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古代オリンピック概説 
文学部史学科１年 田代健留 

1.古代オリンピックの概観 

古代オリンピックはギリシア人を対象に、ペロポネソス半島の位置するエリスというポ

リスのオリンピアで開催された。 

現在でスポーツと呼ばれるような競技において人々が競い、主にギリシア神話の最高神ゼ

ウスを祀った祭典である。紀元前 776 年にエリスの王、イフィトスが第一回目のオリンピ

ックを開催したとされる。当時ギリシアはポリス間での戦争が絶えず、さらに疫病も蔓延し

ていた。様々な政策を試みたが成果は得られず、困り果てたイフェソス王は、ついにデルフ

ォイのアポロン神を頼った。その際、オリンピックの開催が告げられ、王はすぐさま開催の

準備にとりかかったという。以後現代と同じように 4 年に一度開催されるようになり、毎

回、ギリシア全土から多くの観客が集まり、競技場の観客収容人数から、4万から 4万５千

人もの人々で賑わったと推定されている。当初の開催期間は 1 日であったが、約 100 年後

に三日間に延長され、紀元前 472 年からは 5 年間となった。 

 古代ではオリンピック開催に合わせて休戦が義務づけられていた。オリンピックを宗教

的な儀式として捉えていたことや、選手や観客が安全に開催地へと辿り着けるように図っ

たことなどがその理由として挙げられるが、休戦中は死刑判決の延期など、社会的に不穏な

ものは遠ざけられる処置が取られた。また、開催地であるエリスとオリンピアは神聖不可侵

な地として各国から保障された。 

 開催されるのは夏至の後の 2 度目、または 3 度目の満月の時期と決められていた。当時

はポリス間での共通の暦がなかったため、夏季にほぼ毎日晴天が続くギリシアでは、満月を

用いて共通の時間認識をしようとしていたのである。加えてこの時期は、麦の刈り入れが終

わった農閑期にあたり、人々が比較的行事に参加しやすい期間であった。問題は、この時期、

日中の気温が摂氏 40度を超える季節でもあり、猛暑に耐えながら参加しなければならない

ことであったが、人々の熱気は気温をしのぐものであり、紀元前 776 年から紀元 393 年ま

での 1169 年間、オリンピックは 4年に一度開催され続けた。 



 

トニー・ペロテット（矢羽野薫

訳）『驚異の古代オリンピック』

95頁より。 

オリンピック期間中のオリン

ピアの聖域の様子。 

 

2.使節の派遣 

オリンピック開催の知らせを届けるためにエリスから公式使節が派遣された。彼らはい

つ頃選出され、どのようないでたちで巡回し、またどのような接待を受けたのだろうか。 

 使節たちが選ばれたのは派遣の直前ではなく、前のオリンピックが終わった直後であり、

エリス市民の中から 3人が選ばれた。オリンピアでの日常的な儀礼に携わる聖職者として、

4 年間のつとめを果たした後、彼らはいよいよ使節として巡行者とともにギリシア各地に赴

いた。彼らは休戦の宣言も行うことから休戦運び人という意味のスポンドフォロイと呼ば

れた。最盛期には、黒海地方から小アジア沿岸、エーゲ海の島々、ギリシア本土、エジプト、

リビア、南イタリア、シチリアなど広範囲にまで巡回していることから、一人一人が別々の

コースを辿ったと考察できる。服装として、使節はオリンピック優勝者と同じようにオリー

ブの枝で作られた冠をかぶり、施設の象徴として枝を持ち、深い紫色のローブまとっていた。

さらに休戦の取り決めを記した青銅版を持っていたとも推測される。使節たちが到着する

と、その地域の人々はまるで国王のように使節をもてなした。使節はプロクセノスと呼ばれ

る地元の役人に出迎えられ、浴場へ案内されて体を休めた。その後、最高級の食事とワイン

を楽しみ、翌日議会に出席してオリンピックの日程と休戦の期間を発表した。各ポリスは順

次休戦期間に入り、町は喝采で溢れたという。 

 

3.審判 

次に審判について述べる。 

 現代のオリンピックにおいて、審判は様々な国から選出されたプロが勤めることになっ

ているが、古代オリンピックでの審判はエリス人の中から 10 人前後をくじ引きで選んだ。

当然、彼らは素人であったためオリンピックの開催前に 10 カ月間、競技のルールや関係す

る法律を学ぶ必要があり、ヘラノディケノオンと呼ばれる建物の中でノモフェラケスとい

う役職者たちから専門的な知識を教え込まれた。また審判の職務の中には競技に際しての

判定だけでなく、選手の資格審査も含まれており、選手たちがエリスで合宿しているときに

審判団は彼らの出身や年齢、技量を審査した。競技における審判の権限はとても強いもので



あり、彼らが下した判定はほぼ絶対視されるものであった。身につけていた紫色の衣装と違

反者を処罰するための笞は彼らの威厳を視覚的に象徴するものであった。 

 

4.選手 

 では、選手たちはどのようにしてオリンピックに臨んだのだろうか。 

 実は、大会開催の 1年近く前から選手たちの心の中でオリンピックは既に始まっていた。

最低 10カ月間、本国でトレーニングを積むことが参加条件であったからだ。さらに大会の

1 ヵ月前までに開催地エリスへ行き練習を積み、前述したように、審判にアピールをして彼

らからの評価を得る必要があった。選手やコーチも自費で現地に来たものの、審判団の決定

により、メインである成人の部ではなく少年の部での参加となってしまったり、さらには出

場を断念せざるをえなくなったこともあったという。 

 

5.観客と賑わい 

次に、オリンピック開催期間での人々の生活を覗いてみる。オリンピアには当初より宿泊

する施設がなかったが、紀元前 4世紀頃、2 階建ての宿泊所が建てられた。建設したのはレ

オニダスという人物で、彼の名前を由来としてレオニダイオンと呼ばれた。1階と 2 階にそ

れぞれ広々とした部屋が 20ずつ用意されており、すべての部屋が、ドーリア様式の柱で囲

まれた中庭に面していた。そこでは花が咲きほこり、さらに噴水がしぶきをあげていて、一

際静かな時間が流れていた。しかし、宿泊することができたのは招待客や富裕層に限られ、

総勢何万人にものぼる観客やコーチ、選手はこれまで通り競技場の周りでキャンプをした。

次第に彼らに向けて多くの出店が立ち並ぶようになり、土産物や、飲料、食料、その他の物

品などが売られた。露天商だけでなく、パフォーマー、詩人、音楽家、芸術家、哲学者など

も集まるようになり、それぞれが思い思いのリサイタルを始めた。人々は、活気あふれる競

技場で応援をし、競技場の周りのテントや屋台では酒や料理を楽しみ、大道芸を見たり、詩

の朗読や演説に耳を傾けたり、画家が並べている作品を鑑賞したりした。オリンピックは、

競技場の中や外、さらに昼と夜を問わず人々を魅了する光景が広がる祭典であり、熱狂に包

まれた 5日間のオリンピアは、世界の中心とも思えるほどであった。古代のギリシアの人々

の中に 4 年に一度のオリンピックは確かな存在感があり、オリンピックが近づくと胸を高

鳴らせ、最高に楽しい５日間を過ごした。時代や日程など多くの違いがあるものの、オリン

ピックに際して現代を生きる我々も同じ興奮に包まれる。オリンピックを通して、我々はか

つてのギリシアの人々と繋がっているのである。 
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近代オリンピック概説 

「オリンピックと戦争」 

文学部史学科 2 年 吉澤理貴 

1.近代オリンピックの起源 

 近代オリンピック。392年、ローマ皇帝テオドシウス 1 世の命で禁じられることにより終

焉した古代のそれではなく、2021 年現在行われているオリンピックである。古代オリンピ

ックの復興、つまり近代オリンピックの開催に、フランス人ピエール・ド・クーベルタンが

大きく貢献した、ということはよく知られている。しかし、それは彼だけの仕事ではない、

ということをご存じの方は少ないのではないだろうか。 

 

図 1 1896年の IOC委員、前列左端がクーベルタン 

 

 1850 年から、イングランド・ウェールズ国境のマッチ・ウェンロックという街で、古代

ギリシア文化に関心を持っていた医師、ウィリアム・ブルックスにより毎年地元住民による

競技会「ウェンロック・オリンピック」が開催されていた。この大会の規模はやがて大きく

なり、1860 年には「イギリス・オリンピアン協会」が設立されるに至る。ブルックスは、

やがてはアテネで競技会を開催することまで構想していたようだ。ここに、ブルックスによ

りクーベルタンも招待され、招待された彼は「古代オリンピックを継承した大会だ」と感激

した。ブルックスは、不幸にも第一回アテネ大会が開催される前に亡くなってしまったが、



ウェンロック・オリンピックはオリンピック復興の種をまいた大会である、といえよう。 

 19 世紀は、ホメロスの叙事詩『イリアス』に感銘を受けたシュリーマンが、トロイア戦

争の舞台となった都市トロイアを発掘したように、遺跡の発掘が進んだ時代だ。その中で、

古代オリンピックの舞台となった都市オリンピアの発掘が進むとともに、古代オリンピッ

クへの関心が高まった。ウェンロック・オリンピックがそうであるように、各地で「オリン

ピック」の名を冠した行事が積極的に行われ、その中には「ギリシア・オリンピック」が存

在した。これは 1859 年から 89 年に 4 回行われ、古代オリンピック復興の機運が高まった。

このように、近代オリンピックの開催はクーベルタンだけの役割ではないが、クーベルタン

が大きな役割を果たしたことは事実である。 

 クーベルタンは、1863 年にフランスで生まれた。少年時代にギリシャ・ローマの文化に

取りつかれた彼は、10 才にもならないうちに祖国フランスの敗戦を目撃する。プロイセン

王国を中心とするドイツ諸侯の軍にフランスが大敗し、ヴェルサイユ宮殿におけるドイツ

皇帝の戴冠式さえ許してしまった普仏戦争により落ち込んだ祖国フランスの復活を考えて

いたクーベルタンは、20 歳でイギリスを訪れた。そこでスポーツが青少年の教育に大きな

役割を果たしているのを目の当たりにしたクーベルタンは、祖国にもこれを導入しようと

政治家に働きかけた。さらに、オリンピア発掘に影響された彼は、古代オリンピックを復興

してスポーツの国際大会を開催し、スポーツによる友好を築き、平和につなげることを考え

た。そして、各国を回って賛同者を募り、1894 年の国際オリンピック委員会(IOC)結成に

までこぎつけたのだった。クーベルタン自身はその事務総長となった。IOC 結成が決定し

た国際会議では、古代オリンピックのように 4 年に 1 回開催すること、第一回大会をアテ

ネとすることが決まった。クーベルタン自身は、第一回大会は 1900 年に祖国パリで万博に

合わせて開催したがっていたが、もっと早くに、古代オリンピックにちなんで、アテネで

1896 年に行われることとなり、実際にそのように大会が行われ、以後 4年に 1回行われる

大会が始まったのである。当時は、陸上競技、水泳など 8 競技、43 種目が行われた。なお、

冬季オリンピックは、1924 年にフランスのシャモニーで始まっている。 

 

2.近代オリンピックと戦争-世界大戦 

 こうして始まった近代オリンピック(以後、オリンピック)だが、近代である以上、とある

ものから逃れることはできなかった。そう、戦争と政治である。政治については本誌に別に

メインテーマとして扱った稿があるため、ここでは戦争(及び戦争に関係するもの)を主に扱

う。 

 第一次世界大戦が 1914 年に始まって以降、最初のオリンピックは 1916 年のベルリン五

輪であった。しかし、ドイツ帝国は第一次世界大戦の渦中にいて、東西両面で敵国と熾烈な

戦闘中である。ましてやドイツはイギリスによる海上封鎖を受け、食糧すら不足している状

態である。このような状態でオリンピックを開催できるはずもなく、中止となった。結局ド



イツは第一次世界大戦に敗れ、敗戦国ドイツが再びオリンピックに参加できたのは 1928 年

のアムステルダム大会にまでなってしまった。 

 その 20 年後、再びオリンピックがベルリンで開催されることとなった。1936 年のドイツ

で国家元首の座にあったのは、かのヒトラーである。第一次世界大戦に敗れ、莫大な賠償金

を押し付けられたドイツでは、極右政党の台頭する余地が生まれ、1933 年 1 月にとうとう

国家社会主義ドイツ労働者党の党首ヒトラーが政権を獲得したのである。総統(Führer、

1934 年 8 月、ヒトラーは首相と大統領を兼ねる「民族の指導者」総統となった)ヒトラー

は、当初、ドイツ人種と連合国の選手が競技をすることや、ナチズムのイデオロギーにおけ

る劣等人種(ユダヤ人ほか、スラブ人や黒人)が競技をすることに反対であったが、全国スポ

ーツ指導者オステンや宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスの説得により、オリンピックを政治利用

することとなった。1936 年のドイツでは既に数々の反ユダヤ法が成立しており、ユダヤ人

が続々と海外に亡命する状況にあったが、オリンピック期間中だけは迫害が停止された。ユ

ダヤ人がドイツの施設を使用することが許可され(これだけのことすらもはや当時のドイツ

では許されなかった！)、反ユダヤのポスターは剥がされ、焚書されたはずのユダヤ人の書

籍が書店に並んだ。結果として、大会は大成功した。完璧に演出された開会式、過去最大の

参加国と選手、「迫害されていない」ユダヤ人。このオリンピックに始まる(宣伝省が考案し

た)聖火リレーは、最高のプロパガンダとなった。ナチスは、ドイツ人は「ヨーロッパ人の

先祖であり優秀な民族であるアーリア人の直系の末裔なのであり、故に世界最優の民族」だ

と主張していたが、「古代と近代のオリンピックを結びつける」というコンセプトを持つ聖

火リレーにより、アーリア人は古代ギリシアの継承者である、と古代ギリシアの栄光とナチ

スが結び付けられたのだ。このように、国際的にナチスの評価は著しく高まり、国内でもヒ

トラーのカリスマはますます上昇することとなった。彼は 1939 年に第二次世界大戦を開始

する。 

 

図 2 ベルリンのドイツ帝国競技場の中心的存在となったオリンピアシュタディオン 

 

 地球の裏側では、それ以前から既に戦争が始まっていた。1937 年に開戦した日中戦争だ。

その中でも、日本は 1940 年に東京でオリンピックを開催することとなっていた。だが、日



中戦争の長期化による物資不足やそれに伴う軍部の反対に加え、メインスタジアムの位置

を 2 年前まで決定できない、オリンピックをなぜ行うのか、オリンピックの日本における

位置づけが国民に理解されていない、関係組織の人間が頻繁に変わるなどの組織的混乱な

ど、まるで現代を見ているかのような、80 年間この国は何も変わっていないことを伝える

数々の事件、そもそも当時オリンピックは万国博覧会に比べ地位が低いイベントだった、な

ど数々の理由により 1938 年 7 月、1940 年東京オリンピックは返上された。代替の開催地

としてはフィンランドのヘルシンキが選ばれたが、1939 年 9 月に第二次世界大戦が勃発し、

11 月から翌年 3 月までフィンランドがソビエト連邦と冬戦争を行ったことでこれも中止と

なり、1940 年にはオリンピックが開かれなかった。同様の理由で、1944 年のロンドンオリ

ンピックも中止となった。 

 

3.近代オリンピックと国際政治-冷たい戦争 

 1945 年、第二次世界大戦は終わった。だが、世界は完全に平和にはならなかった。イデ

オロギー、領土、経済など様々な理由により、東西の冷戦が始まったのである。それは関係

改善と悪化、それに代理戦争を繰り返しながら直接鉾を交えることはしない「冷たい戦争」

であり、そんな関係が 30年以上も続いた。 

 冷戦の片方の雄であるソ連には、以前より人権弾圧に関する数々の批判が寄せられてい

たし、1980 年に開催される予定のモスクワオリンピックに関しても「開催を既定路線と考

えるべきでない」というイギリス外相の発言もあったが、1979 年のアフガニスタン侵攻に

よりその流れは頂点に達した。西ベルリンと西ドイツの選手の区別をソ連に要求されたこ

とへの西ドイツのボイコット(西ドイツは、西ベルリンは西ドイツの一部としていたが、ソ

連は、共産圏の只中に浮かぶ西ベルリンは西ドイツではないと主張した)、日米やイスラム

諸国のボイコット(ソ連は、宗教はアヘンであるとして無神論の立場を取るため、ムスリム

とソ連の関係は冷え切っているし、サウジアラビアなどは反ソ連のアフガンゲリラ・ムジャ

ーヒディーンを支援していた)。イギリス、フランスなどは参加こそしたが、イギリスのよ

うに、選手に対しボイコットの圧力がかかった国、競技には参加するが、開会式で行進はし

ない国など、様々であった。アメリカのボイコット方針に、必ずしもすべての国が従ったわ

けではないが、少なくともこのようなことは本来オリンピックで起こることはないはずで

ある以上、オリンピックと政治が問題になるのも無理はない。これに対し、1984 年のロサ

ンゼルスオリンピックには、ソ連を始め東側諸国がボイコットを行ったが、ソ連のボイコッ

トは「不参加」と表現された。これは、単なる報復ではなく、東西どちらの勢力がよりよい

オリンピックを開催するか、という競争であった。 



 

図 3 1980年モスクワオリンピックへの日本のボイコットを伝える新聞(を取り上げた NHK

スペシャル) 

 

4.おわりに 

 このように、近代オリンピックは、しばしば戦争や政治関係により中止やボイコットの憂

き目を見てきた。古代においては、オリンピックに合わせて戦争が一時休戦となったのに対

し、近代においては、戦争に合わせてオリンピックが一時休戦となったのである。現代の世

界においては、人間同士ではなく、対ウイルスの第三次世界大戦が行われており、それによ

り東京オリンピックは 1 年延期となった。次の冬には北京で冬のオリンピックが行われる

ようだが(執筆 2021 年 8 月 22 日時点)、これらの評価は未来の歴史家に委ねることとなる

だろう。 

 

参考文献 

・石出法太、石出みどり『これならわかるオリンピックの歴史 Q&A』大月書店,2016 

・石坂友司『現代オリンピックの発展と危機 1940-2020--二度目の東京が目指すもの』人文

書院,2020 

 

〈画像出典〉 

図 1:日本オリンピック委員会 クーベルタンとオリンピズム 

https://www.joc.or.jp/olympism/coubertin/ 2021 年 9月 30日 閲覧 

図 2:ホロコースト百科事典 1936 年ナチス政権下のベルリンオリンピック - ストについて 

2021 年 9 月 30 日 閲覧 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ja/gallery/the-nazi-olympics-berlin-1936-

photographs 

https://www.joc.or.jp/olympism/coubertin/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ja/gallery/the-nazi-olympics-berlin-1936-photographs
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ja/gallery/the-nazi-olympics-berlin-1936-photographs


図 3:アナザーストーリーズ 「モスクワ五輪ボイコット」 

http://akabaneouji.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html 2021 年 9月 30 日 閲覧 
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パラリンピック概説 

文学部史学科 1 年 松前多聞 

１. パラリンピックとは 

パラリンピックとは、4年に１度行われる障がい者によるスポーツイベントである。争

いが絶えなかった古代ギリシャにおいて、争いを止めるために開かれた競技大会がオリン

ピックの原点である。現在のオリンピック・パラリンピックは、４年を一周期とする古代

ギリシャの暦に沿っているため、４年に１度の開催になっている。パラリンピックは、オ

リンピック終了後の開催都市で行われ、夏季大会と冬季大会が挙行される。 

 

２. パラリンピックのシンボルマーク 

オリンピックのシンボルマークは、図１のような５大陸を象徴する５つの輪が特徴的で

あり、世界中の人々がオリンピックを通して協力し合って結ばれることを表している。一

方、パラリンピックのシンボルマークは、「スリーアギトス」と呼ばれる図２である。「ア

ギト」はラテン語で「私は動く」を意味しており、困難なことがあっても諦めずに、限界

に挑戦し続けるパラリピアンを表す。赤・青・緑の３色は、世界で最も多く使用されてい

る色を採用した。中心を囲むような曲線は、「動き」を表し、競技のために世界中から選

手を呼び集めるパラリンピックムーブメント1を強調している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１                       図２ 

 

３. パラリンピックの名称について 

パラリンピックの名前には、Parallel（もう一つの）＋Olympic（オリンピック）という

                                                      

1 パラリンピックスポーツを通して発信される価値や社会変革を起こそうとするあらゆる活動のこと。 



由来がある。パラリンピックの名称が使用され始めたのは 1964 年の東京大会からであ

り、当時は Paraplegia（対麻痺者）のOlympic（オリンピック）と考えられていた。 

 

４. パラリンピックの２２種類の競技について 

パラリンピックの競技数は２２種目であるが、その種目数はオリンピックと比べてはる

かに多い。その理由は、パラリンピックに参加する選手はそれぞれが様々な障がいを抱え

ており、選手が持つ障がいとその程度に応じた種目があるからである。パラリンピックの

選手は、障がいの分類として知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者に分けられ、そ

の３分類の身体障がい者の「視覚障がい」「肢体不自由」に該当する選手のみが出場でき

る。パラリンピックでは、同一レベルの障がいを持つ選手同士で対決できるように、各選

手を障がいの程度によって分類するが、障がいの程度の判断は各種目で異なる。 

 

 
 

図３ 

 

 

 

 

 

 



5.パラリンピックの歴史                 図４ 

① パラリンピックの父 ルードウィッヒ・グッドマン 

パラリンピックの原点は、近代オリンピックが始ま

ってから約 50 年後にイギリスで開催された大会であ

る。その大会を開催したのが、パラリンピックの父と

称されるルードウィッヒ・グッドマンである。彼は、

ロンドン郊外に位置するストーク・マンデビル病院に

勤める神経医学者であった。1944 年から第二次世界大

戦で傷ついた兵士の治療にあたっていた。彼は患者の

社会復帰にスポーツが必要不可欠であると考え、治療

の一環のリハビリテーションとしてスポーツを取り入

れた。その後の 1948 年、ロンドンオリンピック開会

式と同日に、ストーク・マンデビル病院のアーチェリー大会を開催した。彼がアーチェリ

ーを取り入れた理由は、以下のように考えられている。著者は、「アーチェリーは矢を的

に当てる競技ですが、選手が狙いをつけて集中するうちに、非常に体勢のバランスの悪か

った車いす利用者や脊髄損傷者が、自分なりに姿勢を保持しようという力が働き、それが

リハビリテーションにつながっていたということです。」2と述べている。この試みがスポ

ーツ大会（ストーク・マンデビル大会）として定着していった。これが後のパラリンピッ

クの原点となった。1952 年には、オランダ人選手が参加した上で第 1 回国際ストーク・マ

ンデビル大会が開催された。 

彼は、有名な言葉を残した。それは 

 

「失われたものを数えるな、残されたものを最大限に生かせ」 

 

というものだ。彼は、戦争によって手足を失い、個々人の存在理由を見失いかけていた兵

士に対し、スポーツを通じて生きる希望や可能性を与えたとされている。 

 

② ストーク・マンデビル大会の発展 

1960 年、オリンピックが開催された後のローマで、第９回国際ストーク・マンデビル大

会が開催された。この大会には、２３か国、400 人が参加した。後に、この大会は、第１

回パラリンピックと名付けられる。1964 年には、オリンピックが開催された後の東京で、

第２回国際ストーク・マンデビル大会（パラリンピック第２回大会）が開催された。この

大会からは、”東京パラリンピック”という呼び名がスタートした。今までの国際ストー

                                                      

2 平田・河合・荒井『パラリンピックを学ぶ』３０頁。 



ク・マンデビル大会は車いすの選手のみの大会であった。しかし、1967 年のカナダ、トロ

ント大会から、視覚障がい者や切断の選手たちも参加できるように参加資格が拡充され

た。 

 

③  競技性の高いスポーツ大会へ 

パラリンピックが正式名称として使われるようになったのは、1986 年の韓国ソウル大会

からで、それまでＩＯＣはパラリンピックを「オリンピック」と名乗ることは禁止してい

た。パラリンピックという国際身体障害スポーツ大会をオリンピックと名乗ることが認め

られてから、リハビリとしての大会ではなく、競技性の高いスポーツ大会へと変化した。 

 

④ IPCの設立とその後 

1989 年９月、国際パラリンピック委員会（IPC：International Paralympic Committee）

が本部をドイツ・ボンとして設立された。さらに、2001 年には、IOC(国際オリンピック

委員会)と IPC（国際パラリンピック委員会）の両会長が「オリンピック招致にはパラリン

ピック開催を含まなければならない」という同意文書を作り、パラリンピックは「もう一

つのオリンピック」として始動した。そして 2008 年にはオリンピック・パラリンピック

の大会組織委員会が統一され、運営で連携が密にとられ、オリンピックとパラリンピック

の起源は異なるものの、同じスポーツの祭典として世界に認識されるようになった。 

 

≪参考文献≫ 

 

・平田竹男、河合純一、荒井秀樹、『パラリンピックを学ぶ』早稲田大学出版部、2016

年。 

・公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、東京都オリンピ

ック・パラリンピック準備局『City Cast City Cast HANDBOOK』2019 年。 

・「東京都オリンピック・パラリンピック準備局 HP」（→

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/paralympics/paralympics/index.ht

ml、最終閲覧日：２０２１年９月６日） 

・「日本パラリンピック委員会 HP」（→

https://www.jsad.or.jp/paralympic/what/history.html、最終閲覧日：２０２１年９月６

日） 

・「日本財団パラリンピックスポーツセンターHP」（→

https://www.parasapo.tokyo/paralympic、最終閲覧日：２０２１年９月６日） 

・「ルードヴィッヒ・グッドマン（コトバンク）」（→

https://kotobank.jp/word/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B4%E3%8

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/paralympics/paralympics/index.html
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/paralympics/paralympics/index.html


2%A3%E3%83%83%E3%83%92%20%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%

9E%E3%83%B3-1620916、最終閲覧日：２０２１年９月６日） 

 

＜画像出典＞ 

図１：オリンピックシンボルマーク→「JOC オリンピック委員会 HP」

https://www.joc.or.jp/event/class.html 

図２：パラリンピックシンボルマーク→「日本パラリンピック委員会 HP」

https://www.jsad.or.jp/paralympic/what/index.html 

図３：パラリンピックの参加対象→参考文献の「パラリンピックを学ぶ、36 頁、図表３－

１」より引用 

図４：グッドマン博士の写真→笹川スポーツ財団ＨＰより引用

https://www.ssf.or.jp/ssf_eyes/history/supporter/19.html 
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1940年東京オリンピック 
文学部心理学科２年 岡崎真人 

 

1.日本体育の夜明け 

 フランスのクーベルタン男爵により近代オリンピックが 1896 年に始まったが、当初はオ

リンピアの精神はおろか、国際大会とも呼べるようなものではなかった。第 3 回セントル

イス大会では出場者 700 人のうち 500 人がアメリカ人であり、またアメリカの金メダル保

有率が 7 割というあくまで「個人」の枠を出ない大会であった。第 4 回ロンドン大会では

22の参加国、人数 2000 人という規模にまで大きくなったが、一地方であるヨーロッパのス

ポーツ大会という位置付けにとどまっていた。クーベルタンはオリンピズムを体現するた

め、当時重化学工業を発展させつつ、後進ながら先進国化を成功させ、大国ロシアに勝利し

た日本のオリンピックへの参加を画策した。そもそもオリンピックが欧米中心であったの

も、当時の資本主義の発展がそれらの地域に限られ、オリンピックを開催できる政治・経済・

文化等の発展水準、そして国民（主にブルジョアジー）のスポーツ普及水準もそれらの地域・

国に限られていたからであったため、東洋からの参加国はそれまでいなかった。 

 クーベルタンは駐日フランス大使ジェラールへ依頼状を出し、外務省をはじめとした各

方面に意見を聞いたところ、当時東京師範高等学校で校長を務めていた嘉納治五郎に白羽

の矢がたったのであった。嘉納の青少年への体育教育は関係者には知るところであり、また

オリンピズムへの理解もあったため嘉納は日本の代表として IOC 委員受託を快諾した。そ

れに伴い、第 5 回ストックホルム大会への日本選手の派遣を要請された嘉納は、選手選定

の準備に入る。ここで嘉納は文部省への協力を求めたが、国民の体育運動も普及しておらず、

文部省の行政体制も整っていなかったので難色を示した。嘉納は、体育運動の国民への普及

と、オリンピックの日本代表としての組織である大日本体育協会を自ら設立するに至った。 

 組織設立後、嘉納は短距離の三島弥彦、マラソンの金栗四三を日本代表として選出。スト

ックホルム大会へ派遣を行った。結果として両者とも途中棄権に終わり惨敗と言える結果

であったが、道具・経験・知識が外国と比べて未熟なことを悟った日本側は「外国の技術を

学び、大きな刺激を受けたことは大成功」と述べた。アスファルトの上を外国人がゴム底の

靴で走る中、金栗は足袋で走っているという水準だったのだ。 

 日本人選手は 1920 年アントワープ大会より活躍を見せ、特に大学・旧制高校で盛んであ

った庭球・野球での活躍は大きかった。同大会における庭球での銀メダル獲得はそれまで選

手個人の出費で賄われていた出場から、パトロンとなる国を動かすことになり、それ以降の

諸外国とのスポーツ交流やマスコミの流入などもあり、スポーツの普及は確かなものとな

っていった。 



2.東京オリンピック招致 

 1928 年のアムステルダム大会では日本は金 2個、銀 2 個、銅 1個の大躍進を見せるまで

になっていた。いつしか関係者は日本でのオリンピック開催を夢見るようになっていたと

いう。1930 年、その中の 1 人である当時の東京市長永田秀次郎は同じく志を共にする日本

学生競技連盟会長の山本忠興に「日本でオリンピック開催が可能かどうか」の調査を依頼す

る。当時学生を連れて遠征をしていた山本の返答は、可能性はあるというものであった。こ

こから東京オリンピックへの招致活動が始まった。翌年東京市議会において招致の建議案

が満場一致で可決され、「関東大震災からの復興アピール・皇紀 2600 年」をテーマにした

1940 年での東京開催を目指すことになった。 

 招致において最大の障壁となったのが 10 年

来招致を悲願としていたローマであった。イン

フラが今ほど整っていなかった当時、欧米諸国

から極東への選手派遣はローマへの派遣と比

べると現実的ではなく、また暑い気候も日本に

とっては不利であった。そこで日本はイタリア

へ工作を敢行、ムッソリーニに対して「1940 年

は日本にとって皇紀 2600 年となる大事な年で

あり国民としての期待も大きいこと、東洋での

開催は東西の心理的距離の接近すなわち世界

平和につながることであること、もし 1940 年

の開催を日本に譲ってもらえるならば次回の

ローマ開催を日本は全面的に支援すること」を

条件として譲歩を要請し、その際の使者の態度

にも感銘を受けたムッソリーニはローマ辞退

を日本に対して約束した。さらに派遣補助金として 100 万円を支給することに加え国・東

京市・委員会が一体となり追加の補助金の支出も決定、また近代オリンピック創始者のクー

ベルタンの東京開催支持も受け、東京オリンピックへの機運は高まっていった。 

 さまざまな混乱はあったものの、最終的に決戦投票はヘルシンキと日本の一騎討ちとな

り、東京 36票ヘルシンキ 27票と日本が 1940 年の開催を勝ち取った。日本に票を入れたの

はドイツ・イタリア・オーストリアと南米諸国という形であり、構造としては非ヨーロッパ

対ヨーロッパの対決とも言えた。1936 年の 7月のことであった。 

 

3.返上 

 招致の段取りがうまくいったのとは対照的に、いざ開催となる際の準備は実に締まりの

図１ 1940年の東京五輪ポスター 



ない流れであった。まず、開催決定してもなお会場や会期の選定が終わっていなかった。会

場については東京市が月島周辺の埋立地の利用を考えていたものの中止となり、代案とし

て第一候補に代々木練兵場、第 2 候補に明治神宮周辺の利用が提案された。しかし軍部の

反発や用地取得の困難さによりこちらも断念、続いて外苑周辺の競技場を拡張する案も出

たが内務省神社局により待ったがかけられたのだった。難航の末、駒沢ゴルフ場に運動場を

建設しそこに施設を集中させると共に外苑競技場も併用する案にようやく落ち着いたので

あった。会期の選定についても難航の様相がみられた。というのも、同じ年に皇紀 2600 年

記念の万博も行われる予定であった。1900 年、1904 年、1908 年の、万博と同時開催であ

ったオリンピックが不盛況に終わったことを鑑みて IOC 会長ラツールは日本に会期が重複

しないように要請。万博側も会期を短縮するつもりはないという難しい状況において日本

側は 1 ヶ月の空きを挟んで 9 月 21 日にオリンピックを開催すること、8 月 31 日以降に万

博が延長する際はオリンピックを中止させ選手団は日本の費用によって帰国させることを

IOC 側に約束させるにいたった。 

 さらに開催の障壁となったのが日中戦争である。暗雲は開催決定の翌年 1937 年から立ち

込めてきており、「戦争遂行中にスポーツ大会へ多大な金をつぎ込むこと」への疑問視が軍

部から上がり、また国内右翼団体の「満州国としての参加」が認められていないことへの反

対が世論のオリンピック開催不支持への傾きとなっていった。さらに諸外国からも「東洋の

平和維持に役立たない」として最終的に約 150 票の開催反対の電報がラツール IOC 会長の

元へ送られてきた。オリンピック関係者は政府の不拡大宣言を頼みとしてはいたが、その期

待に反して戦線は拡大していき、ついには戦争下の資材統制によりスタジアム建設の資材

が足りなくなる、さらには起債も困難に陥るという事態が起こり、自主的な開催返上に至る

のであった。この間わずか 1年以内の出来事であったという。 

 

≪参考文献≫ 

 

・浜田幸絵『＜東京オリンピック＞の誕生 1940 年から 2020 年へ』吉川弘文館 2018 

・池井優『オリンピックの政治学』丸善ライブラリ 1992 

・内海和雄「オリンピックと資本主義社会 3：オリンピック招致と日本資本主義」

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/15675/jinbun0000200040.pdf 

 

〈画像出典〉 

・図 1：「The Organizing Committee of the XIIth Olympiad, Report of the Organizing 

Committee on its Work for the XIIth Olympic Games of 1940 in Tokyo until the 

Relinquishment, Tokio 1940, p. 114.」 

 

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/15675/jinbun0000200040.pdf


１９６４年東京オリンピック 
文学部史学科 1 年 平光くるみ 

 

1.１９６４年東京オリンピック概説 

（1）１９６４年東京オリンピックとはどのような大会であったか 

1964年に開催されたオリンピッ

クは、大会が始まって以来初めて

アジアで開催された。その地がこ

こ日本の首都・東京である。この大

会では、女子バレーボールの「東洋

の魔女」やマラソンのアベベ、円谷

幸吉など、現在も人々の記憶に残

り続ける選手が誕生した。 

東京オリンピックは、終戦の 19

年後に行われた大会であっため、

戦争の傷跡、そして復興を人々に

意識させるような部分もあった。 

聖火リレーでは、アジア初のオリンピックということもあり、アジアの国々を多く回った。

そして日本国内で聖火が初上陸した場所は、沖縄であった。当時沖縄はアメリカの占領下に

あり、法で定められた祝祭日以外に、公共の場で日の丸を上げることは禁じられていた。し

かし、沖縄県民たちの「祖国復帰」の願いが大変強かったこともあり、聖火リレーの通過時

に沿道や式典会場を日の丸で飾り付けることを米国民政府は黙認した。また、聖火ランナー

の最終走者には酒井義則という陸上選手が選ばれた。彼は 1945 年 8月 6 日のまさに原爆投

下の 1 時間半後に、広島県三次（爆心地から約 60キロ離れた場所）で生まれた。そのため、

彼は国内外のメディアから「アトミック・ボーイ（原爆の子）」と呼ばれ、大いに注目を集

めた。彼が健康に走る姿は、原爆の記憶を蘇らせるものではあったであろうが、それと同時

に、日本が戦後の苦しい時代を乗り越えて見事に立ち上がったということを人々に強く印

象付けた。 

このように、1964 年東京オリンピックは、戦後復興を果たし大きく発展しつつある日本

の姿を、世界中の多くの人々に見てもらうという明確な目的があった。そのため、競技関係

以外の整備・改善も、オリンピックという好機を利用して多く行われ、日本がますます発展

していくことのきっかけとなった。 

 

（２）交通網の整備 

図 1 1964年東京オリンピック開会式 



東京オリンピック時に行われた整備・改善の

一つとして、交通網の整備が挙げられる。東京

オリンピックは、東京が抱えていた数々の都市

問題を解決する機会としても捉えられていた。

当時の東京は自動車の交通量が増加して、交通

麻痺が問題になっていた。これでは大会運営に

も支障が出てしまう。そこで大会関連施設や空

港を結ぶ道路が整備され、高速道路も作られた。

さらに、渋滞緩和のために立体交差も設けられ

た。日本が世界に誇る新幹線や、羽田空港と浜

松町駅を結ぶモノレールもこの大会に合わせ

て開業した。東京オリンピックは、東京の円滑

な交通網を実現するのに一役買ったのである。 

しかし、大会で使用する競技場の建設に加えて

の出費であったため、当然多額の資金が大会費用

として注ぎ込まれた。通常のオリンピック開催経費は、GDP 比で 1％以下に収めるのがよ

いとされているが、1964 年東京大会の開催経費は、現在の物価では 4〜５兆円であった。

この GDP 比は 3.７％にもなる。にもかかわらず日本が高度経済成長を止めずに済んだの

は、この大会を通して培った技術を活かして、のちのビジネスに生かすことができたことが

理由ではないだろうか。東京オリンピックは、いわゆる先行投資のようなものであったのか

もしれない。 

 

 

（３）公衆衛生・エチケットの向上 

公衆衛生・エチケットも、この時に多く改善した。このオリンピックには、戦争から復興

し、発展した日本を見せるという大切な目的があるのだから、開催地東京に住む都民の生活

姿も、海外の多くの人々から見られていたのである。 

東京オリンピック準備局は、印刷物や映画、ラジオ、テレビ広告等を使い、都民に対しエ

チケットの徹底を求めた。その一部を挙げると、「痰や唾をやたらに吐き散らさない」「路上

で飲酒をしない」「上半身裸やステテコ姿で歩かない」などである。3 

今現在であれば当たり前のエチケットであるように思われるが、当時の人々の間ではこ

のような行動はよく見られることであったのだろう。この時のエチケット遵守の呼びかけ

があったからこそ、日本は今のように比較的衛生的な国になれたのかもしれない。 

 

                                                      

3 吹浦『オリンピック 101の謎』28－29ページ。 

図 2 東海道新幹線 1964年 



（４）大学生の活躍 

この大会では、多くの大学生がボランティアとして、アルバイトとして、そして選手とし

て活躍した。また、多くの大学が選手の練習場所として大学の敷地を提供しており、オリン

ピックと大学・大学生のかかわりは大変深かった。 

1964 年に限らず以前から、選手として活躍した大学生はかなり多かった。当時、日本の

企業は現在ほどスポーツに力を入れてはいなかったため、日本が初めてオリンピックに参

加した 1912 年から 1964 年にかけて活躍した選手の多くは大学生であった。当時は、現在

ほど簡単に大学に行くことは難しかったので、大変高学歴な選手ばかりであったというこ

とになる。実際、1964 年東京大会に参加した日本人選手 357 人のうち、学生は 112 人であ

り、約 3 分の 1の選手が学生であった。1912 年ストックホルム大会に参加した日本人選手

のうち、大学出身者は 100％であったので、それと比較するととても減ったように見える4。

しかし当時の大学進学率は 15.5％であったことを踏まえると、依然として大学生選手の割

合が多かったことがわかる。 

大学生が活躍したのは選手としてだけではなかった。都心近くにある難易度の高い大学

から外国語の得意な者が選ばれ、通訳として外国人選手を誘導したり、練習を手伝ったり、

観光客を案内したりした。学習院大学からも、英語とフランス語の通訳としてバスケットボ

ールに 9人、体操に 14 人の学生がそれぞれ派遣されている5。ほかにも、外国人選手を車で

試合会場や練習場に送ったり、選手村の食堂を手伝ったり、宿泊室周辺の警備などの大切な

役目を果たした大学生もいた。 

 

2.東京オリンピックが発祥のもの 

このオリンピックでは、数々の名選手のみならず数々の新技術・新ビジネスも生まれた。

ここで、そのいくつかを紹介したい。 

 

（１）リアルタイムシステム 

 コンピュータのリアルタイムシステムによる競技結果の速報は、東京オリンピックで初

めて行ったシステムである。「リアルタイムで競技の結果を集計したのは、歴史上東京オリ

ンピックが初めてのことでした」6とリアルタイムシステム開発に尽力した竹下亨は語って

                                                      

4 大学生選手の減少は、過去に学生としてオリンピックに参加した選手が社会人になって

さらに実力を挙げたこと、企業がスポーツに力を入れるようになり、代表を多く輩出した

ことにより学生選手が活躍できる場所が次第に減ったことなどが原因とされている。 

5 『オリンピック東京大会資料集 資料編 3渉外部』（オリンピック東京大会組織委員会 

1965 年）より 

6 野地『TOKYO オリンピック物語』81 ページ。 



いる。このシステムができたことにより、以前よりも迅速に協議の結果を出すことが可能に

なった。現在よく見る国別のメダル獲得数を集計して発表するようになったのも東京大会

からであり、こちらのシステムも竹下たちが開発した。これまでは、人々は自分のいる会場

で行われた競技の結果しか知ることができず、ほかの会場での競技の結果を知るまでに時

間がかかってしまっていた。しかしリアルタイムシステムを活用することにより、ほかの競

技場で行われた競技の結果もすぐに知ることができるようになった。小さな国は、大きな国

に比べて派遣されてくる報道陣の人数は少ないため、すべての競技場に送り込むことは困

難であった。このシステムの発明は彼らを救うこととなった。また、コンピュータは過去の

記録を保存しておくことが可能であるため、選手の結果が世界新記録であるのか否かも、す

ぐにわかるようになった。 

 竹下は、このシステムを他でも応用するためにプログラミングは簡潔に書き、汎用の機械

を使うことを心掛けた。そのため竹下の働く日本 IBMは、このシステムを三井銀行のオン

ラインシステム開発に応用させることができた。リアルタイムシステムはビジネスチャン

スの大きな原動力となった。 

 

（２）冷凍食品 

 東京オリンピック以前に冷凍食品自体

は既に存在していたが、現在ほどおいし

いものではなく、それほど普及していな

かった。しかし、オリンピックではスポ

ーツ選手 1 万人分の食事を提供せねばな

らなかった。そのために必要な食材を生

鮮食品のみで賄おうとして大会が食材を

買い占めてしまうと、当然食材の値段は

上がり、人々に影響を及ぼしてしまう。

そこで、当時選手村の料理長を務めてい

た村上信夫は冷凍食品を使うことを考え

た。その後村上と冷凍食品に詳しい部下、ニチレイの職員たちは、ニチレイの冷凍庫を使っ

て野菜や魚などの食材を、味を落とすことなく保存する方法をひたすら研究した。この時の

彼らの努力が、今現在のおいしい冷凍食品につながっている。 

 

（３）ピクトグラム 

 町などでよく見かけるピクトグラムは、この時に制作された。ピクトグラム自体は以前か

ら存在していたので、この時に初めて誕生したわけではない。しかし、それらはすべて個人

が思い思いに作ったものであった。ピクトグラムが標準化され、現在のデザインの基礎を作

ったのは東京が初であり、開発したのが日本人のグラフィックデザイナーであることは紛

図 3 ニチレイ冷凍食品 1964年 



れもない事実である。 

 日本にはこれまで多くの外国人がやってくるような機会はなかった。しかし、オリンピッ

クでは世界各国から人々がやってくるのだから、どのような言語を話す人々ともコミュニ

ケーションをとる必要がある。そこでピクトグラムであれば、言語が分からなくとも最低限

のコミュニケーションをとることができ、大会中大いに重宝された。 

著作権料が発生すると、ピクトグラムは普及しないと考えた勝見勝たちデザイナーたち

は、ピクトグラムの著作権を放棄した。そのおかげで、ピクトグラムは今日まで大変普及し、

現在も多くの人々を助けている。 

 

（４）民間警備 

 日本初の民間警備会社である日本警備保障

（現在のセコム）は、1962 年に学習院大学出身

の飯田亮と戸田壽一が創設した、日本で初めて

の民間の警備会社である。会社を始めたばかり

のころは、警備の依頼はそれほど多くはなかっ

た。当時の企業は、たいてい社員が宿直したり、

守衛を雇ったりすることで自分たちの会社を

泥棒などから守っていたので、民間警備という

概念があまり人々の間に定着していなかった

ためである。しかし、組織委員会から選手村の

警備を頼まれたことが、日本警備保障の名前を世間に知らしめ、民間警備の普及を促すきっ

かけとなった。 

 

 

3.終わりに 

オリンピックでは選手や競技が多く注目されるが、競技以外の場面でも今日まで残るよ

うな偉大なものを残した人々が多くいたことに気づくとともに、オリンピックという祭典

を通して、人々のパワーを現代以上に強く感じた。 

参考資料を読んでいるとき、自分の担当である 1964 年の情報のみ抜き出そうとすること

は不可能なことであった。1964 年東京オリンピックは単独で存在するのではなく、日本が

戦争により返上した 1940 年の大会や、つい先日終わったばかりの 2020 年東京オリンピッ

クなど、ほかのオリンピック、またはオリンピックとは一見無縁に見えそうな出来事と繋が

りあいながら、共に歴史の中に存在しているということを強く意識する機会となった。 

 

 

図 4 飯田亮（右）と戸田壽一（左） 



≪参考文献≫ 

 

・浜田幸絵『「東京オリンピック」の誕生：1940 年から 2020 年へ』吉川弘文館 2018 

・吹浦忠正『オリンピック 101 の謎』（新潮文庫、11039、ふ－56－1）新潮社 2018 
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・『オリンピック東京大会資料集 資料編 3 渉外部』（オリンピック東京大会組織委員会 
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〈画像出典〉 

・図 1：公益財団法人日本オリンピック委員会公式サイト 東京オリンピック 1964 東京

オリンピック開催へ vol.3 紆余曲折を乗り越え、迎えた 10月 10日 

https://www.joc.or.jp/past_games/tokyo1964/story/vol03_02.html 

・図２：浜松市 東海道新幹線が開通【1964 年（昭和 39年）】 

 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/100ayumi/1964.html 

・図３：株式会社ニチレイ 沿革スペシャルサイト ニチレイヒストリーロード 1964 年 

オリンピック選手も食べた冷凍食品 

 https://www.nichirei.co.jp/history_road#section02 

・図４：セコム株式会社公式ホームページ セコム創業物語 第 1 回 創業者２人が創業

を決めた時 

 https://www.secom.co.jp/corporate/vision/story01.html 
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https://d.docs.live.net/e7f8379c927892f4/ドキュメント/1964年東京オリンピック.docx
https://d.docs.live.net/e7f8379c927892f4/ドキュメント/1964年東京オリンピック.docx


国際オリンピック委員会 
 文学部史学科 1 年 佐藤彩夏 

〇IOC(国際オリンピック委員会)の組織 

・理事会 

IOC の理事会は、会長１名・副会長４名・理事１０名の計１５名で構成されている。任期

はそれぞれ４年となっていて、IOC総会にて、選出選挙・再任選挙をおこなっている。 

・IOC総会 

これは、IOC の全体会議で、IOC において最高機関の役割をはたしている。開催は、年

に１回で、開催都市は毎年変わるが、オリンピックイヤーには、開催地でおこなわれる。ま

た、IOC 総会の開催地は、３年前におこなわれる理事会、または総会で決定することにな

っていて、投票によって決定している。定期的な年１回の IOC 総会以外には、臨時総会が

あり、これは IOC 会長によって招集されるか、IOC 委員の３分の１以上の、書面による要

求で開催される。 

・IOC委員 

IOC 委員は、毎年開催される IOC 総会のたびに、選出および再任される。IOC委員の定

員は１１５人で、定年は７０歳となっている。定員１１５人のうち、国内オリンピック委員

会(NOC)会長・選手委員・国際競技連盟会長が、それぞれ１５人以下入ることが決められ

ている。 

・NOC(国内オリンピック委員会) 

NOC とは、IOCの管理の下で、オリンピック憲章に従い、それぞれの国や地域で「オリ

ンピック・ムーブメント」の啓蒙や保護をすることを目的とした組織である。IOC に承認

されている、NOCの数は世界中で２０６あり、国連加盟国１９３ヵ国すべてに NOC がお

かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

図１ IOCのロゴ 

 



・オリンピック・ムーブメント 

オリンピック・ムーブメントとは「スポーツを通じて、友情、連帯、フェアプレーの精神

をつちかい、相互に理解し合うことにより世界の人々が手をつなぎ、世界平和を目指す運動」

である。目的は「オリンピズムと、その諸価値に従い、スポーツを実践することを通じて若

者を教育し、平和でよりよい世界の建設に貢献することである」とあるように、オリンピッ

ク憲章の第 1 章に規定されている。４年に１度開催される競技オリンピックも、このオリ

ンピック・ムーブメントに含まれている。構成要素は「国際オリンピック委員会(IOC)」「国

際競技連盟(IF)」「国内オリンピック委員会(NOC)」となっており、「オリンピック・ムーブ

メントにいかなる形で属する何人も、どの団体も、オリンピック憲章の条文に拘束され、か

つ IOC の決定に従わなければならない」とオリンピック憲章に規定されている。これによ

り、IOC の絶対権力が保障されている。 

〇IOC とはどのような団体なのか 

CBC論説室の北辻利寿特別解説委員によると、IOC は国際オリンピック委員会と言いな

がら国際機関ではなくNGO と言われる非政府組織であり、さらにNPO と呼ばれる非営利

団体であるため、ユニークな組織だという。NGO は非政府組織で、主に国際規模で活動し

ている団体を言う。例を挙げれば国境なき医師団や国際赤十字、国際的な人権団体アムネス

ティなどである。一方 NPO は営利を目的としない組織で、子育て支援や子ども食堂など地

域に密着して活動している組織が主である。IOCはその双方の面を持つ組織なのである。 

IOC はしっかりした構成を持つ組織として徐々に発展し、継続性を重視し、社会のなか

に確実に根を広げていった。そして、虚構の相手ではなく、しかるべき具体的なパートナー

（国際競技連盟、各国オリンピック委員会）との間に安定した関係を築くことが可能となっ

た。 

〇最初のオリンピック大会のための国際委員会の構成と政治的

目的 

委員会の最初の 13 人のメンバーは有閑階級の人々である。彼らは西欧のギリシャ・ラテ

ン文化の道徳的優越性の規範について暗黙の了解があった。揺籃期の近代スポーツの理論

家であり、実践家である彼らにとって、スポーツとその精髄であるオリンピズムは階級紛争

を減らし、国家間の緊張を緩和するものであるという理念は、哲学的政治的相違を超えて西

欧の知識人と政治的エリートの持つ、深い恐怖と平和主義的願望の反映であった。ドイツの

研究者、ディートリッヒ・Ｒ・カンツの研究は、最初のオリンピック大会のための国際委員

会の構成と政治的目的にこの角度からアプローチしている。 

カンツは、二つのレベルで議論を進める。まず、彼は IOCの教育的目標は、当時の二つ

の最も重要な平和主義の組織、列国議会同盟と平和のための国際会議の目標と同じである



と主張する。その活動はベルリンに本部を持つ国際平和事務局によって調整されていた。大

変説得力のある議論であるが、これは 19 世紀後半の、多くの政治的労働組合、教育団体に

も当てはまるだろう。次に、カンツは、国際平和事務局の指導者と万国議会同盟の最も有力

な議員が 1894 年のコングレスの名誉委員のリストにのっていることを指摘する。 カンツ

は、その他にバイヤー、フェルドハウス、ヘゲリン、ケメニー、プラト、ラフォンテーヌ等

の名を挙げる。しかしジュール・シモンとエリー・デュコマンもヨーロッパの平和運動のな

かで尊敬される活動家で、1880 年から 1914 年までの間、大戦の災疫を防ごうと虚しく努

めたのであった。カンツは、コングレスの名誉委員の少なくとも三分の一は 1890 年代の平

和運動の活動家であった、と推定している。そしてこれは単なる偶然の一致ではないとする

カンツの結論は正しいと筆者のイブ・ピエール・ブーロンニュは考えている。 
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東京オリンピック 「招致」 の歴史 
文学部史学科二年 鈴木千那 

1.はじめに 

開催が間近に迫った約半年ほ

ど前、新型コロナウイルス 

(COVID-19) 感染症の世界的な

流行に見舞われたことで、開催

延期というオリンピック史上に

残る未曽有の事態に直面するこ

ととなった 2020 年の東京オリン

ピック。一向に感染症の混乱が

収束する見通しが立たない中、

一年の延期を経て 2021 年 7月

23日に開会式が執り行われるこ

ととなった本大会であるが、その招致に関しての動向が記憶に残っている読者は一体どれ

ほど存在しているのだろうか。 

ほとぼりが冷めた今となっては話題に上がることも少ないが、オリンピックという祭典

は開会式を待たずして、招致活動から戦いは始まっている。すなわち、IOC 総会において

各委員による投票により、開催国を決定させる段階から始まっていると言っても過言では

ない。参考文献の筆者である浜田幸絵曰く、四年に一度行われる「国際」的で「グローバ

ル」なイベントたるオリンピックiは、世界中の国が一堂に会してしのぎを削る場となるが

故に、これを受け入れることが可能な国・都市となると、その数は限られてくる。このこ

とから「オリンピック開催国」というものが、一種のステータスとして存在していること

が伺えるだろう。 

東京でのオリンピックは、実際に開催された 1964 年大会と 2020 年大会に加え、「幻の

大会」に終わった 1940 年大会の、計三回がこれまでに計画されてきた。無論、そのいず

れの大会においても招致活動というものは行われていて、オリンピックの開催に向けて掲

げられた目標というものも、時代によって変遷を見せている。本稿ではこれら東京オリン

ピックにおける招致活動というものに焦点を当て、各大会における招致の目的と目標の差

異についても部分的に確認していきたい。 

2.皇紀 2600年を記念する「幻の大会」を目指して 

～1940年東京大会に向けた招致活動～ 

図 1 2020 年のオリンピック開催地を発表する IOC の

ジャック・ロゲ会長(当時) 



東京でオリンピックを開きたいと願う声は、1920 年頃から既に存在していた。IOC の

委員であった嘉納治五郎は、1928 年(第 9回)大会を東京で開催したいと発言しており、ま

た後藤新平を中心として、万博などの各種国際的イベントとオリンピックを同時に開催し

たいとする動きがあったことが、新聞各社によって報じられているii。1929 年には国際陸

上競技連盟会長ジークフリード・エドストレームが来日し、日本学生競技連盟会長の山本

忠興と 1940 年(第 12 回)大会の東京招致の可能性に関して意見交換を行っているiii。 

このような流れの中で、東京市長となった永田秀次郎を中心として、招致に向けた具体

的な運動が加速することになっていく。永田が招致を決意した理由としては、前述のエド

ストレームと山本の会見で示唆されていた東京招致の可能性が低くなく、更に 1940 年が

神武天皇の即位から 2600 年目の節目、皇紀 2600 年に当たる記念年であったことが挙げら

れるiv。皇室中心主義を掲げており、かつ東京を国際都市としてアピールしたいと考えてい

た永田にとって、オリンピックという祭典は記念祝賀として魅力的なものであったことが

伺えるv。 

1932 年 7 月、東京招致の正式な招請状がロサンゼルスで開催された第 30次 IOC総会に

提出されたことによって、東京はヨーロッパや南・北アメリカ大陸の 9都市がすでに名乗

りを上げていた、第 12 回大会の招致合戦に参戦することになる。この中でも特に脅威と

されたのが、ローマの存在であった。 

東京は「東洋初のオリンピック」の開催を基本理念として掲げ、対外的なアピールをし

ていくことで開催への賛同を集めていたのだが、純粋に欧州から遠いという地理的不利、

そして夏の気候がオリンピックの開催に耐えうるものなのかという問題点を孕んでいたvi。

その点ローマは、欧州諸国からのアクセスが容易で現実的な開催都市であったことから

も、支持する声が大きかったのである。 

このままではローマに開催都市の座を奪われかねない。そこで IOC 委員となった副島同

正は、ローマに招致参加を辞退してもらうべく、ムッソリーニに働きかけを行って密約を

取り付けた。1934 年、副島は「皇紀 2600 年の祝賀」という特殊な事情を前面に押し出す

ことで、ムッソリーニ

からの譲歩を引き出す

ことに成功vii。これに

よって、翌年のオスロ

で開催された IOC 総会

において、ローマ開催

の辞退が明言された

viii。 

しかし、突然のロー

マ辞退の発表と、日本

が IOCに無断で辞退を 図 2 1940年の東京オリンピック開催決定を報じる新聞 



働きかけたことが問題となり、総会は混乱に陥った。これにより、開催都市の決定は 1936

年にベルリンで行われる総会へと持ち越されることとなった。日本はこの延長期間のうち

に、揺らいだ IOC の信頼を勝ち取るべく招致委員会の中に接待委員を設け、当時の IOC

会長バイエ・ラツールを視察という形で東京へと招き入れて、牛塚虎太郎東京市長や市民

をも巻き込んだ手厚い歓迎を行ったix。 

このような地道な招致活動が功を奏して、「幻の大会」となった 1940 年東京大会の開催

は決定した。最終的に本大会は開催を返上することになるが、この時勝ち取ったオリンピ

ックの幻影が国民の脳裏に焼き付き、戦後その開催を目指す原動力の一つとなったことは

想像に難くない。だが、あくまでもその原点にあったのは、オリンピックが有していた

「皇紀 2600 年を記念する祝賀行事」としての側面であることを忘れてはならない。 

3.戦後復興と幻の大会の実現 

～1964年東京大会に向けた招致活動～ 

戦争の足音と共に 1940 年東京大会は泡沫に消え、その要因となったWWⅡ、アジア・

太平洋戦争が終結すると、周知の通り日本は敗戦を迎える。戦後、オリンピックは 1948

年から再開されるが、敗戦国となった日本がオリンピックへの参加を許可されたのは 1952

年の冬季に行われたオスロ大会からであり、出場選手も 13 人と限られていた。日本の本

格的な参加は、夏季のヘルシンキ大会を待たねばならなかったx。 

その一方で、戦後日本がオリンピックへの復帰を果たしたほぼ同時期から、既に東京大

会を開催するための招致活動は着々と進行していたのである。 

1952 年 5 月、東京都知事であった安井誠一郎は、1960 年(第 17回)大会の東京招致を表

明。都議会も満場一致でこれに賛成し、同年 7月には IOC 本部に正式な招請状が提出され

ている。この第 17 回大会に向けた招致においては、幻に終わった第 12回大会と同様に、

東京を開催地とした場合の「地理的距離」の問題とそれに付随した「派遣費用」の問題が

指摘された。そして奇しくも先の大会の対抗馬となっていたローマが開催地に選定される

という形に落ち着き、東京は敗北を喫しているxi。 

 第 17回大会の招致に失敗した東京であったが、これに打ちひしがれることなく直ちに

次回大会、すなわち 1964 年(第 18 回)大会の招致を目指し、各方面で積極的な働きかけを

行っていくことになる。 

手始めに、1958 年に予定されていた IOC総会を東京で開催させるべく誘致活動に取り

組み、デンマークのコペンハーゲンやパキスタンのカラチなど、他の候補地に辞退を懇願

してまでその開催権を勝ち取った。この総会はNHK ホールにて開催され、同年に開催さ

れた「アジア競技大会」と合わせて、戦後復興を遂げつつある日本には、国際大会たるオ

リンピックを開催するだけの力がある、ということを各国 IOC 委員に知らしめる契機とな



ったxii。加えて、1959 年 4月の東京都知事選において、当時 IOC 委員かつ日本体育協会

会長であった東龍太郎を都知事に添えることで、東京大会の実現を念頭に置いたアピール

体制を盤石にしていくのである。 

 とはいえ、これに慢心することなく、同年 5月にミュンヘンで行われる IOC総会での開

催地決定に向けて、東が都知事に就任した後も東京開催の支持を集めるための最終調整が

施された。最終決定が行われる IOC総会の場に、東京支持の委員を一人でも多く出席させ

ることが求められたためである。日系二世の実業家であった和田勇(フレッド・イサム・ワ

ダ)は、中南米の諸国(メキシコ、ハバナ、リオデジャネイロ、サンパウロなどの 10 都市)

に赴いて、総会への出席を依頼してまわったxiii。また欧州の IOC 委員についても同様に、

都議会議員や、陸上選手であった大島鎌吉、織田幹雄らが働きかけを行いxiv、1964 年東京

大会開催に向けた支持を世界各地から募ったのであった。 

 このようにして、一度辛酸をなめた上で行われた招致活動は大成功に終わり、結果的に

東京は 56 票中 34票を獲得して、1964 年東京大会の開催権を勝ち取った。これによっ

て、幻となった 1940 年東京大会で果たせなかった「東洋初のオリンピック」を、他でも

ない「東京」が成就させたことになり、ここに本大会の意義が見出されていた、と浜田は

指摘しているxv。同時に、戦後 7 年でオリンピックへと復帰し、その更に 7年後には再度

オリンピックの開催都市として選定されるに至った東京という都市、ひいては東京を映し

鏡とした日本の復興・発展ぶりは、本大会を通じて国内外を問わず、人々に強く印象付け

られたことが伺えるだろう。 

4.どこへ向かい、どこに行きつくのか 

～2020年東京大会に向けた招致活動～ 

前項の 1964 年東京大会(以降「前回大会」)の開催から時が経つこと約半世紀、平成の

世に入った東京では再三のオリンピック招致に向けた機運が高まっていた。というのも、

前回大会以降、実際に招致が成功した 2020 年(第 32回)大会の他にも、日本はオリンピッ

ク開催に向けた招致活動を何度か行っていたが(1988 年の名古屋大会、2008 年の大阪大会

など)、それらに関しては開催権を勝ち取ることができず、あえなく失敗していたxvi。 

特に 2016 年(第 31回)大会の東京招致においては、当時の都知事であった石原慎太郎の

提唱の下で「コンパクトな大会」が目標として掲げられ、2 度目の東京大会を目指した取

り組みが行われていた。しかし、招致特別委員会の一部委員や都民からの受け止めはあま

り芳しいものとは言えず(2009 年 5 月のNHKの世論調査で招致賛成が 47％に留まるな

ど)xvii、結果としても東京は 2009 年にコペンハーゲンで行われた IOC総会において、競合

都市のリオデジャネイロ、マドリードに敗れる形で開催権を獲得できずに終わっていた。 

だがしかし、石原都知事は折れなかった。前回大会の際に行われた招致と同じように、



一度の敗北を喫した程度では、東京大会の開催に向けた招致を諦めなかったのである。

「歴史は繰り返す」、とはよく言ったものだ。 

石原は 2011 年 7月、2020 年(第 32回)大会に向けた招致を行うことを表明し、9 月には

招致活動の中心組織として、竹田恆和を理事長とする「東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック招致委員会」が設立されたxviii。ここでは、第 31 回大会の招致活動における反省

点を活かして、国や都議会、自治体、スポーツ界などが団結し、都民や国民の一層の理解

を得た上での招致が求められていくこととなる。 

第 32 回大会の招致活動は、2013 年 9月にブエノスアイレスで行われる IOC総会での開

催地決定に向けて、着々と準備が進められていった。 

国内においては、2011 年 10月には東京都議会が東京招致を認める決議を可決し、12 月

には衆参両議院での可決、閣議了解を得るに至った。また同年 11月には「今は無き」新

国立競技場のデザイン案として、イラク人の女性建築家であるザハ・ハディドのデザイン

が選出され、同時に公開されているxix。第 31 回大会における招致からの課題とされてい

た、国民のオリンピック開催に対する理解と支持率の向上という面についても、2012 年ロ

ンドン大会で国内が日本人選手によるメダルラッシュに沸いたことから、これを有効的に

用いた PR 活動を行うことで、ある程度の解決(70％近い支持率の確保)が果たされたxx。

 

図 3 計画変更を余儀なくされた新国立競技場の初期デザイン案 

一方で国外においては、2012 年 5月には IOC 理事会が、申請都市の「申請ファイル」

評価を基にして立候補都市の絞り込みを行い、ここで東京の対抗馬となる都市が、イスタ

ンブールとマドリードに絞り込まれた。そして 2013 年に入ってからは、これら絞り込ま

れた三都市が提出した「立候補ファイル」を基にして、各々が国際的な PR 活動、招致レ

ースを行っていくことになった。日本は東日本大震災から復興している姿を発信し、世界



への返礼の場とするための「復興五輪」を第 32 回大会の目標として掲げつつ、ロシアで

開催されたスポーツアコード会議や、スイスで開催された ANOC(国内オリンピック委員

会連合)総会、技術的側面を説明するテクニカル・ブリーフィングなどに臨んでいるxxi。 

そして来るブエノスアイレスでの

IOC 総会。日本からはプレゼンター

や関係者など約 180 人に加えて、プ

レゼンターを鼓舞するためのツアー

参加者約 100 人が動員されたxxii。総

会では、プレゼンテーションに先駆

けて高円宮妃殿下から、東日本大震

災における IOCからの被災地への支

援に対する謝辞が述べられ、その後

のプレゼンテーションではパラリン

ピアンの佐藤真海選手や、竹田理事

長、猪瀬直樹都知事、安倍晋三首相

らが登壇した。また、「おもてなし」

で一躍時の人となった滝川クリステ

ルによるプレゼンテーションも行わ

れている。 

こうして全ての招致活動を終え、

遂に迎えた最終投票において、東京は 60票を獲得してマドリードに勝利し、見事 2020 年

東京大会の開催権を獲得するに至った。ここからは個人的な見解になるが、今にして思え

ばこの瞬間こそが、本大会の盛り上がりが最高潮に達した瞬間であったように感じられ

る。当初日本が掲げていた「復興五輪」の方針も、冒頭で述べたようなコロナ禍によっ

て、福島を始点とした聖火リレーが満足に行われなかったこともあり、その意義が見失わ

れていたように思われる。加えて、感染症の流行という「不幸」を差し引いたとしても、

本大会に関係する数々の「不祥事」が騒がれたこともまた事実である。 

5.おわりに 

以上のように、本稿ではオリンピックの「招致」に焦点を当てることで、その歴史を振

り返ってきた。各大会における全体としての「評価」という概念は、往々にして変容する

ものであるためその確定は困難だが、いずれの大会においても前準備である招致活動に関

しては、全力で遂行されていたことが伺えた。本稿で紹介したのはほんの一部であるが、

こうした活動はあなた方の目にはどのように映っただろうか。 

図 4 ２０１３年ユーキャン新語・流行語大賞にも選

ばれた「おもてなし」のスピーチを行う滝川クリステ

ル 
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〈画像出典〉 

図 1:IOC 前会長のロゲ氏が死去 東京五輪の開催決定を発表―東京オリンピック:朝日新

聞デジタル

【https://www.asahi.com/articles/ASP8Z0CHBP8YUTQP01X.html?ref=auweb】 

(閲覧日:9月 1 日)。 

図 2:「第二章 東京招致を目指して-国立国会図書館」より、 

『朝日新聞』（東京）1936 年 8月 1日,朝刊, 2 面【Z81-1】。 

図 3:「東京オリンピック・パラリンピック招致からこれまで【経緯】」より。 

図 4:東京は皆様を「おもてなし」します 滝川クリステル、招致プレゼン全文 その

他:larix-blue【http://larix-blue.blogspot.com/2013/09/blog-post_1539.html】(閲覧日:9月

5 日)。 
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オリンピックと経済 
            文学部史学科一年 岡野玄 

1.はじめに 

 1960 年の東京オリンピックは高度経済成長期日本の繁栄を象徴するように思われる。詳

しく言えば、1960 年代、戦争の惨禍から復興し経済大国への道を邁進する日本において、

その陰の部分を象徴するのが公害であるなら、陽の部分を象徴するのは東京オリンピック

と大阪万博だろう。他国で言えば 2008 年北京オリンピックは新たな経済大国中国の力を世

界に示した。 

 さて 2020 年から 2021 年に延期された東京オリンピックにおいて政府は繰り返しその経

済効果を訴えてきた。確かにかつての日本や中国のオリンピックを見れば、オリンピックと

経済的繁栄を結び付ける思考も浮かんでくる。しかしそれは本当に正しいのだろうか。オリ

ンピックにはどれほどの経済効果があるのだろうか。 

 

2.2020年オリンピックの当初の見込み 

 2015 年に日銀が発表した論文によれば、2020 年東京オリンピックが好景気へ繋がる影響

要因については主に以下の二つが挙げられている。 

訪日観光客の増加 

 これはオリンピック以前から拡大していた訪日観光客の増加を背景としたものだ。また

英国やドイツ、ギリシャにおいてもオリンピック開催前後に外国人観光客流入の増加が見

られた。これはオリンピック自体での観光客流入もあるがオリンピックを広告塔として国

家自体の観光地としての魅力をアピールできることも増加の一助となっており、2020 年東

京オリンピックでもこれを期待した。 

 

建設業などの活性化 

 オリンピック会場の建設などにより国家予算等からの投資が増加し、これが景気を上向

かせる。また日銀は会場付近のホテルなど民間による投資も活性化され、これも景気上昇へ

寄与すると試算した。またオリンピック後は自由貿易政策が推進され輸出が増加するとも

している。 

 

これらは開催後の反動減があるとはいえ、その後の消費の増加で GDP のある程度持続した

成長を可能にするとした。また投資などは 2017、2018 年ごろに最も活発になるとし、2015

年当時 2017 年に予定されていた消費増税を減殺できるとした。 

 



3.検討 

 まず訪日観光客の増加についてだ。これはドイツ、英国、ギリシャなどで日銀が提示した

通り総数の増加が起きている。また、ロジックに関してもオリンピックの広告効果としての

効果は十分ありうる話である。しかし、実際訪日観光客の増加が経済全体にどれほど影響す

るのだろうか。そもそも訪日観光客の消費額の総数は 2019 年で 5兆に満たず 4 兆 8,135 億

円である。日本国の GDPがおおむね 600 兆円に満たない額であることから、少ない額では

ないが国家全体に大きな影響を与える金額であるとは言えない。とはいえ損害を受けるよ

うな類のものではない。 

 

 次に、国家投資などによる建設業を中心とした景気の上昇であるが、これもそこまで期待

できない。オリンピック関連予算はメディアでは「大赤字」と表現されるが、東京都と国合

わせて 3 兆円に満たない額である。さきの観光に関する指摘でも言及したが、日本の経済

規模に対して必ずしも大きい金額ではない。建設事業には再開発や民間ホテル増強など含

めて６兆円ほどが投資されると日銀は見込んでいたが、国家規模であればこまで大きい金

額ではない。消費増税を相殺仕切るほどの景気効果があるのかは疑問である。 

 消費増税は当初予定より遅れ 2018 年に実施されたが、経済成長率は前年度の 1.8％から

0.2％というほぼゼロ成長のレベルにまで落ち込んでいる。減殺といえば聞こえはいいが、

消費増税相手では全く相手になっていない。 

 



 

また、GDPに関し て天尾久夫氏によると2008年北京オ

リンピックにおいて期間中 GDPはむしろ盛り下がっていた。イギリスは逆に上昇していた

が、必ずしもオリンピックは景気を後押しはしないというのが経済成長率の統計データか

ら推察できる。 

さらに、投資に関して、日銀はオリンピックを契機に、関連する建設業などの投資が増加

するとしているが、天尾によると、イギリスやブラジルにおいて確かにオリンピック関連の

投資は増加しているものの、国家全体では投資水準が下がっているという。つまりオリンピ

ックに投資が集中するまでは良かったが、その反動でオリンピックとの関連が薄い業種を

中心に投資が平時より行われなくなる。民需圧迫に近い状況が発生することがあるという。 

 

最後に、輸出増は自由貿易協定などがオリンピック後に推進される傾向があるからだと

日銀の論文は主張するが、オリンピック後に自由貿易協定が日本で推進されるとは限らな

い。また推進されたとしてもそれは必ずしも景気の後押しを意味しない。結局オリンピック

の波に乗って打って出ても、法人税の増税による賃上げや技術開発の促進、消費減税による

市場拡大など国内にある程度体力を与えておかないと自由貿易を推進してもうまみが少な

いからだ。 

 

 

4.結論 

 2021 年オリンピックが、コロナウイルスによりその経済的価値を大きく減じたのは事実

である。観光業は大打撃を受けロックダウンにより経済自体が冷え込んでいた。感染症の流

行という事態でのオリンピックの景気効果の減退は、仕方のないことである。 

 しかし、オリンピックが不景気をもたらすとまでは言わないが、そこまで大きな経済効果

はないと言えるだろう。 
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（閲覧日 2021 年 9 月 10 日） 
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オリンピックと差別 
法学部政治学科 1年 西田駿介 

 

1. はじめに 

近代オリンピックは 1896 年から始まり、何度かの中止を経ながらも、今に至るまで４年

に１度の頻度で開催されてきた。その長い歴史の中には、性差別や人種差別など、さまざま

な差別問題が発生していた。本稿では、オリンピックに関係する差別問題についてまとめて

いく。 

 

2. オリンピックと女性差別 

この章では、オリンピックと女性差別がどのような関係性にあったのかについて、第 1回

大会からさかのぼってみていく。第 1回大会であるアテネ大会は 1896 年にギリシャで行わ

れた。参加国は欧州先進国の１４ヶ国、参加人数は２８０人だった。特筆すべきは、参加し

た２８０人全員が男性であったことだろう。オリンピックは当初、女人禁制の大会として実

施されていたのだ。 

第２回大会のパリ大会も、あまり大きな変化は見られなかった。19 ヶ国から 1066 人もの

人数が参加したのにもかかわらず、女子参加者は 12 人と非常に少ないものだった。 

このように、オリンピックは女性に対し不寛容なものであったが、その状況に対して、多

くの活動家が声を上げた。その中でも、特に先見性のある人物として挙げられるのが、アリ

ス・ミリアだ。 

1884 年、フランスのナントに生

まれた彼女は、ボートを愛するス

ポーツウーマンだった。1917 年に

フランス女子スポーツ連盟

（FFSF）を設立した彼女は、1919

年には IOCに対し、陸上競技に女

性を加えるように要請した。要請

は拒否されたが、1921 年に国際女

子スポーツ連盟（FSSI）を設立、

会長に就任した。翌年には 38 ヶ国

が FSFI に加盟し、IOC との交渉

の末、1928 年のアムステルダムオリンピックでは女子陸上競技が採用されるなど、女子ス

ポーツの振興に貢献した。ほかにも、1922 年から 1934 年にかけて国際女子オリンピック

図 5 FSFI会長時代のアリス・ミリア、当時 30歳 

 



大会を独自に開催するなど、男女が平等にスポーツに参加できるよう、活動を続けていた。 

しかし、IOC 会長が代替わりすると同時に女子スポーツへの風当たりは強くなり、FSSI

の力は徐々に失われていくこととなった。その後のオリンピックへの女性参加は、時間の経

過と男女同権の実現を待つこととなる。しかし、アリス・ミリアと FSSIの果たした功績は、

女性のオリンピック参加のための基礎として、非常に重要なものであったといえる。 

 

3.オリンピックと LGBT差別 

前述の問題に加え、近年では、性的マイノリティである LGBT の選手の競技参加につい

ての問題が発生している。特にスポーツが男性に有利であるという性質上、トランスジェン

ダー選手にとっても有利なものなのではないかといわれている。 

IOC は 2004 年からトランスジェンダー選手の競技参加についてのガイドラインを示し

ており、性自認の宣言（4 年間は変更不可）、出場の 1 年以上前から男性ホルモンのテレス

トロン値が一定値未満であることなど、トランスジェンダー選手と女性間で差が生まれな

いように条件を定めている。 

東京五輪ではトランスジェンダー選手がはじめて参加し、議論を呼んだ。LGBT 選手の

協議参加については、前述の通り差が生まれないように規則が定められている。しかし、ト

ランスジェンダーのアスリートが競技に参加するようになってからあまり時間がたってい

ない以上、情報が不足している部分もある。現在の基準は絶対のものではなく、ルールにつ

いての議論をより深める必要があるだろう。 

 

4.オリンピックと人種差別 

オリンピックは黒人差別とも深い関係にある。黒人に対する差別が公然と行われていた

20 世紀前半では、黒人はメダルを獲得させ

るために送り込まれていた。1964 年にジム・

クロウ法7が廃止され、差別が禁止された後

も、その立場は変わらず、差別もなくなるこ

とはなかった。そんな中起こったのが、「ブラ

ックパワー・サリュート」と呼ばれるデモン

ストレーションである。 

それは 1968 年メキシコシティーで行われ

たオリンピックの陸上男子の 200m での表

彰式で起こった。優勝したアメリカのトミ

                                                      

7 アメリカ南部における人種隔離政策。 

図 6 黒人差別に抗議を行う 2人 

 



ー・スミス選手と 3 位の同じくアメリカのジョン・カーロス選手が、国旗から目をそらし、

黒い手袋をつけた手で握り、こぶしを突き上げたのだ。2 人はアフリカ系アメリカ人だった。 

IOC は、スポーツの中立性（政治的中立性、宗教的中立性、その他あらゆる種類の干渉か

らの中立性）を掲げており、オリンピック憲章 50 条 2 項には、「オリンピックの用地、競

技会場、またはその他の区域では、いかなる種類のデモンストレーションも、あるいは政治

的、宗教的、人種的プロパガンダも許可されない。」8と規定されている。そのため、両選手

は強い非難を浴びることとなる。IOC は両選手をオリンピックから永久追放し、彼らはア

メリカに強制帰国させられた。帰国後、両名は職場から解雇され、貧困に苦しむこととなる。

名誉回復が行われ始めたのは、1970 年代半ばになってからだった。 

日本にいるとあまり感じられないが、黒人差別はいまだに根強く残っている。昨年には、

Black Lives Matter と呼ばれる抗議運動が世界的なムーブメントとなった。オリンピックも

また、世相を反映して、人種差別に対する態度を変えつつある。 

 

5．終わりに 

今回の東京五輪では、競技開始前や表彰の場で、人種差別に抗議するパフォーマンスを行

う選手の姿が見られた。女子サッカーでは、なでしこジャパンの選手が片膝をつき、抗議を

行った。これには IOC の方針の転換が関係している。オリンピック憲章は政治や宗教、人

種的な意思表示を禁止しているが、今大会からは、試合前や選手紹介の場のような一部に限

り、容認する方針をとったのだ。 

東京五輪の抗議活動から、スポーツ大会での差別への抗議に関する議論は一層深まって

いる。このような運動が差別について考えるきっかけとなればよいと考える。 
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〈画像出典〉 

図 1：「Elle a été complètement oubliée" : Alice Milliat, pionnière du sport féminin, enfin 

honorée par le comité olympique français」https://www.francetvinfo.fr/sports/jo/jo-

2024/elle-a-ete-completement-oubliee-alice-milliat-pionniere-du-sport-feminin-enfin-

honoree-par-le-comite-olympique-francais_4324639.html（閲覧日：2021 年 8 月 29 日） 

図２：「表彰台での抗議容認を」、選手や元メダリストがＩＯＣに公開書簡 

https://www.cnn.co.jp/showbiz/35174285.html（閲覧日：2021 年 9月 7 日） 
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オリンピックの政治利用 

「なぜアメリカはモスクワオリンピックをボイコットしたのか」 

法学部政治学科 2年 東久保海仁 

 

1．はじめに 

 第二次世界大戦後から 1989 年までの時代は、アメリカを中心とする西側諸国と当時のソ

連を中心とする東側諸国が対立していた「冷戦」の状態であった。 

 冷戦の影響を最も大きく受けたオリンピックの大会が、1980 年のモスクワオリンピック

夏季大会であった。この大会では、アメリカ・日本・韓国といった西側諸国を中心にボイコ

ットが行われ、オリンピックと「政治」の問題が露呈した。 

 そこで、本稿における問いは、「なぜアメリカはモスクワオリンピックボイコットを決め

たのか」というものにする。それに答えるための作業仮説としては、「当時アメリカは冷戦

の枠組みの中でソ連と長期的に対立していたから、ボイコットを決めた」というものを設定

する。 

アメリカを事例として選んだ理由は、現在もアメリカが国際社会の中で大きな影響力を

持っているからである。国も資本主義的な経済体系を取り入れたことで超大国となりつつ

あるが、新疆ウイグル自治区・香港の人権問題を抱えているため、欧米諸国からは 2022 年

に開かれる北京オリンピックをボイコットしようとする動きもみられる。つまり、大国の動

向次第でオリンピックの参加すらも危ぶまれることがあるからこそ、オリンピック・スポー

ツと「政治」の関係はどのようにあるべきか考えなければならないだろう。 

 本稿を通して、この問題意識について高めていくことができれば幸いである。 

 

2．「デタント」から「新冷戦」へ 

（１）オリンピックがモスクワに決まるまで 

 共産圏・社会主義国のなかで初めて行われたモスクワオリンピックは、ソ連にとっては単

なるスポーツイベントではなかっただろう9。ソ連は、ロシア革命後達成した成果を全世界

に示すチャンスだと考えたのだろう。そのように考えられる根拠としては、ソ連のオリンピ

ック招致のための懸命な努力があげられる10。1974 年に当時のアメリカ大統領ニクソンが

ロシアを訪問した際、モスクワオリンピック開催が非公式に了承されていたといわれてい

                                                      

9 池井（1992:171）。 

10 池井（1992:171~172）。 



る。また、世界中のスポーツ関係者やスポーツジャーナリストに競技施設を参観させること

に、ソ連当局は多額の費用をかけた。このような努力が実を結び、1974 年 10 月 23日に開

催された IOC 総会にて、第 22 回夏季オリンピックはモスクワで開催することが決まった

のである。開催決定後も、ソ連当局はオリンピック開催に向けて手を緩めなかった。例えば、

効率のいい放送・放映を可能にする新テレビ・ラジオセンターの開設・ホテルの新設やビル・

教会の改修が行われた。また、モスクワの街には食料品や消費物資が多く供給されていたと

いう。 

 したがって、ソ連政府はモスクワオリンピックに対する思い入れがかなり強かったとい

える。ソ連にとって、モスクワオリンピックは社会主義の発展と成功を全世界に伝えるもの

であったのだろう。 

（２）モスクワオリンピックに対する米国の対応 

 当時のアメリカ大統領であったニクソンがソ連を訪問した際、モスクワオリンピック開

催を非公式に了承していたと先述したように、アメリカは当初からモスクワオリンピック

に反対していたわけではなかった。むしろ、多くの国がこの開催に対して好意的に受け止め

たという。池井は「その裏には米ソのデタントに象徴される東西の緊張緩和が働いていた。」

11と述べている。デタントは、当時の超大国であった米ソの持つ覇権が揺らいだことから生

じた12。ベトナム戦争による南ベトナムの解体・慢性的な財政赤字・西欧諸国がアメリカか

らの自立を強めたことによって、アメリカの影響力は徐々に弱まっていった。ソ連も東欧諸

国の民主化を求める動きを完全に封じ込めることはできず、社会主義的経済政策も行き詰

まりを見せていた。このように、世界は米ソの弱体化により変容している最中であった。こ

のわずかな国際的変容や、ベトナム戦争により生じたアメリカ国内の厭戦感情により、ソ連

への嫌悪は薄らいでいたのではないだろうか。 

 しかし、米ソによるデタントは、ソ連のアフガニスタン侵攻13により崩壊した。緊張緩和

の崩壊に伴って生じた「新冷戦」14により、モスクワオリンピックをめぐる西側諸国内の意

見もかなり厳しいものとなっていった15といえるだろう。 

 オリンピックをボイコットしようと主張した西ドイツのホールズの提案を受け、当時の

アメリカ大統領ジミー・カーターが特に強い反応を示した。つまり、アフガニスタンを侵攻

したという名目でソ連を制裁する手段の一つとして、カーターはオリンピックをボイコッ

トしようとしたのである。 

  

                                                      

11 池井（1992:172）。 

12 佐々木（2011:206~214）。 

13 アフガニスタンに親ソ連政権を樹立させるため、ソ連が軍事介入を行った事件。 

14 佐々木（2011:218）。 

15 池井（1992:215）。 



3．ボイコットに向けたアメリカ国内の政治過程 

（１）選挙に向けた「実績」作りと国民への説得 

 アメリカがモスクワオリンピックボイコットを決めた理由は、ソ連によるアフガニスタ

ン侵攻という「国際」政治的なものだけではなかった。カーター大統領による、1980 年 12

月に行われる予定であったアメリカ大統領選挙のための実績作りも原因だった16のではな

いだろうか。つまり、政治的な実績を作るために、オリンピックは利用されたのだと考えら

れる。モスクワオリンピックボイコットを表明した二つ目の理由としては、ボイコットした

としても、ほかの政策に比べればそれほど国民に損害を与えないと判断した17ためではない

だろうか。制裁策として、ソ連近隣における米軍の強化・輸出規制・経済制裁など多くのも

のが考えられていた18。しかし、どの制裁策もアメリカ国民の生活に打撃を与えかねないも

のばかりであった。 

 カーターがボイコットに向けて最初にやるべきことは、世論を説得することであった19。

大統領選挙キャンペーンに出席したモンデール副大統領と大統領夫人ロザリン・カーター

はオリンピックの開催地をモスクワから別のところへ変えるよう主張した。また、当時の国

務長官バンスは２月中旬までにソ連がアフガニスタンから撤退しなければボイコットも辞

さないと改めて明言し、1980 年のレイクプラシッド冬季大会に向けた IOC総会でもソ連を

痛烈に批判した。このような動きは、ボイコット案はカーター独自の主張だけでなく、アメ

リカ政府が一丸となって考案されたものだとも推測できよう。 

 このアメリカ政府による団結したボイコットキャンペーンは、徐々に世論をボイコット

賛成に動かしていった20。アメリカのメディア『ニューズウィーク』による世論調査では過

半数以上のものがボイコットに賛成の意を示し、『ニューヨークタイムズ』・『ワシントンポ

スト』に投稿された社説・論考の中にも、ボイコット支持を主張するものも増えていった。 

（２）USOC・選手への圧力 

 USOC は、オリンピック参加を要請する IOC と、ボイコットを望む政府・議会との間に

挟まれ、ジレンマが生じていた。USOC に圧力をかけるのに成功したのがアメリカ政府側

であった。アメリカ政府が USOC に攻勢を仕掛けることができたのは、アメリカ政府と

USOC をつなぐ組織構造であった21。USOC の財源のほとんどがアメリカ政府の補助から

賄われていたため、USOC の立場はかなり弱いものであった。アメリカ政府は強化費の支

                                                      

16 池井（1992:177）。 

17 藤原（1981:214）。 

18 池井（1992:176)。 

19 池井（1992:178）。 

20 池井（1992:179〜180）。 

21 池井（1992:181）。 



給停止・補助金と寄付金の免税措置停止を行う可能性を示唆した。 

 アメリカ政府は、USOC 規約の改定を通して選手にも圧力をかけた22。アフガニスタンに

ソ連軍が駐留している間はソ連に渡航することを禁止し、モスクワ大会参加を希望する競

技関係者にはパスポートを発行しないようにした。 

 アメリカ政府は、ナショナリズムから生じる愛国心だけでなく、財政面・法的な面からも

モスクワオリンピック参加を支持する声を封殺したといえるだろう。 

 

4．ボイコットは効果があったのか 

 この章では、アメリカによるボイコット政策は効果があったのかを検討する23。 

 結論から言えば、オリンピックボイコットはあまり有効的ではなく、合理的な手段でもな

かったと考える。 

まず、アメリカがボイコットした理由・目的について再確認しておく。国際政治の観点か

らはソ連によるアフガニスタン侵攻を理由とし、ソ連のアフガニスタン撤退を目的とした。

また、ボイコットを通して、ソ連の国力の弱体化も狙っていた。アメリカ国内の政治的観点

からは、ボイコットしたとしても国民にはそれほど大きな影響を受けないと判断したこと

と、選挙に向けての功績づくりを理由とし、次期大統領選の勝利が目的であった。 

 しかしながら、ソ連はオリンピック終了後もアフガニスタンに残り続けた。この時点で、

ボイコットの大義名分も失われてしまった。1980 年の大統領選挙でも獲得選挙人 49 対 489

と共和党に惨敗を喫した。モスクワオリンピック開催まではボイコット支持が強かったも

のの、実際は共和党もボイコットに賛成していた。つまり、選挙の焦点には、オリンピック

ボイコット問題は全く含まれていなかったのだろう。アメリカ国民は、あくまでボイコット

に支持したのであって、それを主張した民主党・カーター大統領を全面的に支持したわけで

はなかったのである。また、ボイコットに反発し、USOC に対して訴訟を起こしたものも

少なくなかった24。この裁判では USOC が勝訴したが、アスリートだけにボイコットの被

害を負わせることを正当化させてしまったのではないだろうか。 

 つまり、国際政治の観点からも、アメリカ国内政治の観点からも、オリンピックボイコッ

トは一定の成果を上げることができなかった。多くのものにはそれほど影響がなかったか

もしれない。しかし、アメリカ国内のアスリートはオリンピックに参加できないという最悪

の被害を受けたのである。 

 

                                                      

22 池井（1992:182）。 

23 ボイコットの効果は数値で表すことはできないが、目的通りの結果になったかを考察す

ることで、ボイコット政策の有効性について検証できると考える。 

24 井上（1992:17~18）。 



5．終わりに 

「スポーツ」と「政治」はどのような関係性でいるべきだろうか。デイビット・ゴールド

ブラッドの著作には、第 6 代 IOC 会長マイケル・モリス・キラニンの言葉が以下のように

引用されている。 
    思うに、スポーツは政治と一体であるし、これまでも常に一体であったということ

について、私よりも説得を必要としない人間はいないだろう。我々の生活のすべては

政治的判断に左右されている。享受する自由の度合いは人それぞれに異なるが、いず

れにしてもその自由は政治的判断によって得られるものだ。スポーツとオリンピッ

ク・ムーブメントにかかわる我々に必要なのは政治家の関心と支援であって、介入で

はない25。 

 スポーツと「政治」の関係性は、切っても切り離せない関係なのが現実なのだろう。しか

し、アメリカによるボイコットは、間違いなくキラニン卿が言う「介入」だったのだろう。

政治的な理由で「介入」されたスポーツ政策によって最も被害を受けるものは誰であろうか。

それは、間違いなく「アスリート」である。 

 多数派のものにはさほど影響がなかったとしても、「少数派」のものには多くのしわ寄せ

が来ることを忘れてならない。多数派の利益と損失だけを考慮するのではなく、少数派も利

益を享受するよう模索することが、「スポーツ」と「政治」の関係をより良くする一歩なの

ではないだろうか。 

（4572 語） 
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（次の開催地の名前を掲示板で掲載することが通例になっているが、モスクワオリンピック

の閉会式では次回開催地であるロサンゼルスの名前は掲示されなかった。 

 出典：池井優『オリンピックの政治学』丸善出版 1992年。） 
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