、選手

ち抜いて出場が決まっている選手にオリンピックを

いという話が出て問題になりましたけど、予選を勝

ね。
スポーツを客観的な立場から見た、すごく重要

な意見だと思います。後藤さんからスポーツ界の人
間へ提言するとしたら、それはどんな内容ですか。

スポーツゴジラ
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かか

たちの〝感染症に罹らない〟
、
〝自分は死なない〟と

かけて試合に臨む」なんてサラッと報道されていま

良かった、素晴らしかったという思い込みの世界に

１９６４年の東京オリンピックのように、やって

東京２０２０を負のレガシーとしないために

したけど、この感染症については人にうつす可能性

行くのは、もうやめないといけません。

いう自信はどこから来ていたのでしょうか。
「命を

があるわけで、自分が発症して死んでも文句ないで

税金を使ってやる以上、国民に大きな負担を強いる

ことになったり、人命に危険が及ぶと予想される時

すって、そんな単純な話じゃないですよ。
別に、選手に負い目に感じることを話せというの

日本人は、一度やると決めたことを途中でやめる

には、開催を中止するという断固たる決意が必要だ

きたはずだとか、逆にここまでやってもやっぱり感

のを嫌う節があります。だけど、４年に１回のイベ

ではなくて、やっぱり端から見ていて感染症対策が

染したという部分であるとか、大会中の状況を整理

ントと人命、本当に大事なのはどちらでしょうか。

と思うんです。

することで、新たに見えてくるものがあるはずで

未知の感染症を目の前にしてオリンピック開催が優

できていたとは思えないんですよ。本当はもっとで

す。だからこそ、選手村に入った選手たちがそこで

先されたのは、誰かの利権のためで、スポーツの政

メディアも一般の人も、無意識にはまり込んでい

どんな生活をしていたのか、そこで何が起きていた

結果的に誰も死ななかったからＯＫっていうの

る固定観念から抜け出し、オリンピックやスポーツ

治利用そのものだったように思います。

は、すごく雑っていうか、だらしないまとめ方だと

にしっかりと向き合っていかなければなりません。

のかを、きちんと検証すべきなんです。

思います。
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スポーツとメディア②

未熟で不適切な関係

││
ＴＯＫＹＯ２０２０で露呈
さ れ た 日 本 のス ポ ー ツ 界
最大の問題点とは？

玉木正之

本文中に出てくるスポーツゴジラ４８号、
本文中に出てくるスポーツゴジラ
５２号は在庫が多少あります。申し込み方法はＰ４８に
記載しました。

玉木 正之（たまき・まさゆき）

スポーツ文化評論家。1952（昭27）年、京都府出身。東京大学教養学部在学中より東京新聞紙上で執筆活動を開始。
日本で最初のスポーツライターを名乗る。著書に『スポーツとは何か』
（講談社現代新書）など多数。訳書にＲ・ホワ
イティング『ふたつのオリンピック』
（KADOKAWA）、
『和をもって日本となす』
（角川文庫）。最新刊に『今こそ「スポー
ツとは何か？」を考えてみよう』
（春陽堂書店）など。

題を解決して素晴らしさを残す方法 と題した文章
｣
を書いたので、そちらを読んでいただきたい）
。
１９５２年からの ％の期間

そして、もうひとつ。今回の 東｢京オリパラ で
｣
は 日｢本のスポーツの問題点 も
｣ 浮き彫りになった。

それは、大きく分けてふたつある。ひとつはＩＯ

れがわれわれに残した 最｢大の遺産 と
｣ は何だった
のか？ そのことを考える必要があるだろう。

して（２０２１年東京五輪開催までの約 年間のう

第二次大戦戦後の日本が独立した年）以降で計算

《１９５２年（サンフランシスコ講和条約が結ばれ、

大化 し
｣ たオリンピックを運営するＩＯＣの独善性
が露わになった（それについては『スポーツゴジラ

84

69

１９７２年の札幌冬季オリンピックの後ですが、５

の準備に費やしています。いちばん間の空いたのが

オリンピックの誘 致運動、あるいは開 催に向けて

58
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新型コロナ禍のために開催が１年延期された 東｢
京２０２０オリンピック パ･ラリンピック大会 も
｣ 、
終わってみれば 喉｢元過ぎて熱さを忘れた の
｣ か？
あっと言う間に 過｢去のモノ に
｣ なってしまった感
がある。が、それではいけない。
延期の結果、総費用が４兆円にも膨らむ（
『 週刊
ポスト』８月 日号）とも言われる巨大イベントを、

オリンピックで日本の選手団は 金
｢ 銀 銅
｣
という史上最多のメダル数を記録した。が、素直に

17

その 問｢題 を
｣ 一橋大学の坂上康博教授（スポー
ツ社会学）は、次のように指摘した。

喜んではいられない 問｢題 も
｣ 露わになった。

14

Ｃ（国際オリンピック委員会）の様々な問題点が露

さ
｣ れた 東
｢京オリパラ 。｣そ

27

ち） 年４か月、実に ％にあたる期間を（日本は）

無観客で 強
｢行開催

84

呈したこと。行き過ぎた 商｢業主義 に
｣ よって 肥｢

レガシー

コロナの感染拡大で緊急事態宣言が発せられるなか、

ハイ終わりましたで済ませられるわけがない。新型

13

第 号特集 理･想のオリンピックとは？』に 根｢本問
52
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に関わっているという状態がずっと続いてるんです。

年半です。常に日本のどこかの都市がオリンピック

だから 文｢化 の
｣ 反対語は 武｢化 。｣武力を用いて人々
を支配する社会が 武
｢化社会 。｣その政治を 武
｢断

武｢ 。｣ 文｢武両道 と
｣ いう言葉は誰もが御存知だろう。

国の東京オリンピック』での発言より 文
=藝春秋 刊･）
戦後五輪招致に手を挙げた日本の都市は東京が４

る。今も札幌が手をあげていますね》
（後藤逸郎『亡

文｢化社会 文･化政治 は
｣ その反対。武力を用いずに
触れ書き（法律）や話し合い（議会）など、言葉で

政治 と
｣ いう。

日本はオリンピック中毒あるいは依存症になってい

度、札幌も４度、長野、名古屋、大阪が各１度。坂

人々を治める社会をいう。江戸時代に 文｢化 文･政 ｣
という年号が存在するが、まさに武力が用いられず

に関わっていたという事実には驚きました と
｣ 言う
と、 私｢も改めて驚きました と
｣ 言われたあと、次の

に世の中を治めた時代を指し、 化｢政文化 と
｣ 呼ばれ
る 庶｢民の文化 も
｣ 花開いた時代だった。

上氏と会った機会に 日｢本がそれほどオリンピック

ように付け加えられた。 要｢するに日本では、スポー
ツが文化として認められていないのです。だから、

が、 化｢政文化 ｣庶｢民の文化 と
｣ いうときの 文｢
化 と
｣ いう言葉は、いま述べた 武｢化 の
｣ 反対語と
しての 文｢化 と
｣ いう意味とは異なる。

用された言葉なのだ。

という
それは明治時代に カ｢ルチャー culture｣
言葉が西洋から伝播したときの翻訳語として用いら

の
｣ 反対語は

オリンピックに頼らざるを得ないのですね ｣
確かにその通りだが、ここで 文｢化 と
｣ いう言葉
に少々註釈を入れる必要があるだろう。

文
｢

れた言葉。日本語には カ｢ルチャー に
｣ ぴったり相
応する言葉が存在しなかったため、少々むりやり適
と
｣ は何か？

ス｢ポーツ文化 と
｣ はどういう意味か？ 正確に説
明できる人は、存外少ないようにも思われる。
そもそも 文
｢化

スポーツゴジラ
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こうして日本の野球は み｢んなで育て実らせるカ

ルチャー で
｣ はなく、新聞社の発行する新聞の宣伝
や販売拡張の道具として利用されるなかで発展する

ようになり、このビジネス モ･デルが一般化し、日本
では多くのスポーツが企業の宣伝媒体として利用さ

れるようになった。そして カ｢ルチャーとしてのス

ポーツ（スポーツ文化） は
｣ なかなか実を結ばせるこ
とができず、日本社会におけるスポーツの発展史は、

スポーツという カ｢ルチャー を
｣ 作り上げた欧米と

34
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を博したベースボール（野球）は、様々な競技大会

が新聞社の手によって開催されるようになった。

１９１５（大正４）年には朝日新聞社が全国中等

中心に、職業野球リーグ（現在のプロ野球）を開幕

）年には読売新聞社が自ら創設した読売巨人軍を

「カ
為政者）から下（一般人） へ
｣ の行為を指す。が、
ルチャー」は上下関係とは無関係で、
「スポーツ文化」

36

では カ
とは、どういう意味
｢ルチャー culture｣
か？ それは み｢んなで育て実らせた作物 と
｣ いっ

）年に選抜野球大会、 （昭和２）

学校（現在の高等学校）野球大会を開始。毎日新聞
社が （大正

27

年に都市対抗野球（社会人野球）を始め、 （昭和

13
したのだった。

た意味で、頭に 土
｢ ｣という意味の ア
｢ グリ agri｣
が付くと ア｢グリカルチャー agriculture｣
で 農｢業
（土から実らせた作物） と
｣ なる。
元々の日本語の 文｢化」という言葉は 上｢（支配者・

24

とは「みんなで育て実らせたスポーツ」となる。
スポーツを 育｢て実らせる 役
｣ 割は、欧米では主
に地域社会のスポーツクラブが担った。が、明治時
代に西洋から伝播したスポーツの面白さや楽しさは
理解できても、どのように 育｢て実らせればいいの
か わ
｣ からなかった日本人は、まずスポーツを手っ
取り早く大学や高校で受け入れ、 カ｢ルチャー で
｣は
なく 体
｢ 育教育 physical education｣として取り
入れることになった。
そして数多くの輸入スポーツのなかで抜群の人気

11
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は相当異なるものとなったのだった。
一例を挙げるなら、アメリカ メ･ジャーリーグの
オールスター戦はシカゴ ト･リビューン紙に寄せられ
た子供の投書 ナ｢ショナルリーグとアメリカンリー
グのチームの試合を見たい と
｣ いう声を取りあげた
運動部長の提案で１９３３年に始まった。が、シカ
ゴ ト･リビューン紙が自ら主催者になることはなく、
メジャーリーグ機構（ＭＬＢ）が主催した。
一方、その４年後に日本の職業野球でも、朝日新
聞記者の発案で今日のオールスター戦につながるイ

ボールなど様々なスポーツ大会で、主催 後･援 独･占

放送 チ･ームの所有経営等、極めて強い結びつきのな
かで運営に関わることが当たり前になった。

メディアだけでなくスポーツに参入する企業も、

自社の宣伝や社員の福利厚生等にスポーツを利用す

ることが多く（企業スポーツ）
、教育に利用するス

ポーツ（体育）や、伝統文化を残すためのスポーツ

（大相撲）等、 み｢んなで育て実らせるカルチャーと
してのスポーツ（スポーツ文化） で
｣ はなく 何｢かに

のプロサッカーリーグが生まれたときの記者会見の

利用し、役立つスポーツ と
｣ いう考えが、日本のス
ポーツの世界では一般化したのだった。

事業団主催職業野球オールスター対抗戦 と
｣ の名称
で、朝日新聞社が主催し、開催するものとなった。

あと、川淵三郎チェアマン（当時）が新聞記者と交

ベントが始まるのだが、それは 朝｢日新聞大阪本社

その他、日 本の新 聞 社やテレビ局などのマスメ

川淵チェアマンは サ｢ッカーをやります と
｣ 答えた。
それは見事な答えだった。スポーツとは何かに利

そこで思い出されるのは、１９９３年、日本で初

ディアは、箱根駅伝（読売新聞社共催）をはじめと

わしたやりとりだ。 Ｊ｢リーグを作って、いったい何
をするつもりですか？ と
｣ 訊く新聞記者に向かって、

する各種駅伝やマラソン大会、フィギュアスケート
（ＮＨＫ杯）
、女子サッカー（日テレ 東･京ヴェルディ
ベレーザ）をはじめ、サッカー、ラグビー、バレー

スポーツゴジラ
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き と

用したり、役立てたりすることを企図するものでな

ポーツ文化）を育てよう！ と
｣ いう一般的な意識は
まだまだ希薄というほかない。

となると オ｢リンピックを利用して…… と
｣ いう
考えが頭をもたげる。オリンピックが日本で開催さ

く、 カ｢ルチャー と
｣ して 育｢て実らせる価値のある
もの だ
｣ と、川淵チェアマンは答えたのだ。が、そ
ういう考えは、まだ日本の社会に浸透していなかっ

ツ施設も整えられる。その結果 オ｢リンピック依存

れれば、多額の税金もスポーツに投入できる。スポー

アメリカのメジャーリーグの野球場やヨーロッパ

た。

各国のサッカー場など、欧米諸国の多くのスポーツ

症 五･輪中毒 （｣さらに国民体育大会というイベント
依存症）にならざるを得なくなってしまったのだ。

施設は税金や多額の公的援助で建設される。が、私
企業の宣伝や販売促進などに利用されるスポーツが
多い日本では、その施設に公的資金（税金）を使う

それは、朝日 読･売 毎･日 日･経 産･経の全国紙に加

ここでもうひとつ。今回の 東｢京オリパラ で
｣ 露
呈されたさらなる問題も指摘しておく必要がある。

を使う場合も、高額の使用料を支払うのが普通だ。

ことは難しい。プロスポーツが公営のスポーツ施設

最近ではＪリーグやＢリーグなど、親会社の宣伝

えて、北海道新聞の合計６紙の新聞社が 東｢京オリ
パラ の
｣ スポンサー（オフィシャル パ･ートナーやオ

としてのチームではなく、多くの企業や支援者から

フィシャル サ･ポーター）になったことだ。
私自身、この事実を知ったときは愕然とした。前

援助を受けたスポーツクラブとして、地域社会との
交流を深くして活動するチームに、税金で援助する

した》と対談で語られている。
《オリンピックへの批

出の坂上教授も、
《これで日本も終わりだなと思いま

地方自治体も出てきたようだ。が、そのような み｢
んなで育て実らせるカルチャーとしてのスポーツ（ス

36
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ポンサーとなったのは、過去に２０００年のシドニー

本間氏によると《報道を生業とする企業が五輪ス

開幕前から東京オリンピックへの鋭い批判を繰り

五輪でローカル紙があったくらいで、その国のオピ

判がタブーとなってしまうと思ったからです》

返していた著述家の本間龍氏も、最新刊『東京五輪

ニオンを代表する新聞社全社が協賛したことなど、

まったく例がなかった》という。

の大罪』
（ちくま新書）で次のように記している。
メディアとスポンサー

となり、批判的な報道をできなくなったことであっ

刻だったのが（略）全国紙すべてが五輪スポンサー

の激増から 菅｢総理は五輪中止を と
｣ 社説で訴えた。
が、スポンサーは降りなかった。ということは、五

東京五輪開幕直前に、朝日新聞はコロナ感染者数

自己矛盾と自己放棄

た。複数の巨大メディアが揃ってスポンサーになる

輪開催を応援しながら中止を主張するという、まっ

《東京五輪の問題点は数多あるが、その中で特に深

など、過去の五輪では一度もなかった。さらに、こ

たく矛盾した意見表明に終わってしまったのだ。

今回のようにスポーツの国際的ビッグイベントの

れらの新聞社とクロスオーナーシップ ＊で結ばれた民
くみ

放キイ局も、同様に五輪翼賛側に与していた。つま

を批判できなくなっていたのだ》
（ ＊新聞社とテレビ ･

社は オ｢フィシャル サ･プライヤー と
｣ なったのだっ

年のサッカー・ワールドカップ日韓大会で朝日新聞

スポンサーになる先鞭をつけたのも朝日新聞で、

ラジオ局などが同じ資本で経営されるシステム。日

り、我が国の主要メディアのほとんどが、東京五輪

本では許されているが、ジャーナリズムの多様性が

た。朝日は オ｢フィシャル ニ･ュースペーパー（公認
新聞） ｣という言葉を宣伝に用いたが、それは「広
失われるとして多くの主要国で禁止されている）

スポーツゴジラ
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02

報紙」のことで サ｢ッカー ジ･ャーナリズムの放棄 ｣
では？ と首を傾げるほかなかった（日韓大会のス

属する大学しか出場できないローカル大会だが、そ

てのものと言えるのか？ 箱根駅伝は関東学連に所

書いたように日本のマスメディアには、ことスポー

ズム（批判精神）の放棄にほかならない。が、先に

サーとして主催者を支持応援するのは、ジャーナリ

新 聞 やテレビのよ う なマスメ ディアが、スポン

リーグとプロ野球のチーム数が、現在はメジャーが

と言えるのか？ かつてはほぼ同数だったメジャー

学に集中するのは、大学のあり方として正しいこと

全国の優秀な高校生長距離選手が大挙して関東の大

れをあたかも全国大会であるかのように盛りあげ、

球団のまま。なぜプロ野球は球団数が増えないの

い歴史がある。そのため自らが深く関わっているス

か？ それは既成の球団が既得権益を守るため、新

ムを放棄しているからだと言う他はない。

催者となったり、主催者と一体化してジャーナリズ

提起を聞くことはできない。それは、メディアが主

そういうジャーナリスティックな指摘や批判、問題

ある。が、日本の新聞やテレビなどのメディアから

まだまだ日本のスポーツ界に対する疑問は山ほど

球団の参入を拒否しているからでは？……

のだ。
批判と問題
たとえば……高校野球は、真夏の熱射病の危険性
が高いなかで行われていいものなのか？ １｢週間に
５００球以内 と
｣ いう高校生投手の球数制限は、本

38
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当に高校生の健康や、野球選手としての将来を考え

ポンサーになった韓国メディアは存在しなかった）
。

ツに関しては事業者として主催者や後援者、ある

倍 増 近い

球団に増えたのに、日本のプロ野球は

いはスポーツ チ･ームの所有者やスポーツ リ･ーグの
運営者となってスポーツと深く関わり続けてきた長

30

ポーツに対して、既に完全に批判精神を失っている

12

未熟で不適切な関係 ─ TOKYO2020で露呈された日本のスポーツ界 最大の問題点とは？

蔓延と放棄

体化され、日本体育協会は日本スポーツ協会、体育

の日はスポーツの日、国民体育大会は国民スポーツ

大会に（ 年佐賀大会から）変わることになった（こ

立つことをマスメディアとして恥ずかしいとも思わ

係、すなわちジャーナリズムを放棄して主催者側に

ラは、既に目的を達成した 』をお読みください）
。

える』掲載の小生の記事『２０２０年東京オリ・パ

の詳細は『スポーツゴジラ第 号 特集コロナ禍で考

このような日本のマスメディアとスポーツとの関

ない空気が存在しているから、
《全国紙のすべてが五

そのようなスポーツ界の改革を、オリンピックの

24

輪のスポンサーになる》などという本来ならありえ
ない、信じられない事態も起きてしまったのだ。
ここで改めて指摘しておきたいのは、今回の 東｢
京オリパラ は
｣ 、本来いったい何のために開催され
たのか？ ということだ。それは３ ･の東日本大震
災よりも前に計画されており、 復｢興のための五輪 ｣
でもなければ、ましてや 新｢型コロナに打ち勝った
あかし
証としての五輪 で
｣ もない。それは日本のスポーツ
を 体｢育からスポーツへ と
｣ 転換させるための大会
で、そのためスポーツ振興法はスポーツ基本法に改
められ、新たにスポーツ庁が創設され、オリンピッ
ク ス･ポーツとパラスポーツ（障碍者スポーツ）が一

48

ている元凶であるということに、いったいいつになっ

は、自分たちこそ日本のスポーツ界の発展を阻害し

さて日本の新聞社やテレビ局などのマスメディア

であることが、今回の 東｢京オリパラ２０２０ で
｣
はっきりと浮き彫りになったのだ。

い。が、そこに根強く蔓延っているのが ス｢ポーツ ･
ジャーナリズムを放棄している日本のマスメディア ｣

はびこ

招致 開･催と連動しないと行えないことこそ、確かに
日｢本のスポーツ文化 が
｣ 未成熟な証拠というほかな

!?

たら気づき、いつになったらスポーツ ジ･ャーナリズ
ムを実践してくれるようになるのだろう？

スポーツゴジラ

39

11

ダンス・ダンス・ダンス

││
若者文化︑自由な価値観

ⒸＤ．
ＬＥＡＧＵＥ ２０
‐
２１

田村崇仁

ⒸＤ．
ＬＥＡＧＵＥ ２０
‐
２１

田村 崇仁（たむら・たかひと）共同通信社運動部デスク。1973（昭48）年、群馬県高崎市生まれ。早稲

田大卒。1996年共同通信入 社、2002年Ｗ杯までサッカー担当。
プロ野球、
日本オリンピック委員会
40
（JOC）担当を経て、13年 からロンドン支局駐在。国際オリンピック委員会
（IOC）や国際パラリン
スポーツゴジラ
ピック委員会（IPC）の他、テニスやゴルフを含む欧州スポーツ全般をカバーした。柔道女子代表の
暴力・パワー ハラスメント問題取材班（代表）
で新聞協会賞受賞。

ダンス・ダンス・ダンス ─ 若者文化、
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ンスにも共通する精神だ。
「勝ち負けよりも自分の

者のストリート文化として米国で発展した初採用の

今夏の東京五輪で記憶に残る名場面の一つは、若

分、そこが一番、僕らのカルチャーとして重要なと

超えて一緒に戦っていた。メダルよりも大切な部

ごく強くある。昔から障碍がある人たちとも境界を

スケボーと共通するダンスの精神

スケートボードだった。８月４日の女子パーク。優

ころだと思うし、五輪に選ばれた理由だと自負して

がい

国よりも、というボーダーレス的な部分が僕らもす

勝候補だった 歳の岡本碧優が最後の大技に挑みな

「ライバルはいない」と選手が口をそろえ、メダル

シーンとしてＳＮＳ上でも国内外で反響を呼んだ。

えてたたえ合った。スポーツマンシップを象徴する

ボーをはじめ、スポーツクライミングやブレイク

の技を学び、教え合うのが主流という世界。スケ

や動画投稿サイト「ユーチューブ」を見て他の選手

ＳＮＳ時代で写真共有アプリ「インスタグラム」

いる」
。日本ダンススポーツ連盟ブレイクダンス部

や順位よりもこだわるのは「自分の一番いい滑りを

ダンスは「都市型（アーバン）スポーツ」と呼ば

がら失敗して４位に終わると、各国の選手たちが駆

周りに見せたい」という感覚。国を背負う悲壮感は

れ、若者の五輪離れを懸念する国際オリンピック委

の石川勝之部長は新競技の潮流をこう説明した。

全く感じさせず、失敗を恐れず楽しそうに滑る自然

員会（ＩＯＣ）が注力する新規開拓の分野だ。音楽

け寄って笑顔で肩に担ぎ上げ、勝ち負けや国籍を超

体の姿はスポーツや五輪の原点とは何か、と改めて

やファッションのストリート文化とも融合し、手軽

も魅力。
「平和の祭典」を掲げる五輪は本来、国別

に屋外で楽しめる雰囲気と低コストで開催できるの

考えさせられる「新しい風」を吹き込んだ。
そんな根性主義の「スポ根」漫画とは無縁の価値
観は、３年後のパリ五輪でデビューするブレイクダ

スポーツゴジラ
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15

む生徒は急増した」と明らかにする。近年は子ども

向けダンス教室も盛況で、ベネッセコーポレーショ

の体育で武道とともに必修化され、新たな波が訪れ

人気のダンスは学校教育で２０１２年度から中学校

でさまざまな新世代のダンスブームが巻き起こる時

稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）
」など

や韓国Ｋポップの「ＢＴＳ（防弾少年団）
」
、動画投

動」と銘打ち、
「創作ダンス」
、
「フォークダンス」
、

大会「ダンススタジアム」にヒップホップやロック、

１８００校へ倍増し、日本一を決める最高峰の全国

チーム戦で争うダンスのプロリーグ

ヒップホップやロックなどに合わせて踊る「現代的

んで教える形になった。スポーツ庁の担当者は「Ｓ

ディスコナンバーで踊る強豪校が集結する。

ＮＳの影響が大きく、好きなアーティストのダンス
を仲間と動画で共有しながら、関心を持って取り組

」を２０２０年夏に発足させた神田勘
「 D.LEAGUE
太朗代表は「ダンス必修化の最大の影響力を考える

なリズムのダンス」の３種類から、教師が自由に選

10

42
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対抗戦ではない。価値観が多様化し、転換期を迎え
た五輪は伝統競技との融合が加速する新時代に入っ

ンのアンケートでは中学生の７割以上が「ダンス必

指導の現場では昔のフォークダンスしか知らない

修化はうれしい」と歓迎する回答をした。

た。
中学のダンス必修化と急成長の部活動

して外部の講師に支援を求める課題も指摘されて

体育教師がヒップホップなど現代的なダンスに苦戦

周防正行監督の大ヒット映画「Ｓｈａｌｌ ｗｅ

いるが、人気グループ「ＥＸＩＬＥ（エグザイル）
」

日本で中高年に社交ダンスのブームを再燃させた

ダンス？」から 年。ジャンルは異なるが、若者に

た。学習指導要領の改訂で「表現や踊りを通した交

代。高校のダンス部は女子を中心にこの

年で約

流で仲間とのコミュニケーションを豊かにする運

25
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れた」と解説した。最近の 代はダンスを体育の授

がら自身のＳＮＳでも披露していける広がりが生ま

のダンス部に入って大会に出る。ダンスを楽しみな

務教育の中学で入り口として経験を多少積み、高校

と、高校生のダンス部活動が盛んになったこと。義

は２年目のシーズンが新たに２チーム
D.LEAGUE
を加えた チームで 月に開幕。１年目は新型コロ

風にダンス市場の成長が期待される中、日本発の

ダンス経験者は約６００万人に上る。五輪を追い

トリートダンス協会によると、日本のストリート

ダンス経験者は国内に約２千万人ともいわれ、ス

べて、表現力豊かに踊ること自体に抵抗感も薄い。

ずかしがる内向的な生徒も多かった昭和の時代と比

広げた。競技の普及や選手強化にも一役買ってい

９チームが半年に及ぶダンスバトルを無観客で繰り

ナウイルスの影響で延期されて今年１月に開幕し、

業で触れ、フォークダンスで手をつなぐだけでも恥

さらに急成長の背景には、スマートフォンを介して

る。

自身もダンサーである神田代表は「Ｊリーグの百

年構想と同じで、ずっと続いていくものにしなくて

でジャンルは幅広い。日本ダンススポーツ連盟によ

うスタンダードやラテン、サルサからフラメンコま

一口にダンスと言ってもワルツやタンゴの曲を使

のは音と自分の生身の体のみ。世界にもなかった新

たい」と設立の狙いを語る。
「根源的に使用するも

サーがダンスするだけで生活できる受け皿をつくり

踊ってみること。プロの職業として認められ、ダン

はならない。まずはダンスを見ること、知ること、

ると、競技登録者は社交ダンスが約２万５千人、ブ

しい形のプロリーグで、ダンスチームを企業が持っ

プロリーグ発足と百年構想

あるようだ。

簡単な振り付けをコピーやアレンジしやすい側面が

11

レイクダンスは約６００人。一方、愛好者レベルの
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11

10

～

歳を対象とした２０１８年

音 楽 に 合 っ て い る か 」な ど ジ ャ ッ ジ の 主 観 に 頼 っ
ていたが、原則

競うが、ダンス界では毎回のように勝負に賛否がつ

は
るダンス特有の難解な採点方法だ。 D.LEAGUE
審査員の採点と、視聴者の点数を加えた合計得点で

課題は「勝ち負けの曖昧さが美徳」とも表現され

観的に進化させ、パリ五輪に向けてルールがさらに

好良さ」を尺度としていた従来の採点制度をより客

柱とした新基準を試験的に導入した。主観的な「格

「解釈」
、独創性や個性を比較する「芸術」の３点を

チェックする「身体」
、音楽と調和した姿勢を見る

かを見る楽しさも醍醐味の一つと言うことだろう。

サーの中で、誰が自分の好みのダンスを踊っている

下がるわけでない」と解き明かす。個性豊かなダン

いなもの。ただそれでゴッホの画家としての価値が

取ってしまったら、ピカソの方が絵が高くなるみた

ていた問題から抗争を暴力ではなく、より平和的に

として発展した競技。当時、多くの流血事件が起き

るために生まれたとされ、自由なヒップホップ文化

という地区の路上でギャングの縄張り抗争をおさめ

ともと１９７０年代の米ニューヨーク・ブロンクス

「ブレイキン」とも呼ばれるブレイクダンスは、も

44
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てダンサーと年俸契約を結んで所属させていくこと
自体が初めて。起爆剤になれたらいい」と意気込み、

きまとうという。神田代表は「ストリート文化にお

ブレイクダンスも五輪入りへ審査基準の明確化が

解決する手段として、音楽とストリートダンスを用

原点はギャング抗争、日本の聖地はミゾノクチ

課題だ。従来は「どっちが格好いいか」
「どっちが

な戦いと言われても、ピカソの方が６対４で民意を

も、ゴッホ派はゴッホ派で変わらない。ナンセンス

整備されていく見通しだ。

ユース五輪（ブエノスアイレス）では技の難易度を

18

いて例えば、名画家のピカソとゴッホを戦わせて

将来的に国際的なリーグへの発展を目指す。

15
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が溝口から世界のトップに上り詰めた。日本連盟の

口駅周辺（川崎市高津区）で、多くの若きダンサー

大きな特徴は音楽を流すＤＪや司会進行役のＭＣ

石川ブレイクダンス部長も 年近く前からこの地で

いて「バトル」したのが始まりといわれる。

がいる点だ。音楽は多くの場合に即興で流され、１

や肩など全身を使って回ったり跳ねたりする「パ

がんだ状態で足技を繰り出す「フットワーク」③頭

乗る。基本技は①立って踊る「トップロック」②か

式を実施し、選手は大会でダンスネームの愛称を名

対１でダンスを披露して勝敗を決める「バトル」形

広 が っ て い け ば い い 」と ダ ン サ ー の 矜 持 と ハ ン グ

上がってきた部分がある。スポーツと文化の両方で

あった。ブレイキンは貧困の地域で始まって、のし

は『不良がやっているダンス』と言われたことも

練習に明け暮れてきた一人だ。
「自分が始めたとき

ワームーブ」④ピタッと止まる「フリーズ」

「世界でも『ミゾノクチ』を知っているダンサーが

リー精神をのぞかせる。

と

いう４要素。逆立ちや頭を支点に回転するなど全身

いて驚いた」と語るのは川崎市職員の成沢重幸氏。

―

を使ったアクロバティックな踊りで勝負を決めてい

五輪の事前合宿でブレイクダンス好きという英国代

表関係者が市内を視察した時、真っ先に「ミゾノク

く。
日本は１９８０年代にいち早くダンスでの勝負に

チ」の名前を挙げたエピソードを明らかにし、その

一方でブレイクダンスが自由な空気で発展してき

目をつけ、バラエティー番組『天才・たけしの元気

ナーを作った。これも追い風となり、世界の強豪国

ただけに、伝統と格式を重んじる五輪の「スポーツ

名が世界に知れ渡っている印象を口にした。

に成長した一因だろう。今やブレイクダンスの「聖

枠」に当てはめられることへ賛否の声があるのも事

が出るテレビ』の中に「ダンス甲子園」というコー

地」とも呼ばれるのが、知る人ぞ知るＪＲ武蔵溝ノ

スポーツゴジラ
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20

いる」との声明を発表。パリ五輪の組織委員会は

者重視、都会性に配慮した五輪改革の目標に沿って

しまう懸念もあるが、ＩＯＣは「男女バランス、若

たほどだ。この大会（男子）で銅メダルだった半井

治長官も「若者の熱狂ぶりがすごい」と当時感嘆し

連日の大盛況だった。視察したスポーツ庁の室伏広

られた会場はダンス対決を見ようと立ち見も含めて

景に大音量の音楽が流れ、市内中心部の公園に設け

「対決形式は観客にも魅力的で、ブレイキン独自の

重幸も「シゲキックス」の愛称で呼ばれ、世界最高

即興でダンスを生み出し、世界で唯一無二の自分

２位になった堀壱成もダンス界を引っ張る実力者

米国発祥ながらフランスでも人気は高く、愛好

個性が出せるのが魅力」と新競技をアピールする。

ル候補の一人だ。
「スタイルは人それぞれ。自分の

にも登場したユース五輪女子２冠の河合来夢はメダ

外の若者を巻きこんだ潮流は、より一層大きなうね

ジア大会でもブレイキンは正式競技に入った。国内

の神田代表は定
ミュニケーション」と D.LEAGUE
義する。２０２２年９月に中国の杭州で行われるア

人種、年齢や性別、言葉を超えた最高で最強のコ

46
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実だ。芸術や文化の要素が「五輪仕様」に変わって

文化が五輪に新たな風を吹かせる」と期待する。

レベルの大会で優勝するなど五輪の初代金メダル候

を表現するブレイクダンスはパリ五輪で初めて採用

にも参戦する。
で、 D.LEAGUE
ブレイクダンスはストリート発祥で世界各国に広

補として名前が挙がる。２０１９年の世界選手権で

され、日本勢は男女とも有力選手がそろう。中国や

がり、活躍する世代も 代～ 代と幅広い。
「国境、

パリ五輪へ日本勢の期待

ロシア勢も急速に力をつける中、東京五輪の閉会式

者は推定１００万人、加盟クラブは３５０に上る。

りになっていく可能性を秘めている。

40

ユース五輪（ブエノスアイレス）では高層ビルを背

10

夢劇場『馬』No.25

夢劇場
﹃馬﹄
長田渚左

章した七代目尾上菊五郎氏と以前に対談させてい
ただいたとき、こんな話を聞いた。
「子供の頃は楽屋にお面や刀などがあるし、
〝可
愛い、可愛い〟ってちやほやされますから何の疑
問もないのです。問題はその後で〝お父さんは覚
えが早かった〟
〝六代目菊五郎はこうだった〟と、
あーだった、こうだったと日夜比較され、批評さ
れ続けることになります」
そう言えば、今年のダービーには武史騎乗のエ
フフォーリアは４戦無敗、単勝１・７倍１番人気
で出走し、シャフリヤールに鼻差で敗れた。
残酷にも鼻差の負けは〝騎手の腕の差〟と言わ
れる。その屈辱の中でじっと耐え、彼は異なる境
地に至ったように思える。天皇賞１週間前の菊花
賞では、タイトルホルダーで意表を突く、三〇〇
〇ｍ逃げ切り勝ちも収めている。
馬が祖父や父を超えるのは珍しくないが、生身
あんじょう
の若者が祖父も父も届かなかった鞍上
の奥義を手に入れた瞬間に立ち会えて
いる気がする。次は有馬記念。
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批判と批評
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「……ダービーの悔しさがあったから、スタッフ
とも一丸となってこられました」
第１６４回天皇賞を３歳馬エフフォーリアで制
した 歳の横山武史騎手は、優勝インタビューに
嬉し泣きで答えた。
我が耳を疑った。
その声が祖父にあたる横山富雄騎手の声にそっ
くりだったからだ。まるで今は亡き富雄氏が語っ
ているようだと思ったのは私だけではないと思う。
この勝利で横山家は 年メジロタイヨウで祖父が、
年に父典弘がカンパニーで勝ち、秋の天皇賞を
昭和↓平成↓令和と親子三代で制覇した。
角界や歌舞伎界にも親を継承する人は珍しくな
いが、人知れず苦労も多いらしい。文化勲章を受
09

22

冊まで
冊まで
冊まで

送料
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※特集の内容は本誌巻末カラーページ
とホームページに記載しています。

︻ホームページ︼
http://sportsnetworkjapan.com/
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バックナンバーのご案内
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バックナンバーを、直接お申し込
みいただけます。ご希望の号と冊
数を明記し、送料分の切手を左記
にお送りください。
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送料値上がりのため 号より変更しました。
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★お申し込みいただくとき『スポ
ーツゴジラ』への感想もお書き添
えいただけると幸いです。
次の春号第 号は２０２２年３月
54

53

40

15

40 20 10

