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説〕
オリンピック・パラダイムの変容：
異文化理解・国際理解から多様性の容認へ
來田

享子

（中京大学）

The Paradigm Transformation Carrying Out of Olympism :
from “International Understanding” to “Diversity and Inclusion”
Kyoko RAITA

【Abstract】
The paradigm for carrying out Olympism has shifted from international understanding
to cultural diversity and multiculturalism since the 1980s and is currently in a stage of
diversity and inclusion. This research reviews research that has been affected by this
paradigm transformation and seeks to identify research issues necessary in Japan as it
prepares to host the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games.
Based on the results of this investigation, it is believed that the following four points
are necessary for research in Japan.
（1）Inter-disciplinary research on the social attributes that make up diversity
（2）Research that focuses on commonalities rather than differences with regard to each
social attribute of diverse people
（3）Identification of social issues through the intersection of evidence relating to sports
with various social statistics regarding economics, politics, education, labor, and so
on
（4）Efforts to position sports within social issues by including data relating to sports and
sports facilities in the social statistics of government and other bodies.
Keywords : Olympic, cultural diversity, multiculturalism, olympic education
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１．はじめに

とは、オリンピック・ムーブメントの理念それ自

本稿では、近年のオリンピック・ムーブメン

体が否定されているわけではなく、大会がそれを

トやオリンピック大会（以下、両者を区別しな

反映しないことは許されないという考え方が、約

い場合は「オリンピック」と総称）が「多様性

120 年間継承されてきたこと意味する。したがっ

（Diversity）
」や多様な人々の連帯（Unity）・包摂

てオリンピックに関する批判は妥当である一方

（Inclusion）をテーマに掲げていることを踏まえ、

で、オリンピック大会の特徴が 1960 年代以降に

オリンピックに関わる研究のうち、この観点を含

いわれてきたような経済的インパクトや新自由主

むものに関する研究を概観する。

義時代の象徴としてのみならず、国際社会におけ

後述するとおり、このテーマは、特に 1980 年

る合意にもとづく人権概念の拡大を世界に表示す

代以降にオリンピックが拡大し、商業主義化する

る場にもなっているという見方を可能にする（來

中で、3 段階に用語を変化させながら主要なパラ

田、2013；來田、2014b）。この側面でのオリンピッ

ダイムのひとつに位置づけられてきた。言いかえ

クを印象づけ、近年多用される傾向にあるテーマ

れば、現代社会におけるオリンピックとは何かに

が「多様性」である。

ついての理解、オリンピックはどのようなもので

本稿では、2020 年東京でのオリンピック・パ

あるべきかという展望の一角をなす認識として、

ラリンピックの開催を控えた日本において、理念

欠かせないパラダイムとなってきた。

と現実との乖離を可能な限り減少させるべく、国

このパラダイムがオリンピックで欠かせないと

内外のスポーツ政策により良いレガシーを残すた

されてきた理由は、別の見方からも説明すること

めに、どのような研究課題の設定や研究成果の提

ができる。オリンピックを批判する見解の多く

示が求められるのかを考えてみたい。なお、本稿

は、スポーツを行う人々のうち、ごく一部にすぎ

の内容と密接に結びつく「スポーツと人権」とい

ないエリートアスリートがメダルの獲得を至上命

う問題の射程は極めて広範である。筆者の力量で

題とし、彼らと大会をビジネスチャンスとしての

は、そのすべてを網羅することは、困難である。

み捉えるようなオリンピックのあり方を問題視す

そのため、本稿で取り扱う研究の範疇は主にオリ

る。このように批判される状況は、遅かれ早か

ンピックに関わるものとして、検討を進めたい。

れ、オリンピックの価値を低下させ、多くの人々

本稿の前提には、近年のオリンピックがその

の関心を惹きつけることができなくなることは容

テーマに「多様性」を掲げている状況がある。検

易に推察される。したがって国際オリンピック委

討を進めるにあたり、はじめにこの状況について

員会（以下、IOC）の側からみれば、オリンピッ

概観する。

クの歴史そのものの消滅を意味しかねない事態を
避けるために、エリート・スポーツの大会を開催
すると同時に、スポーツ・フォー・オールの意味
を模索し続けざるを得ないことになる。。

IOC は、自らが推進するオリンピック・ムーブ
メントの一事業としてオリンピック大会を開催し

２．オリンピックにおける「多様性」というパラ
ダイムの近況

IOC は 2014 年 12 月、 モ ナ コ で 開 催 さ れ た 第
127 次 IOC 総会において、オリンピック憲章の根
本原則第 6 項を次のように改定した。

てきた。この大会は、社会的・教育的運動を標榜
する理念を持ったムーブメントとして開催されて

＜改定前（2013 年 9 月 9 日発効）＞

きた点で、他の国際的スポーツイベントと一線を

タン自身が IOC 設立当初から指摘していただけ

Any form of discrimination with regard to a country
or a person on grounds of race, religion, politics,
gender or otherwise is incompatible with belonging
to the Olympic Movement.

でなく、近年ますます拡大していることが批判さ

＜改定後（2014 年 12 月 8 日発効）＞

れている。裏を返せば、このような指摘があるこ

The enjoyment of the rights and freedoms set forth

画している。ムーブメントの理念と大会を取り巻
く現実との乖離は、理念の提唱者であるクーベル

來田：オリンピック・パラダイムの変容：異文化理解・国際理解から多様性の容認へ

in this Olympic Charter shall be secured without
discrimination of any kind, such as race, colour,
sex, sexual orientation, language, religion, political
or other opinion, national or social origin, property,
birth or other status.
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について見ると、2012 年ロンドン大会の組織委
員会によって 2012 年 12 月に大会のテーマであっ
た

Diversity and Inclusion 戦略を評価し、ビジ

ネスや教育などの場面で活かすための報告書がま
とめられている（LOCOG, 2012）。アジェンダが
目標達成の目安として設定した 2020 年には東京

來田の検討によれば、最新版のこの項では、

大会が開催されるが、大会組織委員会は同大会

1919 年以降のオリンピック憲章またはそれに準

の 3 つの基本コンセプトのひとつを「多様性と調

ずる IOC の規則を記した文書の中で、最大数の

和」としている。したがって、アジェンダを俯

差別の形態を明示した（來田、2015）。これによ

瞰的に理解するためには、近年のオリンピック・

り、オリンピック憲章上の差別を排除する条文

ムーブメントにおける共通のキーワードである

は、第二次世界大戦直後の 1948 年に採択された

「多様性」の観点は欠かすことができない。

世界人権宣言とほぼ類似する内容となり、性的指

上述のとおり、第 127 次 IOC 総会において改

向（sexual orientation）にもとづく差別の排除を

訂されたオリンピック憲章根本原則第 6 項とア

明示した点では、これに先んじた文言が採用され

ジェンダの背景となるキーワード「多様性」に着

たといえる。これら差別の形態とは、以降に論じ

目すると、エリート・スポーツの祭典であると考

ることになる多様性に関する文脈においては、し

えられているオリンピックが、現在、改めてス

ばしば差異を見いだす社会的属性に置き換えて研

ポーツ・フォー・オールの意味を問うているとも

究が行われている。

いえる。アジェンダは、オリンピック大会が特定

一方、この改訂がなされた IOC 総会では「オ

のエリートのためのものに留まらないようにし、

リンピック・アジェンダ 2020（以下、アジェン

将来のスポーツ文化の在り方を模索するためにつ

ダと略す）
」（IOC, 2014）も採択された。このア

くられた試金石であるともいえる。

ジェンダには、2020 年をめざしたオリンピック・

たとえば、アジェンダの提言 3「招致経費の削

ムーブメントの改革案が「20+20」、すなわち 40

減」は、大会開催に関わる経済的負担のために開

の提言として示された。

催立候補都市が減少していることに対応するため

アジェンダに関する国内報道では、2020 年に

の IOC の戦略である。この戦略は、先進諸国の

東京で開催される第 32 回オリンピアード競技大

大規模な都市でなければ大会を開催することがで

会（以下、夏季大会は地名＋大会の表記で略称

きないという現在の状況を打開する可能性を拓

し、冬季大会は冬季＋地名＋大会の表記で略称す

く。一方で、これによって途上国や先進国の小規

る）の組織委員会が選定する追加種目問題にのみ

模都市での大会開催が可能になれば、その地域に

注目が集まってきた。しかしながら、オリンピッ

競争原理を中核とする新自由主義や、欧米中心の

ク・ムーブメント研究にとってのアジェンダは、

一元的価値が持ち込まれる危険性も危惧される。

ジャック・ロゲ（Le comte Jacques Rogge）第 8 代

すなわち、提言 3 に従って物事が進められたとし

会長時代から、トーマス・バッハ（Thomas Bach）

ても、大会を取り巻く現実を考えれば、理念とし

第 9 代会長へと移行する時期の IOC における戦

て重視されている「多様性」には逆行するとい

略の転換という観点においても重要な意味を持

う、「現実と理念の乖離」現象が発生する可能性

つ。

があると考えられる。大会の開催にあたり、その

アジェンダの背景には、東京大会開催が決定

国や都市が競技力向上に特化したスポーツ政策を

したのと同じ第 125 次 IOC 総会における会長選

とり、勝利という一元的価値にすべてを回収して

挙に立候補するにあたり、バッハが公示した

しまう近代スポーツのあり方を肯定することは、

Unity in Diversity と題するマニフェスト（Bach,

このような現実と理念の乖離現象に拍車をかける

2013）がある。また、この動向の直前の夏季大会

ことになる。したがって、これを回避するために
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は、理念をより強く意識した戦略が不可欠であろ
う。
そこで、提言 3 を補完するコンセプトとして提
言 6「他のスポーツイベントの主催者との緊密な

た国際オリンピック・アカデミー（International

Olympic Academy, 以下 IOA）における、オリン
ピック教育（Olympic Education）促進の動きがあ
る。

協力」
、提言 10「競技に基づくプログラムから種

IOC や IOA に よ る こ の 用 語 の 使 用 は、1980

目に基づくプログラムへの移行」に着目すること

年代に入ってから増加する傾向がある（來田、

ができる。すなわち、これらの提言は既存のオリ

2012）が、Binder によれば、1970 年代にはすでに、

ンピック競技に浸潤した勝利至上主義的傾向に歯

クーベルタンに関する学習を通じ、「オリンピズ

止めをかけ、重視される価値を勝利へと一元化す

ムとオリンピック・ムーブメントの理解」を促

ることを避け、より多様で豊かな身体活動を大会

進しようとする中で、「異文化理解」という語は

に持ち込むための論理として利用することが可能

重層的な意味を持って使用されていた（Binder、

である。このように、アジェンダのひとつの提言

2005）。

をどのように解釈し、現実と理念との乖離を回避

この時期の IOA によるオリンピック教育の推

するための方策としてどのように組み合わせるか

進について検討した国内の研究には、田原らの報

は、組織委員会、開催都市、その都市が存在する

告（田原ら、1991）のほか、日本体育学会第 41

国の戦略的思考やそのような思考を補強するため

〜第 43 回大会の体育史専門分科会シンポジウム

の研究上のエビデンスに大きく依存するといえ

「日本におけるオリンピック運動の歴史」（飯塚ほ

る。

か、1990；加藤ほか、1991；木下ほか、1992）が
ある。

３．
「オリンピック」を分析するパラダイムの変化

また、IOA におけるスポーツを通じた教育の

⑴ 「 異 文 化 理 解・ 国 際 理 解（International

理念形成に重要な役割を果たしたカール・ディー

Understanding）
」の重視とオリンピック教育の

ムに関する言及としては、釜崎の指摘（釜崎、

促進

2008） を 踏 ま え て お く 必 要 が あ る。 カ ー ル・

IOC がオリンピック憲章の根本原則上に、ス

ディームの思想研究には、文学との関連を検討し

ポーツと文化および教育との融合を明記したの

た加藤の一連の研究 1 ） などがあるが、釜崎の研

は、1991 年版からである。これ以前のオリンピッ

究の特徴は、カール・ディームがナチス・ドイツ

ク 憲 章 で は「NOC（National Olympic Committee,

体制下における国家主義的な「スポーツ教育」に

以下 NOC）はスポーツやオリンピックの分野で

重要な役割を果たしたことに着眼した点にある。

文化と芸術に寄与することが求められる」とする

その上で、この研究では、カール・ディームが戦

条文等は存在した。しかし、オリンピック・ムー

後の IOA におけるオリンピック教育という実践

ブメントの根幹となる理念を示す根本原則上に

に到達した思想的背景につながる言及がなされて

は、関係する記述は含まれてこなかった。

いる。この検討によれば、国家主義的なスポーツ

このような根本原則における変化が 1991 年版

教育論からの脱却をはかるべく、ディームは「パ

にみられる一方で、オリンピック・ムーブメント

ブリック・スクールのスポーツ教育を模範とし

が異文化理解の促進に寄与するというパラダイム

ながら『自己規律化』としての『スポーツ教育』

は、オリンピック教育を促進する文脈で見られる

論を展開」したことが指摘されている。さらに、

ようになっている。以下では、その文脈を概観し

ディームの思想にはこのような転換が示されなが

てみよう。

らも、戦前から戦後を通じて「
『理想的な身体』

戦後、オリンピック ･ ムーブメントにおいてス

イメージを刻むことで『個人』を『全体』に統合

ポーツを通じた教育が重視されるようになった背

するという『身体の規律・訓練化』の機能が、確

景には、カール・ディーム（Carl Diem）とジョ

かに、息づいていた」ことが分析されている。

ン・ケチアス（John Ketseas）が 1961 年に創設し

武隈と前田は、上述のカール・ディームの思想
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が日本スポーツ少年団創設時にも影響を与えたと
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容のうち、特に本稿のテーマと関わる諸原則は、

する（武隈と前田、2015）。日本スポーツ少年団

「スポーツ場面における積極的倫理的諸原則の実

の源流は、1964 年東京大会の開催を控えた日本

行（フェアプレー、機会の平等、ルールの遵守

において、オリンピック青少年運動が展開された

等）」および「平和や相互理解の概念の個人的実

ことにある。武隈と前田の検討は「スポーツ少年

践としての『他者の尊重』
『寛容』の育成」であ

団の理念」を最終的に起草した森徳治が鹿児島大

る。

学に寄贈した関連文書と、「スポーツ少年団の哲

1980 年代には、これらオリンピック教育のプ

理」を討議した委員会構成員 12 名の 1 人であっ

ログラム化と教育内容の提示を通じてのオリン

た飯塚鉄雄への聞き取り調査にもとづき、次のよ

ピックのパラダイムの明確化を受け、オリンピッ

うな意見交換がなされていたことを明らかにして

クに関し

いる。すなわち、委員会での討議においては、当

から検討した研究が複数みられるようになった。

International Understanding との関連

時「ヒットラー・ユーゲントの再来かと新聞に書

たとえば IOA ではこの語をテーマとする最初の

かれた」構想に関し「スポーツ・ユーゲントの…

セッションである第 21 次セッションを 1981 年

悪いところは悪いから、それをとって作っていか

に開催している（Leemann et al., 1981）。ここで

なければならない」とされたのである。この国内

の報告を含め、オリンピック大会、NOC、IOA

事例にみられるように、戦後は大会の開催を契機

の役割は 1980 年代の国際社会における相互理

として、スポーツを通じた教育的実践においてオ

解にあるとする主張（Paulin, 1984；Khotochkin、

リンピックのパラダイムが認知され、応用される

1985；Powell, 1985）や、オリンピック教育は異

事例が他国にも見受けられる。

文化理解の促進に貢献すべきであるとする主張

この傾向は 1980 年代以降、オリンピック教育
が進展することにより、さらに顕著に示される

（Landry, 1985）がいくつか見られる。
上述の田原と來田によるオリンピック教育の

ようになる。この時期には各国の NOC が学校に

分析では、Paul による語の定義（Paul, 1987）が

おける教育プログラムを実施するために独自の教

用いられ、次のように説明されている。
「オリン

材やカリキュラムの開発を行う例がみられはじめ

ピック教育は、オリンピック運動に関する専門用

る。このオリンピック教育のプログラム化は、オ

語であり、…カール・ディームとジョン・ケチア

リンピックのパラダイムを明示し、伝達すること

スの造語である。…彼らは、オリンピズムを学校

に大きな役割を果たしたと考えられる。

の生徒たちに伝えることで、…国際理解と親睦を

1990 年代はじめまでの諸外国におけるオリン

求めて社会的な参加をすること、文化的な豊か

ピック教育の分析を行った田原と來田の検討（田

さ、倫理的な態度、などの大切さを学ぶことがで

原と來田、1998）によれば、この時期のオリン

きると考えた」
。田原と來田が引用した Paul の見

ピック教育は次の 4 つに類型化されるものの、形

解は 1987 年に記されたものである。

式や学習内容は模索途上にあった。
①

オリンピック・ムーブメントそのものを理解
するための教育

②

オリンピックを教材にした教育

③

オリンピックをモデルとしたスポーツ大会の
実施

④

オリンピックを題材とした表現

したがって、オリンピックのパラダイムに異
文化理解ないし国際理解を置くという共通理解
は、1980 年代を通じて一定程度醸成されること
になったとみてよいであろう。
なお、異文化理解に言及したオリンピック研
究の中には、 International Understanding
く、 cross-cultural

ではな

を 用 い た 研 究 が あ る。1989

こうした中で、IOA におけるオリンピック教

年 の Seppanen に よ る 検 討（Seppanen, 1989） は、

育を牽引してきた研究者の 1 人である Müller は、

cross-cultural をキーワードにオリンピック大会

1990 年に「オリンピック教育の諸原則」を提示

に表示される文化的差異に着目した研究として

し て い る（Müller, 1990）。Müller が 提 示 し た 内

は、初期のものであると考えられる。
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⑵ 「文化多様性（cultural diversity, multiculturalism）
」

文化多様性への気づきに関する教育が国際的な広

重視への変化

がりを見せていることを踏まえ、オリンピック教

1968 年 に IOC 内 部 に 設 置 さ れ た Culture

育にはこれらの教育との類似点があることを検証

Commission は、2001 年 に な る と オ リ ン ピ ッ ク
教 育 に 関 す る 検 討 も 行 う Culture and Olympic
Education Commission へと組織改変がなされた。

した。その上で、オリンピックが社会的・経済的

さらに、1998 年以降、スポーツ・文化・教育世

的、社会的、異文化性と『暴力に反対する平和』

界 会 議（World Conference on Sport, Culture and
Education）が開催されるようになった。
IOC においてこれらの変化が生じた 1990 年前

に」、より敏感であることが求められると指摘す

後から約 10 年間には、前項でみた異文化理解・

分析を通じ、人種やジェンダーの観点での多様性

国際理解と入れ替わるように、文化多様性をキー

に配慮したスポーツの変化を促したとしても、ナ

ワードとする研究が多くみられるようになる。

ショナリズムが強調されることによって限界がも

Multiculturalism は、政策的な意味での多文化

たらされ、スポーツが社会的な変化を引き起こす

主義として用いられる場合もあり、1970 年代以

ことに結びつきにくくなることを指摘している

降、二言語および二文化を包含するカナダやい

なグローバリゼーションに大きな影響を与える
ことから、オリンピック教育においては、
「人道

る。同様に Wenner は、1992 年バルセロナ大会に
おけるアメリカのドリームチームに関する放送の

（Wenner, 1994）。

わゆる白豪主義からの転換を図ったオーストラ

上述のような検討が進められる一方、同じ時期

リアは、この政策をとってきたとされる。この

のオリンピック教育においては、新しい試みが開

文脈に位置づく検討には、Booth によるものがあ

始された。この試みとは、多国間で共通に利用す

る（Booth, 1999）。Booth は、南アフリカ共和国

ることができる初の教育用ツールの作成であり、

とオーストラリアの比較研究を行い、オーストラ

ツ ー ル は 2000 年 に 刊 行 さ れ た（Binder, 2000）。

リアのサッカー連盟が人種的中傷を禁止するルー

このツールは、2004 年アテネ大会の開催を控え

ルを定める等の方策をとることにより、極端なナ

たギリシャオリンピック委員会が資金提供を行

ショナリズムの影響を薄めることができるとの結

い、IOC のオリンピック教育を理論的に牽引して

論を導いている。

きた Binder が中心となって作成したものであっ

オリンピックが文化多様性を阻害する要因にな

た。編集には、イギリス、オーストラリア、カナ

るとの検討もこの時期にはみられる。Doecke は、

ダ、ポーランド、ギリシャの 5 カ国のスタッフが

オリンピックのメダル獲得に傾倒したスポーツ政

関わり、また各国でこれを用いてのモニタリング

策によって、経済的・地理的・文化的な多様性に

がなされた。Binder は、このツールの 5 つのテー

富むパプアニューギニアにおいては、発展途上に

マ の う ち 1 つ は、 Multiculturalism：Learning to

ある体育教育がさらに阻害されているとの主張を
行っている（Doecke, 1999）。

Live With Diversity であるとしながら、同じ論文
multiculturalism（international understanding）

で

2000 年には多文化主義政策をとっていたオー

として括弧書きで異文化理解ないし国際理解を追

ストラリアのシドニーで「民族の融和」をテーマ

記している（Binder, 2000）。この記述からも、オ

に掲げる大会が開催された。この大会とテーマを

リンピック教育において重視されてきた異文化理

対象にした研究 2 ） は比較的多くみられるが、そ

解や国際理解に代わり文化多様性を用いようとす

れらの研究における

Multiculturalism は、文化

る視点があったことがうかがえる。

多様性の意味で用いられている。
オリンピック教育との関連から「異文化理解」

⑶ 「多様性（Diversity）
」と「包摂（Inclusion）」

をキーワードとするパラダイムから「文化多様

重視への変化

性」というパラダイムへの転換を検討した研究に

SPORTDiscus 3 ） に収録された 2015 年 7 月末時

は、Gall によるものがある（Gall, 1999）。Gall は、

点のオリンピックを対象とする研究のうち、多様

來田：オリンピック・パラダイムの変容：異文化理解・国際理解から多様性の容認へ
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性または包摂をキーワードかタイトルに含む研究

連の研究としては、アフリカ系アメリカ人がス

は 58 件存在した。年別の件数を 1990 年代以前と

キーのオリンピック代表チームに選抜されるよう

2000 年以降の 5 年毎にみると、1977−1999：14

多方面から支援し、ひいてはスキー場の顧客の多

件、2000−2004：18 件、2005−2009：5 件、2010

様化を図ることを試みた検討（McCarthy, 2010）

−2014：21 件であった。このうち 1990 年代以前

や、アスレチック・トレーナーに対し、性、人

の文献としてヒットしたものの多くは、IOC への

種、民族、スポーツ経験など複数の属性に関する

国際競技連盟の加盟や正式競技が大会に含まれる

横断的な視点をもって文化多様性を理解するため

経緯について検討したものなど、本稿のテーマか

の教育プログラムの構築を提案する検討（Marra

らはずれる研究であった。

et al., 2010）がある。これらの研究は、いわばダ

diversity を culture とあわせた文化多様
性をキーワードやタイトルとするのではなく、多
様性のみをキーワードやタイトルとした研究は、

イバシティ・マネジメントの具体策としてオリン
ピックを利用することを検討したものである。
以上のようにみてくると、これら理論的検討、

2000−2004 年までの研究には散見される。たと

実践的検討のいずれにおいても、2000 年以降に

えば DePauw による検討がある（DePauw, 2000）。

増加した多様性や包摂をオリンピックのパラダイ

この検討では、障がいをもつ女性アスリートが二

ムとする研究の特徴は、以下の 2 点にあるといえ

重の意味でスポーツへの参加の機会の平等を阻害

よう。

されていることについての言及がなされている。

第一の特徴は、冒頭で述べたオリンピック憲章

また、Terry は、米国のオリンピック代表水泳チー

に明示された差別の形態のような社会的属性につ

ムにアフリカ系アメリカ人水泳選手が 1 人も存在

いて、複数を視野にいれた横断的検討が行われる

しないことへの着目から、アフリカ系アメリカ人

ようになった点である。一般的に、健康状態や体

を対象に実施した無料の水泳・水辺の安全プログ

力を測定する疫学的研究においては、複数の社会

ラムの実践報告を行っている（Terry, 2001）。タ

的属性を考慮に入れる研究事例は存在してきた。

イトルやキーワードに包摂を用いた研究では、複

しかし、本稿で検討したとおり、オリンピックを

雑で変化する米国の障がい者スポーツ組織のガバ

対象とする研究に関していえば、この動向は比較

ナンスを概観しつつ、障がいを持つアスリートの

的新しいといえる。

包摂をより可能にする法整備の検討を行った研究

第二の特徴は、異なる社会的属性を持つ人々の

（Hums et al., 2003）など、障がい者スポーツを対

共通性に着目し、それに適合するスポーツやス

象としたものが見られるようになる。

ポーツに関わる制度、施設、組織のガバナンスや

文化多様性から多様性へとパラダイムが変化す

マネジメントを進めることが重視されている点で

ることの意義を有効に説明する研究のひとつに、

ある。従来の研究の多くは、様々な社会的属性を

Jespersen による研究がある（Jespersen, 2015）。こ

持つ人々の差異を検証し、その要因を探ることに

の研究は、特に 2010 年以降の研究の傾向を典型

よって課題解決を図ろうとしてきた。

的に示している。Jespersen は、オリンピズムを

実は類似した観点での主張は、すでに 2000 年

より普遍的に解釈すれば、欧州評議会やユネス

頃から国内でもなされている。たとえば西山に

コ、国連などの超国家的機関において適用されて

よる「ユニバーサルスポーツ」の提唱（西山、

いるスポーツ・フォー・オールと同質であるとの

2001）がこれにあたる。西山が「ユニバーサルス

理解を提示する。その上で、障がい、性別、民

ポーツ」を定義することによって、スポーツにお

族、宗教その他の社会的属性の多様性に配慮しな

ける多様性を確保する方策は、次のように説明さ

がら、人々の差異にではなく、共通性に着目する

れている。「第一に、それは試合の条件における

ことによって、スポーツにおける平等な権利を保

公平性ではなく、勝利の可能性における公平性を

障する方策を探るべきことが主張されている。

保障するスポーツとして構想できる。そこでは身

一方、より実践的なレベルでのオリンピック関

体的、文化的、ジェンダー的、人種的、その他考
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えられる限り異なる状況に置かれた人々がともに

化多様性」ないし「多文化主義」から「多様性と

勝敗を『シーソー感覚』で楽しめるだろう。…第

包摂」へと変化したことを指摘した点で、注目に

二に、それは『プレーヤーの身体を厳密に条件づ

値する（森野、2012）。この研究では 1980 年代以

けられた状況に置くことで、それでもなお発揮さ

降のオリンピック大会開会式をメディア・イベン

れるパフォーマンスを享楽する』スポーツとして

トと位置づけ、オリンピズムとナショナリズムの

も構想できるだろう」
。

演出という観点から、それらの特徴を見出してい

さらに、このような西山の提唱と同じ時期、高

る。その上で、2012 年ロンドン大会の開会式の

津が「スポーツを含む身体的競技文化を歴史的・

中にある多様性と包摂というテーマには、自爆テ

社会的な多様性や重層性においてとらえること

ロ等を背景とする多文化主義（マルティカルチュ

は、
『文化とは雑種的なものである』『文化は

混

ラリズム）批判が続く連合王国（ブリテン）にお

することで創造性を生む』という理解を育

ける政治的メッセージの影響があると指摘する。

淆

む」
（高津、2002）とし、ひいては人間が生きる

このような検討は、同様に開会式の分析を行っ

こととそこでの身体の動きへの関心を高めるとし

た Baker による研究（Baker、2014）や、ロンド

たことも、国内研究の重要な成果といえるであろ

ン大会組織委員会の言説分析（Burdsey、2012）

う。この高津の指摘の延長線上には、地域社会

などの海外研究の文脈に位置づけることができ

におけるスポーツ活動やスポーツ組織について、

る。これら国内外の研究はいずれも、ロンドン大

「地域社会との関係を議論するアプローチ」を採

会の組織委員会が当初は「文化多様性」を好んで

用し、スポーツ活動の場に見られる現象を日常的

用い、大会が近づくにつれ「多様性」と「包摂」

な暮らしの中に息づく関係性の継承過程として位

がより好んで用いられたことによって、大会に表

置づけた研究成果（後藤、2013）などがある。最

示されるオリンピックのパラダイムもまた変化し

近では、スポーツ・フォー・オールに停滞をも

ていったことを指摘している。

たらす要因として、世界的な新自由主義による

上述の森野の検討では、パラダイムの変化の

格差拡大があることを指摘する主張（ハギンズ、

理由について Vertovec and Wessendorf に依拠しな

2013）も国内で紹介されている。

がら説明されている。それによれば「文化多様

だが残念なことに、これら一連の国内研究が

性」に代わって台頭したパラダイムとしての「多

持つのと同様の観点は、後述する研究をのぞけ

様性」とは、差異を民族や宗教といった単位では

ば、ごく最近まで国内のオリンピック研究にはほ

なく、個人の属性として捉える「多様性」である

とんどみられなかった。この背景には、国内での

（Vertovec and Wessendorf, 2010）。この理解にたっ

スポーツの取り扱いが、多くの場合、競技スポー

て、森野は 2012 年ロンドン大会の開会式を次の

ツと生涯スポーツという枠組みで捉えられ、それ

ように総括する。

らに共通するパラダイムとは何かを追求してこな
かったことがあると考えられる。

「ボイル 5 ）が演出した『ブリティッシュネス』
は、… 4 つのネイションの『連合』としてでもな

多様性や包摂を論文題目やキーワードに含めて

く、かつての植民地やアジア、東欧、ムスリム圏

オリンピックを扱ったごく最近の研究は以下のよ

などさまざまな民族的ルーツを持った『多民族国

うに概観することができる。国内の学術論文デー

家』でもなく、エスニシティも肌の色も、宗教

タベース 4 ） によれば、堀田の検討のように、競

も、身体性も、ひとりひとりの『個性』として尊

技場開発や都市計画が自然環境に与える影響や自

重される『普通の人々』がグラストンベリ・トー

然との共生をめざしたあり方を論じたもの（堀

ル 6 ） の頂に『すばらしき新世界』を打ち立てる

田、2001）が散見され、これらをひとつの群とす

という壮大な夢は…自身がブリテン社会の多様性

ることができる。

の包含を体現するがごときボイルが、現代の『分

これとは別に、2012 年ロンドン大会を扱った
森野の研究は、オリンピックのパラダイムが「文

断したブリテン』に捧げた一編の神話なのであ
る」
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を分断して思考した結果、陥る可能性がある事態

以上、本稿ではオリンピックのパラダイムのひ

は、現在進行中の新国立競技場問題から学ぶこと

とつが「異文化理解」から「文化多様性」へ、さ

ができる。この事例は、限られた予算の中で二者

らには「多様性と包摂」へと変化する中で、これ

択一的なスポーツ政策をとることによって、競技

らに関する研究がどのように変化してきたについ

場建設にかかる費用のために、地域における豊か

て概観してきた。

な身体活動やスポーツを支える予算が削減される

この検討を通じ、直近のパラダイムが「多様性
と包摂」とされる中で蓄積されつつある研究に

という政策になりかねないという事実を突きつけ
るものであった。

は、次の 2 つの特徴があることが見出された。そ

従来、日本でもオリンピックに関する批判的研

のひとつは、多様な人々のあり方を規定する社会

究成果にもとづき、競技志向の高いスポーツやエ

的属性の複数を視野にいれた横断的検討が行われ

リート・スポーツに対抗的な身体文化のあり方が

るようになった点であった。このような研究で

提示されるという成果が残されてきた。そうした

は、新たな分析手法を用いることが問われる。同

成果が生成され続けることに重要な意義があるこ

時に、民族、ジェンダー、障がい等、ひとつの社

とはいうまでもないだろう。

会的属性を切り口に検討がなされたとしても、そ

一方、本稿で検討したように、オリンピックそ

れが他の社会的属性に関わる不平等や不公正の是

のもののパラダイムが変容していることにも着目

正に対する解決策の提示に寄与することが志向さ

する必要がある。とりわけオリンピックが開催さ

れている。

れる都市やその都市を含む国は、そこにある社会

もうひとつは、異なる社会的属性を持つ人々の

的課題を踏まえ、オリンピックのパラダイムをさ

共通性に着目し、それに適合するスポーツやス

らに変容させるチャンスがあることを意識すべき

ポーツに関わる制度、施設、組織のガバナンスや

であろう。

マネジメントを進めることが重視されはじめたこ

本論でも触れたとおり、従来の日本では、競技

とである。従来の研究の多くは、様々な社会的属

スポーツと生涯スポーツという枠組みをスポーツ

性を持つ人々の差異を検証し、その要因を探るこ

政策の根幹に置いてきた。そのことは、現行のス

とによって課題解決が図られてきたが、そのよう

ポーツ基本法にも示されている。この枠組みを急

な方法には限界があるという主張がその背景には

激に変更することは困難だとしても、同法がス

ある。

ポーツをすべての人々の権利であると位置づけた

これら研究そのものを方向づけるような特徴が

ことからすれば、スポーツが多様な人々の身体文

見出されることに加え、社会的課題に応じて、エ

化であるための理念の構築や政策も必要である。

リート・スポーツそれ自体を変化させる実践的な

この意味では、エリート・スポーツの極としての

検討も行われはじめている。エリート・スポーツ

み捉えられがちなオリンピックにおける現在のパ

集団であると見られがちな国の代表選手チーム

ラダイムが「多様性」にあり、このパラダイムが

は、多様な人々が包摂され、共生する社会のあり

従来の日本におけるスポーツ・フォー・オールの

方を反映するモデルであるべきだという理念にも

捉えに、ある種の変革を促す可能性には注目すべ

とづき、競技団体が主導してそのための試みがな

きである。

されているような海外における実践には学ぶとこ

今後期待される研究のモデルとなるもののいく

ろが大きい。ここには、競技スポーツの状況をい

つかは、本稿において提示した。これらに加え、

わゆる生涯スポーツの文脈から分断されたものと

スポーツ・フォー・オールにおける「多様なオー

は考えないパラダイムがあるといえる。

ルとは誰なのか」を考えていくにあたり、日本で

日本では、スポーツ関連予算の配分やスポーツ
政策への 2020 年東京大会開催の影響がみられる。
この状況において、競技スポーツと生涯スポーツ

は途上にあると考えられる検討課題も提示してお
きたい。
第一は、様々な社会的統計とスポーツを関連さ
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せて分析を行うことである。この種の検討は、ス
ポーツ実施者のみを研究対象として想定しがちに
ならざるを得ない体育・スポーツ科学分野に新た
な知見を提供すると考えられる。たとえば、筆者
はジェンダーを分析の切り口として、2012 年ロ
ンドン大会におけるメダル獲得数上位 10 カ国に

multiculturalism and Olympism." Report of Sessions
- International Olympic Academy（39）: 86-97. なお、
Parry による関連の研究としては、Parry, J.（2006）
Sport and Olympism: Universals and Multiculturalism,
Journal of the Philosophy of Sport 33,：188-204. が
詳しい。

おけるジェンダーギャップ指数やジェンダー不平

３）SPORTDiscus は EBSCO 社によるデータベース

等指数を検討した（來田、2014a）。この結果から

で、660 誌以上の学術誌、図書のデータが収録さ

は、女性がスポーツ分野で活躍することは必ずし

れている（収録誌リストは https://www.ebscohost.

もその国の女性のリーダーシップの発揮に結び
ついていないことが示された。こうした結果は、

com/title-lists 参照）。
４）国立情報学研究所（NII）が運営する CiNii（NII

ジェンダーの分野において、スポーツ自体が変容

学術情報ナビゲータ）は、あらゆる分野の学術

しなければ、社会の変容に結びつく有効な資源と

論文や月刊専門誌の記事データベースとしては

なり得ないことを示唆している。このように、い

国内最大のものである。このデータベースにお

わばスポーツの側から社会的課題にアクセスする

いて、オリンピックを検索キーワードとすると

研究視点を形成することが重要であろう。

6569 件の検索結果が示される。この結果をさら

第二に、各種の社会的統計にスポーツやスポー

に「多様性」で絞り込むと 13 件が示される。こ

ツ関連施設を含めるよう働きかけることである。

の う ち、 本 稿 が テ ー マ と す る 多 様 な 人 々 の ス

たとえば総務省統計局による統計では、「社会生

ポーツへの権利やスポーツへのアクセスに関わ

活基本調査」（総務省、2015a）にスポーツ関係統

る論文は、4 件にとどまる。なお CiNii の所収雑

計が少し含まれるものの、継続して体系的に公表

誌 に つ い て は http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/DirTop

されている「日本統計年鑑」（総務省、2015b）に
は、身体文化に関わる統計はほとんどみられな
い。他の社会状況と不可分な視点でスポーツが捉

を参照されたい。
５）Danny Boyle（1956−）はイギリスの映画監督。
2012 年ロンドン大会の総合演出を担当した。

えられる思考なしに、スポーツは多様な人々のも

６） 森 野 は 論 文 中 で グ ラ ス ト ン ベ リ・ ト ー ル を

のにはなり得ない。こうした働きかけが実現する

アーサー王伝説等に類似の象徴が出現するパ

ことによって、社会的課題の中にスポーツを位置

ワー・スポットであると位置づけている。

づけるための研究視点が形成されていくであろ
う。
時代や地域や文化によって、人権概念そのもの
が変化する中では、
「オール（すべての人）」から
排除される扱いを受ける人々の状況も常に変化す
る。本稿では、オリンピックにおける今日的パラ
ダイムである「多様性」に関して検討を行ってき
たが、このパラダイムもまた、漸次、乗り越えら
れていくであろうことも指摘しておきたい。
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