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国際シンポジウム「オリンピック・パラリンピックの将来像」

の開催に当たり、主催者を代表しまして一言御挨拶を申し上げま

す。 

 グローバリゼーションが叫ばれる現代社会において、スポーツ

は政治や福祉、エネルギー、食糧、金融等と並んで、社会的にも

一層重要な存在になりました。特にオリンピック大会は、世界を

ひとつにできる人類最大のイベントとして、その存在価値ははか

り知れないものがあります。国際平和と国際理解を貴重とするオ

リンピズムは、21世紀の今、人類にとっての普遍的な哲学でもあ

ります。 

  

ここ早稲田大学は、創立以来、我が国のスポーツをリードし、

多くのオリンピアンやパラリンピアンを排出して参りました。ま

た現役の学生の中にもオリンピアンやパラリンピアンが在籍して

おります。この早稲田大学で、2020年の東京招致・開催を目指し

て、今後のオリンピック・パラリンピックの将来像について、学

術的に検討することは誠に意義深いものがあります。また、鄭 柄

國（チョン ビョングク）元韓国文化体育観光部長官から、2020

年の東京オリンピック開催へ向けての抱負なども交えた御講演を

頂くことは、大変貴重なことだと考えております。 

この国際シンポジウムで、オリンピック・パラリンピックの意

義について、実りある議論と有意義な成果が生まれ、皆様方の御

参考となれば幸いに存じます。 

 

最後になりますが、このシンポジウムへの出席をご快諾いただ

きました講演者及びパネリストの方々に厚く御礼申し上げます

とともに、御参集いただきました皆様方のますますの御健勝と今

後の御活躍をお祈りいたしまして御挨拶といたします。 
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開催に寄せて 
外務省大臣官房国際文化交流審議官 芝田 政之 

 

 

 

祝 辞  

3月 4日から 7日の日程で国際オリンピック委員会（IOC）の評価委

員会が来日し、東京都の開催計画内容の確認、競技会場となる候補地の

視察、開催計画に関するプレゼンテーション等が行われました。 

その模様は連日のように新聞・テレビ等で報じられ、オリンピック・

パラリンピックに対する日本国民の関心の高さが示され、評価委員会自

身の調査によれば東京都民の 70%が、また、ある日本の報道機関の調査

によれば、実に 83%がオリンピック・パラリンピックの東京開催を支持

しているとのことです。 

また、3月 1日に行われた本件東京招致に関する第一回閣僚会議にお

いて、安倍総理自ら 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会は、

東日本大震災からの復興の象徴であり、新しい日本の礎となる歴史的意

義があるとして、招致を実現するための国民的な運動を高めていくよう

決意を述べられました。 

このようにオリンピック・パラリンピックの東京招致が、連日大きな

話題になっている中で、この国際シンポジウム「オリンピック・パラリ

ンピックの将来像」が開催されることは、時宜を得たものであり、非常

に有意義と考えます。 

このシンポジウムでは、第 23 回冬季オリンピック・パラリンピック

の平昌招致を成功させた韓国の鄭 柄國（チョン ビョングク）元韓国

文化体育観光部長官の基調講演をはじめ、国内外の有識者によるショー

トスピーチやパネル・ディスカッション等を行い、オリンピック・パラ

リンピックの将来像について学術的に検討すると伺っております。 

このシンポジウムの目的は、日本政府にとってもオリンピック・パラ

リンピックの招致実現のための取り組みに大変に参考になるものであ

り、その意味でもこのシンポジムの成功を心から祈念いたします。 
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開催に寄せて 
文部科学省スポーツ・青少年局長 久保 公人 

 

 

 

祝 辞  

 国際シンポジウム「オリンピック・パラリンピックの将来像」の開催

に当たり、一言お祝いの言葉を申し上げます。 

 昨年のロンドンオリンピック・パラリンピックにおける日本代表選手

団の活躍は、多くの国民に夢と感動を与え、日本を元気にしてくれたこ

とは、皆様のご記憶に鮮明に残っていることと思います。また、ロンド

ン大会は、オリンピック・パラリンピックが、国際的な相互理解を促進

し、国際平和に大きく貢献していることを改めて感じさせてくれた大会

でもありました。 

 現在、東京都は、2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の開

催都市に立候補しており、3月 4～7日には、国際オリンピック委員会の

評価委員会が視察のため来日していました。オリンピック・パラリンピ

ックの開催は、スポーツ振興や国際親善はもちろん、東日本大震災から

の復興を世界に示すものであることから、国としても、東京大会を実現

するため、最大限の支援を行うこととしております。 

 こうした中、本シンポジウムが開催され、国内外の専門家が様々な視

点からオリンピック・パラリンピックの重要性について議論されること

は、誠に時宜を得たものと考えます。オリンピック・パラリンピックの

招致に大きな関心が寄せられているこのときに、今一度、その原点を見

つめ直し、その将来性を模索することで、これからの時代にふさわしい

オリンピック・パラリンピック像を日本から発信することができるよう、

心から期待しております。 

結びに、本シンポジウムの開催に御尽力いただきました関係者の皆様

に深く敬意を表しますとともに、本シンポジウムを通じてオリンピッ

ク・パラリンピックが将来に向けてより意義のあるものに発展していく

ことを祈念してお祝いの言葉といたします。 
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実施概要 
 

テーマ 「オリンピック・パラリンピックの将来像」 

日 時 2013 年 3 月 15 日（金） 13:30～17:30 

会 場 早稲田大学 14 号館 B101 教室 

主 催 早稲田大学スポーツ科学学術院 

後 援 外務省、文部科学省 

助 成 独立行政法人国際交流基金 

主 管 早稲田大学スポーツ政策研究室 

 

プログラム 

13:30 開会挨拶 

  早稲田大学スポーツ科学学術院長 

 

友添 秀則 

13:45 基調講演 

「韓国におけるオリンピック開催の意義とインパクト」 

  元韓国文化体育観光部長官 

 

 

鄭 柄國（チョン・ビョングク） 

14:45 休憩・フォトセッション  

15:00 ショートスピーチ 

「2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピックの成功

に影響を与えた要因」 

  ブライトン大学教授 

 

 

 

アラン・トムリンソン 

15:20 パネル・ディスカッション 

 〈パネリスト〉 

  東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致委員会評議会事務総長 

  ブライトン大学教授 

  筑波大学体育系教授 

  読売新聞編集委員 

 〈コーディネータ〉 

  早稲田大学スポーツ科学学術院教授 

 

 

小倉 和夫 

アラン・トムリンソン 

真田 久 

結城 和香子 

 

間野 義之 

17:20 閉会挨拶 

  早稲田大学スポーツ科学研究科長 

 

彼末 一之 
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こんにちは、ただいまご紹介に預かりました早

稲田大学スポーツ科学学術院長の友添秀則でござ

います。国際シンポジウム「オリンピック・パラ

リンピックの将来像」の開催に当たりまして、主

催者を代表して一言御挨拶を申し上げたいと思い

ます。 

御承知のように現代のスポーツは、社会的にも

一層重要な存在になりました。特にオリンピック

競技大会は、世界をひとつにできる人類最大のイ

ベントとして、その存在価値にははかり知れない

ものがあります。国際平和と国際理解を基調とす

るオリンピズムは、21 世紀の今、人類にとっての

普遍的な哲学でもあります。 

 御承知の通り、早稲田大学は、創立以来、我が

国のスポーツをリードして、多くのオリンピアン、

またパラリンピアンを輩出して参りました。現役

の学生の中にもオリンピアンやパラリンピアンが

在籍しております。この早稲田大学で、2020 年の

東京招致・開催を目指して、今後のオリンピック・

パラリンピックの将来像について、学術的に検討

することは誠に意義深いものがあると考えており

ます。 

過日の IOC評価委員会のプレゼンテーションや

サイトビジットもほぼ成功裏に終えたと伺ってお

ります。これからは一層、オリンピック招致にむ

けて、なぜ東京でオリンピックなのかといったオ

リンピック招致の意義・目的が問われて参るかと

思われます。今回お越しいただきました鄭柄國元

韓国文化体育観光部長官から、2020 年の東京オリ

ンピック開催へ向けての抱負なども交えた御講演

を頂くことは、この点でも大変貴重なことだと考

えております。どうかこの国際シンポジウムで、

オリンピック・パラリンピックの意義について、

実りある議論と有意義な成果が生まれ、皆様方の

御参考となれば幸いに存じておるところでござい

ます。 

最後になりましたけれども、イギリスからお越

しくださいましたトムリンソン教授をはじめ、こ

のシンポジウムへのご出席をご快諾いただきまし

たパネリストの皆様方に厚く御礼申し上げます。

また、独立行政法人国際交流基金からは多額の補

助をいただいて、ここに厚く御礼を申し上げたい

と思います。 

御参集いただきました皆様方のますますの御健

勝と今後の御活躍をお祈りいたしまして御挨拶と

させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開会挨拶 

早稲田大学スポーツ科学学術院 学術院長 友添 秀則 
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韓国における国際競技大会開催による恩恵 

皆様、こんにちは。本日、早稲田大学でのシン

ポジウムに皆様と一緒に参加できることを嬉しく

思っております。 

今、韓国は国会の最中でありまして、政局も非

常に厳しい状況です。皆様も御承知の通り北朝鮮

が核実験を行い、それに対して国連を通じて世界

が制裁を加え、北朝鮮はこの問題について異議を

提起し、朝鮮半島は緊張状態にあります。しかし、

2018 年の平昌オリンピックの招致の際、日本側か

ら非常に多くの声援・支援をいただき、それに対

してお返しをしなくてはいけないと考えて参りま

した。本日の講演が 2020 年東京オリンピックの

招致にどの程度役に立つかわかりませんが、私な

りに平昌オリンピックを招致する際、経験したこ

とを分かち合い、何らかの役に立てればと思って

おります。 

韓国はオリンピックを通じて、特にスポーツの

国際競技大会を通じて、多くの恩恵を受けた国だ

と考えております。1988 年のソウルオリンピック

を招致したことで韓国は産業化をある程度成し遂

げ、その次の段階として、民主化を行う起爆剤を

得ることができました。それまでの韓国は生活が

苦しく、貧しい国でした。しかしながら、1988 年

のオリンピックを通じて、国際的な認識の向上だ

けでなく、国内にいる国民も「自分たちもやれば

できる」といった誇りを持つことになりました。 

国民はこれまで、生活に窮々としていたわけで

すが、そのあと文化市民としての共同体意識・社

会的な意識といった面での変化を得ることができ

ました。それが、新たな国家発展の動機になった

と思います。1988 年のオリンピックの時、それ以

前のオリンピックには参加していなかった旧ソ連

が参加したことにより、新たな和解のムードも作

られるきっかけになりました。また、韓国は開催

国であるアドバンテージもあり世界で４位となり、

スポーツ分野でも大きな躍進を見ることができま

した。 

結局、韓国は 1988 年ソウルオリンピックを通

じて、変化のモメンタムを作ることができたと言

えます。これは、開発途上国でもオリンピックを

開催して成功できるという、国際的なメッセージ

を与えることになったと思います。それらは、オ

リンピック精神を実現させたものにもなり、IOC

が追求しようとするオリンピックのレガシーと結

びついたのではないかと思います。 

その後、韓国は日本と共同で 2002 年に日韓・

韓日 W 杯サッカー大会を開催し、新たな国際舞台

を設けることができました。2002 年の W 杯の時

基調講演 

「韓国におけるオリンピック開催の意義とインパクト」 

元韓国文化体育観光部長官 鄭
チョン

 柄國
ビョングク
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は、赤い服を着た悪魔だという街頭応援団が新た

な応援の文化を作りました。スポーツというのは、

単なるイベントだけではなく、観戦によっても楽

しむことができるという新たな文化が構築されま

した。こういった街頭文化が、韓国の今日の新た

な文化、つまり K-POP や韓流といったものを作

るきっかけになったと思います。2002 年の韓日 W

杯を通じて、韓国は国際社会の一員になり、国民

がプライドを持つようになりました。また、文化

の流れをリードしていく役割を果たすことができ

ると思わせるきっかけになりました。そして、韓

国に多くの観光客が訪れるようになりました。去

年は 1,000 万人規模の外国人観光客を迎えました。

多くのシナジー効果をもたらしたと思います。 

またその間に開かれたプサンアジア大会、ソウ

ルアジア大会、そして昨年テグで開かれた世界陸

上選手権大会といった国際的な大会を各地方都市

で招致することで地方都市とソウル首都圏との格

差を減らすことができるきっかけも作ったわけで

す。これらを通じてみますと、韓国ほど国際競技

大会、特にオリンピックを通じて多くの恩恵を受

けた国はないだろうと思います。 

韓国は国際競技大会に、非常に大きな関心を持

ち、国費投資をしています。国家の希望、人口そ

して、国民の経済的レベルを見ますと、到底達成

できなさそうなオリンピックにおける成績は、韓

国ならではの特徴ではないかと思います。また、

そういったダイナミックさが、今日の韓国の発展

をもたらしたのではないかと思います。 

皆様は記憶をされていると思いますが、韓国は

60 年前に朝鮮戦争を経験しました。その結果は、

惨憺たるものでした。現在のアフリカのケニア、

スーダン、ウガンダよりももっと貧しい国が韓国

でした。韓国は当時支援を得なければ生き抜くこ

とができない国でした。他の国のように天然資源

がある国でもありません。人的資源しかいない国

が、これほど短期間に発展できたということは、

色々と要因があることが考えられます。大きな要

因の一つが、スポーツまたオリンピックを通じて

実現できたオリンピック精神だったのではないか

と思います。今後は、国際社会で堂々たる一員と

して、支援を受けていた国が、支援を差し伸べる

唯一の国になると思います。我々は、オリンピッ

ク精神を実現し、オリンピックムーブメントを共

に推進する上で、韓国がどのような役割を果たさ

なければならないのかということを常に念頭に置

いています。 

 

脱韓国式を目指した平昌オリンピック招致活動 

本日、皆様が聞きたいことは、２年前にあった

平昌オリンピック招致の過程でどのようなアプロ

ーチをし、どういった形で招致を成功させたのか

ということであろうかと思います。なぜ、韓国は

平昌オリンピックの招致を３回目の挑戦までしな

くてはいけなかったのか。 

２度の失敗を経て、３回目の招致に名乗りを上

げたときは、多くの国民はもういい、また国民を

失望させないでくれ、失望させるのであったら、

やらない方がいいという雰囲気でした。政府も非

常に悩みました。しかし、イミョンバク前大統領

によって、国家的なレベルで支援をし、招致を成

功させようという決定が下されました。 

当時、私は文化体育観光部の長官でした。長官

に任命された翌日、多くの IOC の委員が訪問する

という話がありましたので、冬季アジア大会が開

かれているカザフスタンに飛びました。そこには、

私たちのライバル国であるドイツやフランスの招

致委員も大勢来ていました。彼らは、言語やコミ

ュニケーションの問題もありませんので、どの

IOC 委員とも、友人のように非常にスムーズに話

をしながら誘致活動を進めているのです。ところ

が、韓国人は、東洋的な考え方の違いがあるから

かもしれませんが、壁を感じるのです。とても大

きな壁を感じました。実際に対話をしようとして

も、形式にこだわってしまいます。私はどうすれ

ばこの壁を乗り越えることができるかと考えまし
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た。特に、ドイツの招致委員として活動していた

世界的なバレリーナは、IOC 委員ととても親しく

話をしていました。この壁をどうやって乗り越え

ることができるか悩みました。 

IOC 委員長に会おうとしたときは日程がうまく

合わず、夜 11 時に全てのスケジュールが終わって、

ようやく会うことができました。韓国はチョウ・

ヤンオウという KAL の会長が招致委員長でした。

大韓体育会の会長はパク会長といいまして、

DOOSAN グループの会長をされている方なので

すが、二人とも経済人で、二人とも年配の方でし

た。二人を連れて IOC 委員長の部屋を訪れ、まず

二人があいさつをしたところで、委員長は「長官

は来ていないのか」とおっしゃいました。私が「こ

の方が長官です」と紹介を受けたところ、若かっ

たので補佐官だと思われたのです。これまで IOC

委員長が会った招致委員のメンバーの方は、年配

の方が多く、若い人が来たので、招致委員会か会

長についてきた補佐官と思われたのです。 

なぜこのような話をしているかといいますと、

それまで韓国は平昌オリンピックの招致に２度も

失敗していました。失敗の要因はなんだったのか

と一つ一つチェックしてみました。そうすると、

やはり韓国式のアプローチをしていたということ

がわかりました。例えば、韓国で招致委員会のメ

ンバーを編成するとき、韓国国内で著名な方々、

例えば前首相や前閣僚といった人たちが招致委員

会のメンバーになっていました。しかしながら、

その方々は IOC 委員の心を動かせないのです。皆

さんご存知だと思いますが、IOC の委員の方はほ

とんどがスポーツマンなのです。著名な経済人の

方や政治家もいます。元大統領や元国王、王子、

あるいは現職の閣僚もいます。そういった方々を

前にして、例えば韓国で閣僚経験者や元首相とい

っても、アピールには繋がらないわけです。 

それでは、どのような人が適任でしょうか。人

の心を動かせる人でなければいけないと思います。

IOC 委員に会って、韓国国内の地位だけを前面に

押し出して何かをアプローチしようという方法は

間違っていたということがわかりました。それは

私にとって大きな経験でした。そこで全面的な見

直しを行いました。招致活動を展開する際、４、

５回のプレゼンテーション機会があるので、プレ

ゼンターとしてどういう人を起用するのかという

ことが重要だと考えました。IOC 委員たちに感動

を与える、あるいは彼らの心を動かす、そういう

プレゼンターが必要でした。 

 

2度の招致失敗から学んだ国内の意見調整の重要性 

私は韓国に帰国をしてから、なぜ韓国は２度も

平昌へのオリンピック招致に失敗したのかを考え

ました。例えば、オリンピックの歴史上、平昌オ

リンピックは、どのような意義を持ちうるのだろ

うかということを考えました。２つ目は、我々の

目標と IOCの追求する目標を両立させないといけ

ないということです。そして、どのようなメッセ

ージを投げかけることができるのかということを

考える必要があると思いました。これらは準備を

すればできます。しかしながら、もっと大きな問

題があります。それは招致委員会のメンバーの考

えがそれぞれ違うということです。韓国の招致委

員会のメンバーは各分野のトップの方です。また、

価値観もみんなばらばらでした。これを統合して

いくことはとても至難の業でした。 

こういった方々をどう意見調整していくのかと

いうことは非常に大きな課題でした。そして、ま

とまった意見を誰が、どのように相手に伝えるの

かということが非常に重要でした。そこで、国際

競技大会を招致した経験を持つコンサルタント会

社にまず依頼をしました。２回の失敗のときもそ

のコンサルタント会社にお願いをしていましたが、

招致委員の考えが優先されておりました。せっか

く高いお金を払ってコンサルタント会社と契約を

しても、きちんとその会社を活用できていなかっ

たという問題点がありました。２度も招致で得た

経験により、「これが失敗の原因だ」など、それ
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ぞれ意見があるわけです。それらをどのように調

整するかが課題だったわけです。 

そこで私は、招致委員とコンサルタントとの全

体会議を最初の方はほとんど開催しないこととし

ました。各招致委員会がそれぞれ活動をし、韓国

文化体育観光部の次官にそのまとめをさせました。

そこでまとまった意見をコンサルタント会社に伝

えるというやり方に変えました。つまり、コンサ

ルタント会社が自由にしっかりとした案をまとめ

て来るまでは彼らに対してこれといった圧力を加

えなかったわけです。最初はとても大変でした。

ばらばらでやるのではなく、もっとまとまりまし

ょうよと皆に呼びかけましたが、なかなか皆さん

聞き入れてくださいませんでした。そこで調整者

をおいて意見をまとめて、まとめた意見を再び招

致委員会で議論してコンセンサス作りを進めまし

た。 

 

「NEW HORIZON」に秘められた理念 

韓国がなぜ冬季オリンピックを招致しようとし

ているのかということ、および IOC の追求する精

神と韓国の目指す精神はどうマッチするのかとい

うことを洗い出しました。そこで出てきたコンセ

プトが「NEW HORIZON」です。歴代の冬季オ

リンピック開催地を見てみました。日本で２回開

催されています。それ以外は、全てヨーロッパが

中心です。そこで世界地図を広げて開催地に点を

打っていきました。この様子を映像に収めてプレ

ゼンテーションのときに流しました。点をつけて

みるとほとんどが北米あるいはヨーロッパ中心で、

それ以外の大陸で冬季オリンピックを開催したの

は日本だけでした。それから緯度をみました。な

ぜ「NEW HORIZON」なのか、ということです。 

冬季オリンピックを開催しようとすれば２つの

条件をクリアしないといけません。１つ目は経済

力です。歴代の冬季オリンピック開催地を見てみ

ましょう。国民所得という点で韓国は境界線にい

ます。そのラインより下になってしまうと開催が

不可能ですが、韓国は経済力という点ではかろう

じて大丈夫でした。２つ目の条件は気候条件です。

韓国の緯度より下ですと冬季オリンピックは開催

不可能であります。この２つの条件というものを

提示し、冬季種目はお金持ちの国、寒い国、北半

球でしか開催できなかったということを指摘しま

した。これははたして IOC の追求する精神でしょ

うか、と問いかけました。 

時代は変わり、技術は発達しました。つまり、

世界どこででも、例えばアフリカ、アジア、南米

やその他の国でも冬季種目を楽しむ人達が増える

ようにしないといけませんとアピールしました。

そういう新しい地平を我々が切り開きますという

ことです。これこそ IOC の追求するオリンピック

精神ではないでしょうか。人類普遍の価値を掲げ、

その価値を共有するということがオリンピックの

目指す方向ではないでしょうか。ですから平昌オ

リンピックを機に、「NEW HORIZON」を切り

開きますということを掲げたわけです。 

 

オリンピックの精神と「DREAM PROJECT」 

我々の目標は決まりました。それでは、この目

標を誰がどう伝えるかです。過去の２回のプレゼ

ンテーションは韓国の元首相・元閣僚がプレゼン

を行いました。それでは全く相手の気持ちを動か

すことができませんでした。ほとんどがスポーツ

マン出身である IOC委員と何らかの共感を覚える

ことができる、あるいは創り出すことができる人

が良いと思い、オリンピックのメダルリストをプ

レゼンテーターとして起用することにしました。

また、政府の立場を説明するときは私が前面に出

ました。首相や大統領も国の立場を説明いたしま

した。それ以外の全てのメッセージはアスリート

にお願いをしました。 

続いてオリンピックのレガシーです。IOC はレ

ガシーを非常に重視します。オリンピック開催の

ために巨額の費用が使われます。黒字経営はなか

なか難しいと言われていました。歴代のオリンピ
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ックのうち、黒字で閉幕した大会はそんなに多く

ありません。なぜ多くの国費を投資し、オリンピ

ックを開催するのかということがしばしば問題提

起されています。つまり、オリンピック開催のレ

ガシーは何なのか、ということについて詳細に分

析しなければいけません。 

韓国は冬季種目を経験したことがない人達に、

経験を与えようという提案をしたのですが、１回

目の招致活動は失敗に終わりました。しかし、韓

国は失敗した後も、当初の提案を継続的に実行し

ました。「DREAM PROJECT」とは何でしょ

うか。冬季種目と縁のないアフリカ、中南米、ア

ジアの人々、つまり雪や氷を見たことがない人々

やその子どもたちを冬に平昌に招待しました。年

間１５０～２００人くらいを招待し、冬のスポー

ツを経験してもらいました。その「DREAM 

PROJECT」に参加した人々の中で、４人が冬季

オリンピックでその国の代表選手として参加する

ことになりました。それはまさにオリンピックの

目指す目標・精神を実現したものではないかとア

ピールをしました。次に、こういった内容を誰を

通じて伝えるのかということが重要です。そして、

それを開催したあとオリンピックのレガシーとし

てどのように残すのかということが大切になるわ

けです。 

 

観光・ショッピング・エンターテインメント要素の必要性 

日本も招致活動で経験したと思いますが、約

100人の IOC委員の傾向といったものを把握しな

ければいけません。彼らが目指すもの、彼らの考

え、彼らの趣味、こういったことをすべて資料で

作りました。招致活動を重ねて情報蓄積をしまし

た。例えば、ある委員が家族や孫娘をとても可愛

がっていることや、IOC 委員にどうやって会うの

かなどです。また規定を守りつつ、IOC 委員を感

動させるプレゼントは何なのかということを考え

ました。それが本人の物よりも、妻や孫へのささ

やかなプレゼントの方が、良い印象を与える場合

があるということもわかりました。 

もっと重要なことがあります。国際会議に行き

ますと、会議自体も重要ですけれども、それ以外

の時間をどのように過ごすのかということも大事

です。国際会議は毎年開催されます。今回の会議

に参加するかどうかを決定するときに、どこで行

うかということも非常に大事になるわけです。

IOC 委員は毎回２年ごとに夏季・冬季のオリンピ

ック開催地に行って 15 日あるいは１ヶ月間滞在

します。どこに行きたいかということを決定する

のは、IOC 委員ではなく家族です。今回は、あそ

こに行って遊びましょうよ、と奥さんや家族が言

うわけです。日本もそうではありませんか。韓国

も、私の場合、何かのイベントがあると言います

と、そこはもう行ったからいいわと言われたら私

も行かないわけです。これはとても重要です。重

要なのは家族が、選択をする場合にも非常に大き

な影響を与えるわけです。そうであれば、奥さん

たちはいったい何を望んでいるのか、何をしたが

っているのでしょうか。オリンピックが開催され

ている間、何をしたいのか。競技会場には例えば、

自分の国の選手が出場している種目、あるいは自

分が好きな種目でない限り、なかなか行かないわ

けです。他には観光をしたり、ショッピングをし

たり、エンターテイメントを楽しんだりそういっ

たことに時間を使うわけです。それも私たちが考

えた非常に重要な要素の１つでした。 

それは分かりましたが、平昌にいらした方は分

かると思いますが、平昌は山の中に位置していま

す。ソウルから行こうとすると３時間かかります。

３時間車に乗って行くと何もない所に到着するわ

けです。山の中にスキー場とリゾートしかありま

せん。一方で、ミュンヘンの場合には、博物館が

300 館もあります。劇場もいくつもあるとアピー

ルをするわけです。博物館や美術館を短期間に作

ることはできません。このような状況で、どうす

れば私たちが勝つことができるでしょうか。私た
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ちは、世界陸上選手権大会のときに視察にきた

IOC 委員に何か印象に残ることをしなくてはいけ

なかったのです。他の候補地と差別化するものが

必要だったわけです。それで私たちは晩餐会を催

しました。長官が主催をする晩餐会を行ったので

すが、ホテルではなく 1,000 年以上経った古いお

寺で行いました。古い寺の野外で晩餐会を行った

のです。同じテーブルに座っていた IOC 委員たち

は素晴らしいと感激しておりました。私は、韓国

の平昌オリンピックを行う地域の周辺には山の中

に 3,000 の寺があると紹介しました。ということ

で、１つの山を越えたわけです。 

それでは、ショッピングとエンターテイメント

を楽しむにはどうすればいいか。それは大きな課

題でした。私たちが説明したのは、ソウルから平

昌までの高速鉄道が建設中であることです。それ

が開通しますと、１時間程度で到着するので、行

きたい人は家族が望めばソウルに滞在しながら平

昌に来ることもできるという話をしました。さら

に、オリンピック期間中に「Korea Best Project」

といったものを提示し、韓国の最大のショッピン

グセンターを開設し、韓国最高のエンターテイメ

ント社とレストランを 20 ずつオリンピックが開

催されている平昌に招致をしますと申し上げまし

た。遠くに行く必要はなく、もちろんソウルとか

に行きたい人はその交通機関も提供できますと説

明したわけです。ということで、私たちが持って

いる弱点をライバル都市と比較しながら克服する

ことができたわけです。 

 

秘訣は小さなところにある 

次に重要なのは現場です。招致をする現場です。

何段階かのプレゼンテーションを行い、そして最

終的に IOC 総会が開かれる期間中のことです。ほ

とんどの国は、最近は招致活動を行うとき、その

国のトップが現場に来ます。それはプラスにもな

りますし、マイナスにもなり得ることです。親し

い IOC 委員に、これまでの招致過程で何が良くて

何が悪かったのかということを質問しましたとこ

ろ、ブラジルの招致が決定した会議でのオバマ大

統領の話をしてくれました。 

IOC 委員の泊まるホテルのセキュリティーは万

全であるにもかかわらず、大統領や首相の警護を

する人たちの立場から見ますと警護せざるを得な

いのです。そこで大統領が来ると、韓国もそうで

したが、随行員や警護が 20～30 人集まって動く

わけです。そうしますと IOC 委員よりも大統領な

どが優先されてしまうわけです。そういった人た

ちは、警護の人たちは、IOC 委員がエレベーター

に乗ろうと待っているのに、それに乗るなと言う

のです。何故かと言うと、オバマ大統領がそこに

乗ろうとしていたからです。この話が拡散してし

まったというわけです。その結果、シカゴは 1 回

目の投票で落選してしまったという話をしてくれ

ました。これも大事な話だなと思いました。 

私たちも大統領がこの招致の支援のために来る

ことになっていました。大臣や大統領が来ると警

護のためにああしろ、こうしろとは言い難いので

す。万が一、何らかの問題があった場合、誰が責

任をとることができるでしょうか。やはり、問題

は大きいわけです。そこで、大統領にもある IOC

委員に会ったらこういう話をしていましたと説明

をしました。ですので、私たちもこういった点が

問題になりえますと言ったところ、李明博大統領

は、随行は 3 人以上いらないということで、上手

くそれは片が付きました。 

次にまた別の IOC 委員に会ったところ、どうし

て君たちは群がって歩いているのだと指摘されま

した。私たちは、群がって歩いているわけではな

いのです。IOC 委員は人類も出身も様々ですが、

東洋人はそんなにいません。東洋人が現れると区

別がつかないわけです。3、4 人いただけでもくっ

ついているように見えてしまうのです。招致に来

たならば、招致のための対話をする必要があるの

になんで自分たちだけで固まっているのかという

ふうに見えるわけです。レストランに行ってもそ
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う見えます。そこで、私たち招致委員と実務者た

ちは 2 人以上一緒に歩かないように指示しました。

レストランに行っても、2 人以上一緒に座らず、

できる限り IOC委員あるいは他の人との食事の時

間も招致に活用せよという話を、細かいところま

で指示しました。 

また、もう一つ問題点がありました。日本の場

合はどうかわかりませんが、韓国は江原道、つま

り平昌の住民から色々と注文がありました。住民

は絶対に招致したいという気持ちが強いです。2

回目の招致失敗のときは、住民が 500 人もグアテ

マラまで行ってかけつけました。観光も兼ねて、

住民はそこに行って何かやりたかったわけです。

そこで、住民が何を考え出しかというと、IOC 委

員の泊まっているホテルの周辺はバリケードがあ

って近付けないですが、朝と夕方にホテルの周り

に集まって、大韓民国を叫びながら太鼓でアピー

ルをしたのです。IOC 委員は世界中から集まって

いるわけですから、時差に苦しんでいるわけです。

睡眠の妨害になるなど、韓国人に対する IOC 委員

の感情が悪くなりました。そこで、私はこういう

住民サポーターはもう来ないでほしいと申し上げ

ました。すると、江原道の知事が、住民を行かせ

ないわけにはいかないと言ってきました。そこで、

旅行会社に間に入ってもらいました。つまり、招

致が確定した瞬間に住民も合流して、そこでみん

なで祝えばいいという形にしました。 

それから各招致団はそれぞれ 100 人の構成とい

うことが決まっています。その代表団の構成に際

しては、最高の布陣で構成しますが、それぞれの

分野を代表する人ばかりです。つまり、自分は招

致団の一メンバーであり、そこで何か自分なりの

役割を果たさなければいけないのだという気持ち

で臨むのです。しかし、いざ何が出来るのかとい

うと出来ることはあまりないのです。 

例えば、IOC 委員と名刺交換をします。その名

刺を元にして現地に行って IOC 委員に電話をか

けます。私は韓国から来た何々の誰々だと。しか

し、IOC 委員は覚えてないわけです。直接会った

わけでもなく、電話で私は何々だと、私の名前は

何々だと言っても、全然だめなわけです。韓国の

応援をお願いし、IOC 委員が 1 回電話を切ったと

しましょう。その後また別の人から電話がかかっ

てきます。この IOC 委員も時差に苦しんでいて、

なかなか寝付けないでいて、電話が相次いでかか

ってくると怒ってしまいます。そこで、韓国招致

委員会に正式に抗議をした IOC 委員もいました。

グアテマラでの 2 回目の招致失敗というのはこう

いった事情があったわけです。こういう正式の抗

議が 3 件寄せられました。2 回目の失敗は、2 票差

で負けました。つまり、招致代表団を構成すると

きに、どういう役割をお願いするのか、そしてそ

の人たちをどのようにコントロールするのかとい

うことも非常に重要なポイントです。 

準備過程も重要ですけれども、当日の動きもと

ても重要だと思いました。最後のプレゼンテーシ

ョンのときに、どれだけ感動的なプレゼンテーシ

ョンができるのか、これもやはり非常にひとつの

鍵になると思います。韓国は国レベルでどういう

意思を持っているかということをまずアピールし

ました。そして、招致委員会は、どういう考えで

望んでいるのかということもアピールしました。

この 2 つは必須の要素だという考えに至りました。 

その他の諸々についてはどう IOC委員の心を動

かすのかというところに焦点を当てました。それ

まで韓国は様々な国際競技大会を招致しました。

そして、オリンピックを通じて韓国は何を手にし

たのか。それぞれの経験者、当事者をプレゼンテ

ーターに立てました。その代表的な例がキム・ヨ

ナ選手、ムンデソン選手、そしてもう 1 人が韓国

からアメリカに赤ちゃんのときに里子に出された

混血児でした。彼はオリンピックで銅メダルを獲

得しました。自分はどんな状況でアメリカに里子

に出されたのか、養子になったのか、そしてどう

いう成長の結果、今日に至ったのか、自分にとっ

てスポーツが拠り所だったこと、そして自分が受

12 



けたこの恩恵をお返ししたいという気持ちでプレ

ゼンテーションをしました。これは非常に感動的

なスピーチでした。このように作り込んでいくこ

とが大事だと思います。 

秘訣は大きいところにあるものではないと思い

ます、小さなところにあります。ドイツのプレゼ

ンテーションはどうだったのでしょうか。ウィン

タースポーツのルーツはドイツにあると彼らは主

張しました。ドイツの設備、ドイツの環境は平昌

よりも優れていました。しかし、そういう劣悪な

条件を乗り切ることが、乗り越えることができた

原因、理由は何だったのか。韓国はオリンピック

精神をしっかりと理解していました。そして IOC

委員それぞれにカスタマイズされたアピール方法

というものを考えました。そこで平昌は大差をつ

けて招致に成功したのです。 

東京 2020 年オリンピック・パラリンピックの

招致、東京の皆さんも一生懸命準備していると思

います。平昌のこの 2 度に渡る失敗、そして 3 回

目の招致成功により韓国はどういう経験をしたの

か。そういったことが皆さんのこれからの招致活

動に少しなりともご参考になればと願っておりま

す。 

 

史上最高のスペシャルオリンピックス 

スペシャルオリンピックスの話も少ししようと思

いましたが、あまり出来ませんでした。スペシャ

ルオリンピックスを実は、この冬、今年の 2 月に

開催し、大変な成功を収めました。スペシャルオ

リンピックス史上最高の成功と言われています。

100 カ国以上が参加しました。そして、世界各国

の政治リーダー、首脳も参加してサミットも開か

れました。サミットがなぜ重要なのか。知的障害

を持った人たちに対する認識を改善するためには、

国の首脳の認識の転換が必要です。つまり国のレ

ベルでのシステムを作ることが必要だとのことを

アピールするためでした。今年初めてスペシャル

オリンピックスでサミットを開催して、そのよう

な意見を共有しました。スペシャルオリンピック

スの目指すもの、人類普遍の価値を復元するため

に何を為すべきなのかという一つの共通の課題を

引き出すことができました。そして、その課題を

共有する良いきっかけになりました。特に韓国は

これまでこの知的障害を持つ人たちに対する認識

はあまりいいものではありませんでした。しかし、

スペシャルオリンピックスを契機に、彼らが人間

としての尊厳、普遍的な価値を享受する権利を持

つ人たちであるという認識を持つに至りました。

それが平昌オリンピックスの大きな意義であると

考えます。ご静聴ありがとうございました。 

 

チョン ビョングク／元韓国文化体育観光部長官。

1958 年生まれ。京畿道楊平出身。金泳三（キムヨン

サム）元大統領の補佐官出身。青瓦台秘書官に当時

最年少の 34 歳という若さで任命され、金泳三（キム

ヨンサム）政権の５年間、青瓦台で孫命順（ソンミ

ョンスン）女史を補佐した。1980 年代、民主化運動

の過程で「セイン出版社」を運営し、ソウル市内の

大学の総学生会議の秘密印刷物を一手に引き受け、

国家安全企画部に逮捕される等苦難を経験した。南

景弼（ナムギョンピル）、元喜龍（ウォンヒリョン）

議員と共に三銃士と呼ばれる鄭議員はハンナラ党の

新しい変化の中心にいる。誠実な活動を通じ、国政

監査最優秀議員に４年連続選ばれ、各種団体及び言

論で実施される国会議員評価でも高い評価を得てい

る。 
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懐疑的なオリンピックから勝利の祝賀会へ 

まずはプログラムに挿入されているテキストを

読むことから始めたいと思います。 

オリンピック最終日の翌日、8 月 13 日月曜日の

ことでした。新聞各紙の社説などは、声を 1 つに

し、類似の記事を掲載していました。デイリー・

テレグラフは「炎とともに世界が明るくなった」

と書きました。そして「この素晴らしいイベント

はこの国の素晴らしさの広告となり、この都市を

宣伝することになった」、そして「イギリス人の

熱意がきっと伝わったに違いない」と記しました。

ミック・ブラウンは「2 週間に渡って信じがたい

スペクタクルが繰り広げられ、夢以上のものだっ

た」と表現し、他の新聞もこの祝賀ムードに言及

しました。デイリー・ミラーでは「グッドバイで

はなくゴールドバイ」と書かれています。「10 億

人の人々がこの素晴らしいゲームのフィナーレを

見た」ということも強調しております。ザ・サン

は「我々は世界中を打ち負かした、夢のグレート

ブリテン」と書きました。そしてデイリー・スタ

ーは「ベスト・オブ・ブリティッシュ、素晴らし

いさよならをオリンピックに告げた」という記事

を書きました。また、インディペンデントはさり

げなく「これで終わりさ、皆さん」と特別記念号

に記し、「素晴らしいパーティーであった」と本

紙に書いています。「輝かしいオリンピックよ、

さようなら」とガーディアンは一面で報道しまし

た。また、2012 年オリンピックの付録記事では

29 個の金メダルそれぞれについて、「素晴らしい

黄金のイギリスよ」と称えました。 

このように称えたのは、スポーツ記者だけでは

ありませんでした。スポーツへの批評はほとんど

行わない人たち、またスポーツに関する記事をほ

とんど書かない人たちも同じく、この熱意の波に

のまれていきました。作家で詩人、そして批評家

でもあるブレイク・モリソンは、10 歳の頃に 1960

年のローマ・オリンピックを熱心にテレビで見た

ことを思い出しました。そして裏庭でオリンピッ

クごっこをして遊んだことも思い出しました。も

ともと彼は 2012 年ロンドン大会については懐疑

的に見ていました。そして、大会開始前日までそ

の考えを変えませんでした。セキュリティー面で

うまくいかないのではないか、という記事を書い

ていました。ロンドン南部に住み、ゴールドスミ

ス大学近隣で授業も持っており、最悪のことが起

こるのではないか、と考えていました。テロリス

トの攻撃に備えて、地対空ミサイルを家の裏庭に

据え付けました。このようなコストも高額なもの

になるはずだ、と思っていました。そして企業ス

ポンサーなどがその特権を振りかざしている、と

ショートスピーチ 

「2012 年ﾛﾝﾄﾞﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの成功に影響を与えた要因」 

ブライトン大学教授 アラン・トムリンソン 
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も思っていました。オリンピックのバスの運転手

もナビのシステムを使えない、と指摘しています。

そして天候はジメジメしていて、なんとも薄暗い

のです。このようなことで夢のようなスペクタク

ルが本当に起こるのだろうか、と考えていました。

ところが、グレイク・モリソンは次にこう書きま

した。 

「自分は間違っていた。ほとんどの人は間違っ

ていた。この 2 週間は素晴らしいものであった。

何度、目に涙を浮かべたことかと考えるだけでも

少し恥ずかしいくらいだ。頬を涙がつたった。必

ず涙を流したのは、イギリスがメダルをとった時

で、このようなプライドは国に大きな影響を与え

ただろう。国旗をオリンピック会場で振りかざし、

あるいは大型スクリーンの前で旗を振りかざす人

たちがあちこちで見られたが、そこに集まった人

は多様であるものの皆一つになっていた。オリン

ピックは全ての人が 1 つになれる、今までにない

イベントだった。自分の人生で唯一のそういった

イベントになった。」 

彼は何を言っているのでしょうか。つまり、家

族のプライド、市民としてや国としてのプライド、

特にイギリスの各層のプライド、それから民族の

プライド、「これが 1 つの旗の下で集まった」と

モリソンは言っています。特に、ちょうど大会 5

日目からイギリスが金メダルを取り始めると、オ

リンピックを見ることで現実逃避ができました。

17 日間、経済のとんでもない状況を忘れられるよ

うになり、国際的な紛争の緊張感も忘れられるよ

うになりました。国内政治の面倒臭さも忘れられ

ました。多くのイギリス人はチケットを買おうと

してもなかなか買えませんでしたが、チケットを

持たなくても無料で提供されるテレビ放送で、オ

リンピックのスーパーファンになることができた

のです。こうした自由によって、はじめてデジタ

ル化されたオリンピック放送をボタン一つですべ

て享受することができたのだ、とモリソンが言っ

ています。 

金メダル獲得はそんなに難しくない 

では、今読み上げたお話の主題ですが、どのよ

うにして懐疑的だったものが、勝利の祝賀会へと

変わっていったのか。また、これがどのように国

のイマジネーションをかきたてたのか。また、こ

れがどのようにして巻き起こったことなのかをプ

レゼンテーションでお話ししたいと思います。ま

ず、オリンピックでとった金メダルの数を振り返

ってみたいと思います。 

まず、アトランタ大会です。これは実は表現が

間違っています。ゴールドメダルズというふうに

複数で書いていますが、ここはメダル 1 つですの

で複数ではありません。たった１つしかイギリス

はアトランタ大会では金メダルを獲得できなかっ

たのです。これはボート競技でとりました。これ

はオリンピックの成績ではイギリスにとって最悪

なものでした。しかしその後は大変目覚ましい活

躍をしています。シドニー大会で少し回復しまし

た。また少し下がったのがアテネ大会でした。そ

して北京大会では 19 個の金メダルをとっていま

す。これまでの歴史を振り返ってみると、突然の

再浮上であると皆考えました。イギリスのアスリ

ートたちはもうピークを迎えてしまったのではな

いか、2012 年にピークがいかないのではないか、

と皆少し心配になったわけです。もう力を出し切

ってしまった、2012 年にむけてどうなるのだろう、

という不安感が国中にありました。ではどういっ

た競技でメダルを取ったのでしょうか。 

 

UK Olympic golds

• Gold medals Seoul 1988: 5

• Gold Medals Barcelona 1992: 5

• Gold medals Atlanta 1996: 1

• Gold medals Sydney 2000: 11

• Gold medals Athens 2004: 9

• Gold medals Beijing 2008: 19

• TOO MANY? YEARS OF NERVOUSNESS

• Gold medals London 2012: 27
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オリンピックで金メダルをとることは、そう難

しいことではありません。ターゲットを絞って競

技を選べばいいのです。8 つのメダルを自転車競

技で得ています。またセーリング、ボート競技、

カヌー、陸上、ボクシング、競泳でもメダルを獲

得しました。自転車競技、ボート競技などは、エ

リート大学などで非常に長く実施されてきており、

これらが 2012 年に非常に大切な競技となりまし

た。2012 年、イギリスのメダル獲得数は世界 3 位

となりました。メダル数全てであればロシアがメ

ダル総数では上位でしたが、金メダルではアメリ

カ、中国に次いで 3 位となりました。これは予想

以上の成績でした。 

果たして、それがどのように達成され、何を達

成したのでしょうか。陸上競技、また自転車では、

北京大会の時からは数は増えました。しかし馬術

においては、北京大会ではふるいませんでした。

またセーリングなど、オックスフォード、ケンブ

リッジなどで伝統的に実施されてきた競技は非常

に強いわけです。金メダルをとったある女性と数

年前に話をした時、4 日目に金メダルが１つもな

かったため今回はもうだめなのではないか、一般

の人は熱心に見ないのではないか、と私は言いま

した。すると、「これからボート競技があるから

大丈夫」とその人は言いました。そしてボート競

技が 5 日目に始まり、そこからメダルが次々に獲

得されていったわけです。そして新しいスポーツ

のメダル獲得の機会も見られました。例えばテコ

ンドーがあげられますが、これがイギリスに金メ

ダルをもたらしました。そしてこのスポーツが今

までになかったようなパブリシティをも得ること

にもなりました。また、トライアスロンも新しい

競技の 1 つであり、またボクシング、その中でも

女性のボクシングもその 1 つでした。そのため、

伝統的なものだけでなく、新しい競技でもメダル

を獲得し、予想を上回る結果となりました。そし

て 18 の競技では、自転車競技のように、サドル、

馬、カヌーなど、座って行う競技が多くありまし

た。つまり座って行う競技といったところに限定

されてメダルが獲得されているということではな

いでしょうか。そのため、どの分野で勝てるかが

わかっていれば、金メダル獲得もそう難しくはな

いわけです。しっかり計画をたて、的を絞って訓

練を積みあげていけばいいわけです。 

 

 

達成された約束、達成されなかった約束 

2004 年、当時のイギリスのトニー・ブレア首相

は、この前年、つまりロンドンでの 2012 年の開

催が決まる前に、「ロンドン東部は環境に優しい

再生を遂げるだろう」と言いました。そして、「観

光もきっとイギリス全土に広がる」、そして「何

千もの新しい仕事やボランティアのチャンスも生

まれるだろう」と言いました。1 つ目は達成しま

したが、残り 2 つは達成できませんでした。ほん

の一時的にしか観光客は増えませんでした。これ

は招致の時だからこそ言える言葉だと思います。

そして、新しい仕事のチャンスに関しては、でき

たとはいえ短期的なものでした。ボランティアも

必要ではありますが、その定義からしてたくさん

の経済発展をもたらすものではありません。ただ

ボランティアはオリンピック競技開催のためには

必要です。 

British Olympic Golds in 2012

Cycling, 8 Rowing, 4

Athletics, 4 Boxing, 3

Equestrian, 3 Canoeing, 2

Sailing, 1 Tennis, 1

Taekwondo, 1 Triathlon, 1

Shooting, 1

• Total 29 (18 sat-down), 3rd in medal table
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時に、こうしたオリンピック招致が期待をさせ

すぎるという一面があります。そのため 2012 年

には、期待は控えめなものとなっていました。オ

リンピックはアスリートに対して色々な貢献をし

ます。そしてイギリスにスポーツのレガシーが残

ります。レガシーという言葉はオリンピックでは

とても緩やかに使われています。何を意味してレ

ガシーと言っているのかは、はっきりとわからな

いところもあります。また、どういうレガシーな

のかもわかりません。ただ、再活性化することで

コミュニティーも恩恵を受けます。そして IOC と

オリンピックムーブメントを支援する、と言って

います。IOC をサポートしない、またオリンピッ

クムーブメントをサポートしないと言えば、これ

は招致に失敗してしまう、といった文言になって

しまいます。とにかくこういうテーマをうたい、

2012 年の招致に向けて運動をしたわけです。 

 

そして、これは私も幅広く引用している言葉で

すが、ブレア首相はギリシャに行き、「我々イギ

リス人、そしてロンドンは魔法のような思い出深

い大会を必ず開催し、みなさんに魔法をかけて、

そしてみなさんはきっとそれを思い出にして帰る

だろう」と言いました。これは、非常にレトリッ

クに富んだメッセージですが、それをまさにロン

ドンはやってのけたわけです。 

 

ブレア首相は変わってしまい、そのため当時の

政治家たちがその栄光を手にしました。しかし、

イギリスに社会的、経済的なベネフィットがもた

らされることはありませんでした。この計画を立

てていた時は、まだ 2008 年の不況は起こってい

なかったので予想できませんでした。実は 10 個も

の、たくさんの約束をこの招致委員会はしていま

した。しかし、私が言いたいことは、全部達成さ

れないかもしれないなら、そんなにたくさんのこ

とを約束する必要はない、ということです。 

 

Prime Ministerial Promises

Just as England’s World Cup victory last year has led to a tremendous surge of 
interest in rugby at all levels, so a London Olympics would be an unparalleled 
boost for sport throughout the UK. By encouraging the young and the not-so-
young to take up sport, it would help us produce the champions of the future 
and, importantly, a healthier and fitter population.
But as well as being a wonderful sporting and cultural festival, the Games 
would also deliver practical benefits for the capital and the country. They 
would drive the environmentally-friendly regeneration and rejuvenation of 
East London, give a huge boost for tourism across the UK and provide 
thousands of new opportunities for work and volunteering.

Tony Blair, UK Prime Minister, in bid process, 2004

Candidate File Theme 1
‘Olympic Games Concept and Legacy’

•

“1.2 Vision
Games that make a difference
Four main themes underpin our vision for the Games
in London:
• Delivering the experience of a lifetime for athletes
• Leaving a legacy for sport in Britain
• Benefiting the community through regeneration
• Supporting the IOC and the Olympic Movement.”

• P.17

Blair learns from Athens

• “I VISITED ATHENS FOR THE 2004 OLYMPIC 
GAMES AND RETURNED CONVINCED THAT 
HOSTING THE GAMES COULD BRING 
UNPARALLELLED SOCIAL AND ECONOMIC 
BENEFITS TO THE UNITED KINGDOM”

• Tony Blair, Prime Minister ( FROM ‘BACKING THE 
BID’)

• And we will put on a ‘magical and memorable’ 
Games to ‘do justice to the great Olympic ideals’.

And Backing the Bid set 10 goals a 
page or two after Blair’s statement

• Trigger private and public investment in sport
• Improve the nation’s health through doing sport
• Inspire young people to make sport central in life
• Generate business procurement opportunities
• Create 70,000 volunteers  
• Deliver cultural/educational chances to children
• Distribute facilities/equipment to clubs after the event
• Create thousands of new jobs across sectors
• Boost tourism significantly
• Encourage year-long preparation camps for visiting 

teams 
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国民の反応に関するエビデンス 

さて、2004 年に戻ってみましょう。もちろん多

少上下変動はあるものの、ロンドンの人たちの

82%が招致を支持すると回答しています。オリン

ピックに対する支持率というのは上がったり下が

ったりするものです。そしてホスト国、ホスト都

市になる人たちも色々な段階を経て、進んでいく

わけです。期待を持つ段階から不信段階、そして

なんとなく折り合いをつけ、幸福感を得て、忘却

し、そしてノスタルジア、という段階を経ていき

ます。オリンピックを振り返ってみると数年経っ

たところで、なんていい思い出なのだろう、でも

やりがいはあったのだろうか、というふうに振り

返る時もあるわけです。また、同じ思い出でも別

の形で思い出すということもあります。例えば、

10 年後に記念大会を行ったりすると人の見方は

どう変わっていくものなのでしょうか。 

 

ロンドンの人たちは、たとえば 2010 年と比べ

ると、オリンピック開催について支持はしていま

すが、82％ではありません。ちょうどその頃は

69％から 71％に増えただけでした。ただ開催前年、

完全にサポートしているわけではない人もいたと

はいえ、チケットは全て売り切れ状態となりまし

た。では、開催をした甲斐はあったということな

のでしょうか。 

 

ガーディアンが実施した世論調査では、イギリ

ス人の 55％が「十分開催した甲斐があった」と答

えました。35％は「深刻な経済問題から目をそら

す、金のかかるイベントだ」と考えていました。

スタジアムは非常に熱心な人でいっぱいになるか

もしれません。だからといってそれはイギリス全

体を代表する人たちというわけではないのです。

また、4 つの地域から成り立っているため、イギ

リスの他の地域はどうかと言うと、そのうちの 1

つであり、独立をしたがっているスコットランド

では、42％が「やりがいがあった」、そして 42％

は「やりがいがなかった」と回答しています。た

だ、この結果はオリンピック開催後に調査された

ものでした。若年、そして社会階級の高い人たち

の方がよりオリンピックを支持しているようだと

わかりました。 

 

 

 

Back in 2004/05

• In the build-up to the Olympic bid 82% of 
Londoners said that they supported the bid (in 
a commissioned poll)

• All Olympic bidders hosts experience phases 
of expectation, mistrust, agreement, euphoria, 
forgetting, and nostalgia (Kennet & Moragas, 
2006). How did the public view change?

Some evidence

• Support for 2012 Olympics 'grows' among 
Londoners. Londoners are more supportive 
of the 2012 Olympics being held in the city 
than four years ago, figures from a BBC/Mori 
poll showed in July 2010.

• Small growth though, from 69% to 71%

• But complete venue sellout

Was it worth it?

• London 2012: Guardian poll on final Saturday:
• 55% of Britons saw the Games as ‘well worth’ the 

investment
• 35% saw them as ‘a costly distraction from 

serious economic problems’
• Scotland: 42% for, 42% against the view that the 

Games were worth it
• Younger people, and higher social classes, 

generally more in favour
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スポーツルネサンス：選択と集中 

さて、これはスポーツのルネサンスと言われて

いますが、29 個の金メダルを取ったことには 3 つ

の理由があります。すでに 1 つ目の話はしました。

イギリスに伝統があるスポーツ、特にハイクラス

の人たちが楽しんでいたスポーツ、そこで秀でた

からです。5、6 年かけて計画を立て、財政支援も

して、ターゲットを絞っていくわけです。その財

政支援が始まったのは 1994 年です。この年、イ

ギリスでは国営宝くじが始まり、この資金のほと

んどがエリートスポーツに充てられました。また、

2005 年以降もたくさん資金が投入されることに

なりました。ただ、これはプロの選手には自分た

ちの予算が削られたのではないか、と感じさせる

ということもありました。それから、ようやく人々

は 1 回限りでチャンピオンが生まれるわけではな

い、ということに気づき始めました。自転車競技

など、少しずつ、少しずつ、パフォーマンスが上

がっていくものもあるわけです。 

 

 

オリンピック成功要因１：聖火リレーと開会式 

では、成功に向けての主たる要因についてです。

皆さん、ロンドンにいることを想像してみてくだ

さい。オリンピックの前にいるような気持ちで聞

いてください。まずは、聖火リレーです。ポジテ

ィブな聖火リレーができればオリンピックに向け

てムードを高めていくことができます。この聖火

リレーは通常、ローカルなイベントです。なぜな

ら地元を走っていくからです。遠く離れたイギリ

スの各地を周っていきました。実は、少し地味で

もあります。しかし、皆、朝 7 時に家を出て、聖

火リレーに加わろうと近所の人たちと一緒に出掛

けたりします。自分たちの目の前を聖火が走って

いくのを待つわけです。時には地元の著名人が走

ります。そのため、大きなイベントに自分たちも

参加している、自分たちも歴史を形作っている、

しかもこれはグローバルなイベントだ、というよ

うに感じることができます。この聖火リレーが成

功すればまず第一歩は OK というわけです。ただ、

政治的な問題や、意見表明の問題があったので、

中国ではうまくいきませんでした。北京オリンピ

ックの時には聖火リレーはあまり成功したとはい

えませんでした。 

そして、2 つ目は開会式です。ロンドンでの開

会式は非常に突飛なものでした。少しクレイジー

な感じのするものでした。そして、イギリス独特

のユーモアも入っていました。中国やカナダ、ア

メリカ、韓国から来ていた留学生たちはその開会

式を理解できませんでした。しかし、イギリス国

民にはわかりました。開会式というのは、世界に

向けての開会式のように見えますが、やはり国に

とってわかるものにしなければなりません。これ

が本当に不可欠な要素です。 

そして、2012 年の開会式は様々な進捗の違いと

いうものを示しました。ロンドン自体は、あまり

宣伝されていませんでした。ロンドンでは、すで

にオリンピックは開催されているわけですから、

わざわざそれを声高に唱える必要はありませんで

した。そして 1 番最後、これは非常に素晴らしい

決断だったと思いますが、モハメド・アリがアト

ランタ大会で最後に聖火をつけたのを覚えていま

すでしょうか。シドニー大会でもキャシー・フリ

ードマンが最後に聖火をつけました。ロンドン大

会では名のある人ではありませんでした。若い、

次世代のアスリートたちが一緒にグループで走り、

聖火をつけたのです。彼らはその日の午後まで、

The games [contests] themselves

3 reasons for 2012 sporting renaissance:

• Targeted sports with UK pedigree – several with 
upper-class roots (rowing/sailing)

• Targeted funding, from National Lottery, 1994 
onwards

• Individual sports looking for incremental 
advances and improvements in performance 
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自分たちがその役割を負っていることを知りませ

んでした。ブリーフィングを受けていなかったの

です。そのため彼らは一緒に走ろう、というよう

に考えて行ったわけです。そして最後に火をつけ

る場所も、人々に近く、低いところでした。非常

にイマジネーションに満ちた素晴らしい開会式と

なりました。 

そして 5 日目以降、メダルラッシュが続いたこ

とで、イギリス国民そのものがポジティブに受け

入れるようになり、メディアもポジティブに報道

しました。メディアは味方につけなければいけま

せん。アトランタ大会ではメディアの人たちが、

交通の問題もあり、遅れて到着しました。また、

オリンピック公園、アトランタ公園では大きな爆

発もあったため、準備の際、セキュリティーにつ

いて懸念もありました。イベントとしては、アト

ランタはそこから立ち直ることはできませんでし

たが、2012 年のロンドンではムードが少しずつ高

まっていきました。それは 17 日間続きました。 

 

 

オリンピックの成功要因２：ボランティア 

成功要因の 2 つ目についてです。それはボラン

ティアです。1984 年、この年、ボランティアが初

めて参加する、本格的な大会となりました。1984

年、たくさんのボランティアが参加しましたが、

食事がきちんと摂れなかったということで皆怒っ

ていました。これが、人々にどのように協力を得

るかを学ぶ機会だったのではないでしょうか。イ

ギリスでは珍しいことですが、ボランティアの人

たちは多くの人々をにこやかに歓迎しました。イ

ギリスは、サービスやにこやかさでは有名ではあ

りませんが、ボランティアの人たちはそうした訓

練を受けていました。色々な国の人たちと話をし

ましたが、ボランティアの人たちが皆素晴らしか

ったという感想でした。 

また、アスリートも様々な属性で構成されてい

ました。大きな人もいれば小さな人もいます。男

女、また白人黒人、人種が混ざった人たち、さら

にテニスでは、アンディ・マレーというスコット

ランド人が勝ちました。それからヨークシャーは、

1 週目の終わりに金メダルをたくさん獲得してい

ました。勝者がイギリスのあちこちから生まれる

というのが、まさに 2012年のマルチエスニック、

マルチ人種の社会を構築するという夢を体現した

わけです。体格や背景、見た目は様々で、6 フィ

ート半のケンブリッジ出身者、あるいはオクスフ

ォード出身のボート競技者、またソマリア出身の

アスリートで 5000 メートル、10000 メートルを

走った小柄な人たちまでいたわけです。つまり、

17 日間にこの多様な文化の夢が強調されたわけ

です。 

そして、若者の夢も強調されました。そして、

違いを乗り越えた統一感、一体感というものが世

界に向けてメッセージとして発信されたわけです。

また、好奇心というものも大切でした。今までは

女性のボクサーというものなど知りませんでした。

モハマド・アリの娘のライラさん、彼女は世界の

女性ボクサーチャンピオンでしたが、認知されて

いませんでした。しかし、試合を目の当たりにし

てから、また我々イギリス人が金メダルを取って

からは、そのようなことを言う人はいなくなりま

した。 

そして、チケットの売り切れ、これも大切なこ

ととなりました。数日間は空席が見えました。8

パーセント程度はスポンサー企業に向けられてい

ます。色々なクラブに行き、オリンピックスポン

サーの人達はそれぞれ忙しいので、競技場に行け

Key factors for Success: 1

• The torch relay: local, tatty, but sentimental 
and reaching the provinces

• The opening ceremony, wacky, bonkers (a little 
bit crazy), British humour; celebrated 
difference/progress, downplayed London, had 
young athletes ignite the Olympic flame

• From day 5: the medal flow, positive media
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ないということもあると思いますが、チケットが

すべて売り切れとなりますと、これは見に行かな

ければならないという雰囲気になります。自分も

必ず行きたい、側で見たい、自分もその場にいた

い、と感じるようになります。 

2000 年のシドニー大会で、ニューサウスウェー

ルズにおいてチケットを買おうとしている人たち

に何人かインタビューしました。なぜオリンピッ

クに行きたいのか、何を見たいのか、と訊ねまし

た。答えは、とにかく会場に行きたい、グレコロ

ーマンスタイルのレスリングであろうと、ビーチ

バレーであろうと、ボート競技だろうと。とにか

く「何か見たいのだ」ということでした。そして、

一番大きな理由は、一緒に連れて行った子供に「お

父さんとお母さんは、自分が子どもの時にオリン

ピックに連れて行ってくれた」と言えるようにし

てあげたいということでした。それが、パラリン

ピックでも続きました。これもお金のかかるイベ

ントではあります。オリンピックはお金がかかる

けれど、パラリンピックはそうではありません。

見なければならないという雰囲気が作られると、5

ポンドを払いオリンピック公園に行って見ること

ができる、そこでまた半日過ごすことができる、

と考えて必ず行こうという気持ちになるわけです。 

 

 

ロンドンオリンピック・パラリンピックのレガシーとは 

さて、ロンドン大会でのレガシーは、まずは思

い出です。様々な物語、そして国としてのイマジ

ネーション、そしてそれを頭の中でもう一度組み

立てていく、というものです。BBC スポーツは今

までになく、一番予算を組んで、全ての競技を網

羅し、それを多くの人たちに放送しました。オリ

ンピックは私にとってスポーツそのものではあり

ません。これは人間に対する興味の物語だと考え

ます。人間に何が達成出来るのか、という物語だ

と考えます。そして、ロンドン大会は、まず、自

分の社会の中で何が達成できるのか、を表したと

思います。オリンピック・パラリンピックそのも

のが開催するに足る競技であるということが証明

されました。 

1984 年のオリンピックには、テヘランとロサン

ゼルスしか名乗りを上げませんでした。そして、

結果的にテヘランは辞退し、ロサンゼルスにその

年は決まったわけです。ただ、それによって、オ

リンピックの商業化が始まりました。そして、お

金が次々と流れるようになっていき、オリンピッ

クは今あるように大きなものとなりました。そし

て、2012 年にも大きなオリンピック公園が作られ

ました。大会の後も見たいと言いましたが、オリ

ンピック公園は閉鎖されており、再開されており

ません。そのため、ロンドン東部の再活性化のベ

ネフィットに関してはまだ、疑問符がついていま

す。このスタジアムを誰が使うのかについても、

ウエストハムなどのサッカークラブが使うのか、

という議論もあります。また、スポーツ参加者が

増えたのか、ということについて兆候はまだ見ら

れません。どこが施設を使うのか、ということも

決まっていません。2012 年、チケットなどは売り

切れ、放送局はもちろん企業スポンサーにとって

も大切なことである多くの人たちの視聴という、

ポジティブな成果はありました。そのため、放送

局やスポンサーはこれからもオリンピックの物語

を語り続けるでしょう。しかし、ロビー活動など、

時には予期しないコストもかかることがあります。

ロンドン大会の予算は、当初のものよりも増加し

ました。実際には、245 億ポンドもかかったので

Key factors for success: 2

• The volunteers: smiling, welcoming, helpful

• The athletes – small, large, men, women, black, 
white, mixed-race, regional (Welsh, Scottish, 
Yorkshire)

• Curiosity: women boxer, taekwondo, triathlon 
golds

• Olympic success, sold out, generated interest in 
‘being there’, for any event, at the Paralympics, at 
a fraction of the cost

21 



はないか、というジャーナリストもいるほどです。

これはセキュリティーなどすべてを含めての金額

です。これはある意味、ギャンブルです。 

私たちは、2008 年の不況を予想できませんでし

た。しかし、ロンドン大会では、その決意とビジ

ョン、また政治、市民、企業間のアライアンスと

いった多少の運がありました。金メダルや銀メダ

ルがたくさん取れるのか、雨が降るかといった運

もありましたが、これらを乗り越えて素晴らしい

成果、成功を収めたわけです。 

 

これから、皆さんからの質問、またこの後のパ

ネル・ディスカッションを楽しみにしています。

ご清聴頂きまして、ありがとうございます。そし

て、後援をして頂きました省庁の方々、主催者の

皆様にお礼を申し上げたいと思います。ありがと

うございます。 

 

 

 

 

 

アラン・トムリンソン／ブライトン大学教授。ケント

大学にて英語学・社会学を学び、サセックス大学大学院に

て社会学研究で修士号、博士号を取得。研究的関心は、現

代世界におけるスポーツスペクタクルの歴史的、社会的、

政治的重要性である。スポーツ、レジャー、大衆文化に関

する著書や学術研究は 30 を超える。UK’s Sport Journalists’ 

Association と AIPS（International Sport Press Association）の

正会員であり、批判的社会学におけるスポーツの調査社会

学を確立した。国内外の数多くの放送メディアに出演し、

スポーツの歴史や政治を扱う多くの報道に貢献している。 

  

Conclusion

• The stakes are high for any bidder and host 
city. Getting and staging the games combines 
diplomacy, lobbying, unpredictable costs, and 
is a gamble

• But London, with determination, vision, 
political/civil/corporate alliances, and some 
luck, has raised those stakes.  
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〈 パネリスト 〉 

  東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致委員会評議会事務総長 

  ブライトン大学教授 

  筑波大学体育系教授 

  読売新聞編集委員 

〈 コーディネータ 〉 

  早稲田大学スポーツ科学学術院教授 

 

小倉 和夫 

アラン・トムリンソン 

真田 久 

結城 和香子 

 

間野 義之 

 

間野 皆さん、こんにちは。これから「オリンピ

ック・パラリンピックの将来像」について、約 2

時間にわたるパネル・ディスカッションを始めま

す。私はコーディネータを務める早稲田大学の間

野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

最初にパネリストの皆さんをご紹介いたします。

まず、小倉和夫さんです。東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック招致委員会・評議会事務総長

であり、外交官としての手腕を高く評価され、オ

リンピック・パラリンピック招致委員会の要職を

お勤めです。本日は外交官としての様々なご経験

を踏まえ、世界的な視野からご発言をいただきま

す。続きまして、今ほどショートスピーチを頂き

ましたアラン・トムリンソン教授です。ご紹介は

割愛させていただきます。そして、真田久教授で

す。現在、筑波大学体育系の教授であり、日本オ

リンピック・アカデミーの理事でもあります。オ

リンピックの歴史を始め、我が国のオリンピック

研究の第一人者でいらっしゃいます。本日はオリ

ンピックの歴史・社会学的な視点でご発言をいた

だきます。最後に、結城和香子読売新聞編集委員

です。1997 年から 2005 年までシドニー支局、ロ

ンドン支局、アテネ臨時支局に支局長特派委員と

して駐在し、2000 年シドニーオリンピック、2004

年アテネオリンオリンピックを含めて、94 年のリ

レハンメルオリンピックから 2012 年のロンドン

パネル・ディスカッション 

「オリンピック・パラリンピックの将来像」 
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まで夏冬 10 大会を取材され、国際オリンピック委

員会、IOC の取材を 20年近く担当されています。

本日は IOC 側の視点も含め、ご発言をいただきま

す。このような様々な肩書きを持つ多くの方がい

らっしゃいますが、総長や教授、編集委員等いち

いち呼びづらいため、統一して「さん」で呼ばせ

ていただきます。 

それでは、このパネル・ディスカッションの進

め方ですが、最初に各パネリストからそれぞれ 10

分から 15 分のご発言をいただいた後、ディスカッ

ションし、その後、フロアの皆様の質問を受けた

いと思っております。それでは最初に、小倉さん

にオリンピック・パラリンピックの将来像につい

て、お話をいただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

小倉 今ご紹介がありましたように、昨年より、

とある事情から東京 2020 年オリンピック・パラ

リンピック招致のお手伝いをしています。お手伝

いをして一番感じることは、やはりスポーツの世

界、特にオリンピックの招致というのは、政治運

動であるということを非常に強く感じます。それ

からスポーツ界、あるいはオリンピックそのもの

が、実は非常に大きな政治性を帯びたイベントで

あると感じます。これは私が政治や外交に深く関

わってきたからかもしれません。ところが、オリ

ンピックについて様々な文献をみると、満州事変

とオリンピックの関係とか、オリンピックについ

て政治的な側面から「ポリティクス・オブ・オリ

ンピックス」ということを書かれた方もいますが、

全体として見ると歴史的な分析が多く、いわゆる

国際政治論から本当の意味でオリンピックを考察

したものはほとんどないのではないかと思います。

ですから、本当は今日、早稲田大学でもあり、ア

カデミックな方も多いため、国際政治から見たオ

リンピックをどのように考えるかということを話

したいと思って来ましたが、基本的なアウトライ

ンは既に配布したパンフレットに英語で書いてお

いたので、パンフレットを見ていただければとよ

ろしいかと思います。 

オリンピックと政治の関係を考える場合に、や

はり 3 つの次元で考えなくてはいけないと思いま

す。一つは、オリンピック自体の開催の仕方を含

めて、オリンピック運動の中に潜む政治、あるい

は IOC の中の政治です。もう一つは、ほとんどア

カデミックな文献では触れられていませんが、国

内政治とオリンピックとの関係です。オリンピッ

クをさまざまな国が国内政治上どのように利用し

ているのか、あるいは利用してきたかという問題

があると思います。第三は、国際政治です。オリ

ンピックと国際政治との関係、いわゆる有名なモ

スクワオリンピックのボイコットやロサンゼルス

オリンピックのボイコット等の国際政治上の問題

です。こうした 3 つの問題があるわけです。 

この 3 つの問題の中でも、特に考えなければな

らないのはナショナリズムとの関係です。オリン

ピックというのは、やはり国家、一応選手は皆、

国を代表して出てきているわけであり、この事は

今後のオリンピックのあり方について、考える際

に大きな問題であると思います。 

1928 年のアムステルダムであったと思います

が、日本女性初のオリンピアンである人見絹江さ

んは大会参加後、「私は日本を代表しているので

はない」と言いました。「むしろ世界の同じ陸上

選手との友情、友好を深めることができ、またそ

の気持ちになれた、それが嬉しい」という有名な

言葉を残しています。ですから、オリンピックが

実は「ネイション・ステイト」と言いますが、国

旗を背負っているということは悪いことではなく、

国旗を背負っているからこそ、それを乗り越える

という気持ちになる訳です。 

このオリンピックにおける国家の問題に関連し

て、オリンピックの問題には選手が個人個人で参

加したらよいのではないかという議論があります。

これは国とオリンピックの関係、今後のオリンピ

ックのあり方として真剣に議論されなければなら
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ない点であり、一概にそれが悪いことということ

はできないのではないかと思います。他方、世の

中には、世界選手権をやればいい、オリンピック

をやる必要はないとおっしゃる方がいますが、そ

れも問題です。人見絹江さんが言っていることは

傾聴に値すると思います。 

もう一つは、オリンピックをめぐる商業主義の

問題あるいはテレビの問題、そしていわゆる腐敗

の問題です。先程トムリンソンさんが言及されて

いたようにロンドンオリンピックはそういった黒

い霧を消す意味があったと思いますが、今やオリ

ンピックというものが本当にどういう意味を持つ

のかということが問われています。英語でいえば

legitimacy、オリンピックの正当性が問われてい

る時代に来ていると思います。したがって、IOC

における決定の在り方がもっと透明性を持ち、

transparency がなければならない。IOC の決定に

ついて、何故さまざまな批判があるのかというと、

オリンピックの正当性、オリンピックの本当の意

味が問われているからだと私は思います。ですか

ら、先日のレスリングの問題についても、どのよ

うに物事が決定されているのかということを明確

にすることが、今後のオリンピックと政治との関

係を考える上で重要だと思います。 

第三は、国際政治のプレイヤーズ、国際政治に

参加する単位が国家から NGO や NPO、個人にか

わってきている点です。よくオリンピックと政治

の関係というと、すぐボイコット、人種問題、ブ

ラックパワー等の有名な写真、オーストラリアの

選手が原住民の旗を掲げる写真などが出てきます。

これら全てを政治問題として同じように並べるの

はおかしいと思います。というのは、個人の政治

的な主張が、オリンピックを機に主張されたとい

うことと国家間の政治とは別問題であるためです。

オリンピックにおいて参加した個々の選手が政治

的発言をするということと、ある国がアフガニス

タンを侵攻したため、ボイコットすることとは別

の次元の問題と捉えないといけないと思います。

そのようなことをいわば問題提起として書かせて

いただいたのがこの配布資料であり、英語で申し

訳ありませんがご覧に頂ければと思います。 

実は今日、本当にお話しようと思うことは、東

京招致の問題と関連してオリンピックというもの

を東京になぜ招致するのかということであります。

先日、IOC の評価委員会が来日し、色々な審査を

行なって帰りました。様々な意味で成功したと私

は思います。また、そういう評価を下す方も多い

と思います。しかしながら、このようなことを指

摘する人がいます。「東京は非常にいいところだ、

東京でやる資格は十分ある。しかし、なぜ 2020

年にオリンピック・パラリンピックをやるのか、

その理由がはっきりしないのではないか、これか

らそれを詰めていかなければならない」と。さら

に、インターナショナル・キャンペーンでそこを

はっきりさせなくてはいけないのではないかとお

っしゃる人がいますが、私は「ちょっと待ってく

れ」と話します。何故オリンピックを開くのか、

そういった質問に対して私は、「オリンピックを

開くことは素晴らしいことであり、東京は素晴ら

しい都市だ。だから東京でオリンピックをやりた

いのだ」と言えばいいのではないかと思うのです。

「なぜ」と聞くというのは、むしろ「なぜ」と聞

くほうがおかしいのではないかと私は個人的に思

います。「なぜ山に登るのか。山がそこにあるか

らだ」という有名な話があるように、「なぜオリ

ンピックをやるのか、オリンピックは素晴らしい

からだ」ではいけないのか、なぜ日本人は開き直

らないのかと私は思います。 

しかしながら、そう思うのは少数派ではないか

と思います。日本のジャーナリズムに携わる多く

の人も、なぜ日本でオリンピックを開くのか、そ

の理由をもっとはっきり説明せよと言います。そ

う指摘している人がいる以上はやはり理屈ないし

理由を言わなくてはいけません。そこで、いくつ

か考えられるものがあります。 
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一つ大きな点は、日本の若い人のスポーツ参加

率が減少していることです。これは文部科学省の

統計にも良く出ていますが、若い人のスポーツの

参加率が非常に減っている。やはりオリンピック

は、そういう傾向を変えていく一つの契機になる

のではないかと思うわけです。 

もう一つは、日本の高齢化です。ある意味では、

高齢者というのは、みな身体障害者であります。

身体障害者や高齢者、そういう人々がスポーツと

いうものをどうやって活用し、どのように社会参

加の意味を高めていくかということを考える上で、

やはりオリンピック・パラリンピックというもの

は一つの大きな刺激ないし触媒になります。豊か

な国の中で最も早く老齢化しつつあるという日本

社会で、オリンピックを開くということの意味は

スポーツというものをどのように社会の中で活か

していくかということを示す一つの契機になるの

ではないかと思うわけです。 

第三は、やはり震災復興だと思います。これは

多くの方が忘れていますけども、1940 年のオリン

ピック、これは幻のオリンピックに終わりました

けれども招致は成功しました。あの時になぜ招致

したか。それは関東大震災と関連しています。関

東大震災から立ち上がる際に東京都の職員が「オ

リンピックでもやったらどうか」と言い出したこ

とからすべては始まっているわけであります。実

は 1960 年も日本はオリンピックを招致しようと

したわけであります。ですから、もともとは 1950

年の初めの戦災、第二次大戦の戦争からの復興の

先に何か夢がほしいというところからスタートし

たわけでありますので、運命の皮肉でありますが

2020 年のオリンピックはやはりそういった東日

本大震災からの復興ということと結びつけて何も

悪いことはないどころか、それが日本のひとつの

心の伝統であったと思うわけであります。 

しかしながら、これを国際的にどう説明するか

ということは難しい問題だとは思います。最後に、

実はちょっと申し上げたいことがあるのですが、

さっき「なぜ山に登るのか」「なぜオリンピック

を開催するのか」と言われて、「山がそこにある

からだ」「オリンピックは素晴らしいからだ」と

言えばよいのではないかと申し上げましたが、実

は何のためにオリンピックをやるかということに

ついて、現在、多くの方が言っていることに 3 つ

の違った考えがあると思います。 

一つは、「オリンピックはオリンピックがある

からだ」という考えです。こういう考えをなんと

なく持っている方は、オリンピックは「アスリー

ト・ファースト」ということを非常に強調される

わけです。オリンピックの一番大事なことはアス

リート、そこに参加する選手が楽しく、またちゃ

んとした成績を残せるようなものが素晴らしいオ

リンピックなのだということです。「アスリート・

ファースト」ということを非常に強調される方は、

オリンピックはオリンピックのためにあるという

考えを持っている方だと私は思います。 

もう一つは、オリンピックはセレブレーション

であるという考え方です。オリンピックはスポー

ツの祭典、フェスティバル、イベントであるとい

う解釈がありますが、これはオリンピックという

ものをある種の娯楽と見ている方だと私は思いま

す。 

第三のカテゴリーの方は、先程トムリンソンさ

んがレガシーについて、“How to define legacy is 

very difficult question.”という話をされていまし

たが、レガシーというものを非常に強調される方

もいます。これは、社会的・政治的・経済的成果

やインパクトがオリンピックというものの一番大

事なところであるという考え方の方だと思います。 

ですから、以上を全て通じて私が申し上げたい

点は、オリンピックをやるというのは、「オリン

ピックをやるためだ。美しい芸術・美術を描くの

は、絵は絵を描くためだ。山は山に登るためだ。

それでいいじゃないか」と思う人は、オリンピッ

クのためにオリンピックをやればいいわけであり、

オリンピックは目的であります。しかしながら、
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レガシーや娯楽だということになれば、オリンピ

ックは手段になります。私はオリンピックという

のは、そのこと自体が目的である部分とそれがあ

ることのための手段である面の 2 つを持っている

と思います。この 2 つをどのように掛け合わせて

いくかということが今後のオリンピックの在り方

を議論するうえで一番重要なことではないかと思

っています。ありがとうございます。 

 

間野 オリンピックは、手段か目的かという非常

に難しく悩ましい両側面を持っています。どちら

をより強調して考えるのかということですね。そ

れでは続いて、真田さんからオリンピック・パラ

リンピックの開催の目的についてお話をいただき

ます。 

 

真田 筑波大学の真田です。今日はお招き頂きま

して大変ありがとうございます。オリンピック・

パラリンピックの開催の目的ということでお話を

したいと思います。今、小倉さんは「オリンピッ

クは素晴らしいからやるのだ」とおっしゃいまし

た。「結構説得力あるなあ」と一瞬思ってしまっ

たのですが、しかしそれで終わったらシンポジウ

ムは成り立たなくなってしまいますので、やはり

原理原則というものを追求してみたいと思います。 

オリンピック憲章には、「なぜオリンピックを

やるのか」ということが明確に書かれてあります。

それを拾い上げてみますと、そもそもオリンピズ

ムという考えがありまして、この考えを広めてい

くということがオリンピックムーブメントなので

すが、このムーブメントの一つがオリンピック競

技大会という位置づけになっているわけです。オ

リンピズムというのはピエール・ド・クーベルタ

ンという人が提案をした考え方です。１人の人間

において、肉体・意志・知性の調和的な発展、ま

さに知・徳・体を調和的に発展させ、フェアプレ

ーの精神で努力する喜びを理解していく。それら

をもとにした人々が集い合うことで平和な社会の

創造に貢献をするということ、これらがオリンピ

ズムという考え方であります。この考えを広める

運動全てがオリンピックムーブメントと言ってお

りまして、そのなかの一つが競技大会を開催する。

これが非常に大きなムーブメントの一つであると

いう規定がされているわけであります。そうやっ

て考えると、いかにしてこういったムーブメント

というものをこれから作り出していくかというこ

とがおそらく大事になってくるのであり、オリン

ピック・パラリンピックの将来を考えるというこ

とは今後のムーブメントを考えていくということ

でもあると思うわけであります。 

 

オリンピックムーブメントは、一番新しいオリ

ンピック憲章（2011 年版）から拾い上げてみます

と、こういうことが書かれてあります。まずは、

青少年の教育ということです。先程申し上げたよ

うに、努力する喜びやフェアプレーの他にオリン

ピックバリューということが重要視されています。

エクセレンス（卓越性）、フレンドシップ（友情）、

そしてリスペクト（尊敬、敬意）をしっかり青少

年に教えていこうということが謳われています。

それから差別の撤廃です。人種的な差別も含めて

異文化のなかで起こる差別を、スポーツを通して

なくしていく。さらには女性の地位向上というこ

とが盛んに言われています。特にイスタンブール

では、イスラム圏でオリンピックを開催すること

で女性の地位が向上していくということを強く訴

１. オリンピック・パラリンピック
競技大会開催の目的

次の考え（オリンピズム）を
ひろめる運動

 肉体,意志と知性の調和
的発展

 努力する喜び

 フェアプレーの精神

 平和な社会の創造

 この運動がオリンピッ
ク・ムーブメント
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えており、説得力があると思います。4 番目は生

涯スポーツ、スポーツ・フォア・オールです。こ

の考え方は、スポーツが万人に享受されることを

目指していくということになります。持続可能な

発展、アンチ・ドーピングや賭博と書きましたが、

スポーツのマイナス面をなくしていくということ

です。ドーピングや賭け事、八百長等が広がるこ

とによってスポーツの価値が人々から理解されな

くなってしまうということに対する危機感がある

わけです。そして、もちろん平和です。国連総会

の度に、休戦協定というものが全会一致で決議を

されています。8 番目は、憲章そのものにはあり

ませんが、先ほど鄭長官の話にもありましたよう

に、途上国の子どもたちを呼んでスポーツを行わ

せるという例や、ロンドンオリンピックの東ロン

ドン地域の開発・発展、リオデジャネイロの経済

的に貧しい地域での開発ということが謳われてい

ます。スポーツによる開発というのは非常に重要

なテーマになってきており、重要な今後のムーブ

メントの一つだろうと思います。 

 

さて、我々日本としてはどういうところを強調

していけばよいのかと考えるわけです。先ほど小

倉さんの話にもありましたように、私はまず、生

涯スポーツの発展は落とせないだろうと考えてい

ます。日本のオリンピック運動を推進したのは嘉

納治五郎という人物であり、彼はヨーロッパの委

員から「オリンピック委員会を作るように」と言

われたときに、オリンピック委員会ではなく日本

体育協会を作りました。この意図は、単にオリン

ピック選手を派遣するのでなく、国民スポーツを

普及させたいという思いで始めたわけであり、ま

さに競技力の向上と生涯スポーツは車の両輪とし

て日本では発展をしてきました。この歴史的経緯

を踏まえても、「金メダルをなぜ目指すのか」「金

メダルをとることでそれが私達一般の市民にどう

いう恩恵があるのか」ということを考えれば、こ

れはやはり生涯スポーツに行き着くだろうと思う

わけです。 

加えて、先ほどの発表にもありましたが、日本

は超高齢化社会を迎えています。先進国でも高齢

化社会を迎えている都市が多く、さらに今後は発

展途上国でも先進国以上のスピードで高齢化に向

かうということが国連の調査で分かっています。

したがって、そういう高齢化社会のなかでスポー

ツをどのように社会に位置づけて私たちの生活の

なかでいきいきと豊かに暮らしていくことができ

るのかを東京は率先して示すことが出来るだろう

と思うわけです。これはまさに人類が直面してい

る、それこそグローバルな課題に対して東京、日

本が先頭を切って示していける大きな課題であり

ます。もちろん障害を持った人、それから高齢者

のためのスポーツ、これらが行われるということ

は安心・安全な社会かつ質的にも豊かであるとい

うことの証左なのだろうというように思います。 

ロンドンオリンピックでの法華津選手を皆様は

覚えているでしょうか。71 歳、最高齢の選手でし

た。ロンドンでも話題になった方であります。最

高齢でスポーツをいかに楽しみ、かつ技術を磨い

てきたかということがさまざまな所で話題になり

ました。こういう選手を日本から出したというこ

とも高齢化社会に対するスポーツの有り様という

ものを発信できる大きなツールではないかと思う

わけです。 

先ほど挙げたオリンピックムーブメントは全世

代に関わるものであります。ユースオリンピック

2. 今日のオリンピック・ムーブメント
（オリンピック憲章2011）

1. 青少年の教育

努力する喜び,フェアプレイ

Excellence, Friendship, 
Respect

2. 差別の撤廃

3. 女性の地位向上

4 .生涯スポーツ

5. 持続可能な発展（環境）

6. アンチドーピング、賭博

7. 平和（休戦）

8. スポーツによる開発
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ゲームズが始まり、14 歳から 18 歳もターゲット

になりました。一般の若者、それからパラリンピ

ックも一緒にやるようになりました。次は、やは

りその上の世代だろうと私は思っているわけであ

ります。これは日本ができる大きな世界への貢献

だろうと思います。 

 

そして、これが最後のスライドになりますが、

スポーツによる開発です。これも既に今回の東京

招致では理念として入っていますが、3.11 以降、

若者の意識は変わったと私ははっきりと認識して

おります。うちの学生を見ているだけでも、かな

り東北の復興のためにボランティアに出かけてお

り、それも無償のボランティアでやっている。そ

の相談を何件も私は学生から直接受けたりしてい

ます。これは地震によって若者が変わったという

よりは、日本人の DNA のスイッチがオンになっ

たというふうに考えています。 

関東大震災の話もありましたが、関東大震災後

もスポーツによって社会を復興していこうという

運動が様々に起こっています。そのなかの一つが

国立競技場です。明治神宮外苑に競技場を作る。

あれは関東大震災の翌年に完成し、明治神宮競技

大会が始まっています。それから隅田公園、浜町

公園、錦糸公園。これらは関東大震災をきっかけ

として作られたスポーツ公園です。そこで人々は

普通にスポーツができるようになり、見るように

なったということがあり、100 年前の当時もスポ

ーツによって社会を復興していこうというエネル

ギーがあったわけです。そういうところが現在の

若者に我々の DNA が目覚めていったのではない

かと考えています。この意識はスポーツによる国

際貢献へと繋げていくことができると思っていま

す。 

うちの大学でも新しいこと、とにかくグローバ

ル人材とか言われていますから、それに繋げてや

ろうということで、先月タジキスタンという中央

アジアの国に学生を派遣いたしました。さらに現

在はカンボジアに学生を派遣しておりまして、募

集したところ、結構応募が来ました。学生たちは

こういうことに意識を持って「是非やりたい」と

言います。自分がスポーツでできるということを

活かして何か貢献したいという意識が非常に高ま

っているということを非常に肌身で感じた次第で

す。そういう復興ということを通して世界に目を

向けることで、スポーツによる国際貢献という展

開モデルが示せるのではないかと思うわけです。 

タジキスタンでの活動では、外務省の方たちに

大変お世話になり、サポートしていただきました。

日本の武道が非常に注目されているということを

感じました。嘉納治五郎の話をしようと思ったら、

その嘉納治五郎のビデオはなんとタジク語で編集

されてスポーツ協会の方が持っていました。日本

の武道というのは心も鍛えるということで素晴ら

しいということで、向こうでも日本の武道を大学

のなかのコースに入れたいという要望も出された

りしました。こういう姿を学生がみることによっ

て、スポーツを通して世界に対して何か貢献をし

たいという気持ちがますます強まってきていると

いうことであります。こういうまさに新しいオリ

ンピックムーブメントとしての教育モデルという

ものも、これを機会に示すことができうるのでは

ないかと思うわけです。これはまさに嘉納治五郎、

最初の日本人 IOC 委員が示した「自他共栄」とい

う、他者に貢献することでそれが自分に還ってき

て自分も発展できるというこの自他共栄の考えを、

現代にもまたこれは復興するという意味合いもあ

3. 生涯スポーツの発展

 競技力向上と車の両輪

 障害を持つ人、高齢者の
ためのスポーツの充実

（高齢化社会におけるグ
ローバルな課題）

安心、安全で質的に豊か
な社会であることの証左

法華津選手（71歳）
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るのではないか。こういうことをこれからのムー

ブメントとして日本は示していくべきなのではな

いかと思いました。以上です。 

 

 

間野 どうもありがとうございました。小倉さん

はオリンピックを直角的に「良きことは良き」と

してそのまま受け入れてやればいいのではないか

というお考えでした。真田さんの場合は、原理原

則のオリンピズム、オリンピックムーブメントに

戻り、8 つの要素に分解し、それぞれどのような

ところに力点があるかというアプローチでした。

また、嘉納治五郎まで戻り、日本流のオリンピズ

ムあるいはオリンピックムーブメントの解釈に合

わせて日本流のものを普及していく必要があるの

ではないかということでした。ある意味で対比し

て聞けることができたと思います。それでは続き

まして、結城さんお願いいたします。 

 

結城 読売新聞編集委員の結城です。よろしくお

願いいたします。IOC の取材を、19 年ぐらいやっ

ております。小倉総長が仰っていたように、まさ

に「なぜ」という部分を東京が持っていないとか、

レガシーということが必要だとかをうるさく書い

ている者の一人でございます。その理由を最初に

ちょっと申し上げましょう。 

「Why」のほうは単純でございます。IOC がそ

う言うからです。例えば去年ケベックで、IOC 理

事会とスポーツアコードという会議がございまし

た。招致の第一次選考が行われたところです。こ

この廊下をすれ違いざまに親しくしている IOCの

幹部の方、この方は次の IOC の会長選にも打って

出ますけれども、この方が「いやぁ結城さん、イ

スタンブールってやっぱりね、アジアそれからヨ

ーロッパの接点、イスラムっていうのを前面に打

ち出してくるよ。非常に良いと思う、あのテーマ。

東京もそういうのがあったらいいのにね。」って

言うわけです。私はそれを聞いて「そうですね」

としか言えませんでした。 

実はこのテーマ性というもの、「なぜ開催する

のか」という国内の話ではなくて、むしろ選ぶ側

の IOC 委員が見た時に、彼らは横並びに、今回な

らマドリードも入れた三都市を見ますから、「そ

のなかでどれが」といった時に、どれが一番 IOC

委員の考えるオリンピック運動の未来に資するか

というところの理由付けが足りないと言っている

のです。それは「オリンピック運動」そのもの、

オリンピックの存続、サバイバルにとってのかな

めになっていくものです。 

オリンピックという 2 年に 1 度、もしくはスポ

ーツにとっては 4 年に 1 度の巨大な大会で得られ

る収入は、IOC を通じて 90%以上が、各国際競技

連盟、つまり世界中の競技に分配されております。

また、IOC の方からソリダリティーと呼ぶシステ

ムを使って途上国のオリンピック委員会の方にも

資金が分配されている。要は、IOC が儲けるお金

で、世界のスポーツが普及などで助かっている面

が確実にあるわけなのです。オリンピックそのも

のの衰退とか死というのは、IOC の死だけではな

く、こういったスポーツ運動そのものが衰退して

いくことにもなりかねません。 

例えば、残念ながら北京五輪の後、実施競技か

ら外れてしまったソフトボールが、今どれだけ強

化資金が不足し苦しんでいるかを見れば、一目瞭

然でございます。そういう意味で、ちょっと脱線

しましたが、スポーツと五輪運動の存続に貢献す

る「Why」は、強いアピールになる。 

4. 復興から貢献へ
 3.11以降の若者の意
識, 行動の変化

他者への無償の貢献

スポーツによる国際貢献
への意識の向上

災害復興から世界貢献
への展開モデル

（自他共栄）
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「オリンピックがあるからやる」という意味付

け自体は、それは素晴らしいと思います。「山が

あるから登る」。それはもちろん主体、自分の心、

そしてその価値をそのまま見据えるという意味で

は素晴らし教え方だと思います。しかしながら、

他都市と比べている IOC 側から見て「まあ、それ

も素晴らしいね。だけど？」という話になってし

まいかねない。 

東京に「Why」がないというのは、例えば、こ

の間の IOC 評価委員会の視察時、最終記者会見の

場で、よく知る IOC をずっと取材してきた一人の

アメリカの記者が日本の招致委員会の幹部の方々

にその質問をしています。しかし、ご返答の一つ

は「質の高いオリンピックを開けるから。だから

選手のためにもなる。だから素晴らしい。オリン

ピック・マジックも生まれるかもしれない。」と

いうことなのですけれども、それはそれで素晴ら

しい事です。東京の一番の強みだと思います。け

れども、IOC から見れば、「それから？」という

ことになりかねない。そこを海外の IOC を取材す

る記者も突いてきました。皆、「東京は、支持率

は上がったけれど Why がやっぱりないね」と書い

ています。「発信力ないね」と書いています。こ

のあたりをどうするかということを、私共は IOC

側の目線に立って、もしくは IOC が言っているこ

とを聞いて、もし本当にオリンピック開催を真剣

に考えて、前向きにこれから勝ちにいくのであれ

ば、そういうことをまずやらなければいけないの

ではないですかと書いているという事です。 

もう１点あります。レガシーです。レガシーと

いうのはもっと簡単です。たとえば、東京都が４

千億円以上のオリンピック開催準備基金を持って

いると猪瀬都知事が何遍も仰っている。東京招致

の強みとしては素晴らしいですが、使われている

のは税金かもしれないし、五輪スタジアムの建設

やインフラの整備にも、税金が使われます。「税

金をかけるのであれば、その分私たちの利益にな

るものは何？」と聞くことがレガシーです。 

オリンピックを開催することは楽しいし、おそ

らくさまざまな利点がある。けれども、その過程

で問題も生じるでしょう。オリンピックを開く本

当の意義づけは何ですか。私達と社会にとっての

メリットは何ですか。それがレガシーというもの

です。その考え方は昔からありました。64 年東京

五輪においても、レガシーがものすごく大きかっ

たわけです。新幹線とかそういう器の部分だけで

なく、心に対してのレガシーも、です。日本人の

プライド、自信という意味でのレガシーがものす

ごかった。こういったものをあわせてオリンピッ

クの効果と、いわゆるインフラ整備のように目に

見えるものと、人々の自信といった目に見えない

ものをあわせて、有形無形の効果というふうに呼

びます。五輪開催を考える時には、こういったも

のをしっかり見据えないといけない。 

実は過去の五輪ではレガシーで失敗した例もあ

ります。例えばアテネ。終わった後で施設の後利

用の計画も見通しも立たず、「いやこれは」と思

いました。五輪そのものは素晴らしかったのです

が。そんな例を見ていると、レガシーというもの

を本当に生かすためには、オリンピックを触媒に

してその後社会に生かすためには、事前にじっく

り考えなければいけないことが分かります。 

いわゆる成熟した都市で、国民・世論の力がと

ても強く、当然メディアも強いイギリスでは、招

致の段階から「なんでやるの」という話がずいぶ

んあったのです。だからこそロンドン五輪という

ものは、それまでのオリンピック史上、レガシー

というものを招致の段階からしっかり打ち出し、

それを礎にしながら組織を準備し、最後に成果を

上げたという意味で、おそらく初めてのオリンピ

ックになるのです。これはメディア、それから人々

の監視が強く、「我々に何があるの、いったい？」

という質問が必ずついてまわったからです。 

ロンドンの招致を、それから組織委員会を会長

として率いたセバスチャン・コーという方がいま

す。彼に何度か東京がまだ 2016 年の招致をして
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いた頃から、「こういうレガシー、それからビジ

ョンとか、そういったものを東京がまだよく考え

られていないと指摘を受けることが多いけれども、

いったいロンドンの場合はどうやって作ったのか」

と聞いたことが何回かあります。一番印象に残っ

ている答えは、だいたい同じ方向性の答えがいつ

も返ってきますが、「ビジョンというものは、結

局その国の人々が自分たちと自分たちの社会を見

つめて、それをどう変えたいかという事を一生懸

命考えて、その変えたい未来に向かっていく中に、

どうオリンピックを触媒としてはめるのか。その

構造の中からしか出てこないのだよ」と言います。

「机の上で招致委員会が考えるものじゃない。そ

れは一人一人、社会にいる人間が考え、その世論

とか、その思いが結実した時に、初めて本当の意

味のビジョンが生まれる」という言い方をしてい

ます。 

実は、さっきの Why に一瞬戻りますが、「なぜ

やるの？」「なぜＩＯＣにとって、オリンピック

運動にとっていいの？」ということをいう時も、

まったく同じ考え方が生かされます。先ほどチョ

ン元長官が「“国内で目指すもの”と“ＩＯＣ委

員が懸念を持ち目指すもの”とを、寄り添わせる

ことが大事だ」という言い方をしていらっしゃい

ました。まさにその通りです。ＩＯＣが求めるも

のというのは、オリンピック、それからスポーツ

の未来にとって、という観点から考えるべきもの

です。 

例えばロンドンを例にとりますと、招致の段階

で、その時ＩＯＣやスポーツ界が直面していた問

題が「若者のスポーツ離れ」でした。現在も大き

な問題となっていますが、モバイルとかゲームと

かテレビとか、そうしたスクリーンによって子ど

もたちの時間がどんどん奪われ、スポーツをする

子が少なくなる。その子たちが親になった時には、

自分がスポーツをしてこなかったものだから、自

分の子どもにさせることはおそらくないのではな

いか。そうしていくうちにスポーツ、そしてオリ

ンピックへの関心というものが廃れていくのでは

ないか。そうしたことが大きな、懸念になってい

たのです。 

それに対してロンドンは、「よし、じゃあ私た

ちは、オリンピックがどれだけ人の心を触発する

か知っている。例えばセバスチャン・コー、彼自

身だって小さい頃に講堂で、白黒テレビで観たオ

リンピックのワンシーン、これが原点になって、

走ることを始めた。スポーツを始めるだけではな

い。いろんな意味で触発されるものである。だか

ら私たちはプロジェクトとして、世界の特に途上

国、スポーツという恩恵をあまり受けていないよ

うな生活をしている子どもたち……アジア、アフ

リカ、いろんな所がある。子どもたちにスポーツ

の何かを伝え、実際にやってもらって、そこの社

会のリーダー、それからコーチになる方たちにも、

そういったものの大切さを教え、根付かせる努力

をしましょう。それによってオリンピックという

ものが一つの大きな流れを生むきっかけになって

くれればいいのです」ということを最終プレゼン

テーションで、非常に素晴らしいビデオとともに

演説したのです。これが大きくＩＯＣ委員の心を

つかんだ、と私は感じています。そういった流れ

があるので、「何故」というところから、もしく

は「私たちは何を求めるのか」というところから

考えることを始めなければいけない。 

ここから先は日本の話として２点。私見でござ

いますけれども、「例えば」を差し上げます。じ

ゃあ日本の、東京の招致のビジョンは何？という

話になると、だいたい前回の１６年の招致を見て

おりますと、それはその都市の再開発であって、

東京の十年計画であって、それから環境問題の克

服、どれだけの高度な技術をもって素晴らしい環

境政策を出すかというようなこと、そのような流

れに少々なりがちだったように記憶しています。

もちろんそういうものは大事なのです。自分たち、

例えばロンドンの東郊外の再開発のように、自分

たちのインフラとか町とかをどう変えるのかとい
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うビジョンも大事です。だけどもそれは普遍的で

ないものが多い。地域的な関心事であり、世界の

人達は「そうね。それはどうぞやってください」

という程度にしか感じられないようなものである

ことが多いのです。そうではなく、私がもっとビ

ジョンとして持つべきではないかと思うのは、も

う少し自分たちの今の心の問題に近いものだと感

じております。 

自分たちの心を今考えた時に、例えば「閉塞感」

というものがありますね。よくいわれる「閉塞感」。

何だろう、今の私達が夢を見る力がだんだんなく

なってきている、とよく言われますね。結局それ

はとりもなおさず、今現在我々が置かれている環

境、なんだかだんだんジリ貧になってしまったり、

先の見通しがつかなかったりという状況下で、自

分にいったい何が出来るのか、何もできないので

はないか、何も変えられないんじゃないか。そう

感じてしまうことがその発端だと思うのです。例

えば、そういう思いを持っている時に、何でもい

いのです。何でもいいのですが、このオリンピッ

クのようなものがあって、７年間の準備があって、

それをいろんな形でみんなが参画できて、ひとつ

になって何かやったと。それが成功したと。そし

たらものすごく大きなインパクトを与えうると思

うのです。 

実はロンドン五輪を見ていてそう思いました。

イギリス人の方たちは、私も２年住んでいました

けど、どこか懐疑的です。イギリス人が一つにな

って、最後にはロンドンオリンピックの最後の大

パレードの後でセバスチャン・コーが総括して曰

く、「今、私たちはスポーツをもはや同じように

は見ないだろう。障害というものをもはや同じよ

うには見ないだろう。そして我々は“いざとなっ

たらやれるのだ”ということを自分たちで知った

のだ。」その最後の部分に、恐らく当たるのだと

思うのです。そういう何か知らない小さな変化を

自分でも起こせる。それが積み重なった時には何

かが起こる。社会が変わる、変われるかもしれな

い、と思う事、思えることが自信になると思うの

です。そういった積み重ねというものが社会を動

かしていくのではないかと感じます。 

あともう１つ、例えば日本がいま抱えるものと

して、私はシドニーにも駐在しましたので、シド

ニー五輪の時のことと対比をさせて短く差し上げ

ます。 

日本人であることについて、個人的に「何でア

ジアに対し、もしくはアジアの国から日本はこう

いうふうに見られているのだろう」と思う事が

多々あります。中国に行っても、韓国に行っても、

なにか肩身の狭い思いがする。なにかこの辺に重

たい石があるような気がします。「日本人像」と

いうものを私自身は持っていますが、それとまっ

たく違う「日本人像」を持っている人がいる。ど

う思われているのだろう、そうした思いがずっと

あって、そこが日本人としては一つの、まったく

意識の上にも通常はのぼらないくらいの、だけど

なんだか重たい心の「おもし」みたいなものにな

っているような気がするのです。 

例えばオリンピックというものを契機に、東ア

ジアというものについて、混迷する政治云々は少

し置いておいて、私たち個人の意志、草の根の人々

の交流という形で、象徴的に「我々は一緒なんだ」

という事を言えるような場にできたら。そんな思

いが、実はあります。さっき申した、シドニーオ

リンピックの際に、それに近い状況が起きたから

です。 

これはアボリジニのキャシー・フリーマンです。

先ほど小倉さんも言及されたオーストラリア先住

民の選手です。ただ、先住民の歴史というのは差

別の歴史であり、ある意味で一時期は虐殺の歴史

だった。「ストールンジェネレーション」と呼ば

れる、子どもを親から強制的に引き離して里子に

出させ、そのアイデンティティも教えずに、自分

の元の名前も出生証明もないまま育てる。そうい

う長い歴史の重荷があった末の今です。 
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オーストラリアの社会、白人の社会では「フェ

アゴー」というものがひとつのテーゼになってい

る。「万人に対して機会平等。私たちは公平であ

ることを最も大事に思う」というのが「フェアゴ

ー」なのですが、そのフェアゴーの精神に一番相

容れない、ある意味でオーストラリアの歴史の暗

部といわれてきたのが、この先住民の問題だった

のです。それをシドニーオリンピックの時にテー

マにした。 

聖火リレーの時、聖火リレーを最初に持ってス

タートしたのは、ペリスニーボンというもう一人

の女性のアボリジニのランナーで、スタートした

場所はウルル、アボリジニーの聖地エアーズロッ

クでした。このキャシー・フリーマンは最終聖火

ランナーでした。キャシーが陸上女子 400ｍで優

勝した時には、アボリジニーの旗、それからオー

ストラリアの旗の両方を掲げた。キャシーは「私

は、オーストラリアンで、アボリジニであること

を誇りに思う。私はあなた方と一緒だ」という意

味合いで、両方の旗を持ったのです。彼女はアボ

リジニの子どもたちにこう呼びかけます。「アボ

リジニの子どもたち、あなたたちはもう、“我々

が誰か”を恥じる必要はない。新しい時代が来る

のです」と。 

シドニー五輪にそういったテーマ性を持たせた

がために、先住民の権利や、和解を目指すたくさ

んの草の根の運動が起きた。人々が、多くの白人

が、ブリッジウォークといって、シドニーのハー

バーブリッジをたくさんの人が日にちを決めて歩

きました。「リコンシリエーション、和解をしよ

う」、「我々の世界をもっとベターに改革しよう」

という意思表示でもあったのです。こうした流れ

が生まれた。もちろん、そう現実は甘いものじゃ

なくて、オリンピックの後で政治が動いたかとい

うと、それは動きません。だけどついにその後、

ずいぶん経ってからラッド政権になって、最終的

に先住民に「謝罪」をした。歴史的な謝罪という

のがそれまで無かったことが問題になってきたの

ですが、その時には先ほどのキャシー・フリーマ

ンや、いろんな、アボリジニ社会への支援運動を

していたイアン・ソープとか、スポーツの選手た

ちがそこに証人として並んだ。スポーツというも

のがそういう力を持てるのだ、というのを私は目

の当たりにしました。 

もちろん、スポーツそのものが何かを、政治を

変えるものではありません。ただその象徴として

の力、シンボリズムを前面に出すことによって、

理想を求める人々の意志が見える。その意志が記

憶に残ることで、それは歴史になるのです。歴史

というものは後々になってから、先ほど例えばチ

ョン長官が「88 年のソウル五輪の後で民主化が進

んだ」とおっしゃいましたが、そういう 10 年以上

のスパンで考えた時に、変化の一つのきっかけに

なりうるのが、こういった「テーマ性」、オリン

ピックの使い方でもあると思います。とりあえず

ここまでにしておきます。後は後程、話させてい

ただきます。 

 

間野 真田先生がオリンピックムーブメントを８

つの要素に分解してもう少し検討すべきだ、とい

うところに、更に、オリンピックそのものを社会

の変革の触媒として、周到に計画して用いるべき

じゃないかという考えを加えていただきました。

そうじゃないと税金を使ってやる意味もないし、

それだけの価値があるものなのです。実際、10 億

人が開会式を見るというイベントは、例えばノー

ベル賞であったり、アカデミー賞であったり、そ

ういったものでもあり得ないわけですね。唯一オ

リンピックだけがそういうインパクトがある。そ

こを社会の起爆剤にしていく。これはチョン長官

も同じことを仰っていました。それに対して小倉

さんどうでしょうか。 

 

小倉 正直申し上げますと、それは非常に素晴ら

しい事ですし、それが出来ればそれに越したこと
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はないと思いますが、それは実は２つの危険性を

はらんでいると思います。 

１つは、オリンピックを手段化するという事で

す。何故かというと、そういうビジョンを持つと

いう事は、オリンピックの先、更にそのオリンピ

ックを 2020 年としますと、2030 年くらいを目指

して目標を立てないと、オリンピックが終わった

時には、その目標はなくなっていたのでは困るわ

けなのです。まさに結城さんが言われたように、

オリンピックを契機としてそれから更に発展する

からこそ、社会の触媒としての意味があるわけで

す。そうなると、ビジョンというのはオリンピッ

ク・パラリンピック開催の時期をターゲットにし

てはダメになるわけです。ビジョンですから、も

う少し長いビジョンで、その中でオリンピックを

位置付けなくてはいけません。これは大変なこと

です。そういうことが出来ればいいと思いますが、

なかなか出来にくいと感じます。 

もう１つは、やはり国家的レベルでビジョンを

出すとなりますと、オリンピックというものをそ

のように使うというのは、時代遅れではないかと

いう点です。時代遅れという意味は、日本のよう

な成熟した社会においては、もはやそれは若干難

しいのではないかと。むしろそれは、これから国

づくりをしていくような国にとっては、非常にい

いと思いますが、日本のような国は、果たしてそ

のようなことにオリンピックを使う、という事が

果たして可能なのかどうか。出来ればそれに越し

たことはないけれども、私は若干難しいのではな

いかという気がします。 

間野 日本より成熟した社会であるイギリス・ロ

ンドン。三度目のオリンピックを経験して、長期

ビジョン、国家ビジョンを立てて、それがロンド

ンオリンピックで触媒になって解決していくって

ことは、実際どうなのでしょうか。そういったこ

とはイギリスでは議論され、現実的にそういう現

象が起きているのでしょうか。 

 

トムリンソン 長期的なビジョンというのが、そ

のような形で計画立てて考えられたとは思いませ

ん。シンガポールでの招致委員会において、2005

年のことですが、「もし招致が決定しちゃったら

どうしようか」みたいな話も出ました。予算も分

からないし、完全に計画もされていない、勝てる

とは思わなかったと。パリの勝利に違いないと。

ジャック・シラクは個人的なモニュメントを作り

ましたよね。美しい橋のところに。結果的に転が

り込んできてしまった、というのがロンドンのケ

ースです。当時、ロンドンがパリに打ち勝ったと

お祝いの様子しか流れませんでした。 

 ただし、ロンドンでは触媒というのは二つあっ

たのではないかと思います。一つは、多文化の若

者を強調した点です。これは、パラリンピックの

アスリートや、他の人種のアスリートの見方を変

えるというものであり、自分の日常そのものがが

らりと変わるわけではありません。日常的に多文

化の人と触れ合えるわけではありません。ただ、

その、若者への多文化、というところのテーマは

強調されました。 

それから、もう一つ、このオリンピックが成功

したということです。その結果、いろいろな意味

で、ロンドンも世界から受け入れられる都市にな

ったわけです。今年はどうなるかわかりませんが。 

触媒というのであれば、その効果がいつまで持

続できるかということも考えなければならないと

思います。もし、具体的な目に見えるゴールに持

続できないのであれば、それにコミットしてはだ

めです。少なくとも、人の見方を変えますよ、と

最低限できるところを伝える。異文化間のものの

見方を変えますよと。それが、ポジティブな効果

をもたらす一つのものではないかと思います。 

 

結城 トムリンソン先生ありがとうございます。

パレードの日にポリス・ジョンソンロンドン市長

が言った言葉。普通ロンドン市民というものは、

地下鉄に乗って足を踏んだ時ぐらいしか自発的に
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ものをお互いに言わないのだけれども、今はいた

るところで会話をしている。お前らのせいだぞ、

選手たち！という言葉がありました。それからキ

ャメロン首相が、これは百年、何百年も覚え、記

憶に残る夏になるね。という言い方をしました。 

ロンドンは多文化の街です。皆さん、多分いら

っしゃった方は良く知っていると思います。電車

に乗っていると聞こえる言葉は英語じゃない。隣

に住んでいる人も白人ではない。だけどロンドン

五輪を通じて、その中で一つの統一感、一つの共

通の価値観を持っているという了解、理解みたい

なものが、生まれたように私は感じました。 

その一つの了解というのは、例えばロンドン五

輪で一番記憶に残るシーンの一つが体操のメダル

なのですが、日本側の抗議によって、日本の男子

団体のメダルが、４位から２位に上がりましたね。

その時に銀メダルだったイギリスのチーム、これ

までメダルを取ったことがなくて大騒ぎをしてい

たのが、銅になったのです。だけどこの時、イギ

リスの選手たちもそれから観客も、そのことにつ

いてブーイングもせず、本当にいい拍手を日本の

選手に贈った。選手たち一人一人があとで BBC の

インタビューを受けた時も、「僕たちはもうどの

メダルでも感激、日本は勝利に値するよ」という

話をしていました。 

また、自転車競技で、ペンデルトンが、ライバ

ルのオーストラリアの選手と競って、僅差で負け

て、だけど最後に一緒に手をつないで走って行き

ましたね。ペンデルトンって選手は大ベテランで、

非常にイギリスでは有名な選手で、最後のレース

でした。選手の敗北を温かく讃える、しかもオー

ストラリアの選手に対しても大きな拍手がわいた

シーンというのは忘れられません。 

それがある意味で、イギリスの方たちにとって

も、人種とか出自を越えて、自分たちはそれを是

とすると、それを自分たちは拍手でたたえると、

そういう価値観が自分たちには、イギリスの社会

にはあるのだと、そういう自覚につながった。そ

れを自分たちの中で共有し、世界に自主的な行動

で示せた瞬間だったと思えるのです。それはやっ

ぱり、記憶に残ると思うのです。 

自分たちは誰か、ということを、世界の目が注

がれるオリンピックは、見つめる機会になる。そ

の時に、いい資質というものが光った。みんなが

それを共有した。あの一体感というものは、その

国の人たちの自信になるし、そのあと何か起きた

時のおそらく礎にもなります。私はそう思うので

レガシー、とくに無形のレガシーといったものが

大事なのではないかと感じます。 

ただ、これは計画してなかなか出せるものでは

ない。しかも、これをどう出すかだけでなく、ど

ういう効果があったかを数量化することもできな

い、非常に難しいものです。もう一つ、例を挙げ

ると、バンクーバーのオリンピック、やはり先進

国の都市でした。先進国で何を目指すのかといっ

たときに、ジョン・フーロング、これも招致から

組織までずっとやった人がいたのですが、カナダ

はやはり先住民の問題も抱え、しかもフランス語

圏、英語圏という歴史的な分断を抱えていた。統

一感があまりなかった。彼が言うわけです。「人々

を一つにしたかった。自分たちが起こす小さな変

化によって、カナダという社会が変わるというこ

とをみんなに感じてもらう機会にしたかった」と。

それで先住民の方たちを組織段階から入れ、その

文化を開会式などを通じ発信しました。そして、

先住民、白人が互いに協力をしながら、五輪を成

功に導いていく課程で、一つになったと感じるこ

とがある意味でできるまでになりました。 

それは非常に大きいことです。先住民側のリー

ダーは当初、懐疑的でした。そんな白人の祭りに

我々の土地を貸して、それでどんないいことがあ

るのだという言い方をされていました。リーダー

とは長老たちです。カナダ先住民には 600 いくつ

も違う言語があり、多くの部族があるのです。だ

けれど、最後にはその幹部の一人、私が話を聞い

た方は、あのオリンピックは我々先住民の歴史の
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中で、100 年の変化を 17 日で起こした、という言

い方をしました。先住民であることへの自信や、

民族のまとまり、若者たちが未来への視点を持っ

たという意味で、だそうです。 

人々が何かを共有することで、大きな効果が生

まれます。近年、各国政府がオリンピックの招致

にどんどん手を挙げるのは、いろんな意味で政治

的、経済的な効果だけでなく、社会的、有形無形

の効果が認められると言われ始めているからでし

ょう。少なくとも IOC はそう見ています。ただ、

その効果をどういう風に測るのかといった部分は

まだクエスチョンです。 

 

間野 では、小倉さん。84 年の時には、先ほどあ

りましたけれどロサンゼルスとテヘランしか手が

上がらなかったのが、急になぜ招致競争になって

きているのかということとも多分結城さんの話は

繋がっているかと思いますがいかがでしょうか。 

 

小倉 最近私が非常に感じますのは、IOC 文化と

言いますか、オリンピックカルチャーというもの

が、オリンピックを行っている人の中で定着しつ

つあるように思います。それは極めてヨーロッパ、

アメリカ的なカルチャーなのです。私がなぜその

ようなことを感じたかというと、先日評価委員会

の方が来ましたが、こういう質問をする人がいる

のです。東京都の安全のセキュリティー対策を見

て、重大な問題があるのではないかと。なぜかと

言うと、東京はビルの屋上やビルの上空、高い階

から、ライフルで選手村に鉄砲を撃つとか、そう

いうことを想定していないのはおかしいのではな

いかということを言う人がいるのです。アメリカ

とかヨーロッパでは、それは考えられることなの

です。日本ではガンコントロールがものすごく行

き届いていますから、ライフル銃で、隣の選手村

に撃つということは考えられません。 

もちろん、そのような心配をすることはあって

もいいのですけれども、欧米の社会というものを

ベースに、オリンピックは運営されています。や

はり東京がビジョンを出すことになると非常に難

しいのは、その点です。日本社会というものは実

は欧米社会をさらに超えたような高齢化とかもあ

り、超えている部分とそうでない部分とがある。

ところが発展途上国は、これから近代化しようと

しますから、欧米的な価値、欧米的なカルチャー

を社会に取り込まなくてはいかないわけなのです。 

オリンピックというものは、一つの欧米社会的

な価値に染まっていて、それを取り入れていくこ

とはその国にとってもいいし、またその国がオリ

ンピックファミリーにしっかり入っていくことに

よってオリンピズムが広がるので、二重の意味で

いいわけなのです。だから最近、やれ北京だ、や

れブラジルだということにオリンピックの開催地

はなっているわけで、そこには歴史的な必然性が

あるということです。 

したがって、私はロンドンオリンピック・パラ

リンピックというものの意味をどのように考える

かというのは、オリンピックの将来にとって極め

て大事なことじゃないかと思います。 

 

間野 真田さん、オリンピック・パラリンピック

の将来像についてどうぞ。 

 

真田 私は、パラリンピックを観に行こうと思っ

ていたのです。日本ではチケットが手に入らなか

ったので、ロンドンに行けば手に入るだろうと思

っていましたら、全然手に入りませんでした。入

手できなくて、パブリック・ビューイングで見た

のですけれども、そのおかげで昼間あちこちの文

化プログラムを見ることができました。ハイドパ

ークには、ヨーコ・オノの平和のメッセージ展が

行われていたのです。おそらく、ロンドンでは最

も有名な日本人なのかなと思います。それから歩

いていたら、市内の高等裁判所にもオリンピック

の旗が掲げてあったのでそこに入ったのです。そ

したら、「スポーツと法」というテーマで展示が
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なされていました。その中に、「法の番人である

専門家はどう見るか」という今のスポーツと法の

在り方を、例えば CAS についてとか、専門家はど

のように見ているのかという展示だったのです。 

これはやはり、ロンドンといいますか、イギリ

スの文化というものがスポーツを基調として社会

が成り立っているのだなということを感じた次第

であります。東京でオリンピックをやった時に、

果たして東京の高等裁判所でスポーツと法という

ことを、提案した時にうんと言ってくれるかと思

ったら非常に寒い気持ちになると思います。それ

がやはり、成熟した社会ならではだと思うのです。

そういうことを考えますと、やはり私たちは、ス

ポーツと社会という面で成熟はしていないという

ことが言えるのでしょう。 

しかしその一方で、欧米のスポーツにはない武

術的なもの、武道というもの、これを我々が持っ

ているわけであります。これは、むしろヨーロッ

パが、あるいは中央アジアとか、東南アジアとか

でも非常に関心が高いのです。向こうは持ってい

ないけど我々が持っているものも実はあるわけな

のです。それで、そういうものを示していくとい

うことは、実は、オリンピックムーブメントが極

めて正常になっていく上で大事だと思います。 

私はこの前のレスリング問題非常に気になって

いまして、レスリング問題が起こった時に、あれ

だけ全世界が騒いだ、それでまたレスリング協会

がもう大騒ぎになって、会長までも変えて何をし

たかというともう途端に IOC にすり寄っている。

それまでは自分たちはこんな歴史があってこうい

うものだから変更する必要はないのだといったの

が、途端に変わっているわけです。もうルールを

変えます、女性レスラーももちろんたくさんいま

す、グレゴローマンは改革しますとなってしまう

わけなのです。これは、ある意味で言うと、IOC

の価値観というものがスポーツを支配してしまう

と思うのです。もしかしたら、今から 20 年後 30

年後には、ラグビーは７人制ラグビーが主流にな

っているかもしれません。昔そういえば 15 人制ラ

グビーがあったねというときが来るかもしれない。

それほど大きな変化を、このレスリング問題は提

示したと考えます。 

それに対してどのように考えるのか、これを大

きな文化変容の流れのなかでとらえるべきなのか、

あるいはそうではないスポーツの価値というもの

もあるのだということを示していくということも、

欧米以外の立場から言っていく必要があるのだろ

うと思います。これを昔言っていたのは、まさに

嘉納治五郎だったわけなのです。そういうことも

踏まえて、オリンピックムーブメントの将来を考

えるということは、まさにそういうことなのだろ

うと、そういうことをディスカッションしていく

ということが極めて大事であると感じています。 

 

間野 現代世界の今、７つの固有な文明があると

いわれています。そのうちの一つが日本であるわ

けです。そういう固有の文明を持っている日本と

いう国が、ある特定の文明の産物であるオリンピ

ックというもの、またそのオリンピックを司って

いる IOCの考えというものを無批判に受け入れて、

それでビジョンやあるいはレガシーを考えること

は本当にいいことなのか、という真田先生の指摘

だと思うのですが、結城さんいかがでしょうか。 

 

結城 ありがとうございます。その問題の一瞬前

にさっきのイギリスが成熟をしている、裁判所に

日本でできるだろうかという話に一言申し上げた

いと思います。 

ある意味で近代スポーツはイギリスで形作られ

たようなところがあります。それは例えばラグビ

ー校であるとかそういった教育にどうスポーツを

使うのかという視点があって、それにクーベルタ

ンが触発されてオリンピック、近代五輪を始めま

す。そういう流れの中で、その当時のアマチュア

リズムと称したジェントルマンのスポーツという

のは、当然スポーツというものが政治談議と同じ
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ように戦わされるような土壌がたくさんありまし

た。ジェントルマンたち、社会のリーダーたちは、

スポーツマンでありながら政治を語り社会を語り

ました。その流れから言ってイギリスにおいて、

スポーツ選手というものは、社会のある意味代表

であるわけです。人格的にも、それから識見の見

地からも。日本というのは、そのあたりが育って

いないような気がずっと昔からしております。 

震災の後、真田先生がさっき変わったとおっし

ゃった。あの後で初めて、日本もようやく選手側

からメッセージが自発的に出てくるようになった、

その意識をもっと持ち続けていただきたい、と思

いました。為末大さんに、たまたま日本選手権の

時に、あなたは様々なメッセージを発信してきて

いるけれど、何故他の選手は言わないのだろうと

聞いたら、「ああそれは簡単ですよ、コーチがそ

んなこと言う暇、考える暇あったら練習しろとい

うからです」と。そういう土壌がやはり日本の社

会にはあるのかと感じました。 

そこで一点、レスリングのグレコローマンとか

伝統のあるものに関して IOCの価値観が押し付け

られるのではないか、しかもそれがスポーツ自体

を変質させるのでないか、非常に面白い視点であ

り、そういう側面はあると思います。ただ IOC 側

にしてみれば、スポーツそのものというよりもオ

リンピックで、オリンピックの一員としてのスポ

ーツをどうするかということに対しての権限なの

です。彼らは、当然そのように認識しており、そ

の通りです。そして、オリンピックに入るために

はオリンピズムというもののサバイバルを支えて

いけるような資質のあるスポーツでなければいけ

ません。要は若者が関心を持ったり、テレビが関

心を持ったりするものというのが一つの要素にな

っていく。 

レスリングが除外候補となった他の理由は、当

然だとも思います。IOC 側が言うのは、例えば、

倫理委員会を作りなさいということです。国際レ

スリング連盟、FILA は、それに近いものはあり

ましたが、なかったのでこれから作りますと言っ

ています。女性、組織の多様性、ガバナンスとい

ったものに関して、スポーツにおいても社会的責

任や重要性が高まっています。ただ、先日バリー・

ホウリハン先生も講演されていましたが、それを

どうやって守るのかという観点が不足している。

スポーツ組織というのはもともとボランティア団

体が多いだけに、ガバナンス、しっかりルールを

作ってそれに基づいてちゃんと透明性を確保して

やりましょうよ、という部分がきちんと出来てい

ないところもある。そのあたりを FILA にずいぶ

ん前から IOC は言ってきています。それを変えな

かったというのは FILA 側の残念ながら少し足り

なかったところかなと感じます。 

グレコローマンについて、おっしゃる通り古代

からずっと続いてきたスポーツを、「面白く変え

ろ」というのは、どうなのかなとも思います。た

だ、スポーツ自体がサバイバルするためにも、何

か新しい時代に即したものを取り入れていくとい

う流れは、別に IOC に言われなくても各スポーツ

がやってきたことでもあります。 

 

間野 スポーツは人類共通の文化遺産といわれな

がらも、それを行うそれぞれの国や地域では、文

化や文明も全く違う中で、それをどうやってオリ

ンピックという一つの型にはまったパッケージを

開催して、世界全体を反映させていくのか。それ

ぞれの軋轢や摩擦があると思うのですけれども、

ここは３度のオリンピックを開催したロンドンに

大きなヒントがあるのではないでしょうか。小倉

さんからも指摘がありました。 

 イギリスの中では、当然自分たちスポーツの発

祥の地であるという自負心がある中で、フランス

やドイツや様々な国の中で変容してきたオリンピ

ックに対しての何かの違和感、あるいはもう一度

イギリス的なスポーツへの原点回帰といった、そ

のような考え方というのはオリンピック開催の時

にあったのでしょうか、トムリンソン先生。 

39 



 

トムリンソン IOC について一言、言ってもいい

でしょうか。そのあと今の質問に答えたいと思い

ます。 

オリンピックがこれから先も繁栄するために

IOC がするべきことは、バランスを取り続けるこ

とです。古いスポーツ、これがドイツ生まれだろ

うと日本生まれだろうとどこ生まれだろうといい

のです。歴史の長いスポーツの中には、本当はス

カンジナビア生まれだとか、アジア生まれのもの

もあるのです。現在、“Generation Y”と呼ばれる

スポーツと歴史的なスポーツを混ぜ合わせている、

ユニークなオリンピック・パッケージは重要な問

題です。 

オリンピックは世界選手権ではないのです。ト

ップパフォーマーだけを目指すのであれば、毎年

の世界選手権に皆行くわけです。でもオリンピッ

クはと言いますと、これはちょっと変わった歴史、

ファンタジー、それから未来のまじりあったイベ

ントなのです。クーベルタンの言葉ですが、まる

で宗教の伝道のようなのです。教育者の言葉では

ないというように思います。彼は、敗戦後のフラ

ンスのオリンピックのビジョンを通じた再生につ

いて、このように言っています。「国民に人類の

歴史における水平線を示し、相互の尊敬の念の中

から国際的な平和が生まれてくる。」これはまる

で宗教者の説教のようです。メシアの言葉のよう

です。しかし、このような言葉から我々が継続し

たいと願っているものが生まれてきたわけです。 

IOC はこのバランスを保っていかなければなり

ません。古いもの新しいもの、そしてもしかした

ら将来的なもののバランスを保たなければなりま

せん。しかし、あるスポーツが普遍的であるとか、

国際的であるということを偽ることはできません。

ラグビーにおいて私は違うと思っています。確か

に南米ですとか、それからヨーロッパの一部でも

ラグビーは盛んです。そしてアジアでも盛んなと

ころもあります。日本でもそうかもしれませんが、

グローバルに普及しているものではないと思いま

す。バスケはそうだと思いますが、他のスポーツ

はどうでしょうか。ですので、議論をしていたら

尽きないのです。このオリンピックというパッケ

ージは、そういう様々な要素を保っていかなけれ

ばなりません。そうしなければ、オリンピックは

その魔法を失ってしまうでしょう。 

もう一つ、オリンピック・マジックの要素とい

うのは、時にはその達成されたものはあまりにも

高く、世界選手権を超えてしまっていると、グロ

ーバルな人たちに見られていることです。例えば、

ウサイン・ボルト。彼は本当に素晴らしかったで

す。本当にもう歴史に残る、そういうフィーバー

を作り上げました。IOC は、魔法がなくなってし

まわぬように、そのような瞬間を作り上げていく

ことも続けなければなりません。 

例えばユースオリンピックとかそれとともに高

齢者のベテランオリンピックとかあったとしても、

やはり一番素晴らしい人たち、一番その分野で秀

でている人たちを見たいわけです。オリンピック

は大きな舞台でそれを見せてくれるわけです。で

すので、IOC はそれをやってのけなければなりま

せん。 

私はいつも批判をしてまいりました。去年ニュ

ーヨーク・タイムズで IOC を批判する記事を書き

ました。小倉さんも言っていました、透明性を確

保しなければならないとか、様々な人たちのニー

ズを満たさなければならないとか、オペレーショ

ンの在り方も見えるようにしなければならないと

か。チョン元長官が言及していたような、ロビー

活動しなくてもちゃんと機能できるようにしなけ

ればならない、そういうような批判記事を書きま

した。ただ、今 IOC が提供しているものは独特の

ものであって、魔法なのです。色んな物を混ぜ合

わせている、というのがオリンピック・パラリン

ピックの将来にとっても大切なことだと思います。 
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間野 オリンピック・マジック、あるいはオリン

ピック・パッケージ、4 年に 1 度の特別な祝祭と

して、あるいはアスリートにとっての一つの目標

としてオリンピックが存在している。一方で、古

代オリンピックがBC776から約 1300年続きまし

たけれども、我々の近代オリンピックはまだ 120

年弱という中で、当然その中で古代オリンピック

が変容してきたように、今のオリンピックも時代

とともに変わっていかなければなりません。その

マーケティングを含めてマネジメントしているの

が、スイス国内法人、財団法人である IOC であり

ます。IOC 委員というものは各国の代表ではない

のです。僕らが選挙で選んでいるわけではないわ

けです。そういう組織がいろんなバランスを取る

という中で、やっぱり透明性が十分に担保できな

いという組織的な問題もあるということをご指摘

して頂いたのではないかと思います。 

ここからは、皆さんと自由に闊達な質疑応答に

進みたいと思います。いかがでしょうか。 

 

質問者 A オリンピックを手段として扱っていく

ということについて、小倉さんにお伺いします。

東日本大震災と今回オリンピックを開こうとする

東京の関係で、もし東日本大震災というものを復

興という意味で表すのであれば、やはり福島もし

くはその近くでやるべきだと思います。東京開催

によって復興をアピールしていくのだとすれば、

東京でやる意義というのが、感じられません。言

い方が悪いのですが、後から付けた理由の一つに

なってしまっているのではないのかなとお話を聞

いていて素朴に思いました。そこら辺のお考えを

お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

小倉 大変いいご質問だと思います。それは半分

事実だと思います。というのは 2016 年に東京は

手を挙げています。ですから、その時になぜ東京

はオリンピック・パラリンピックに立候補したの

かということと、2020 年と全く違うわけではない

わけですから、その分は震災とは関係ないと言わ

れればその通りだと思います。震災復興というの

は 2020 年の東京招致の一つの理由ではあるけれ

ども、それだけが大きな契機になったわけではな

いというのは事実だと思います。 

ただ、一つ思い出していただきたいことがあり

ます。ほとんどこの手紙は誰の目にも触れてない

のですが、確か私の記憶では 1936 年に、クーベ

ルタンが当時の東京市長にオリンピックの東京開

催との関係で手紙を出しています。その手紙に非

常に面白いことが書いてあります。そこには、日

本人の忍耐力を世界に示してもらいたいという主

旨のことが書いてあります。東北大震災から立ち

上がる日本を示すなら、それは東北でやったほう

が一番いいのではないか、と物理的な意味だけを

考えればそうかもしれません。しかし、その復興

は、世界の人々が支え、また東京の人も支え、日

本全体が支えたとすれば、日本全体が復興を支え

ているわけです。日本の一番のシンボルというの

は、都市としてみれば東京です。オリンピックに

手を挙げるのは、国ではなく皆さんご承知の通り、

都市や市が手を挙げなくではなりません。そうい

う意味で、震災復興から立ち上がる日本の姿やそ

の精神を世界と共有しようという時に、東京がそ

の代表になることはそれほど不自然なことではな

いと思います。場所についてはできれば福島でも

やるべきだという考えもあると思いますが、一つ

の都市の中で原則として開催するというオリンピ

ックの規則があります。それをどのように解決す

るかということは、例えばいくつかのゲームにつ

いて仙台でやるということの他に、聖火リレーを

東北地方から始めるという方法もあるでしょう。 

 

間野 真田先生もご意見がおありのようです。 

 

真田 直接の答えになるかどうかわかりませんが、

3.11 は非常に大きな自然災害でした。これは世界

のどこでも起こりうることです。地震も日本だけ
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じゃありませんし、世界各地で起きています。ま

た、その他にも自然災害があるわけです。自然災

害が起こった時にスポーツを通して何らかの形で

それを乗り越えていくということを示していくと

いうことが、非常に普遍化できる意味を持ってい

るのではないと思います。そういう意味で災害復

興に果たすスポーツの役割という視点で、東北と

いう地域をより広げて、そのモデルを日本が示せ

るのではないか、災害復興から世界貢献へと向け

ていくことが出来るだろうと思います。 

最近のスポーツゴジラという雑誌には東京オリ

ンピック・パラリンピック開催の支持率が 70%に

上がったのは、震災による影響が大きいというこ

とが明瞭に書かれてありました。その震災以降、

スポーツによって勇気付けたいという想いを持っ

た人が増えたという分析が載っていましたが、こ

れは災害の多い日本人の特性なのではないかなと

感じています。 

 

質問者 B 今日の本題は文字通り、オリンピック

とパラリンピックの将来像だと書いてあります。

オリンピックのお話は細々承ったのですが、パラ

リンピックの将来像についてどのようにお考えな

のかとお尋ねしたいです。特に、車いすの発祥と

してはイギリスでございますので、ぜひトムリン

ソンさんのコメントを頂きたいと思います。 

 

トムリンソン セバスチャン・コーの話を出した

いと思います。彼は地下鉄に乗っていると、「パ

ラリンピックの見方が変わったよ」と言われたそ

うです。つまり、パラリンピックの選手ではなく

アスリートとみるようになったということです。

もう障害者であるという見方ではなく、車いすに

乗っていたとしてもアスリートなのです。非常に

レベルの高い競技を観戦し、そのように見るよう

になったと言いました。コーさんは大変すばらし

いポイントをついていると思います。 

また、歴史的にパラリンピックの始まりにつな

げることもできると思います。イギリスの怪我を

した傷病兵たちが 1940 年代にスポーツに興じた

ところから始まっています。ですので、歴史的な

つながりがロンドンでもたらされたわけです。パ

ラリンピックそのものについては、倫理観の地雷

原とも言えるかと思えます。どうやってそれぞれ

の出場資格を決めるのか、ピストリウス選手の話

もあります。これはオリンピック、それからパラ

リンピック両方に関わっています。これはパラリ

ンピックスポーツにとっていいことだったのか、

それとも人間が達成できるものというのはテクノ

ロジーがなければできないのかと考えさせられま

す。 

パラリンピックスポーツの倫理観の問題という

のは非常に複雑です。車いすも安いものではない

です。パラリンピックに参加する人たちは、お金

がなければ真剣にスポーツにも関われなく、何ら

かの財源が必要です。それは障害のないアスリー

ト以上にお金がかかる場合もあります。ただ、

2012 年色々な人たちが参加できるスポーツとい

う点では輝かしいものがあったと思いますが、そ

の裏側にあるマイナス面も考えなければなりませ

ん。例えば、その出場資格の定義をどうするのか

という問題についても考えるべきではないかと思

います。 

 

小倉 ご質問には大変ないろいろな要素があると

思いますが、現実的立場をとると、各国国内のパ

ラリンピック関連の団体の方々と健常者の方々の

スポーツ団体との関係を各国で、特に先進国にお

いて考え直す側面がないと、いきなりパラリンピ

ックの在り方を議論することはなかなか難しいと

思います。 

 もう一つはそれに合わせて、国際競技団体が、

健常者の国際競技団体とパラリンピックに関連す

る国際的な競技団体がどのような関係にあるかと

いうことも問題だと思います。私はこの間、IOC
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の委員に「あなた方はスイスのローザンヌの IOC

の本部で、身体障害者を雇っていますか」と聞い

たら、一人も雇ってないと言いました。このよう

な状態では、パラリンピックとオリンピックの統

合を口にできないのではないか、実は反省しなく

てはいけない点だと言っていました。現状では、

各国国内において、練習場の問題から色んな意味

での統合していく、社会意識を変えていくという

ような努力を通じて、パラリンピックの在り方に

影響を及ぼすのが筋ではないかと思います。ただ、

その逆に、パラリンピックのやり方を変えること

によって、あるいはイニシアチブが出ることによ

って、国際競技団体が変わっていく、あるいは各

国国内の団体が変わっていくという面もあるかも

しれません。 

 

質問者 C 真田先生とトムリンソン先生に質問で

す。東京オリンピックの招致の一つの柱にもなる

と思いますが、スポーツによる復興は、関東大震

災の頃からあるということで、それは日本独自で

他の国ではあまり見られないのかどうかというの

と、あと海外の方から見てそういった事例という

のは珍しいのかどうかという点についてお伺いし

たいと思います。 

 

真田 極めて日本人にはそれは強く、おそらく貞

観地震から意識されている問題なのではないでし

ょうか。とにかく災害の多い国ですよね。そのた

め、そういう意味で諸行無常という意識も生まれ

やすかったと思います。例えば、東京の街も関東

大震災以降コンクリート造りになり、その際に装

飾関係のものも非常に発展をして、テラコッタを

使った装飾が東京の色々な銀行や駅、恐らくこの

早稲田大学の大隈講堂もですが、あちこちに付け

られました。関東大震災以降に、東京の街が芸術

的に美しくなり、発展をしたと言われています。

日本人は、震災の後にどのように街を復興してい

くかということをかなり考える場面が多かったと

思います。 

これは海外ではどのくらいあるのか、例えばニ

ューヨークのテロ事件の時に、やはりスポーツ関

係の人が色々と支援をしたり、ボランティアはも

ちろんですが色々な活動をやり、探せば出てくる

ものでもあります。ただ、そういうものが価値と

して普遍化されていないので、そういうものをこ

の機会に普遍化して示していくということは、一

定の意味があるのではないかと考えています。 

 

トムリンソン 自然災害というのは一つ例があり、

オリンピックの歴史であります。自然災害がオリ

ンピックをやらないことの理由に使われたことが

ありました。それは、1906 年、ローマのベスビア

ス火山が噴火したということです。ですからロー

マではオリンピックを主催することができなかっ

たということで、1908 年にイギリスが結局開催を

いたしました。イギリスは 1948 年に、日本から

オリンピックをかすみ取りました。というのは、

IOC の会長の文書にありました。1940 年は戦争状

態にあるため、開催はできないと書いてありまし

た。そして、イギリス、ラテンアメリカ諸国が日

本は開催の資格がないということで、イギリスが

1948 年に招聘することなく開催をしました。 

自然災害が招致の理由となったというのは非常

に興味深いです。そして、東京の招致ですけども、

これは大々的に言っていないですよね。アピール

しているのは、東京が世界の中で最も治安が良く

て非常に先進的な街であるということです。それ

から色々なグローバルトレンドというものを作っ

ているということで、とても近代的な点を強調し

ていらっしゃると思います。しかし、震災という

悲劇は、世界的な同意を得ることができると思い

ます。とても力強いものになると思います。そし

て、イベントが震災の結果や自然災害の影響に対

して、どうやってそれに対応できるかというのは、

とても面白いと思います。しかし、今のところ、
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国内の支持のために使っているという感じですね。

そして、それによって、2020 年に向けての流れを

作り出そうということだけに使われている感じが

致します。 

 

質問者 D 本日は貴重なお話しありがとうござい

ました。私は今現役で選手をやっております。結

城さんと真田さんにお聞きしたいことがございま

す。私は、これまで選手をやっている中で、オリ

ンピックと政治、オリンピックと経済ということ

に関して考えたことがありませんでした。もちろ

ん目標としては、自分の一番大きな目的地として

オリンピックで金メダル、オリンピックで活躍し

たいという気持ちは変わらずもっていて、活動、

練習を続けています。その中で、3.11 までトップ

の選手が、社会問題に対して自ら発言、問題提議

をしてこなかったとおっしゃっていました。もち

ろん、今こういう話を聞いて、私も初めて刺激を

受けました。今後、選手が強くなっていく上で、

社会的問題に対しての求めるスポーツ選手像や求

めるものは何なのかというのが、もしございまし

たらお聞きしたいなと思いました。よろしくお願

いします。 

 

結城 はい、ありがとうございます。現役選手か

らこの質問をしていただいたということを素晴ら

しいと思います。政治や社会、経済を選手が考え

るという言い方をされました。決して難しいこと

ではありません。例えば、3.11 がありました。そ

して、選手の人たちが、これによって自分の故郷

の人、日本の人がちょっとでも元気になってくれ

ればと感じるようになりました。僕をあれだけ応

援してくれたたくさんの町の人たちがいる。彼ら

は被災しているにも関わらず、自分のことを「頑

張れ」と言ってくれる。そういう人たちに報いた

い。そういう思いそのものだと思います。 

自分の競技を当然一生懸命考えることは大事だ

し、それに集中することは選手としてはマストだ

と思います。それと同時に、じゃあ自分が選手と

して社会の人たちの様々な支援を受けてきた中で、

「何ができるのだろう」や「何を自分の方から発

信できるのだろう」と考えることによって、負け

たとしても自分の競技を通して人々に何を働きか

けるのかというものが見えてくるのだと思います。 

パラリンピックもその通りで、例えば、この間、

評価委員会の中でプレゼンテーションした佐藤真

海さんという陸上の義足を使った選手の話をご紹

介します。彼女は、気仙沼の出身で、家が全壊し

ました。本当にどうしようか、出場できるかどう

か、というところにいながら、でも、みんな、特

に自分の地域の人の顔が頭をよぎって、一生懸命

練習して、ロンドンまで行きました。その経験に

ついて自分の中で、わざわざ書き加えてプレゼン

テーションで発言したという話を聞きました。ま

さにそういうことだと思います。 

3.11 とは限らない、自分の中での問題意識や何

かこれを変えた方がいいのではないか、これをみ

んなに投げかけた方がいいのではないかと思うこ

とがあれば、選手というのはそれらを発言できる

立場にあり、社会的な責任も生じていくのだと、

自覚することだと思います。 

 

真田 かなり古い話ですが、紀元前の 5 世紀に、

ピンダロスという詩人がいました。彼はオリンピ

ックで優勝した人たちの詩を作っていました。お

金をもらって詩を作ってあげるという、職業詩人

です。その中で、アスリートを称えるのですが、

その彼の詩の中に、こういう言葉があります。な

ぜ、彼らが優勝したのかということに対して、ま

ず、神々を様々な食卓でもてなしている。まあ、

かなり信心深いということだと思います。それか

ら、多くの市民に対して、施しと喜びを与えてい

る。それから、正しいと告げるままに行動をして

いる。最後に、市民や外国人からも尊敬される人

であってもらいたい。このような言葉を残してい

ます。これは、2500 年たった今も尊い言葉で、今
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にも通じる理想的なアスリートなのではないかと

思います。 

ちなみにこの言葉の一部は、2004 年のアテネオ

リンピックのメダルの裏側に一文が刻まれました。

それを室伏選手は出して、オリンピックを「正し

くなければいけない」ということを主張しました。

そういう意味で私は、アテネオリンピックが、そ

のあと大変なことになってしまいましたが、非常

に好きです。 

 

トムリンソン ご質問ありがとうございました。

まず、アスリートとして幸運を祈っております。

そして、最後にこのようなかたちでシンポジウム

を終わらせることは非常にいいことだと思います。

アスリートを通じてオリンピックがもたらすこと

がたくさんあると思います。ロンドンオリンピッ

クでは、勝者もいますし、勝てなかった人たちも

みんな国民を代表するということで一つにまとま

ったわけです。そういった人たちが「私もスター

になれるなんて思わなかった」、「別にスターに

なりたくなかった」と言ってまたいつものコミュ

ニティーに戻るのです。 

私は、アスリートには色々とできることがある

と思います。スーパースターになってしまうと過

剰な発言をしてしまい、批判の対象になってしま

うこともありますが、誠実さ、人々との繋がり、

模範になるということ、情熱というものは、本当

に素晴らしいと思うので是非頑張ってください。

ありがとうございました。 

 

間野 ありがとうございました。予定の時刻が近

づいてまいりました。特にまとまった結論は考え

ておりませんが、早稲田大学でのアカデミックな

国際シンポジウムということもありまして、みな

さんにご覧いただきたい図がございます。 

 

レガシーを最初から目的や計画にするかという

ことは、別としましても、私たちが往々にして議

論するところは、「ポジティブ」で「目に見え」、

「計画された」ところだけでレガシーということ

を取り上げがちになってしまいます。また、研究

についても、その部分についてのエビデンスが多

くなります。場合によっては「ネガティブ」で「目

に見えない」、「計画されなかった」こともでて

くる可能性はあります。人類共通のオリンピック

あるいはパラリンピックという遺産を継続してい

くためには、このレガシーキューブの 8 つのディ

メンジョンがあるうちの、一つしか私たちはよく

見ていないし、調査や研究する場合もどうしても

そこに寄りがちになってしまいます。そうではな

い面も含めて、より広い社会科学的な研究やエビ

デンス作りといったものがオリンピック・パラリ

ンピックの将来を明るくしていくのではないかと

いうことを感じました。 

実際、本日 3 月 15 日の日経新聞においても、な

ぜ東京オリンピックというと 7 割を超える人が、

経済効果と答えています。これはある意味で非常

に寂しいことであります。これは実際に定量的に

調べられたことではないのですが、結局は非経済

的レガシーの方が、長期効果が大きくて、経済的

レガシーは短期であると言われています。そうで

はない何かというものを、我々がオリンピックに

感じているからこそ、みんなオリンピック、オリ

ンピックと言うわけですね。このあたりの研究と

Legacy cube

In reality, most pre-event 

studies and bid committees 

focus on only one subcube

(planned, positive, tangible).

All impact studies of the 

Summer Olympics from 1984 

to 2004 were done prior to 

the games, and were not 

based on primary data (Kasimati, 

2003).

planned

unplanned

negative positive

intangible

tangible

Gratton & Press (2008)

focus
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いうものもこれから充実させていく必要があるの

ではないかと感じております。 

 

 最後に、簡単に一言ずつ、パネリストの皆様か

らいただいて、終わりにしたいと思います。 

 

小倉 私は月並みですが、共生とか和解というも

のを、2020 年東京オリンピック・パラリンピック

を契機に国際的な意味でも国内社会における意味

でも実現させていくということが、一つのビジョ

ンではないかと感じました。 

 

トムリンソン 歴史、現在とのバランス、および

現実的な将来の見込みでオリンピックは生き延び

ると思います。そして 2020 年の誘致に向けて本

当に幸運を祈ります。 

 

真田 こうして色々と考えることがまさにムーブ

メントなのだと思います。こういうことを是非大

事にしていきたいです。それから世界水泳が次の

大会で、マスターズの世界水泳も続けて開催する

という発表がありました。これを是非私も観に行

きたいと思っています。2020 年東京でオリンピッ

ク・パラリンピックが開催されたら小倉会長が自

ら走るという場面ができたら素晴らしいなと思っ

ております。 

 

結城 今、東京が招致に乗り出していること自体

が、「スポーツそのものは何か」と考える大きな

契機になってくれることを私は一番希望します。

前回の 16 年の失敗の教訓がいかされてスポーツ

基本法というものができた。スポーツ基本法とい

うものに則って、文科省はじめ政府がお金を出し

たから、ロンドンでは史上最多のメダルが取れた。

そういう流れが私たちを元気にするのかもしれな

い。ある意味で「スポーツやオリンピックという

のは何ができるのか」や「私たちにどういう影響

を与えるのか」、「選手はどういう影響を与えら

れるのか」ということを一生懸命考えた上で、「じ

ゃあどうする」ということを考えていくことが大

事だと、また、是非みなさんに考えていただきた

いなと思います。 

 

間野 本日は長時間にわたり、シンポジウムなら

びにパネル・ディスカッションに参加いただき、

誠にありがとうございました。 

 

 

おぐら かずお／東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック招致委員会評議会事務総長。1938 年生

れ、東京大学法学部、英国ケンブリッジ大学経済

学部卒業。1962 年外務省入省。文化交流部長、経

済局長、外務審議官、駐ベトナム大使、駐韓国大

使、駐フランス大使などを歴任。2003 年 10 月か

ら 2011 年 9 月まで独立行政法人国際交流基金理

事長を務める。青山学院大学特別招聘教授。立命

館大学客員教授。主な著書に「パリの周恩来」（中

央公論社、1992）、「吉田茂の自問」（藤原書店、

2003）、「日中実務協定交渉」（岩波書店、2010）、

「秘録・日韓１兆円資金」（講談社、2013）、「日

本のアジア外交 二千年の系譜」（藤原書店、2013）

など。公益財団法人東京観光財団会員情報交換会、

及び共同通信社加盟社運動部長会議などにおいて

オリンピック・パラリンピック関連の講演活動を

行う。 

 

アラン・トムリンソン（既出のため割愛） 

Time dimension of legacy

Li and McCabe (2012)
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さなだ ひさし／筑波大学体育系教授。日本オリ

ンピック・アカデミー理事。1979 年筑波大学体育

専門学群卒業。1981 年筑波大学大学院体育研究科

修了。福岡教育大学助教授を経て、1996 年より筑

波大学講師。2008 年筑波大学教授に就任し、2012

年より筑波大学体育専門学群長を務める。主な著

書・論文に「19 世紀のオリンピア競技祭」（明和

出版、2011）、「気概と行動の教育者 嘉納治五

郎」（共著、筑波大学出版会、2011）、｢Concept 

of the Intermediate Olympic Games at 1906: 

Continuity with the Past Olympics｣

（International Journal of Sport & Health 

Science、2010）、｢Artistic Competitions at Greek 

Olympia Games in the 19th Century｣

（International Journal of Sport & Health 

Science、2009）など。 

 

ゆうき わかこ／読売新聞編集委員。東京大学文

学部卒業。1986 年読売新聞入社。1993 年運動部、

1997 年から 2005 年まで、シドニー支局、ロンド

ン支局、アテネ臨時支局に支局長・特派員として

駐在。この間取材した 2000 年シドニーオリンピ

ック、2004 年アテネオリンピックを含め、1994

年リレハンメルオリンピックから 2012 年ロンド

ンオリンピックまでの夏冬 10 大会を取材。国際オ

リンピック委員会（IOC）取材を 20 年近く担当し、

現在編集委員。著書にオリンピックの歴史的転機

を扱った「オリンピック物語－古代ギリシャから

現代まで」（中公新書ラクレ、2004）など。 

 

まの よしゆき／早稲田大学スポーツ科学学術院

教授。1963 年横浜市生まれ。1991 年東京大学大

学院修士課程修了後、三菱総合研究所に入社。

2002 年早稲田大学人間科学部助教授を経て現職。

専門はスポーツ政策。著書は「スポーツファシリ

ティマネジメント」（編著、大修館書店、2011）、

「スポーツ政策論」（共著、成文堂、2011）など。

日本体育・スポーツ政策学会理事、日本体育スポ

ーツ・経営学会常任理事、日本スポーツ産業学会

運営委員。文部科学省、チーム「ニッポン」マル

チサポート事業アドバイザリーボードメンバー、

ロンドンオリンピックにおける選手育成・強化・

支援等に関する検証チームメンバー、マルチサポ

ート事業ターゲット競技種目選定チームメンバー

を務める。一般社団法人日本アスリート会議理事

長、公益財団法人日本サッカー協会スポーツマネ

ジャーズカレッジオーガナイザ、日本バスケット

ボールリーグ機構理事、公益社団法人日本テニス

事業協会理事などを務める。 
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スポーツ科学学術院の副学術院長、彼末でござ

います。本日は、多数の皆様のご参加をいただき

将来のオリンピック・パラリンピックの在り方に

ついて真剣な議論ができたと思います。心より感

謝申し上げます。私自身は、生理学者でありまし

て、社会科学は全くの素人でありますが非常に興

味深く拝見いたしました。 

多分ここで前回の東京オリンピックをリアルタ

イムで知っている数少ない一人であろうと思いま

す。私は中学生でありまして、小倉氏が申し上げ

ましたように、素直にスポーツがあるから楽しい

というのを実体験いたしました。毎日学校に行き、

皆でテレビを観ました。ずっと私は、オリンピッ

クは楽しければいい。選手のために「アスリート・

ファースト」というものであろうと思っていたの

ですが、結城氏のおっしゃられた「記憶に残る」

という言葉が非常に印象的でした。実は我々の世

代は、いろんな人と話をするときに、「あなたは

東京オリンピックを知っているかい？」というこ

とで会話をすることがあります。そういう意味で、

いつの間にか、我々の心の中に東京オリンピック

というものが一つのランドマークとして生き残っ

ていると実感いたしました。そういう意味で、も

しも 2020 年のオリンピックが東京に来ることに

なると、共通の新しい記憶を作り、大きな財産と

して残るのではないかと個人的には思っておりま

す。 

最後になりましたが、改めまして参加者の皆様

に感謝申し上げますとともに、ご後援いただきま

した外務省と文部科学省に御礼申し上げます。ま

た、本シンポジウムの主旨をご理解くださり、助

成下さいました国際交流基金にも厚く御礼申し上

げます。イギリスからお越しになりましたトムリ

ンソン教授、素晴らしいプレゼンテーションをあ

りがとうございました。事前準備から多くの時間

を割いていただきましたパネリストの方々どうも

ありがとうございました。鄭元長官にも、素晴ら

しいプレゼンテーションをしていただきました。

基調講演の鄭柄國元長官に拍手を最後に送りたい

と思います。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

閉会挨拶 

早稲田大学スポーツ科学学術院 副学術院長 彼末 一之 
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登壇者集合写真 

（右から小倉氏、トムリンソン氏、チョン氏、真田氏、結城氏、間野氏） 
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参加者アンケート集計結果 

 

1. 性別 

 

3. 情報入手源（複数回答） 

 

5. 満足度 

 

7. 参加意図（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ）

 

一般参加者 117 人 回収 63 人 （回収率 53.8%） 

 

2. 年代 

 

4. 参加理由（複数回答） 

 

6. 感想

 

8. 感想・要望（一部抜粋） 

 オリンピアン、パラリンピアンを登壇させ

ていただきたかったですね 

 平日にもかかわらず多くの参加者があり、

かつ学生の質問が多く、活発な雰囲気でよ

かった 

 日本のみの視点ではなく、国際的な視点か

つオリンピックについても考えることがで

き、大変有意義な時間でした 

70.7%

29.3%

男性

女性

n=58

4.8%

33.3%

4.8%

22.2%

31.7%

6.3%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40%

ホームページ

案内メール

ポスター

知人、友人

職場

ソーシャルメディア

その他

n=63

55.6%

44.4%

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満足

不満足

n=63

87.1%

12.9%

参加したい

どちらでもない

参加したくない

n=62

4.8%

39.7%

23.8%

15.9%

14.3%

1.6%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

n=63

69.8%

27.0%

22.2%

20.6%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

テーマに興味があったから

今の職場の取り組みの参考にするた

め

登壇者に興味があったから

関係者に勧められたから

その他

n=63

54.0%
44.4%

1.6%

大変参考になった

やや参考になった

どちらでもない

あまり参考にならなかった

全く参考にならなかった

n=63
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当日配布資料 

  



アラン・トムリンソン氏 当日配布資料  

 

On Monday 13
th
 August, the day following the final day of the London 2012 Games, headline 

writers and lead (editorial) voices in the UK press were as one, exuberant and triumphant, from the posh to the 

popular. The Daily Telegraph: ‘We lit the flame; we lit up the world’ (p. 1), and a reminder that the hard graft 

is to follow the brilliant organization of the event, the ‘wonderful advertisement for the glories of this country 

and its capital city’, and the magnificent enthusiasm of the British public (p. 23). Mick Brown recalled the 

‘two weeks of unbelievable spectacle that surpassed our wildest dreams’ (pp. 2-3). Front-page headlines 

shared the ecstatic moment of celebration. Daily Mirror: ‘Goldbye! One billion watch star-studded finale to 

greatest Games’. The Sun: ‘We’re world beaters … Dream GB’. Daily Star: ‘Best of British, Amazing 

farewell to Games’. More muted was The Independent’s ‘That’s all, folks’ on its souvenir issue, and its ‘What 

a swell party that was!’ on the main paper. ‘Goodbye to the glorious Games’ said The Guardian on its main 

page, setting in sepia, in its Olympics 2012 special supplement, the 29 gold-medal winning individuals and 

teams around the acclamation ‘Golden Britain’. 

And the hyperbole was not just from the specialist sports writers. Voices unfamiliar to sporting 

commentary and the sports pages were drawn into the excitement and the debate. Writer, poet and literary 

critic Blake Morrison recalled being inspired as a 10-year-old by grainy images of the Rome 1960 Olympics 

on television, restaging events on his own in his backyard in rural Yorkshire. Initially he was skeptical about 

the winning bid to stage London 2012 and remained so up to the eve of the event, with stories of security 

mismanagement as the Games approached. He feared the worst, as a resident of South London now, professor 

of creative and life writing at nearby Goldsmiths’ College; it concerned him that to combat any terrorist attack 

ground-to-air missiles were installed in his more metropolitan backyard of Blackheath. The costs were 

spiralling; corporate sponsors were gobbling up privileges; an Olympic bus driver couldn’t operate his satnav; 

the weather was wet and grim. This was hardly the stuff of dream-inspiring spectacle: 

 

I was wrong. Most of us were wrong. The last two weeks have been amazing … I’m embarrassed 

to admit how many times my eyes have welled up. And even more embarrassed that the cause has 

usually been a British medal … pride of some sort seems to have affected most of the country … 

What’s wonderful about the crowds waving their union flags inside Olympic venues or sitting in 

front of giant screens across the country is how diverse they are, yet how united … The Games 

have been the most inclusive event in Britain in my lifetime. [i] 

  

Family pride, civic/county pride, ethnic pride ‘all come under the one flag’, Morrison added, and, particularly 

once the gold medals started coming for the Great Britain squad on the fifth day, the Games could offer ‘an 

escape from reality’ and ‘for 17 days we could forget’ the mess of the economy, the tensions of international 

conflicts, the shenanigans of national politics. Ticketless, but transformed into Olympic superfan by wholesale 

coverage of the event on free-to-air television, Morrison exploited to the full the ‘right to roam’ offered by the 

‘unprecedented freedom’ of the red button in the first-ever fully digitalised Olympics. 

 

The key question in this story is how skepticism turned to triumphal celebration, how a single event could 

capture the imagination of a nation. How this occurred is the focus of my presentation at this symposium.  

 

[i] Blake Morrison, ‘The Olympic triumph: astonishing, moving and magnificent’, London 2012: an 

eyewitness special, The Guardian 11.08.12, p. 1. 

 

 

Professor Alan Tomlinson, University of Brighton UK
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小倉和夫氏 当日配布資料 

 

Olympics and Politics 

 

The Olympic Games, as in the case of many prestigious inter-national events, are in a sense, political events.  The 

political nature of the Olympics can be viewed and analyzed from the following four points or dimensions:  

namely, the concept of Olympism, domestic political dimension and international politico-diplomatic implications, 

though obviously some aspects of the problems in each dimension overlap each other to a considerable extent. 

 

A. The concept of Olympism 

 

The concept of Olympism or the principle with which the Games should be organized is itself a political matter, as 

it influences the modality of the Games and thus affects the attitude and interests of participating countries. 

The issues or problems which belong to this dimension can be divided into three broad categories:  the one is 

concerned with the modality of the Games, the second is related to the process of decision making, and the third is 

the justification or legitimacy of the Olympics as a huge international sports event. 

 

(1) Modality of the Games 

The acutely political aspect of the modality of the Games can be seen in the problem of qualification of 

participating athletes. This problem has traditionally been viewed from the standpoint of amateurism and 

professionalism. It is also closely related to the issue of commercialism. 

One of the reasons that this issue can be a political problem, in addition to the philosophical debates over 

amateurism, is due to the fact that this issue is bound to be related to the concept of international fairness regarding 

ample state subsidies for athletes or lavish sponsorship by large companies. 

Another issue related to participation is the degree of nationalism to be infused into the Olympics. The present 

rule of participation on the national basis creates not only some practical problems for newly independent states or 

for divided nations but also casts some shadow over the spirit of transnational friendship among athletes.  

Emphasis on modal winning by mass media and some governments raises a question as to whether the Olympics 

tend to fan national pride and sentiment at the detriment of the universal spirit of sports. 

The problem of participation in the Olympics has recently extended itself to gender problems. The increasing 

participation of women to the Olympics has given rise to some international controversies over the conditions of 

participation either in relation to the modality and legitimacy of the sex test for women athletes or in relation to the 

costume codes for women practiced in some traditional societies. 

In parallel with the problem of participation, the number and modality of events or categories of Olympic 

sports can also be subject to strong political conflicts. This is not only because each nation has its own favourite 

event or events but also because the present Olympic events tend to be heavily tilted toward the so-called elite 

sports developed in Europe. 

Somewhat related to the modality of the Games, the degree and mode of <integration> of the Paralympics with 

the Olympics can be a subject of serious political discussion involving not only the question of the social integration 

of the handicapped but also the issue of the social roles of competitive sports in empowering the handicapped.   

Another and perhaps most important political problem concerning the modality of the Olympics is the site of 

the Games: which city and nation should host the Games. Since there is no clear yardstick on this issue, there has 

developed a controversy about the unwritten <principle> of geographical rotation. Added to this <principle>, one 

may add another problem of the adequacy of giving priority to the newly emerging countries as host nation of the 

Olympic Games, as it may help promote deeper and larger participation of these economies to the world economic 

order. 
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(2) Decision making process 

Somewhat related to the issue of events to be organized at the Games, the rule making and decision making 

mechanism of the International Olympic Committee has been growingly subject to the international political 

debates. This is partly due to the scandals involving some IOC members and the bidding process but also due to the 

frictions between each international federation and the Olympic authority over the Olympic related issue such as 

doping control. 

The decision making process of the IOC is likely to be scrutinized more in the future as the quasi-sovereign 

nature of the IOC, as witnessed in the quasi-diplomatic travel privileges for its staff or judicial immunity of the IOC 

offices in Switzerland, has become prominent over recent years.  In particular, as the IOC’s position to control the 

bidding activities and preparatory works for the Games is strengthened, its structure and decision making process is 

bound to invite more political debates. 

 

(3) Legitimacy of the Olympic Games 

All those <political> points raised above can be said to boil down to the basic question of holding every four years a 

mega sports event called the Olympics. This is partly because the cost of holding the Olympics Games has recently 

risen sharply due to security arrangements and mass participation. The cost of the Olympics does not confine itself 

to the economic area but it increasingly involves the so-called social cost such as the environmental burden or 

traffic congestion. These circumstances have spotlighted more than ever clearly the legitimacy of the Olympics. As 

enthusiastic fans increase, so does the extent of opposition to the Olympics, particularly to the public finance for the 

Games. The recent JOC’s emphasis on and concern with Olympic legacies and environmental impact of the Games 

as well as the rate of domestic support for the Games testify the depth and width of the problems of legitimacy. 

 

B. Olympics and domestic politics 

 

Modes of utilization of the Olympics for domestic political purpose can be divided into three categories:  the one is 

the utilization by government authority, the second being the case of the activities of non-government organizations 

at places outside the venues of the Olympics and the third being the case of individual athletes using the occasion of 

the Games for making some appeal of the domestic political cause. 

 

(1) Utilization by public authority 

(a) The utilization of the Olympics for domestic political purposes by the public authority is usually related to its 

intention to boost its popularity and strengthen its legitimacy. This was typically witnessed at the Berlin Olympics 

of 1936 or the Beijing Olympics of 2008. 

A more modest political cause advanced with the Olympics was found in the case of the London Olympics of 

2012 with its appeal to the redevelopment of the East End. Indeed, urban regeneration and promotion of social 

inclusion have been frequently cited to raise public support for the Games. In case of some developing countries, 

the Olympics provide a good occasion to mobilize capital and human resources to develop infrastructure and 

promote nation-building in general. 

 

(b) In contrast to such <positive>utilization of the Olympics, there can be cases where the needs to assure security 

of the participants to the Games are <politically> utilized by the public authority to crack down political opposition 

groups. 

The suppression of the students’ demonstration which took place immediately before the 1968 Mexico 

Olympics is interpreted by some observers as an attempt for “suppression of potential disruption”. 
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(2) Utilization by non-government groups 

Like the case of the torch relay of the Beijing Olympics, the Olympics have been utilized by citizens’ groups to 

highlight their political cause and make an appeal to the public opinion.   

In a sense the tragic incident at Munich where a militant faction of the PLO took hostage of Israeli athletes and 

coaches and demanded the release of PLO prisoners can be regarded as a dramatic example to utilize the Olympics 

for quasi-domestic political purposes. 

 

(3) Utilization by athletes 

The famous case of an Australian athlete of local origin who raises a symbolic flag of the aborigines in addition to 

the Australian flag at the time of the Sydney Olympics can be cited as an example of an athlete’s utilizing the 

occasion of the Olympics to advance some political causes. 

Another prominent example of American black athletes raising their fists in black gloves at the podium during 

the Mexico Olympics can also be interpreted as a political protest to the racial discrimination in their domestic 

society.   

 

C. International politico-diplomatic utilization of the Olympics 

 

Here again we could distinguish two types: utilization by nation states and individual initiatives. 

 

(1) Utilization by nation-states 

One of the most evident cases of political utilization of the Olympics for diplomatic or international political causes 

is the so-called boycott of the Moscow Olympics by the Western countries in protest against the Russian invasion of 

Afghanistan in 1980 and the Russian retaliation of the boycott of the subsequent Los Angeles Olympics. 

British refusal of the participation of Germany and Japan for the 1948 London Olympics is another example of 

the use of the Olympics for manifestation of political protest.  

Another international politico-diplomatic problem frequently associated with the Olympics is how to deal with 

divided nations.  Two Germanies, two Chinas and two Koreas are the best known examples.  We should not 

forget, however, the fact that the Olympics, instead of being the occasion for spotlighting the rivalry, can be a 

catalyst to foster unity and solidarity of the divided territories and races like the case of the united German team in 

the 1960s.  

 

(2) Individual behaviours 

Although the Olympic Charter prohibits participating athletes to utilize the Olympics for manifesting some political 

cause, there have been cases where athletes used the occasion of the medal conferring ceremony as a chance to 

manifest a political cause, such as in the case of an Czechoslovakian athlete who turned her face sideways in 1968 

Olympics as a gesture of protest against the Soviets which crashed the movement of the Spring of Prague. 

 

(3) Conflicts of the Olympic values and national, cultural or religious traditions 

Either on the level of nation-state or individuals, it often occurs that the Olympic rules have conflicts with national 

traditions.  The famous case of the 1900 Paris Olympics can be cited as an example.  In this case, athletic events 

took place on a Sunday in France and the US team did not participate in the competition on the ground that to work 

on Sunday was contrary to their religious creed.   

The treatment of Hijab and costume of lady athletes from certain Muslim countries can also be viewed from 

the standpoint of conflict between the Olympic norm and national tradition. 
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