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オーストラ‑アのスポーツ政策研究の現状と課題

オーストラ‑アのスポーツ政策を推進する中核組織であ
るAustralian SportsCommissionの'AustralianSports
CommissionStrategicPlan1998‑2001'の中に次の 即が

ある︒

とってスポーツが特別な存在であることへ

史的にも繰り返し表明され続けてきた︒オース‑ラ‑アに

ムをもっている︒このことが'願られた資源の此蔚帝小さ

たる優れた側面を持ってきたことは事実であろう︒しかし'

﹁われわれは他の国々と此べて効男節で全国帝なシステ

な図家が図原曲競技大会において最高水準のレベルを示しへ

地理的にヨーロッパと隔絶した (﹁距離の暴虐﹂ と言われ

国際的に自らを誇れる証と

そして世界に冠

そのl方へカ貴いコ︑︑︑ユニティスポ!ツの参加を膚築して

た) オーストラ‑アが'〟宗主国″ ィギ‑スをはじめとす
るヨーロッパを意識しながらへ

いる韓を匙'・<>岬由 つV‑JiC‑1Qll￨
オーストラ‑アのスポーツに関する論説において

してスポーツをとらえへ

次にへ

数多‑引用されるDunstanの著書Sportsからl文を引い

批判的に信じようとしてきた側面も否定できない︒

換言すれば'オーストラ‑アのスポーツに対する関心は

その優秀性を盲目的に'そして無

てみよう︒
﹁スポーツは'すべてのオーストラリアの人々が熱狂帝
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なものといえる︒しかし'多‑の場合へ

あ‑までもイメー

そのイメージもポジティヴ

(pp.112‑113)︒関連する研究を紐解けば'植民地時代か

代の初期から絡み合ってきたことは否定できないとされる

けてきたが'歴史的に見れば︑スポーツと政治は植民地時

内外を問わず高いものでありへ

ジのレベルに留まっている︒さらに言えば'順風満帆に見

ら連邦の形成︑そして現在に至るまでのオーストラ‑アの

なレベルでの多‑の事象を確認することができる︒しかし︑

えるオーストラ‑アのスポーツに織り込まれている矛盾や

本稿で取り上げるオーストラ‑了のスポーツ政策に関する

歴史において︑政治によるスポーツへの関与にはさまざま

こうした状況に照らして'オーストラ‑アのスポーツの

先行研究は'スポーツ政策の開始は一九七〇年代に入って

葛藤などに必ずしも注意が向けられてはいない︒

オーストラリアのスポーツを規定する諸要素のう4fl'ス

実態をとらえていくための基礎作業として︑本稿では'

関わる先行研究を対象とし︑そこに見る特徴を概括するこ

い︒具体的には'オーストラリアにおけるスポーツ政策に

政策は存在しなかったのか︒あるいはへ政府がスポーツ振

一九七〇年代に至るまでオーストラ‑アにおいてスポーツ

このように言うとき'即座に出されるであろう疑問は︑

からへ という見解で一致している︒

および'今後のオーストラリアのスポーツ政策の研究

ポーツに関わる制度面の歴史と現状を把握することとした

とへ

興への関与は︑皆無とまでは言えないにしても'長い間へ

l九〇l年の連邦の成立以降へ連邦政府によるスポーツ振

第一のレベルは'国家(連邦政府) の関与の側面である︒

のレベルが存在することをおさえておきたい︒

れる形で'政府によるスポーツ振興への関与には次の二つ

の大きな特徴である連邦・州・自治体の三層構造に規定さ

この疑問に答える前にへ オーストラ‑アの政治システム

興に関与することはなかったのかへ というものであろう︒

﹁スポーツ政策﹂とは〜定義と限定

上の課題を抽出することをねらいとする︒
一

本稿が検討対象とするオーストラ‑了のスポーツ政策に
の定義をここで

によれば︑オーストラ‑アにおいて

関する先行研究における﹁スポーツ政策﹂

(1995)

確認しておきたい︒
Cashman

﹁スポーツと政治は混ざり合わない﹂と繰り返し言われ続

9

オリンピックなどの国際的競技大会開催の際の資金援助や
選手派遣への助成等︑非常に限定されたものであった︒

ここで前述の疑問に立ち返れば'先行研究がいう﹁ス

ポーツ政策﹂とは'第一のレベルへ すなわちへ 連邦政府に

れている︒その後︑現在に至るまでへ スポーツ施設の整備

ければ十九世紀後半のスポーツの成長はなかった﹂といわ

に足らないというものでは決してなくへ 政府の振興策がな

であり ﹁現金よりも現物﹂ というものであったが︑﹁とる

与の側面である︒十九世紀においては'関与は﹁間接的﹂

などの国家機構の整備や経常予算の枠組みの中での財政的

れたことを端緒として'行政制度の面では所管省庁の設置

政党によって連邦政府のスポーツへの積極的関与が表明さ

九七〇年代初頭に入ってからへ首相やその政治基盤である

﹁スポーツ政策の開始﹂とは'(後に詳し‑見るように)一

る意味では限定されたとらえ方であると言える︒またへ

よって主導された全国的へ統一的なものを指しておりへ あ

など'生活圏域におけるスポーツの条件整備に関する施策

位置づけがはかられたこと︑そしてへ 州や自治体をも視野

第二のレベルは'州政府や地方政府 (自治体) による関

は'州や自治体の役割とされへ スポーツやレク‑エーショ

に入れたプログラムの立案と実施を意味していたのである︒

(2)

ンの機会の提供を目的とする活動が行われてきた︒

され︑日常生活におけるスポーツに関する施策は州や自治

競技大会開催などの特別な事情の場合 (ad hoc) に限定

向上) とParticipation (スポーツ参加の拡大) の二つと

ポーツ政策の目的は大きく分けてPerformance(競技力

るスポーツ政策の領域をある程度限定しておきたい︒ス

さらにも 先行研究の検討を通して本稿が分析しようとす

体レベルで展開していたという歴史的な特性を持っていた︒

いわれているが'本稿では'主にへ Participationを目的

このようにへ 連邦政府のスポーツ振興への関与は国際的

ここからいえることは︑連邦政府がスポーツ振興に対して

とする部分を中心に考察していくこととする︒

(3)

恒常的に関与することや全国的に統一した施策を立案︑実
施することはなかったこと︒そのことと関連して︑第一の
レベルと第二のレベルは結び合うことなく別個のものとし′
て動いていたことである︒
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仙

二

オース‑ラ‑アのスポーツ政策研究

オーストラ‑アにおける研究動向
(4)

すでに別稿で言及しているが'オーストラリアにおける

管見の限りでは︑体系化して分析したものは未だないとい

スポーツ政策の国際比較(単著)

ここで先行研究を以下のように分類してみる︒

える︒

①

ここに分類される先行研究として︑Houlihan (1994),

Houlihan(1997)がある︒とくにt

スポーツの社会科学的な研究は︑その社会におけるスボー
ッの歴史へ広がりや定着度に比して'遅く出発したという

オーストラ‑アを含めて'イギ‑スヘ アメ‑カへ カナダな

スポーツ政策研究についても同様の状況であり'あえて

政府の関与の歴史へ推進組織の変遷へ スポーツ組織の活動

ど各国のスポーツ政策を比較研究の視点から検討しており︑

Houlihan(1997)は'

ことができる︒

言うならばへ開始時期がもっとも遅い部類に属するもので

など多面的に分析されている︒各国のスポーツ政策の概要
がオーストラリアのス

ある︒Jaques

を把握する上ではもっとも簡便なものととらえられるが'

Pavia(1976)

ポーツを表象しているエッセイ等を編纂した著作の中の

オーストラ‑アに関する叙述については︑次の②以下の諸

and

.The Australian Government and Sport'および''Milk

研究の成果に多くを依拠しているといえる︒

各国のスポーツ政策の比較研究という意味では前項①と

Beneath the Cream?'が︑スポーツ政策に言及した研究

究状況は'前節でふれたように'オーストラリアのスボー

同様であるが︑主にスポーツ政策の比較研究として編纂さ

② スポーツ政策の国際比較(論文)

ッ政策そのものが'一九七〇年代に入ってからようや‑本

れた著作の一つの章として位置づけられているものである︒

としてはもっとも早い時期のものと思われる︒こうした研

格的な展開の兆しを見せ始めたという事情を反映している

論述の内容は'オーストラ‑ア1国の歴史と現状を述べて

Baka(1986).Semotiuk(1986),Semotiuk

(1987),Armstrong (1987),Farmer and Arnaudon

いるものでt

であろう︒
その後︑オーストラ‑アのスポーツ政策を対象とした研
究は'一九八〇年代以降へ一定程度蓄積されてきているが'

朗

ボーッ政策に関しても批判的な視点で検討を行っている

(Lawrence and Rowe (1986),McKay (1986),Rowe

(1996).などがあるO

これらの研究は'T九七〇年代初頭をスポーツ政策の開

and Lawrence(1990),McKay(1991),Rowe and Law‑
rence(1998),など)

始ととらえへ それ以後の展開過程について事実関係とその
背景を整理して叙述している点で共通している︒

スポーツ史の領域の研究者がオーストラリアのス

オ7ストラリアのスポーツの歴史を烏撤する中で︑ない

れたものである.これらのスポーツ政策の展開についての

政府や関連する調査委員会などの報告書の一部に叙述さ

その他

しはへ

叙述は︑政策のもう一つの目的であるPerformanceの象

⑤

ポーツに関わる事象を歴史的な視点から叙述する中でち と

徴的存在であるAustra︼ian Institute of Sportの設立の

スポーツ史研究

‑に一九七〇年代以降の特徴として'スポーツ政策の開始

歴史的背景を説明する際に盛り込まれている(D巴y

③

とその展開過程を取り上げているものである︒植民地時代

(1991),DepartmentofSport,Recreation,andTourism

日本における研究動向

日本におけるオーストラ‑アのスポーツ政策に関する先

る論点としながらへ 日本のスポーツ政策に示唆的なものを

岡田(一九九九) は'日本のスポーツ政策の分析を主た

行研究は非常に数少ない︒

㈲

&AustralianSportsCommission(1985)など).

以後のスポーツと政治のつながりに関する叙述が随所に見
られるが︑前述のように﹁スポーツ政策﹂は一九七〇年代
における連邦政府の本格的関与から始まるという歴史認識
はここでも一致している (Jaques and Pavia (1976),
VamplewandStoddart(1994),Cashman(1995),Adair

スポーツ社会学研究

a n d V a m p l e w ( 1 9 9 7 ) . B o o t h a n d T a t z ( 2 0 0 0 ) , な ど )

④

sion (ASC) の体制と特徴をまとめている︒森 (T九九

含んでいるという理解からAustra‑ian Sports Commis‑

会におけるスポーツの現状と特質についてへ商業主義の進

九) は'﹁スポーツ行政﹂ の戦後の変遷過程を簡潔にまと

スポーツ社会学の研究領域の中で'オーストラリアの社

ス

行や統合の問題などの観点から検討しているものでヘ

95

オ‑ストラリアのスポ‑ツ政策研究の現状と課題
(5)

平成16年(2004年) 2月号(6)
第2号
第131巻
一橋論叢

スポーツ政策以前⁚〜一九七二

スポーツ政策の開始二九七二〜七五

めており︑スポーツ政策の推移をとらえている研究として
これまでで唯lのものといえるQ この他に︑本間(二〇〇

働党政権の成立

︑ 1

∬^a

(5)
°

ウィットラム労

したスポーツ政策の展開過程の概要とその特徴をまとめて

以下ではへ この時期区分を念頭におき︑先行研究が提示

代) 労働党政権の返り咲き

スポーツ政策の本格的展開⁚l九八三〜(l九九〇年

自由党連合政権と財政抑制

スポーツ政策の停滞⁚一九七五〜一九八lll フレーザー

二) は'岡田と同様に︑オーストラリアのスポーツの現状
報告とともにAsCの組織の概略を記したものである︒
中村(二〇〇二) は'自治体(ゴールドコースト) にお
けるスポーツ行政の展開の現状についてへ広範な聞き取り
調査を元に議論を展開しておりへ本稿の最後でふれる地方
自治体レベルの大きな変動という状況下に照らしてみると
き'興味深い視点を示している︒
以上の点から︑日本におけるオーストラ‑アのスポーツ

すでにふれたようにも連邦政府の恒常的な関与という面

① 後発のスポーツ政策

な視点からの分析が十分に展開されていないといえる︒ま

からとらえたスポーツ政策の開始時期は一九七〇年代初頭

政策研究はへ その緒に就いた段階であり︑と‑に︑歴史的

たへ オーストラ‑アにおける先行研究の概括的な整理は行

れたものへ ないしは小規模のものであった︒

直接関与した事柄は以下のものであり︑全体として限定さ

である︒一九七〇年代以前︑スポーツに関して連邦政府が

オーストラリアのスポーツ政策の展開過程

われていない︒
三

同Councilは'第二次世界大戦の防衛力増強の

Q NationalFitnessCouncilの設立と管理運営

オーストラリアのスポーツ政策の展開過程に関する時期

ためのNationalFitnessAct(1941)の制定に伴っ

政策の展開過程とそこに見る特徴

区分は︑先行研究の各論者によって若干異なるが'最大公

て設立され'学校教育における身体教育の拡大など

仙

約数的に整理をすれば以下のようになる︒

96

民の体力問題を主な対象として活動を行っていた︒

を進めた︒戦後へ 軍事上の目的を保持しながらも国

RoyalLifeSavingSociety,theSurfLifeSaving

lian Commonwealth Games Association,the

AssociationofAustralia.
¥‑Tj その.也

大恐慌の時期に公共投資による景気刺激を目的と

したと思われる施設建設が行われたことがあった︒

はスポーツ︑と‑にへ その振興に対してほとんど関与をし

それではへ なぜ一九七〇年代初頭に至るまでへ連邦政府

ポートのみであった︒

てこなかったのであろうか︒先行研究の議論を整理すると︑

州政府による財政援助などのサ

国際競技大会への選手派遣の補助

何の貢献もせずへ

ただしへ一九三八年大会についてはへ連邦政府は

一九六二)等︑国際競技大会開催への援助

monwealthGames (英連邦競技大会へ一九三八︑

幻 メルボルン・オリンピック大会(l九五六)︑Com‑

の

あった︒初めて ﹁オーストラ‑ア﹂ の国名を冠して

技団体側から増額の要請が継続して出される状態で

であるとされへ補助の金額は非常に少額であり'競

点である︒繰り返しになるが︑スポーツと政治の関わりは

とスポーツ (組織) の双方によって共有されていたとする

通念が'アマチュア‑ズムの理念によって補強されへ 政治

第一にへ ﹁スポーツと政治は水と油の関係﹂ という社会

次の四点にまとめられる︒

参加する一九〇八年のロンドン・オ‑ンピック大会

多様な形で存在しており︑こうした社会通念はあくまでも

選手派遣は'個人あるいは競技団体の範噂の問題

ですらへ スポーツ団体からの資金援助の申し出は拒

観念的なものであった︒それにもかかわらずへ と‑に金銭

面に関わる事柄については禁欲的なまでの対応が採られて

絶され'連邦政府は何の援助も行わなかった︒
㊤ EB体への補助金

(一九〇〇年前後) 以降へ アマチュア‑ズムが各都市で活

いった︒その歴史的な経緯を見てみると︑世紀の変わり目

で'連邦政府が補助金を交付していたのは次の団体

動する地域のスポーツクラブを基盤として広範に浸透して

上記Dで掲げたNationaH Fitロess CounciP以外

である⁚AustralianOlympicCommittee,Austra‑
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担い手の社会階層の高さゆえに社会への影響力は強‑'新

自助の姿勢が一つの教義といえるまでになった︒クラブの

いく中でも

性を感じていなかったことがある︒

体の自主性のもとで行われていた選手育成に手を出す必要

度の成績を残しておりへ地域のクラブを基礎として競技団

として︑国際的競技大会においてオーストラ‑アはl定程

アマチュアスポーツの純粋性が強調され︑自律

聞などのマスコミも政治家もアマチュア‑ズムを支持した︒

②

いうゴートン首相の発言に端的に示されるように'第二次

動の運営はスポーツ団体によってなされるべきである﹂と

に政府が入り込んでいくべきだとは思わない︒スポーツ活

ことへの蹟樺があったとされるO﹁スポーツに関わる事柄

にも 公共セクターが私的 (private) セクタIに関与する

響を強‑受けたように'政治哲学の面でも'イギ‑ス同様

第二に'アマチュア‑ズムが浸透する上でイギリスの影

げられる︒第二に'婁りの見え始めた国際競技力へのてこ

参加が恩わし‑ないという状況の改善を意図したことがあ

裏腹に'当時の国民の健康状態やスポーツ・身体活動への

﹁スポーツ大国﹂ という世評 (あるいはへ 思い込み) とは

る︒それとともにへ政治的なモチーフとして'第一にへ

選択した根本には'労働党の福祉国家路線があったといえ

れまでの歴史的経緯からするならば劇的ともいえる変更を

が積極的にスポーツ振興に関与し始めることになるが'そ

一九七二年のウィットラム政権の誕生とともに連邦政府

スポーツ政策開始の背景

また︑アマチュアスポーツ組織にとって'プロスポーツと
(6)

大戦後へ長期にわたって政権を担当した自由党は'連邦政

入れと国際大会での勝利がもたらす国家の威信の復活のね

の差別化の必要性も伏在していた︒

府のスポーツへの関与について一貫して消極的であった︒

前者についてはへ スポーツや身体活動が個々人のトータ

らいがあった︒

ジャー︑スポーツ︑レク‑エーションはあくまでも私的な

ルな発達に寄与するとして'ウィットラムはへ その演説で

上記の点と重複する部分もあるが'第三にも人々tのレ

事柄であり'政府が口を差し挟むものではないという個人

﹁政府の責任は︑パンやバターの問題へ 財政︑雇用︑防衛

に関わる事柄の範囲内で終わるものではない﹂と述べへ政

主義的なイデオロギーが主流であったことである︒
第四に︑1九五六年のメルボルン・オ‑ンピックを頂点

ガ

ていることを表明した︒彼は別の機会でもレジャーの社会

てスポーツをする機会の増大を望ましいものとしてとらえ

府が国民の知的へ芸術的へ レク‑エーション的活動︑そし

国民の意識を高めようとした︒

ンペーンを行いへ健康(fitness)問題の周知をはかりへ

ラムを興し︑また︑Fitness Austr巴iaの名称によるキャ

際競技大会派遣などの費用に対する助成) の二つのプログ

いる国であるオーストラリアでは︑地球J1の他のどの図よ

おいては問題であり︑地球上でもっとも都市化が遊行して

地域社会の問題であるoとりわけへ都市化が進んだ社会に

る大きな社会釣問題はない︒これはすべての茸代の豊かな

﹁レジャ!の善用以J1に'オーストラリアが直面してい

ついて七四の提言が盛り込まれた︒と‑に︑スポーツとレ

では︑今後のオーストラ‑アのスポーツの理念と方向性に

pe andDevelopment ofRecreation in Australia(1973)

の最初の成果であるJ.BloomfieldによるThe Role,Sco‑

と将来構想のための調査と報告書の作成がはかられた︒そ

こうした異体的なプログラムの展開と同時にへ現状分析

(7)

的必要性を次のように説いている︒

りもこの問題に迫られている︒われわれの図がそうであれ

ク‑エーションの振興と発展において連邦政府が中心的な

旧ソビエト連邦などの国々の事例をあげて'財政

面をはじめとするさまざまな援助が必要であることが述べ

カナダへ

役割を果たすべきことを強調し'旧東西ドイツへ フランスへ

これはまさにl九八〇年代の問題といえるだろ

ばこそへ
Hi

時の首相による決意表明は︑い‑つかの具体的な形を
取って現れた︒

では︑政治的なモチーフの二点目の競技力向上について

られていた︒

設置され'連邦史上初めて恒常的なスポーツ振興を所管す

はどのような展開を見たのであろうか︒所管大臣である

第一にへ Department of Tourism and Recreationが

る省が誕生した︒第二に'具体的な施策としてt Capit巴

﹁着は忍の役割がスポーツのチャンピオンをつ‑ること

Stewartは次のように発言している︒

施設の整備・提供への援助) とSports'Assistance Pro‑

にあるとは田心っていない.われわれはスポーツを︑生活の

AssistanceProgram (地域(local) レベルでのスポーツ

gram(アマチュアスポーツ組織の運営費や全国および国
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‑hrJ柑‑><1<<lナよ,二・・回!.C.植僻をナt〇首相y*;‑ォ"̲ '*

あり方へ イデオロギ!︑そして月産の慶超性を証明する何

ism and Recreationの廃止をはじめとして'スポーツ関

小を目論んだ︒こうした情勢下︑Department of Tour・

的な姿勢であったと解釈することができるが︑実際には'

一九八三年までの八年間に所管省庁が三度改変されるなど'

rts'Assistance Programの中止が断行された︒そしてへ

連予算の大幅削減やCapi邑AssistanceProgramとSp?

競技力向上に対する国家のまなざしは︑はっきりとした射

連邦政府の政策や行政機構におけるスポーツの位置づけは

この発言だけを取り上げれば'競技力向上について否定

程を定めていたといえる Bloomfield報告においても︑

低いものとなった︒

(9)

競技力向上のための施策について具体的な提言が含まれて

組織や高等教育機関との連携による指導者・専門家の養成

開始された︒その後へ sports lnstituteの設置とスポーツ

よってスポーツ科学の研究を推進する組織に関する検討が

しへ単純な歴史の逆行ではなかった︒一度開始された連邦

﹁保守的なアプローチへの回帰﹂ と特徴づけられる︒ただ

(組織) の自主性に委ねることを基本とするという意味で

処置は'連邦政府の関与をできるだけ小さくし︑スポーツ

こうした自由党連合政権によるスポーツに関する一連の

を内容とする報告書がまとめられた︒ただしへ この構想は

政府によるスポーツ政策は︑そのすべてが廃棄されること

別の研究グループに

短命に終わったウィットラム政権下では実を結ばず︑次の

はなかった︒しかし同時にへ ある偏差を伴っていた︒これ

おり︑これを受けて︑一九七四年へ

保守政権の時期に具体化してい‑ことになる︒

を単純化して言えば'Performanceの重視︑Participa‑

(8)

③ スポーツ政策の停滞

政治史上最大の危機の後へ フレーザー自由党連合政権が誕

督がウィットラム首相を解任するというオーストラ‑アの

stituteofSport(AIS)の設立である <Jh‑COの設立の背

行研究が言及しているのが'一九八一年のAustra︼ia Iロ・

この時期のスポーツ政策を象徴するものとして多くの先

tionの軽視となる︒

生した︒フレーザー政権は'前労働党政権の福祉国家路線

景として'一九七六年のモントリオールオ‑ンピック大会

一九七五年へ政局の混乱収拾を趣旨として'カー連邦総

とは対極の ﹁小さな政府﹂を目指し︑国家予算の大幅な縮
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JoyDaviesは﹁(オーストラ‑アの‑筆者注) システムは

手としての輝かしい経歴を持つジャーナ‑ストのJudy

かったことがあげられている︒この事態に対して︑水泳選

において'オーストラリアは一つの金メダルも獲得できな

進︑国民の健康水準の向上へ コーチの水準のアップグレー

いへ 政府部局との連携によってへ 人々のスポーツ参加の促

﹁スポーツの声を政策に反映させるためのロビー活動を行

いう状況に対して︑一九七六年︑スポーツ組織が結集し

もっぱらスポーツ組織の責任の元に行われてきたこと

ンティアでありパートタイムである地域のクラブを基盤と

選手養成が'クラブマネージャーもコーチも選手もヴォラ

崩壊した﹂と嘆じた︒ここでいわれる﹁システム﹂とは'

プダウン方式であり︑地域 (local) の団体から全国レベ

連団体によって構成されていたが︑運営等についてはトッ

rt(CAS) の設立がある O<OTは百を超えるスポーツ関

ド﹂などを目標としたConfederationofAustralianSpo‑

(
S
)

Lへ

ルヘの影響を及ぼすことはほとんどなかった︒

﹁状況は異常とは言えないが'勝ち抜いていくためには変

に就いたことで'連邦政府のスポーツに対する姿勢は再び

一九八三年へ ホークを盟主とする労働党が再び政権の座

(2)

を指している︒従来まではこのシステムから多‑の名選手

化が必要﹂なことが意識されたのである︒換言すれば'一

積極的なものに転じたと言われている︒政権成立に伴う行

スポーツ政策の再始動から現体制へ

九六〇年代以降︑選手養成が国家によってバックアップさ

政機構の改革によって連邦史上初めてSportの文字を冠

④

れている社会主義国家をはじめとして'政府が競技力向上

するDepartment ofSport.Recreation and Tourismが

によって

に関与している国々に太刀打ちできな‑なった危機感が

設置され'予算規模も初年度から過去と比較して最高額を

﹁悲劇﹂

AIs設立の裏にある思いであった︒同時にへ AIsの活

示した︒そして何よりも︑一九八五年にAustralian Spo‑

を輩出してきたが︑モントリオールの

動の成果として国際競技力を向上させることは︑国家の威

rts CommissiOn (ASC) を設立したことがあげられる︒

︑l

信の復活という面にとどまらず︑外交上の持ち駒としても

ASCは'﹁スポーツを通してすべてのオーストラ‑アの

人々の生活を豊かに﹂をスローガンに'スポーツ参加の増

利用できることへの期待も含まれていた︒
この他の動きとしてはう スポーツ政策の全体的な退潮と
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大を目的としてAussie Sport Programなどさまざまな
活動を展開するとともにへ競技力向上も大きな目的として
位置︑づけていた︒以後へ連邦政府の省は大規模な競技大会
As°

(2)

いる︒
四

オーストラ‑アのスポーツ政策研究の課題

以上へ 先行研究を検討してきたが'最後に︑今後へ より

詳細な検討を要する視点や作業課題として以下の点をあげ

や主要施設の財政面の担当は継続してい‑一方でt
がスポーツ政策を実質的に立案へ実施へ

ておきたい︒

評価してい‑体制

を整えていき'一九八九年に改正されたAustra︼iaロSp?

仙

参加の不平等をめぐって

rts Commission ActによってASCとAISが統合して

前節までに見てきたように︑政権交代による状況の変化

はあったものの︑一九七〇年代以降︑基本的にスポーツ政

現在はASCが統括組織となっている︒
こうしたオーストラリアのスポーツの推進体制は'カナ

策は連邦政府によって推進されてきた︒その結果︑冒頭に

現在進行中のASCのStrategicPlan2002‑2005におい

ダなど先行する国々の制度をにらみながらの折衷的なもの

ツ政策推進の役割を果たしている国と比較すると︑オース

て︑女性へ高齢者や障害を持つ人々へ そして先住民などの

掲げたASCの誇らしげな一節に示されるような成果が生

トラ‑アはより細分化された形態(befragmented) であ

スポーツ参加を重点的に促進することが掲げられている︒

として特徴づけられている︒またへ Houlihan(1997)は'

り︑准国家的(sub‑national) レベルの外部機関のセン

このように社会的に不利な立場にある人々への意識的な取

み出されてきたとされるが'この点を額面通りに受け取る

ターとともにスポーツ政策が進められているとしている︒

り組みが表明されるのは'多民族国家であるがゆえへ そし

政府によるスポーツへの関与のパターンとして5つに分類

なおへ Houlihanはオース‑ラ‑アに関する叙述では'別

てへ社会福祉の先進事例を数多く持つオーストラ‑アなら

ことができるのであろうか︒

の分類となるquango(quasi‑autonomousnationalgov‑

ではというべきであろうO Lかしへ StrategicPlanがこう

しているが'フランスのように中央省庁が集中的にスポー

ernmenta︼ organization) としてASCを性格規定して
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ば'参加の不平等の実態が存在し︑﹁すべての﹂ 人々のス

由党連合政権での退潮というとらえ方が先行研究の特徴と

スポーツ政策をめぐっては'労働党政権による高揚と自

㈲ ﹁政党決定主義﹂的理解を超えて

ポーツ参加がスローガン的言説とともに繰り返し言われ'

して見られることを指摘した︒これはへ大枠としては的を

した人々についてわざわざ言及することは'裏返してみれ

施策も進められてきているにもかかわらずへ未だに問題は

射たものであるが'政権政党によってスポーツ政策が左右

されるという︑言ってみれば﹁政党決定主義﹂ともいうべ

存在しているといえる︒
この点に関してへ McKayは'社会的不平等の構造がス

きものに傾きがちになる歴史認識についてへ より詳細に再

このように課題を設定する理由の第一は︑オーストラ‑

ポーツ参加の不平等を規定しており︑この問題は歴史的へ

してきている︒McKayは ﹁現在の政府のスポーツとレク

アの福祉国家の特徴として'社会民主主義を標模する労働

検討する必要があると思われる︒

‑エ!ションに関する政策は'オーストラ‑アの社会的へ

党の政権担当時期と'福祉国家的な制度の制定が進んだ時

社会的に形成された根深いものであることを一貫して指摘

文化的不平等を強化し'再生産させているとさえ言える﹂

期とが必ずしも一致しないという指摘があることによる︒

加の低調という問題の責任を個々人に帰してしまうイデオ

formance重視となっている実態へ健康問題やスポーツ参

に時代が進むとスポーツ政策の目標がほぼ似通ったものと

もにスポーツを重視するという点では差がなくなり︑さら

第二に'7九八〇年代を迎えると︑自由党と労働党がと

(5)

として︑スポーツ政策が財政配分の面をはじめとしてPer‑

ロギーへ健康問題等の領域における公共セクターの縮小と

なっていったことである︒

判的な視点から研究を進めているLawrenceやRoweの

ている︒今後へ McKayの他へ スポーツ社会学の領域で批

るごとに小さくなってきたことがある︒とくに'ホーク政

上での手段や方法についての両党の理念的な差が'時を経

この点に関連して'第三に︑スポーツ政策を現実化する

(﹂)

プライヴァタイゼ‑ションの拡大などに対する批判を行っ

議論を検討し'また︑統計調査の分析による実態把握を含

権の政策全体を見てい‑とう同じ労働党政権と言っても'

︑
日
︑

めてへ この論点を深めていきたい︒
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が︑ホーク政権の政策運営に影響を及ぼしたとされる︒

などの国際情勢もあって財政的に破綻を来したという経験

ウィットラム政権の ﹁大きな政府﹂路線が︑時の石油危機

える側面を持っていた

(特に経済政策や財政政策)︒

その政策運営や理念はウィットラム政権とは別物とさえい

でも有効なものであると思われる︒

のハワード政権におけるスポーツ政策の動向を検証する上

制度の導入の提言と実施︑などである︒この作業は︑現在

﹁ヒルマ‑報告書﹂に基づ‑自治体における強制競争入札

勢の変化に伴う民営化へ規制緩和へ地方自治に関しては

検討する上でのキーワードをい‑つかあげれば'国際情

本稿は︑先行研究における﹁スポーツ政策﹂ の定義を整

(2)

ホーク政権が着手した福祉国家の再編へ そして︑競争的な

㈲ 州へ 自治体の歴史と現状

その結果としてオーストラ‑アの公共セクターの再編が進

理した部分で述べたように'連邦政府によるスポーツ政策

c
s
;

環境を促進する政策展開は現在にまで連なるものであり'

行する中にあって︑スポーツの部門だけが例外と考えるこ

の展開過程を対象としてきた︒そのため︑これも繰り返し

である︒しかし︑﹁ホーク労働党政権は︑スポーツを市場

を作り上げる上で重要な役割を果たしたことは確かな事実

ホーク政権がスポーツ政策を発展させ︑現在のシステム

が関与してきたスポーツに関する歴史をより詳細に追求す

程度にしかふれることができなかった︒今後︑州と自治体

的に進めている州や自治体の歴史と現状について︑断片的

になるかち人々のスポーツ参加に関わる施策を現場で実質

(
S
)

とはできない︒

主導のビジネスの枠組み内部のものとして概念化した﹂と

ると同時にへ前述のような自治体の制度的な改変の動きを

(2)

指摘されるように︑その理念と手法はウィットラム政権時

絡めながら現状を考察してい‑ことが課題となる︒

Cashman(1995),p.114.

(3) ただし︑国家の政策は'関連する諸要素︑諸要件へ諸

<サ

(‑0 Dunstan(1973),p.1.

とは異なる面を持っており︑自由党が棲模してきた理念と
親和的とさえ言えるのではないだろうか︒スポーツ政策が
発展したといわれるが'それがどのような政策理念の元で
どのように具体化されていったのかについてより精練に検
討されなければならない︒
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ると同時に︑一部分を取り出すことで全体状況をとらえ損

勢力の相互関係の中で展開するという特性上へParticipa‑

決定された (Jaques andPavia(1976)︑p,154)‑またへ

(7) 施設建設の補助金として四〇〇万豪ドルの計上が政府

とに原因があるとされる Baka(1986),Hartung(1980).

えた︒一九七二年のヴィクトリア州を皮切りに'七〇年代

連邦政府によるスポーツ政策の開始は州政府にも影響を与

tionに関わる側面だけを抽出することは困難な側面があ

なう危険性があることは注意しておきたい︒そのため︑状

中盤までに'ほとんどの州政府がスポーツやレクリエー

況と必要に応じてPerformanceに関わる側面等を含めな
がら考察を加えていくこととしたい︒

D e p a r t m e n t o f T o u r i s m a n d R e c r e a t i o n ( 1 9 7 5 ) , R e ‑

ションを統一的に担当する省庁を設置した (Semotiuk

(9)

オーストラ‑アはう

中央集権国家とは性格を大き‑異

portoftheAustralianSportslnstituteStudyGroup.

( サ )

(1986)'p.161.Farmer&Arnaudon(1996),p.9)‑
and

(4) 尾崎(二〇〇三)t

Armstrong(1987),Baka(1986),Booth

(5) この節の叙述において主に参照したものは'以下の文
献である

Tatz (2000),Cashman (1995),Daly (1991),Depart‑
ment of Tourism and Recreation(1975),Farmer and

へと委譲してい‑という歴史的経過をたどっている

とし︑植民地政府︑後の州政府の権限を少しずつ連邦政府

(2000)へ p.90)‑それゆえへ 政治へ 政治家の権限が強‑な

(竹田

(1986),Semotiuk(1987).
Cash‑

Arnaudon(1996),Jaques and Pavia(1976),Semotiuk

Professional'.In

り︑連邦国家の行政機構はそれに従属する要素を持ってお

versus

りへ

'Amateur

man (1995).しかし︑ こうした禁欲的な対応の中には'

ルでの政策転換によって省庁の体制がスクラップ・アン

Cashman,

﹁本音と建前﹂とでも形容すべき部分がありへ 矛盾もはら

ド・ビルドされる︒

(ォO

んでいたo たとえばへ 本文でもふれているが︑一九七〇年

背景を'アマチュアリズムの衰退(プロ化の進展)

という

0 Farmer and Arnaudon(1996),p.9.これらの動きの

AustralianSportsCommission(‑1985),p.17.

(2) Department of Sport,Recreation,and Tourism&

政権交代のたびごとに︑場合によっては'政治のレベ

代以前から連邦政府によって交付されていた選手派遣など
の補助金の増額要求はスポーツ団体の側に根強‑存在して
いた︒この要求がなかなか実現しなかったのほう 本文で述
べた事情の他に︑政治的なロビー活動を行う組織的まとま
り (sporニobby) がスポーツの側で準備できなかったこ
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andTatz(2000),など)0

面からとらえる議論もある (Cashaman (1995),Booth

(21) Department of Sport,Recreation,and Tourism&
AustralianSportsCommission(1985),p.36.
(2) Houlihan(1997),pp.59‑77.

tralia',p.144.In Rowe,D.and Lawrence,G (ed.)

(2) McKay, 'Sport,leisureandsocialinequalityinAus‑

( 1 9 9 0 ) . 他 に ︑ M c K a y ( 1 9 8 6 ) , M c K a y ( 1 9 9 1 ) , M c K a y , J . ,

Castles(1985)

(邦訳⁚キャッスルズ

(1991))

Hughson,J.,Lawrence,G.andRowe,D.(2000).
(2)

(2) Semotiuk(1986),p.164.
(﹂) ホーク政権においては︑カンタス航空をはじめとする
国営企業の民営化が推進されたがへ 労働党政権下において︑
こうした政策が進められた点に特徴がある︒森島覚 (一九
九三︑l九九四へ一九九五).
(2) BoothandTatz(2000),p.163.

州政府による民活政策の推進﹂へ 久保田 (1九九八)︑所収︒

(2) 久保田治郎 ﹁オーストラリアにおける総合経済改革と

田部(二〇〇〇)︒
執筆年代の関係から'今回検討対象とした先行研究は
l九九〇年代後半以降の政策展開についてはほとんどふれ
ていない︒そのこともあって︑今回は︑冒頭に引用した

AsCを中心とする現在の ﹁システム﹂ の全体像について

駆り上げることができなかった︒一九九〇年代後半以降の

スポーツ政策の展開過程や﹁システム﹂ の現状について︑

今後へ 本文で掲げた課題と絡めて検討作業を進めへ 他日を
期したい︒
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