
　風俗としてのスポーッは世相を反映する。と同

時に世相を変化させていく主要な一因ともなって

いる（スポーッおよび余暇関連産業は、四兆円を

こえる巨大な市場を形成、操作し、その巨額の購

売力によって産業構造の転換に関する重要な役割

を果す）。

　風俗としてのスポーッは、また時代の道徳と国

民意識をさし示す一つの指標でもある（戸坂　潤

「風俗の考察」　『科学的精神の探求』参照）。

　紙幅の関係で、前掲の出版動向に関する分析に

ついてのべることができないのが残念である。と

もかく重要な問題は、前掲の作品群は“スポーツ

と社会．という対象を構造的、歴史的、現実的に的

確に把握しての作品であるか、どうかということ

である。この点に関して真田是（なおし）「生活

における疎外と退廃の現代的様相」　（『科学と思

想』1984．4）は、社会病理学と大衆社会論の方法

批判を行ないr文化については取りこまれている

が、階級関係のベースと社会と国家は欠いている

か、弱いものが通例であった」とのべた。とする

と問題は、純文学、評論の基底的認識のリアリテ

イの有無をこえて、トータリテイの回復こそ時事

問題研究の焦点でなければならず、方法として確

立されなければならないだろう。なぜならば、現

代スポーツをめぐる諸問題は、おしなべて社会問

題だからである。　　　　　（文責　伊藤高弘）

　（3）討論

　まず松本健一論文の問題点について意見が交換

され、次にロス五輪問題について今回のソ連不参

加の性格、今後の国際政治的展望が討論されたの

ち、再び松本論文に関連する問題が検討された。

かなりの分量の討論内容から、確認できたと思わ

れるものを要約する。

（1）松本論文の問題点と関連問題について。

　松本は「努力」型からr趣味」型へというが、

現実はr努力」型の継続で、ようやくr趣味」型

の萌芽段階ではないか。この点をみないのは、松

本が大衆社会論と関連するからで、r趣味」型（マ

ス）を一見もちあげているかのようにみえて結局

マスは主人公になれないという論の展開なのであ

る。そこには社会病理学的見解・方法との同質性

がみられる。松本のr大衆化」概念は、自主的民

主的スポーツの拡大でも、商業主義的利用の拡大

でもなく、あわれな人々の量的拡大である。ロー

マ社会とその危機論になぞらえているかにみえて、

愚民観に基調がある。　r一人の百歩とともに百人

の一歩を」r一人の百歩をささえる百人の一歩を」

という思想がない。その論はレトリックであって

論証がない。一般うけするタイトルだが、スポー

ツを発展させようとする意識はなく、そのための

主体を問題にしない。時代の反映として今後もこ

うしたものが出現する可能性がある。そのさい松

本的論調に国民の眼がふれたとき、国民自身がど

う批判するか、また、どうわれわれが批判を展開

できるかということが問題である。われわれ自身

のスポーツ観が問われるであろう。

（2）ロス五輪。ソ連不参加と国際政治について。

　この問題では非同盟中立運動等と10Cの機構、

各国NOCの関連での展望を抜きに議論すること

はできない。中国、ルーマニアの参加などがある

が、その他の社会主義国の不参加の理由はどうか。

国際政治機構の問題を注視し、軍事ブロックに組

み込まれていては展望がないことを明確にするこ

とが基本である。この点でのマスコミの報道姿勢

に批判を加える必要がある。情報操作も含めて。

　　　　　　　　　　　　（文貴　上野卓郎）

2．第1グループ（『84．9．25）

　（1）「臨教審」の教育改革をいかにみるか

　「臨教審」の教育改革動向について、村上修が

主報告（「臨教審」教育改革の背景と予想される

構想について）を、藤田和也が補足資料（政府・

財界の教育改革の焦点、　「臨教審」の性格とメン

バー）の解説を行った。

　村上は、　「臨教審」教育改革の背景について、

三上論文（「臨教審」教育改革の思想と方法一

r教育』1984．8）を引きながら、つぎの四点を

あげた。

　1．　r教育の荒廃」状況に対する国民の教育改
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　革への期待

　2．財界のr新しい質の労働力」要求（財界か

　　ら見て現在の学校制度や教育制度が一種の栓

　桔となってきている）

　3．財界主導のr臨調行革」路線からの要請

　4．政府財界が強く志向しているr総合安全保

　　障体制」の一環としての教育改革要請

　こうした背景のなかで改革が進められるとすれ

ば、基本的には上記にもあげたr臨調行革」路線

に乗りながら進められるであろうこと、したがっ

てr行革」が軍事費・海外援助費のみを聖域にし

て増大させ、「小さな国家づくり」と称して「民

間の活力」、　r受益者負担」、　r自立・自助」な

どを強調しながら福祉や教育の予算縮少を進めて

きているように、戦後、国民が闘いとってきた民

主主義的な諸権利を奪いとる方向で進められるで

あろうことは十分に予想される、と指摘する。

　さらに、　r臨教審」の改革構想について、大槻

氏の指摘する（教育改革はどうあるべきか一

r文化評論』1984．9）次の三点をあげる。

　1．学校制度改革、ことに矛盾の集中している

　　中等教育の改革（習熟度別学校編成、高校の

　　多様化など）

　2．教師と教科書への権力統制の強化

　3．道徳教育の強化、とりわけ「目分の国は自

　　分で守る気概」の強調

　藤田は、政府・財界の教育改革の焦点を見る資

料として、政府・自民党筋の文書（西岡メモ、中

曽根ブレーンメモ、59年度自民党運動方針案）、

および財界筋の文書（経済同友会59年年頭見解、

文教懇報告書、京都座会の七つの提言）などを紹

介しながら、そのねらいの焦点が、「自由化」、

r多様化」、r国際化」、「情報化」、「人間化」

などにあることを紹介した。加えて、教育改革動

向の構図として、国民の教育要求と改革への期待、

政府・財界の教育改革要請とr臨教審」の教育改

革論議、教育現場・地域住民側からの教育実践と

教育改革運動のからみでとらえていく必要を指摘

した。　　　　　　　　　　（文責　藤田和也）

　（2）子どもとスポーッ

　山本唯博レポート「子どもとスポーツ」　（r月

刊トレーニング・ジャーナル』1982年1月号）の

特集が紹介された。記事の要点は以下のとおり。

　r体力全体は年々向上の傾向にあるが、柔軟性

　が劣る現代の子ども」　（協力・石河利寛）

　r年令に応じたトレーニングとは」（宮下充正）

　rスポーツと子どもの心理」　（加賀秀夫）

　r発育期のスポーツ障害について」（中嶋寛之）

　「指導者の任務・指導の哲学」　（鈴木英夫）

　内海和雄レポート「子どもとスポーッの実情と

課題一特に地域スポーツに関して一」　（r子ども

白書』’83、’84年版を中心に）。要点は以下のとお

り。

　。子どものスポーツ要求の増大

　。子どものスポーッ組織

　　・スポーツ少年団（8～18才）の現状（’83年）

　　　綴蹴馨鞠男替・
　　　局校生　8千人（減少）　　　剣道

　　　　（中・高生は受験勉強の影響）

　　・警察・自衛隊

　　・商業施設・教室

　　・子ども会等

　・子どものスポーツ上の諸問題

　　・指導者の指導法、組織法

　　・スポーツ障害

　　・地域形成とのかかわり

　　・遊びとスポーツの関連、子どものスポーツ

　　　とは何か　　　　　　（文責　内海和雄）

　③ロス五輪より　（柴崎涼一報告）

◎瀬古、長崎、増田らの覧惨敗、の最大要因は何

か？一日本のスポーツジャーナリズムの異常性

　日本の一流アマチュアスポーツ選手が、オリン

ピックなどの大試合で実力を発揮できない傾向に

あることはかなり以前から指摘されていたが、冬

季五輪における黒岩選手と、今回のロス五輪での

瀬古、長崎、増田選手らの敗退により、日本選手
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の黙プレッシャーに対する弱さ．がいっせいにマ

スコミに取り上げられることとなった。特に新聞

各紙は、そのことに関して様々な分析を試み、お

およそ次のような事柄が、日本選手の大舞台での

弱さにつながっていると推測している。

一選手が過保護にされている…マスコミからの逃

　避、開会式不参加などが象徴

一体協、会社、学校、郷土などからの過度の期待

一スポーツを楽しめない環境…勝利至上主義

一コーチが選手の個性、人権を無視し徹底管理

一科学的トレーニングの遅れ

一精神面の弱さ…メンタルトレーニングの欠如

　そしてこれらマスコミは、ロス五輪開会式での

アメリカ選手団のリラックスぶりを例にとり、極

度に緊張する日本選手の体質を厳しく批判してい

る。

　以上のような各新聞の分析はほぼ的確であって、

上記の事柄が日本選手をより緊張させる要因にな

っているのは事実である。しかし本当にこれらの

要因のみで、日米両国の選手の競技に対する態度

に、あれほど大きな違いが出てくるのであろうか。

実は、有力選手達の緊張感をより増長し、彼らを

大試合で金縛りに会わせてしまうような外的プレ

ッシャーが日本には存在するのである。それは皮

肉にも、日本のマスコミそのものである。このこ

とは、日米のアマスポーツ報道の現状を比較して

見れば明らかになってくる。

　まず日本とアメリカでは単純に比較しても、マ

スコミのスポーッ報道の量が極端に違う。日本で

は全国ネットのTVが5局あり、全国紙と日刊ス

ポーッ紙を合わせると十数社にものぼり、専門ス

ポーッ雑誌、週刊誌等は数知れない。そして各社

が独自の取材を敢行し、アマチュア選手の特番や

特集記事が連日ブラウン管や紙面を賑わせている。

一方アメリカでは全国ネットのTVが3局（ケー

ブルTVは除く）だけで、オリンピック等のスポ

ーツエベントは普通1局の独占で放映される。ま

た全国紙、日刊スポーツ紙は皆無であり、スポー

ツ専門雑誌も非常に少ない。そして全国的なスポ

ーッニュースはA　PとU　P　I通信社が提供するケ

一スがほとんどである。その上、オリンピックで

活躍できるような選手はアメリカのほうが日本よ

りはるかに多い。よって選手1人当りに対する取

材の量は、日本のほうが比較にならないほど多く

なっているのが現状である。

　アマチュア選手に対するマスコミの報道態度も

日米でかなりの違いが見られる。近年日本のマス

コミは密着取材と称して選手のプライバシーまで

も徹底的に取材する傾向にある。そして、事ある

ごとに金メダルという言葉を口にし、彼らに日本

の期待を背負わせ、重圧に負け不成績に終わると

痛烈な批判を加えることもたびたびである。これ

に対し、アメリカのマスコミはプロ選手には手厳

しい批判をするが、アマチュア選手の不成績を責

めるようなことは皆無であると言ってもよい。そ

れは、アマチュアスポーツはあくまで選手本人が

楽しむために行なわれるべきであるという基本概

念がマスコミによく理解されているからである。

従って、選手個人の成功は願っても、自国のため

に金メダルの期待を背負わせるような取材態度は

極力示さず、プライバシーを侵害するような密着

取材なども絶対に行なわれない。結果として日本

のマスコミは、アメリカのそれと比較して、アマ

チュア選手に対する配慮に欠けており、彼らを報

道合戦の上での“商売道具、として扱うような傾

向が見られる。

　上記のような日本のマスコミの取材攻勢が、有

力選手の精神や肉体に及ぼす影響は絶大であり、

アメリカ選手よりはるかに大きなプレッシャーが

彼らにかかるのも当然である。そのため、黒岩、

瀬古、長崎選手らのようにコンディショニングに

失敗したり、極度に硬くなって本番で力を出し切

れない選手が多出しているのが現状である。もし

このようなマスコミの態度、取材攻勢が続くと、

どんなに選手強化を続けようと、今後のオリンピ

ックなどでも、同様の結果が予想される。それを

文部省や一部の新聞のように、オリンピックでの

不成績を選手の精神力の弱さが最大原因と決めつ

け、精神管理システムの強化や学校教育の見直し

などと結びつけて、再びスポーッに精神論や根性
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主義などを持ち込むような風潮が見られるのは、

かなり危険に感じられる。（11

（1）「朝日新聞」1984年8月23日（文部省の見解）・

　「報知新聞」1984年8月14日

　　　　　　　　　　　　（文責　柴崎涼一）

3．第2グループ（84．11．13）

（1）日韓スポーツ交流とソウル五輪

　　　　　　　　　　　　　（上野卓郎報告）

　84年9月6日全斗換来日、8日に中曽根首相と

の間で日韓共同声明を発表。そこに盛られた日韓

協力体制の本質を把握し、ソウル五輪の位置づけ

を明らかにすることが本報告の課題である。

　マスコミを総動員しての「日韓新時代」は、全

斗換政権の軍事力が朝鮮半島の平和を維持してい

るというキナ臭い認識を打ち出し日韓軍事同盟化

への大きなステップとなった共同声明の「条約な

き軍事同盟化」の本質をおおいかくすものであっ

た。現在韓国は19年間の対日累積貿易赤字270億

ドルに加えて、世界第3位という470億ドルの外

国からの借款をかかえて破産状態にある。中曽根

内閣はこの韓国経済を日本の平和と安全に直結す

るという安保観に立って支えていくことを初めて

宣言した。この点も見落してはならない。

　共同声明第8項は、r両国間の青少年交流の一

層の促進」を打ち出した。表向きはさりげないが、

キナ臭い。本音が9月7日の全斗換の記者会見で

語られた。r〔日本の青少年が〕韓国の前線を視

察するならば、百聞は一見にしかずのことわざ通

り、日本の隣国韓国がどれほど深刻な緊張状態の

もとに生きているのかという実状を直接目撃する

ことになり、それによって日本としては次代の青

少年たちの国防意識を強めるのに利点もあるので

はないかと思う」。9日付「朝日」は、控え目なが

らこの発言はr刺激的だった。日本の一億国民も

北に警戒感を持て、といってるみたいだ」と指摘

したのは当然であった。共同声明第10項では、両

首脳は、88年ソウル五輪を「純粋なオリンピック

精神」とr世界のすべての国家の参加の下に」成

功させることを誓い合った。これも表向きは美し

いが、本音はそこにはない。第1回首脳会談で中

曽根首相はソウル五輪が「韓国の外交基盤を広げ

るためにも大事なことだ」とのべた。「外交基盤

を広げる」とは、韓国と国交のないソ連や中国、

東欧社会主義国をオリンピックに参加させ、それ

ら諸国と朝鮮民主主義人民共和国との関係にクサ

ビを打ちこみ、矛盾をつくりだすことをねらった

ものである。

　日体協と大韓体育会が9月13日調印したr日韓

スポーッ交流協定書」は、日体協にとってソ連、

東独に次いで三ケ国目の交流協定であるが、共同

声明との関連なしには考えられないであろう。交

流協定具体化第一号として、10月下旬韓国スポー

ッ科学指導班一行が来日した。

　「韓国からの通信」（r世界』）でT・K生は次

のように知識人の会話を伝えている。　「全氏打倒

なしには、少なくとも88年のオリンピックは開催

できないだろう」　r韓国内の急進派勢力が台頭す

れば全政権下のオリンピックは、国際的にボイコ

ットされる。それをまた軍部の弾圧で抑えこんで

も、ほとんど戒厳令下ということになるのだから、

国際的にはオリンピック開催は不可能になる」「オ

リンピックが全一派の延命を助けるのではなく、

その命取りになるようにみえてならないのだ」。
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