ノーマライゼーションとスポiツ権

尾

崎

正

峰

本憲章が対象として想定しているのが﹁すべての﹂

﹁すぺての人は︑いかなる差別を受けることなく︑すべ

人問の尊厳及ぴ価値への信念﹂︑そして世界人権宣言の

その前文で︑本憲章が︑国連憲章にいう﹁基本的人権と

いて﹁体育・スポーツ国際憲章﹂が採択・宣言された︒

一九七八年二月二一日︑第二〇回ユネスコ総会にお

いること︒また︑第三条−一が﹁︵体育・スポーツのプ

の特別の機会が講ぜられなければならない﹂と記されて

ツプログラムにより︑その人格を十分に発達させるため

高齢者︑身体障害者がその要求に合致した体育・スポー

は︑同じ第一条−三で﹁学齢前児童を含む若い人びと︑

のあまりに自明のことがらを︑ここで取り沙汰する理由

人々であることは︑上記のことからも明らかである︒そ

ての権利と自由を享有している﹂ことを基盤とする旨が

ログラムは︶社会的に恵まれないグループの要求に優先

はじめに

述べられている︒そして︑第一条に﹁体育・スポ︒ーツの

権を与えなければならない﹂としていることによる︒

このように︑本憲章がわざわざ﹁学齢前児童を合む若

実践はすべての人にとって基本的権利である﹂と調われ
ているように︑本憲章は﹁スポーツの権利﹂に関する理

い人びと︑高齢者︑身体障害者﹂︑あるいは﹁社会的に

恵まれないグループ﹂を取り上げたことには︑スローガ

念の国際的合意を示すものであり︑その到達点として認
識される︒
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層の人々にたいする意識的取り組みが必要であるとの含

ての﹂人々へのスポーツの保障を考えるとき︑こうした

ン的に﹁スポーツ・フォア・オール﹂といわれる﹁すぺ

位置づけである︒

らえること︑そうした諸課題のための基礎作業としての

そして︑その﹁差﹂を解消しようとする主体の動きをと

を生み出してきた要因を社会との関係の中で探ること︑

の時代

パラリンピック長野大会の開催をめぐって

障害者スポーツヘの﹁気づき﹂

意があると解すべきであろう︒換言すれば︑陣害者など

﹁社会的に恵まれないグループ﹂へのスポーツの保障を

︵1︶

リンピック冬季競技大会が開催された︒冬季大会として

今年︵一九九八年︶三月︑長野市を中心に第七回パラ

過した︒スポーツとその権利をめぐる状況も変化した︒

は︑一九七六年の第一回スウェーデン大会以来︑ヨーロ

して︑一九九六年のアトランタ大会までで一〇回を数え

ッパ以外の地域で開催される初めての大会であった︒先

が特筆されよう︒アジア地域においては︑﹁アジア太平
︵2︶
洋障害者の十年﹂︵一九九三年︷二〇〇一年︶がある︒

ている︒

加するための多様な選択肢を社会のなかに構築していく

このパラリンピック競技大会は︑イギリスのストー

年以来︑第二次世界大戦による戦傷者︑とくに対麻癖の

ター所長であったアレン・グットマン博士が︑一九四四

イギリスのストーク・マンデヴィル病院脊髄損傷セン

きる︒

ク・マンデヴィル競技大会にその源を見いだすことがで

本稿は︑その﹁差﹂の実態をつかむこと︑その﹁差﹂

だ小さくないように思われる︒

限り︑障害者スポーツの国際的理念の到達点との差は未

少しずつ広がってきている︒し・かし︑日本の実態を見る

こと︑そのことにたいする社会的認知と社会的承認が︑

行した夏季大会は︑一九六〇年のローマ大会を第一回と

そうした動きのなかで︑障害をもつ人々がスポーツに参

︵1︶

国連総会において採択された﹁国際障害者年行動計画﹂

障害者をめぐる国際的動向としては︑一九八O年一月︑

ユネスコ憲章が採択されて以後︑二〇年という時が経

の保障につながるという意味がこめられているのである︒

実現することは︑文字通り﹁すべての﹂人々のスポーツ
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たのは一九四八年七月のことであった︒この競技会は︑

ものとしてスポーツを積極的に取り入れていた︒そして︑

人々のリハピリテーシ冒ン︑ひいては社会復帰に資する

ている︒今回の長野大会は︑何を発信し︑何を日本の社

象徴的存在として歴史を刻み︑世界に向けて発信してき

るものの︑﹁競技としての陣害者スポーツ﹂の国際化の

パラリンピック競技大会は︑さまざまな粁余曲折はあ

の協力を得て︑オリンビック・ローマ大会後︑同じ競技

た︒一九六〇年には︑イタリアオリンピック委員会など

近になってようやく進みつつある障害者スポーツヘの

今回のパラリンビック長野大会は︑端的に言えば︑最

︵2︶

会の中に刻みつけたのであろうか︒

同病院内で車椅子アーチェリーとポロの競技会が開かれ

一九五二年に国際ストーク・マンデヴィル競技大会に発

施設において第九回国際ストーク・マンデヴィル競技犬

﹁気づき﹂に大きな一石を投じ︑ひとつの時代の転換へ

展し︑国際ストーク・マンデヴィル競技達盟が創設され

会が開催された︒この大会が︑後に第一回パラリンピッ

と向かわせるカのひとつとなったということができる︒

障害者スポーツヘの﹁気づき﹂の重層性

ク競技大会とされるものである︒続いて︑一九六四年に

長野大会を広く知らしめ︑人々の障害者スポーツヘの

のは︑メディア︑とくに︑テレビ・メディアである︒

﹁気づき﹂をうながしたものとして第一にあげられるも

は東京で第二回目のパラリンピック競技大会が開催され
た︒

パラリンピック競技大会の歴史は︑障害の種別を越え

的な違いを見せていた︒管見の限りでは︑テレビによる．

パラリンビック長野大会のテレビ放映は︑その直前に

ヘン大会では脳性麻癖者︑一九八四年ニューヨーク大会

リアルタイムでの競技放映はほとんどなかったと思われ

ての︑障害者の参加拡大の歴史でもあった︒一九七六年

ではその他の運動機能障害者︑そして︑一九九六年アト

る︒ただし︑当初の小さく限定されていた取り扱いが︑

開催されたオリンピックと比較するならば︑量的に圧倒

ランタ大会では陸上競技と水泳競技において知的障害者

各競技における日本選手の活躍によるメダルニフッシュ

トロント大会では視覚障害者と切断者︑一九八○年アー

︵3︶
の種目が正式に加わった︒
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︵4︶
も手伝って︑徐々に拡大していった︒

﹁障害がある人にはスポーツは無理﹂という﹁常識﹂

て︑メディアを通して多くの人々がパラリンピック大会

合﹁不十分﹂な面を強くもっていたが︑新聞報道を合め

らである︶︒そのため︑障害者はスポーツ文化の享受か

しまう﹂という﹁配慮﹂も合まれていよう︵スポーツに

﹁スポーツをすることによってさらに障害が重くなって

が多くの人の意識を支配してきた︒この﹁常識﹂には︑

の存在と長野犬会の開催を知りえたことは事実であろう︒
＾5︺
最終的には﹁予想をはるかに上回る関心を集め﹂たとい

ら遠ざけられていた︒結果として︑・たとえば︑交通事故

以上のように︑テレビの報道体制は総体としてみた場

う評価もあるように︑・人々にたいしては小さからぬイン

などによって後天的に障害をもつことになった人が﹁二

度とスポーツができない﹂という精神的ストレスを抱え

よる事故のために障害をもつことになった場合はなおさ

パクトを与えたととらえられよう︒

また︑パラリンピック大会に出場する選手に焦点をあ

込むことにもつながっていた︒そうした﹁常識﹂に﹁反

この障害者スポーツの存在そのものへの﹁気づき﹂は︑

大会はあらためて示したのである︒

して﹂︑﹁障害があってもスポーツができる﹂ことを長野

てた書籍が︑それ以前の大会と比べるならぱ︑多く公刊
︵6︶
されたこともひとつの特徴としてあげることができる︒
こうしたメディアの動向を背景として︑パラリンピッ
ク長野大会の開催は︑進みつつあった人々の﹁気づき﹂

ここでいう﹁気づき﹂とは︑あたりまえのことながら︑

を知らなかった﹂という障害者に出会うことは珍しいこ

﹁この年齢になるまで︑自分がスポーツができること

障害者自身にもあてはまるものでもあった︒

その存在を知った︑認識したということにほかならない

とではない︒これは︑表向きは︑障害をもつ人でもスポ

をさ ら に 呼 び 覚 ま し た と い う こ と が で き る ︒

が︑この障害者スポーツヘの﹁気づき﹂にはある種の重

ーツをすることができるという情報を長年にわたって得

陥っていたということである︒そうした状態を放置して

ることができなかったこと︑いわゆる情報不足の状態に

層性をもっていた︒

まず︑障害者スポーツの存在そのものへの﹁気づき﹂
の位相である︒

208

化︑ないしは︑それを強制してきた社会状況にあるとい

と制度の不備の裏にある︑障害者による﹁常識﹂の内面

べきは︑そうした情報不足︵言い換えれば︑情報格差︶

れなければならない︒しかし︑ここでもうとも問題とす

いたシステムのあり方︑ひいては制度の不備は問題とさ

また︑全国規模の大会だけに隈ってみても︑パラリン

しており︑一九八八年のソウル大会は︑選手だけでも一
︵7︶
四一名︑総勢二一〇名の参加者数を見ている︒

その後のパラリンピック競技大会にも続けて日本は出場

前に東京大会の経験をもっているからである︒しかも︑

害者スポーツ大会︵身障国体︶が岐阜県において開催さ

ピック東京大会を契機として︑一九六五年︑全国身体障

長野大会の競技場面は︑こうした﹁常識﹂とそれに付

れた︒これ以後︑国民体育大会秋季大会の後に開催され

える︒

随する人々の意識の変更を迫るインパクトを示し︑障害

ることが定着した︒知的障害者の場合︑一九八一年に第

︵8︶

者スポーツの存在をアピールした︒

という位相である︒﹁障害がある人にはスポーツは無理﹂

ク﹂が一九九二年から開催されている︒地域レベルでは︑

後︑全国精神薄弱者スポーツ大会︑通称﹁ゆうあいピッ

一回スペシャルオリンピック全国大会が開催され︑その

という﹁常識﹂が支配する社会において︑いわんや﹁競

こうした全国レベルの大会を生み出す素地を創りあげて

次に︑﹁競技としての障害者スポーツ﹂の﹁気づき﹂

技としての陣害者スポiツ﹂が正当に認識されることは

きた長い歴史をもつ大会もある︒

以上のように﹁競技としての障害者スポーツ﹂は︑一

ない︒その意味で︑ここにはふたつの﹁気づき﹂が合ま
れて い る ︒

この点について︑パラリンピック競技大会の観点から

ことへの﹁気づき﹂である︒

する障害者スポーツの競技レベルにたいする﹁気づき﹂

第二には︑パラリンピック競技大会をひとつの頂点と

の﹁気づき﹂が広がり始めたのが現在である︒

定程度の歴史と蓄積をもっているが︑その存在そのもの

見るならば︑﹁あらためて﹂の﹁気づき﹂ということが

である︒

第一には︑障害者スポーツのなかに﹁競技性﹂がある

できる︒というのも︑前述のように︑すでに三〇年以上
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オリンピックと同列に論じられるような競技水準ではな

誤った理解が流布している︒パラリンピック競技大会も︑

﹁障害者スポーツのレベルは低い﹂といった固定的で

開を予見させるものを合んでいる︒

同時に︑そのなかには︑次なる課題を示し︑来るべき展

る社会的関心の低さなどの﹁弱点﹂を露わにしていると

性は︑日本におけるこれまでの障害者スポーツにたいす

﹁障害をもつ人﹂

ノーマライゼーションの理念と

いという﹁予想﹂がおおかたを占めていたのではなかっ
たろうか︒それも﹁常識﹂のなせる業であったろう︒

しかし︑﹁予想﹂は︑ある意味では裏切られた︒たと
えば︑アルペン競技は︑才リンピックの女子滑降コース

そのもので実施され︑斜度三〇度を越える急斜面を全速

﹁ノーマライゼーション﹂という言葉は︑目本におい

︵1︶

た︑そうしたとらえ方を選手たちも望んでいた︒加えて︑

た﹂というとらえ方の転換をうながすものであうた︒ま

キー選手﹂から﹁スキー選手がたまたま障害をもってい

−ションです﹂と述べているように︑その理念は︑人間

ョンとは︑イクォーリゼーシ冒ンであり︑ヒューマニゼ

よる提唱がその源とされている︒彼が﹁ノーマリゼーシ

ノーマライゼーシ目ンは︑デンマークのミケルセンに

象づけた︒自らの限界に挑む婆勢は︑オリンピック選手

オリンピックのときとは異なり︑競技会場では競技後の

存在そのものの平等という立場に立ち︑人道主義的な思

には歴史と蓄積がある︒

選手と気軽に言葉を交わすことができ︑内外の多くの選

想に裏付けられたものであうた︒そして︑﹁ノーマリゼ

ても︑福祉分野などで繰り返し語られ︑その理論と実践

手たちと直に接し︑その人となりと明るさに触れ︑一個

ーションとは︑たとえ障害があっても︑その人を平等な

通の生活条件と同じものとするように務めるという考

︵9︶

の同じ人問であることを感じ取った人も多いのではない

人として受け入れ︑同時に︑その人たちの生活条件を普

以上見てきた︑障害者スポーツヘの﹁気づき﹂の重層

だろうか︒

と何ら変わることがないことを知らしめ︑﹁障害者のス

ノーマライゼーションの理念の生成と展開

力で滑り降りる姿は︑その競技水準の高さを鮮やかに印

二
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︵10︶

え方Lであり︑その﹁普通の生活条件﹂とは︑﹁現在そ
の国の一般の市民が文化的︑宗教的︑社会的枠組みの中
で暮らしている生活条件︑あるいはその枠組みの中で目

を意味している︒L

そして︑﹁ごく普通の生活環境や生活方法﹂

一

一週間のノーマルなリズム

一日のノーマルなリズム

とは︑

二

一年間のノーマルなリズム

の八つの指標からなうている︒

三

ライフサイクルにおけるノーマルな発達的経験

︵u︺

ミケルセンが︑最初にノーマライゼーションを提唱し

四

ノーマルな個人の尊厳と自己決定権

標と さ れ て い る 生 活 条 件 ﹂ を 意 味 し て い る ︒

た時点では︑ノーマライゼーションとは﹁一定のライフ
︵螂︺
スタイルを含意する概念﹂であり︑﹁﹃知的障害者﹄に標

五

その社会におけるノーマルな経済水準とそれを得

その文化におけるノーマルな性的関係

︵旧︺

準的なライフスタイルを保障する倫理を説く基準程度の

七

六

る権利

ものでしかなかった﹂といわれる︒

その後︑スカンジナヴィア地域を中心に︑あらたな福
祉施策とそのサービスとの結びつきをさぐる中で︑ノー

その地域におけるノーマルな環境形態と水準

ノーマライゼーションは︑当初の理念を基盤にしなが

八

ら︑現実との関係の中でいくつもの変遷を辿ってきた︒

マライゼーションの理念も展開を見せ︑実践的に︑その
った︒その歴史と経験をふまえて︑理論的な指導者の一

次

﹁障害者﹂から﹁障害をもつ人﹂へ

本稿のこれまでの叙述において︑多く︑﹁障害者﹂と記

︵2︶

らに発展していくものである︒

︵15︶

固定したものでも静態的なものではなく︑現実の中でさ

ニリィエもいうように︑ノーマライゼーションの定義は︑

反映として政策的にもさまざまな成果を各地に生んでい

人のニリィエはノーマライゼーションを次のように定義
︵14︶

する︒

﹁知的障害やその他の障害をもつ全ての人が︑彼らが
いる地域社会や文化の中でごく普通の生活環境や生活方

法にできる限り近い︑もしくは全く同じ生活形態や毎日
の生活状況をえられるように権利を行使するということ
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してきたが︑現在の諸動向に目を向けるならぱ﹁障害を

ご昌寝マ昌彗一︵損傷︶

心理的︑生理学的もしくは

解剖学的構造ないしは機能の喪失または異常︒

＊皇ωき婁q︵能力不全︶1−人問としてノーマルと見

−

﹁障害者﹂から﹁障害をもつ人﹂への転換は︑単なる

なされている方法︑ないし範囲内で活動を遂行する

もつ人﹂とするのが適当であろう︒

表記上の問題ではなく︑﹁障害﹂観と﹁障害者﹂観のと

能カが︵損傷の結果として︶制約されること︑また
は欠けること︒

らえ返しという原理的問題を示しているのである︒
﹁障害者﹂を表す英語表記は︑．．；①＝彗皇S署＆︑．か

よってもたらされる特定の個人にとっての不利益で︑

＊ブ曽2o毫︵社会的不利︶H損傷または能カ不全に

き；巨①ω一．へと変化してきている︒国連などをはじめと

その個人の年齢︑性別︑社会的ならびに文化的要素

ら．．；①豆竃一︺τ旦︑へ︑そして︑︑亭①巾①o旦①名岸巨U−ω■

する国際的な文書においても︑︑三；冒留巨巨窃．一とい

に従ってノーマルとされる役割の充足を限定または

また︑一九七五年に行われた国連総会決議﹁障害者の

う表記が主流となうている︒アメリカにおける﹁障害
にあらゆる陣壁を取り除くことを目的として一九九〇年

権利宣言﹂において︑﹁﹃障害者﹄という言葉は︑先天的

妨げられること︒

κ制定された法律が．．＞昌①ま彗ω皇旨冒竃巨岸一鶉＞g

か否かにかかわらず︑身体的または精神的能力の不金の

者﹂の社会参加の促進や﹁ノーマル﹂な生活を送るため

︵障害をもつアメリカ人法︶一．と名付けられていることも

ために︑通常の個人または社会生活に必要なことを確保

︵16︶

い人のことを意味する﹂と定義づけた︒

することが︑自分自身では完全にまたは部分的にできな

その証左となろう︒

そもそも﹁障害﹂とは何か︑﹁障害者﹂をどのように
定義するのかは︑根源的な問題である︒

置かれた状況を言い表すときに多く使われてきた﹁ハン

これまで日本において︑﹁障害者﹂その人とその人の

障害︑および障害者に関わる用語について以下のように

ディキャップ﹂とは︑前述の国連﹁障害者に関する世界

世界保健機構︵WHO︶は︑保縫分野の関連において︑

区別し︑定義づけた︒
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とさ れ て い る ︒

壁に障害者自身が実際にぶつかったときに生じる﹂もの︑

障害者の利用を妨げる文化的︑物理的あるいは社会的障

は他の市民が利用できる社会の種々のシステムについて

まく環境の関係のあり方から生まれるものである︒それ

行動計画Lの中の規定によれば︑﹁障害者と彼らをとり

この処置が︑﹃人間﹄としての﹃障害者﹄の尊厳を侵す

とこれに﹃応ずる﹄さまざまな処置を無視せず︑同時に

ている︒また︑﹁心身にそなわっているかぎりの﹃障害﹄

という方法的視点を採り︑そのことによって﹁﹃障害﹄
︵㎎︺
とは無関与に﹃人間﹄存在の平等を主張できる﹂と述べ

﹃人間﹄存在と﹃障害﹄との分離的結合︵媒介的結合︶L

がすぐさま﹁す彗20署︵社会的不利︶﹂と同義に解され︑

処遇と異なる﹃障害者﹄としての処遇との間﹂に存在す

握する﹂ともいう︒ここには︑﹁同じ﹃人間﹄としての

︵19︶

ことがないよう︑同じ﹃人間﹄としても﹃陣害者﹄を把

﹁障害者﹂は不利な処遇に苛んじなければならなかった︒

る﹁矛盾を直視する社会と文化﹂の問題へとつなげてい

日本においては︑多くの場合︑﹁弐寝オ昌彗二損傷︶﹂

その基盤には︑﹁障害﹂をその人の存在と同一視するこ

く意図も含まれている︒

者﹂という枠のみでしかその人を把握せず︑その人の存

﹁障害者﹂の規定に依拠しながら︑小林は﹁障害﹂観の

こうした竹内の﹁所有﹂概念に基づく﹁障害﹂及び

︵20︺

と︑言い換えれば︑﹁障害﹂をもつ人にたいして﹁障害

在をそれ以上問うことはしない思考停止の状態が支配し

克服﹂とのみとらえる従来までの﹁障害﹂観を批判する

とらえ返しを試みている︒小林は︑﹁障害﹂を﹁否定−

次に︑こうした﹁陣害﹂と﹁陣害者﹂の問題について︑

が︑単なる批判にとどまらず︑﹁陣害﹂を積極的に肯定

ていたことがあったということができる︒

障害をもつ人の学習権保障に関する研究に精カ的に取り

し︑受容していく志向の広がりを背景にして︑﹁障害が

︵17︶

組んでいる小林繁と︑小林が引くところの竹内章郎の提

克服の対象であると同時に︑受容の対象として認識され

ここで﹁その人の人格と﹃障害﹄が不離一体のもの︑

ること﹂が要請されるとする︒

︹刎︶

起を︑ここであらためて後づけてみることにする︒

竹内は︑﹁障害者﹂ではなく﹁障害をもつ人﹂として
とらえていく意図を︑﹁﹃もつ﹄といづ表現によって︑
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ていく対象となる﹂とする小林の議論の根拠にあるもの

ルの謂ではなく︑積極的に肯定し︑自己のうちに受容し

﹁その点において﹃障害﹄は︑もはや克服すべきハード

というよりも﹃障害﹄を内包した人格として自覚されL︑

除くために必要なのは︑他人を認める心﹂であり︑﹁他
︵焔︶
人を認める心の原点は︑自分を大切にすること﹂と述べ

して︑それは乙武が﹁障害者に対する心のバリアを取り

ステムのレベルでとらえて﹂いかなけれぱならない︒そ

﹁問題を常に社会的な眼差しとそれを支える価値及びシ
︵24︶

は︑﹁個性として﹃障害﹄をとらえ︑自己を主張ずる﹂

るところの︑一人ひとりが自己の存在をかけがえのない

三

ノーマライゼーションとスポーツ権

れムロうものでもある︒

に︑そうした個人が集う社会の形成を志向した提起とふ

︵妬︺

動きであろう︒それは︑何よりも︑﹁障害者﹂−からの意

ものと認識し︑アイデンティティを確立していき︑さら

︵η︶

見表明のなかに見ることができる︒

現在では︑そうした意見表明に数多く接することがで
きる︒たとえば︑ヘレン・ケラーの言葉﹁障害は不便で
ある︒しかし︑不幸ではない﹂を掲げ︑その言葉通りの

前項で見てきたノーマライゼーションの原理︑そして︑

生活を送ってきた乙武洋匡は︑先天性四肢切断という
﹁障害﹂を﹁子どもの頃は﹃特長﹄と捉え﹂︑大学生にな

障害の﹁所有﹂概念による﹁障害者﹂と﹁障害﹂のとら

ることの表明︒それを個人レベルに押しとどめておくの

こと︑すなわち︑積極的に﹁障害﹂をとらえ返そうとす

め︑自らのかけがいのない﹁個性﹂として認識していく

﹁障害者﹂自身からの︑﹁障害﹂をあるがままに受けと

﹁すべての﹂人々にたいして向けられている課題である

としてのスポーツの実現が︑﹁障害をもつ人﹂を合めて

く︒ここで冒頭のユネスコ憲章に立ち返るならば︑権利

べての﹂人々を対象に実現していく課題につながってい

あった︒それは当然のこととして︑あらゆる権利が﹁す

え返しが示そうとしたものは︑ともに人問存在の平等で

った﹁今では︑単なる身体的特徴にすぎないと考えるよ
＾鴉︺

ではなく︑﹁政治・経済や文化の状況が異なれぱ﹃障害﹄

ことがあらためて確認される︒

うに な っ た ﹂ と い う ︒

の社会的位置づけや認識が変わってくる﹂ことをふまえ︑
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ツは余暇時問を豊かにしてくれ︑障害者の文化経験を促

中でスポーツのもつ位置の高さは︑ニリィエが﹁スポー

活の過︑こし方は重要な要素としてあげられている︒その

規模でスポーツ組織を結成することができることを意味

ルなトレーニングや競争を経験し︑地域︑金国︑国際的

・化︑楽しみを経験することは権利の一部であり︑ノーマ

また︑ニリィエが﹁障害者がノーマルなスポーツ︑文

とが課題として浮かび上がってくる︒

し︑社会関係を豊かにしてくれる﹂と述べていること︑

自身がスウェーデンにおいて︑障害者のスポーツクラブ

ノーマライゼーションが提唱された当初から︑余暇生

そして︑彼白身が﹁国際知的障害者スポーツ連盟﹂の創
︵㎎︶
設と発展に関わってきたことが何よりも示している︒

の活動の促進と全国組織化を図り︑前掲の国際組織結成

する﹂という障害者スポーツの﹁組織﹂への言及は︑彼

ピックのような国際大会に至るまで︑スポーツという文

は︑同時に︑日常生活のなかで楽しむものからバラリン

︵27︶

スポーツの領域におけるノーマライゼーションについ

へとつなげていうた経験に裏付けられている︒この提起

＾30︶

て︑ここでは﹁イクォーリゼーションとインテグレーシ
ョンの統一的把握﹂という指標を立てて考えていきたい︒

﹁個性﹂に応じた平等の実現がノーマライゼーションの

以上︑ニリィエのスポーツに関わる提起は︑個人の

主張を合んでいると解すことができよう︒

化を享受する上でのあらゆるレベルの保障の正当性への

この指標が示すものの第一は︑﹁機会の平等﹂である︒

ニリィエが﹁スポーツをする人は他のスポーツをする
︵29︶

人の中でそれぞれの条件に従い︑自分らしさを保持し︑

伸ばしていけることを意味する﹂というとき︑ノーマラ

あるが︑そこから導き出される課題は︑﹁すべての﹂

理念の重要部分を構成していることから︑当然のことで

イゼーションの理念が﹁選択の自由と自己決定の権利﹂

をこそ重視していることを思い起こす必要がある︒ここ

課題につながっていく︒それは︑まず﹁健常者﹂と﹁障

次に︑この﹁機会の平等﹂は︑インテグレーションの

人々に該当するものではないだろうか︒

において︑人がスポーツという文化を十全に享受しうる

ずれを選択するのかについてまったく自らの意︒恩で決定

ためには︑さまざまな選択肢が豊かに用意され︑そのい

することができるような社会的条件を創りあげていくこ
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なままにされてきた︒近年︑障害をもつ人の利用を考慮

一方︑﹁障害者専用﹂のスポーツ施設は︑徐々に整備

︵訓︶
害者Lの区別と差別をなくしていくことである︒

︵覗︺
それには︑乙武が﹁好きな科目は体育﹂と題した項目

が進展してきているとはいいながらも︑各都道府県の全

して︑入口にスロープがつけられるなどの措置が執られ

で述ぺていることに驚きすら覚える自分を発見すること︑

域で一カ所から数力所にとどまづている︒移動が多くの

もとより﹁健常者﹂と﹁︒障害者﹂というふたつの人問

そこに﹁常識﹂にとらわれた自らの意識を対象化するき

困難を伴う障害者にとうて︑この現状は大きな問題であ

るようになったが︑中に入ると段差だらけ︑エレベータ

うかけを見いだそうとすること︑などから出発しなけれ

る︒そのため︑利用の頻度にも大きな影響を与え︑利用

が存在するわけではない︒し・かし︑歴史的に区別と差別

ばならないのではないか︒繰り返しになるが︑これまで

を﹁自己規制﹂をせざるを得ない状況を生みだしている︒

ーや障害者専用のトイレが設置されていない施設も多い

の日本の障害者スポーツがもっている﹁弱点﹂とは︑こ

もうひとつの﹁インテグレーション﹂︑あるいは﹁イ

が根深く形成されてきている事態を直視し︑これを改善

うした﹁常識﹂に根をもつものであり︑そこからさまざ

ンテグレーション﹂の重層性にも注目しておくべきであ

のが現状である︒

まな区別と差別が派生していくことをおさえておく必要

ろう︒すなわち︑﹁身体障害﹂と﹁知的障害﹂の統合で

していかなければならない︒

がある︒

ある︒

スポーツ施設は︑長年にわたって︑障害をもつ人が利用

面で︑すでに﹁身体障害﹂と﹁知的障害﹂の統合への動

パラリンピック競技大会においては︑種目設定などの

︵鎚︶

スポーツ参加に関わる条件整備の点で見ても︑地域の
することを想定せずに建設・運営されてきた︒政府や白

ピック﹂として別々に開催されている陣害者スポーツ大

おける現在の動向としては︑﹁身障国体﹂と﹁ゆうあい

きが起こってきていることは前述の通りである︒日本に

︑だれでもがスポーツを﹂とスローガン的に掲げられてい
ても︑陣害をもつ人のための施設・設備の整傭は不十分

治体のスポーツ振興施策において﹁いつでも︑どこでも︑

第2号
第121巻
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会の統合が︑二〇〇一年宮城大会から実施されることが

決定したことに示されるように︑競技場面において手探

を閉じることとしたい︒

第一に︑基礎作業の継続としての陣害者スポーツに関

これまで︑障害者スポーツに焦点を当てた研究は非常

わる先行研究の整理である︒

以上︑ノーマライゼーションとスポーツ権という課題

に限定されたものであり︑ 一方︑筆者がこれまで主たる

りの中での模索が開始されている︒

にたいして︑イクォーリゼーシ冨ンとインテグレーショ

研究対象としてきた生涯スポーツ研究の領域においても︑

点を総合した整理を試みたい︒
︵研︶

りた︒今後︑ふたつの﹁しょうがい﹂スポーツ研究の視

︵脆︶

障害者は対象としてほとんど明確に意識化されてこなか

︵35︶

ンの統一的把握という指標を立てて考察を加えてきたが︑

全体状況としてみるならば︑﹁遅れて﹂出発した日本の

障害者スポーツは︑現在︑解くべき課題が一気に押し寄
せている感がある︒

第二に︑地域の事例の調査である︒理論面では︑前述

ポーツの現状と問題を明らかにし︑その発展の方途はど

冒頭に述べたように︑本稿は︑日本における障害者ス

では︑さまざまなヴァリェーションをもちながら展開し

開催や障害者のスポーツクラブの活動など︑実践の場面

これからの領域であるが︑自治体によるスポーツ教室の

のように﹁生涯スポーツとしての障害スポーツ﹂研究は

こにあるのかを探るための基礎作業として位置づくもの

ている︒こうした地域の動向をとらえていくことは︑理

小括

である︒

の存在とその意義を︑より広く知らしめたことは繰り返

めの基礎作業として︑日本における社会福祉政策との関

第三に︑障害者スポーツの保障の制度化を展望するた

論にもフィードバックされるであろう︒

し述べてきた︒この動きを︑いわゆる﹁流行﹂に終わら

係のなかで︑障害者保障の戦後史という﹁大枠﹂をおさ

パラリンピック長野大会への注目が︑障害者スポーツ

せることはできない︒そのために残された課題は少なく

えることである︒ここには︑権利の拡大︑あるいは︑同

︵脳︶

ないが︑筆者なりの今後の作業課題を列挙することで稿
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権化要求を掲げた障害者運動の視点が当然合まれてくる︒

最後は︑﹁人問とスポーツ﹂とでもいうべき課題であ
る︒前述の竹内と小林は︑﹁障害﹂を問うことで現在の

能カ主義の問い直しを図るという未来の地平を望んでい
た︒このひそみに倣うならぱ︑障害をもつ人のスポーツ
が︑現在のスポーツ︑およびスポーツ観の問い直しとい

う大きな問題提起をはらんでいるととらえてみたい︒こ
の点について︑かつて筆者は﹁マージナルな領域におい

て本質が顕現する﹂として障害者スポーツの特質をとら
︵鎚︺

える試みを行った︒今後の議論を展開する上では︑小林
のいう﹁障害﹂の﹁否定−克服﹂から﹁肯定−受容﹂へ

転換するときに果たしたスポーツの役割とは何か︒﹁障
害﹂のとらえ方のコペルニクス的転換の上で︑スポーツ
はいかなる意味をもったのかを探ることを手がかりとし

一九九八︒

ンL一橋大学スポーツ科学研究室﹃スポーツのグローパリ

こうした報道婆勢の中に︑ナショナリズムの影を見る

ゼーシ目ンn﹄︑

︵4︶

ビック大会が﹁普通の﹂国際スポーツ大会に叙せられたこ

ことができる︒裏返せぱ︑この限りにおいては︑バラリン
とをも意味している︒

一九九八年九月号︒

︵5︶小玉一彦﹁新聞報道にみる﹃陣審者スポーツ﹄問題﹂

パラリンピック大会前後に出版されたものとしては︑

﹃臨床スポーツ医学﹄

以下のものがある︒

︵6︶

僕らにスポ

＊澤井希代治﹃夢をつなぐ﹄︑ひくまの出版︑一九九七︒

一九

ーツ︑僕らもスポーツ﹄︑べースボール・マガジン社︑

＊綿祐二編著︑佐藤充宏著﹃陣審者におくる
一九九七︒

九八︒

＊土方正志﹃パラリンピック物語﹄︑リトル・モア︑

＊﹃一九九八長野パラリンピック日本選手名鑑﹄︑中央法

＊黒閾信一︑他﹃飛ぷ夢を見た﹄︑光進社︑一九九八︒

︵8︶ 財団法人日本身体陣害者スポーツ協会﹃創立二〇年

陣害者白奮﹄︑一九九七︒
史﹄︑一九八五︒

たいと考えている︒

規︑一九九八︒

︵1︶ 国際陣害者年日本推進協議会﹃完金参加と平等への挑

︵9︶

︵7︶総理府編﹃平成九年版
戦﹄︑一九九一︒

なお︑日本語訳の発音として︑本稿では︑引用を除いて

クーミケルセン﹄︑ミネルヴァ壺旦房︑一九九四︑一一五頁︒

花村春樹﹃﹁ノーマリゼーシ目ンの父﹂N・E・パン

︵2︶ 日本障害者リハビリテーション協会﹃アジア太平洋障
一九九四︒

拙稿﹁陣審者スポーツにおけるグローパリゼーショ

害者の十年﹄︑

︵3︶
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︵10︶ 同前︑ 一五五頁︒
︵20︶

︵19︶

警

小林前掲書︵12︶︑六〇頁︒

同前︑八一頁︒

同前︑八O頁︒

︵12︶︑五三頁︒

﹁ノーマライゼーシ目ン﹂に統一する︒

同前︑一五六頁︒

同前︑六二頁︒

︵11︶

︵22︶

乙武洋匡﹃五体不満足﹄︑講談社︑

︵21︶

林繁編著﹃学ぴのオルタナティヴ﹄︑れんが杳房新社︑一
一四八頁︒

︵23︶

︵12︶ 津田英二﹁﹃知的障害者﹄の文化活動と社会教育﹂小

九九六︑

ェ﹂とされることが多いように思われるが︑本稿では本参

九八︑二二〇頁︒なお︑彼の名前の日本語表記は﹁ニルジ

子訳編︶﹃ノーマライゼーションの原理﹄︑現代書館︑一九

︵14︶

︵29︶

︵28︶

︵27︶

︵26︶

︵25︶

︵24︶

同前︑

同前︑

同前︑

一五七頁︒

一五七頁︒

ニリィェ前掲書︵M︶

同前︑二六六頁︒

乙武前掲杳︵23︶︑二六五頁︒

小林前掲書︵12︶︑六三頁︒

頁︒

考文献の表記に従っておく︒

︵30︶

︵13︶ 同前︑ 一四九頁︒

︵15︶ ノーマライゼーシ目ンをめぐる論争では︑他の論者と

︵31︶

ベンクト・ニィリエ︵河東田博︑橋本由紀子︑杉田穏

してヴォルフェンベルガーをあげることができる︒ヴォル

一九九八︑二五七

イスを﹁陣害﹂ゆえの補助用具ではなく︑スポーツの﹁競

もたない人も参加する競技が出てきている︒ここでは︑車

種目のなかで︑たとえぱ︑車イスマラソンのように陣害を

障審者スポーツの種目として考案され︑普及してきた

一五六壬ニハ一頁︒

一五七頁︒

フェンペルガー﹃ノーマリゼーション﹄︑学苑社︑ 一九八
二︒

技用具﹂としてとらえられている︒この現象が︑意識面で

﹃アメリカ障害者法﹄︵斎藤明子訳︶︑現代杳館︑一九

九一︒

︵16︶

︵17︶ 小林前掲書︵12︶︒他に︑小林繁編著﹃君と同じ街に

︵33︶

日本の現状では︑﹁障害者専用﹂の施設は一定程度の

︵32︶ 乙武前掲書︵23︶︑三九︷四六頁︒

ものであろう︒

る﹁統合﹂が表れてきたことを示しているととらえられる

少し検討が必要であろうが︑競技への参加という面に関す

の変革まで下り立っているものであるかについては︑もう
・

生きて﹄︑れんが書房新社︑一九九五︒小林繁編著﹃この
街がフィールド﹄︑れんが壷旦房新社︑一九九八︒

竹内章郎﹃﹁弱者﹂の哲学﹄︑大月審店︑一九九三︑七

九⁝八O頁︒

︵18︶

この提起にたいする﹁形式操作論的﹂など予想される批
判については︑小林によづても検討されている︒小林前掲
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︵34︶ パラリンピック後の動向としては︑一九九八年六月に

という批判むある︒

老﹂の﹁囲い込み﹂となり︑さらなる分断を再生産させる

機能と役割を果たしていることも否定できないが︑﹁陣害

しているものとしては︑﹁生涯スポーツの創造﹂編集委員

︵37︶筆者なりの︑地域の障審者スポーツヘの間題意識を示

スポーツ﹄︑東林出版社︑一九九八︑など︒

︵36︶新たな研究動向として︑藤田紀昭﹃ディサビリティ・

徳造﹃スポーツは生きるカ﹄︑民衆社︑一九八六︑など︒

者のためのスポーツ指導﹄︑ほるぷ出版︑一九八二︒芝田

会﹃生涯スポーツの創造﹄創刊号︑一九九一︒現代社会体

出された厚生省﹁陣審者スポーツに関する懇談会報告﹂が

②スポーツ大会への参加機会の確保③スポーツ施設の整

﹃日本の社会教育実践一九九八﹄︑社会教育推進全国協議会︑

育研究会﹁ふたつの﹃しょうがい﹄スポーツをつなぐ﹂

ある︒ここで出された具体的課題︵①指導者の養成確保

のスポーツの振興 ⑦競技用具の研究開発・改良 ⑧顕彰

備④スポーツ組織の育成⑤選手強化 ⑥知的陣害者等

者スポーツの取り組み﹂﹃日本の社会教育実践一九九五﹄︑

ものとしては︑小玉一彦・阿部一彦﹁みやぎにおける障害・

また︑地域での陣害者スポーツの実践として注目すべき

一九九八︒

﹁すべての﹂人々のスポーツ参加の保障について共通する

制度 ⑨啓発 ⑪厚生省と文部省の連携強化︶は︑陣害者
スポーツ固有の課題としてあげられているが︑同時に︑
ものととらえることができる︒陣害者スポーツだけを切り

拙稿﹁みんなのスポーツ﹂﹃いまこそ﹁みんなのスポ

社会教育推進全国協議会︑一九九五︒

︵一橋大学助教授︶

ーツ﹂を﹄︑中央法規出版︑一九九二︒

︵38︶

離した振興策を今後は採ることはできない︒
また︑﹁日本初の身障者スポーツの専門誌﹂の﹃＞oゴ毒
﹄岩昌﹄は﹁売上部数減﹂を理由に休刊となった︒

ポーツ﹄︑目本体育社︑一九七六竈藤原進一郎﹃身体障審

︵35︶代表的な単行本としては︑中川一彦﹃身体陣害者とス
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