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1. 緒言 

近代オリンピックの理念であるオリンピズム

は今、揺らいでいる。例えば、スタジアム建設な

どの開催都市の経済的な問題、ボイコットやテロ

といった政治的な問題、ドーピングや八百長など

のスポーツ倫理の問題など、枚挙にいとまがない。
1)人間の尊厳や平和を謳うオリンピズムの根本

原則は今や有名無実と化しているようにもみえ

る。では、オリンピズムは今どのような意義を持

っているのだろうか。そこで本研究では、オリン

ピズムの意義を再検討することを目的とする。 

これまで様々な研究者がこの大会の意義につ

いて盛んに議論を積み重ねてきた。そのなかで、

黒須は国際政治史の文脈にオリンピックを位置

づけた実証的研究を精力的に進めている。例えば、

IOC（国際オリンピック委員会）におけるオリン

ピック休戦の展開過程を明らかにしている。（２） 

 本研究の意義は、黒須の視点にならい、オリン

ピックの平和主義には挫折が見られる（1916 年、

1940 年、1944 年は世界大戦下で中止）にせよ、

ミクロな局面に着目すれば、オリンピズムを主張

するからこそオリンピックの国際的な意義も存

続していることを示したい。そのことによって現

代におけるオリンピズムの意義を再度、主張した

いと考える。 
 

2. 研究方法 

 オリンピズムの意義を再度主張するにあたり、

第２章では、オリンピズムの思想形成過程をクー

ベルタンの生い立ちと共に追っていく。第３章で

は、近年のオリンピック大会においてのいくつか

の事例を取り上げ、オリンピズムの根本原則が

IOC や NOC（国内オリンピック委員会）の判断

にどう影響し、どのように引き継がれているかを

考察する。 

クーベルタンの生い立ちやオリンピズムに対

する思想形成過程は、日本のクーベルタン研究の

第一人者である清水重勇神戸大学名誉教授が運

営するクーベルタン塾)に公開されたクーベルタ

ンの主要著書や雑誌記事の日本語訳や、前出(の

『〈ニッポン〉のオリンピック』、JOC のホームペ

ージなどにある事実を基に分析する。さらに、こ

れまでのオリンピックにおいて、オリンピズムが

体現されたような実例を調べ、その際の IOC の
動向や各国の対応を新聞や資料を基に分析し、近

代オリンピックにおけるオリンピズムの意義を

再検討したいと考える。 
 

3. 結果と考察 

3-1 オリンピズムとは何か 
 クーベルタンは古代オリンピックの復興の気

運と戦争や内戦が起こっていた 19 世紀のヨーロ

ッパにおいて、同じく発展しつつあった近代スポ

ーツを通して教育と平和を願ったのだった。それ

がオリンピズムの根本部分である国際平和やス

ポーツを通じた人間教育へと繋がっていった。現

行のオリンピック憲章は根本原則が７項目に分

かれており、その時々に形を変えながらもその考

えは受け継がれている。時代の要請を取り込みな

がら、意味内容を広げていること自体が、オリン

ピックを継続していくため、つまり国際的な理解

や支持を得て、継承・発展していくための重要な

方策でもあったのだろう。以下、現行のオリンピ

ックの根本原則のうち本研究に関わる 2 項、4 項、

6 項を抜粋する（2020 年 7 月 17 日から有効）。 

 

2. オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持

に重きを置く平和な社会の推進を目指すた

めに、人類の調和のとれた発展にスポーツを

役立てることである。  
4. スポーツをすることは人権の 1 つである。

すべての個人はいかなる種類の差別も受け

ることなく、オリンピック精神に基づき、ス

ポーツをする機会を与えられなければなら

ない。オリンピック精神においては友情、 連
帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が

求められる。  
6. このオリンピック憲章の定める権利および

自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、

宗教、政治的またはその他の意見、国あるい

は社会的な出身、財産、出自やその他の身分

などの理由による、いかなる種類の差別も受

けることなく、確実に享受されなければなら

ない。 (３) 
 
3-2 オリンピズムに関わる事例と IOC の対応 
 オリンピズムの考え方において脈々と受け継

がれる根本原則 2 項の平和な社会を推進するこ

とにあるとする平和原則、4 項に見られる友情、

連帯、フェアプレーの精神を持つといったスポー

ツを通じた人間形成という部分の事例をクロー

ズアップする。 

 

3-2-1 平和原則ーボスニア紛争からー 

 1992 年 3 月にボスニア・ヘルツェゴビナにお

いて連邦からの独立を求める動きが起きたこと

により、紛争が悪化する。国連安保理決議 757 内、

第 8 項（ｂ）で課された内容は以下の通りであっ

た。国連加盟国は「ユーゴスラヴィア連邦共和国

（セルビア及びモンテネグロ）の個人、または団

体が「加盟国の自国領域におけるスポーツ競技会

の開催に参加するのを防止するために必要な措

置をとらなければならない」。しかし、IOC は、

同年 6 月 6 日、オリンピック旗の下で、中立的な

代表団としてならバルセロナ大会の参加は可能

である、との見解に達した。IOC 会長サマランチ



はいう、国連の「決議に従わなければならない・・・

しかし、我々は選手たちを救うために尽くす任務

を負っている。私はオリンピック競技大会に参加

する権利は侵されてはならないと考えている」と。

その結果、翌 7 月には古代オリンピックの休戦協

定「エケケイリア」を復活させ、「オリンピック

休戦の誓約」を制定した。これにより新ユーゴス

ラビア選手のオリンピック参加が実現したので

ある。 
 さらに、それに続く 1994 年 2 月、リレハンメ

ル冬季五輪大会中、IOC 会長サマランチは「オリ

ンピック停戦」を呼びかけ、紛争の続くボスニア・

ヘルツェゴビナのサラエボに入り、停戦を一日な

がら実現させた実績を持つ。一連の休戦アピール

は IOC は政治上のルールには抵抗できないとい

う前提の下、その組織の独立性及び、競技大会を

継続的に保護していく立場を示したのである。２

つの世界大戦下において３度のオリンピック大

会が開催できなかったように、オリンピックは戦

争に対してあまりにも無力であるが、平和の祭典

であると信じられていることに力がないわけで

はないことを示した。 

 

3-2-2 フェアプレーの精神―ドーピング問題― 

1988 年のソウルオリンピックで、陸上男

子 100ｍ決勝後、ベン・ジョンソンのドー

ピング使用が発覚し、IOC は即座に金メダ

ルを剥奪し、2 位のカール・ルイスが金メ

ダルを承継した。これに対し、当時の IOC
サマランチ会長は、「非常に衝撃を受けた。

だが、IOC の薬物使用に対する強硬な姿勢

は正しかった。」（４）とコメントを発表した。

ここから、どんなスター選手であっても五

輪精神に則らなければ厳罰な処分を下す

姿勢が見られる。 

近年ではロシアがドーピングデータの

改ざんを組織的に行ったことに対して、

WADA(世界アンチ・ドーピング機関)は

2019 年 12 月、ロシアの主要な国際大会へ

の参加を 4 年間禁止するとともに、東京オ

リンピック・パラリンピックなどには厳し

い参加条件を満たした選手のみ個人資格

で参加できる処分を決めた。これに対し、

IOC のバッハ会長はドーピングについて

「絶対に許さないという態度でなければ

ならず、大会前に不正を摘むべく、東京で

はこれまでで最も広範囲に検査を実施す

る」と強調した。だが、WADA の処分にロ

シア側が異議申し立て、最終的に 2020 年

12 月 17 日に CAS（スポーツ仲裁裁判所）

はロシア選手団が東京五輪・パラリンピッ

クなど主要な国際大会から 2 年間除外され

ることで決着がついた。ただし、厳しい審

査を通った選手のみ、個人資格で出場は認

められた。国ぐるみのドーピングの際の 1 つの

判例はできたが、IOC がオリンピズムのどこに重

きを置くのか、また国が関わった場合の個人の権

利をどのように守るのかについての判断は課題

が残ったと言えるだろう。ドーピングは根本原則

第 4 項にあるフェアプレーの精神から断じて許

される行為ではない。しかし、同じくオリンピズ

ムの根本原則第 4 項と第 6 項では、全ての個人が

スポーツをする権利を認めているため、クリーン

な選手への大会参加の可能性を残したのだと考

えられる。オリンピズムが多くの理想を掲げるが

故にはらんだ齟齬と言えるだろう。しかしそれに

よってオリンピズムが貫徹されるという一面も

見逃してはならない。 
 

  
4. まとめ 

現在の国際社会におけるオリンピズムの意義

を再評価すべく、第 2 章では近代オリンピックの

創設者であるクーベルタンのオリンピズムの思

想形成過程を追った。第 3 章では近代オリンピッ

クにおいてオリンピズムがどのように解釈され、

IOC や世論の判断に影響しているのかをいくつ

かの事例と共に追った。 

その結果 IOC は常に国際社会において自立し

た判断を下していたことが分かった。国際サッカ

ー連盟(FIFA)などと異なり国連の判断に左右さ

れず、選手がオリンピックに参加できるよう対策

したこと、ロシアのドーピング問題において国際

世論が批判を向ける中、ロシア選手が参加できる

条件を整えるなどである。そしてその自立した判

断の背景にはオリンピズムがあった。 

約 120 年の歴史を持つ近代オリンピックは時

代の変化に合わせてさまざまに評価されてきた。

オリンピズムの根本原則は 7 つあるが、ドーピン

グ問題の検討などから各原則間の齟齬があるこ

とが窺えた。しかし、そうした矛盾があっても崇

高な理想を目指す姿が人々を引きつける魅力と

なっているのではないだろうか。何らかの問題が

起こるたびに、オリンピックはオリンピズムの根

本原則からその判断基準を持っており、われわれ

は知らず知らずのうちにその崇高な理念の前に

立たされていることに気づかされる。そして、そ

のオリンピズムの目的を達成するためにこれま

で議論が交わされてきた。時代によって形を変え

ながらも、クーベルタンの掲げた理念は守り続け、

それを掲げ続けること自体が、現代においても多

大な価値を持っていると言えるだろう。 
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