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2．アヴェリー・ブランデージ（1952̶1972）

 

2.1 アヴェリー・ブランデージ

 
 引き継がれていったIOC会長の任期に従って章分けされているこの本全体の構成からすれば、
アヴェリー・ブランデージ会長の任期二十年(1952年から1972年)の間のIOCの歴史について書か
ねばならないのであろう。しかしこの五つのオリンピアードを率い、オリンピックの発展に決定的な

影響を及ぼした人物については、その生涯、性格、思想について、いくつかの基本的な事実につ

いて述べることから始める必要があるように思われる。 
   
 この第五代IOC会長は、いまだに多くの論議を呼ぶ存在である。 
ある人々は、彼を頑迷な理想主義者として、“スレイヴァリー（奴隷）ブランデージ”とあだ名し、“ナ

チ”と非難し、同時に“共産主義者”とも呼んだ。しかし一方で彼は、“彼の政治的、道徳的行為を

支える原則の一貫性”、あるいは“彼の精神と行動の独立性、エネルギー、自己鍛錬、不動の意

志”によって賞賛された。 
「私は奇妙な生き物だ。」と彼は自分自身について言っている。「私は孤立主義者、帝国主義者、

ナチ、共産主義者と呼ばれた。しかし私に言わせれば、私は老荘哲学の信奉者だ。」 
 
2.1.1. シカゴにおける子供時代と思春期

 
 アヴェリー・ブランデージは1887年9月28日、ミシガン州の工業都市デトロイトで生まれた。彼が6
才のとき、両親はシカゴに移った。シカゴに移って間もなく、評判の高い石工であった彼の父、チ

ャールズ・ブランデージは家族から去った。アヴェリーと四才年下の弟は母親の下に残った。ブラ

ンデージは中等教育をクレイン手工業学校で受け、その後土木工学を学ぶためにキャンペインの

イリノイ大学に入った。 
 才能のある聡明な学生であった彼の興味は、けっして技術的な学科だけに限られなかった。 
彼は手工業スクールにいる間に、作文コンクールで優勝していたし、大学時代、彼の文学的セン

スは、彼に“ザ・スクリッブラー”という雑誌（へっぽこ文士という意味）の編集長を勤めさせることに

なった。 
 彼の美術に対する趣味は生涯を通じたもので、世界中を巡った多くの旅の途次、彼はアジア芸

術の膨大な収集を行った。それは1959年、サンフランシスコの“M.H.ヤング記念博物館”に贈呈さ
れた。その時、その凡そ三千点の作品を収納するために、博物館は新しい棟を建てねばならなか

った。 
  
2.1.2. 経営者、実業家

 
 1909年に、彼は“理学士”として卒業し、いくつかの建設会社で最初の職業経験を積んだ。この
間に蓄えられた金は、1915年に“アヴェリー・ブランデージ社”を設立するために必要とした資本金
の元となった。 
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 この会社は第一次世界大戦後のブームから利益を得て、1920年代のシカゴの建設業界の第一
線に位置を占め、大いに栄えた。ブランデージは大プロジェクトを専門に手がけ、彼の建てたビル

ディングのいくつかは、今なおミシガン湖畔の“ウインディーシティー”（風の強いシカゴの俗称）の

スカイラインを形造っている。 
彼は真面目でフェアーな事業家という評判のおかげで、1929年の大恐慌とそれに続く不況に破
産を免れ、生き残ることができた。 
 30年代になって彼は、株と不動産の取得に活動の中心を移した。彼はリスクをとることを恐れず、
結果としていくつかの大変なもうけを生む取り引きをものにした。 
彼はまた、彼の活動的なアスリート及びスポーツ役員としての評判に助けられた。彼はこのことを

自分では認めようとしなかったが。 
 この非常にさえない出自の男に、アメリカンドリームが現実のものとなった。 
 新聞配達の少年が百万長者になった。彼は自分自身の努力でそうなったことを非常に誇りにし

ていた。 
 
 フランスのスポーツ紙“レキップ”が、ブランデージのアマチュア問題に対する態度を批判し、「金

メッキ張りのライフスタイル」のかどで咎めた際に、彼はIOC事務総長（Chancellor1）、オットー・メイ

アーに手紙を書き、「彼らに言ってやってください。私の持っている一銭たりとも、私自身の努力で

得たもの以外はないと。」と自己弁護している。 
 
2.1.3. スポーツマン

 
 非常に早くから、ブランデージはスポーツに熱烈な関心を示していた。 
 彼はサッカー、野球、バスケットボール、その他のボールゲームをやったが、一番好んだのは陸

上競技であった。この競技では、結果はアスリート自身の責任であり、その評価も彼一人のもので

ある。 
 「陸上競技では、成功するか失敗するかは他でもない競技者自身の責任である。球技場ではベ

ストプレーヤーであっても、負けチームの一員であらねばならないこともあるが、陸上競技では普

通、一番速いランナーが勝つし、ベストのジャンパーが金メダルを得る。」 
 
 1905年、大学最後の年、彼は地方紙によって“今年の人、発見された才能”として注目されてい
る。 
 「私はどの個別の種目にもとくに優れていると言うわけではない。」と彼は自分自身について語っ

ている。彼の強みは万能性にあった。大学の一年の時、国内選手権の「オールラウンド2」種目で3
位になっている。 

                                                        
1原注145頁：スイスでは行政組織の長、首相、州知事等、役割としては事務総長か。当時のIOC
の構造からみて単なる事務局長の地位をはるかに越えていた。兄弟はスイスのIOC委員。 

2原注：オールラウンドは十種競技に似ているが、一日で行う。100ヤード競走、砲丸投げ、走り高
飛び、半マイル競歩、16ポンドハンマー投げ、棒高跳び、120ヤードハードル、取っ手付き65ポ
ンド重量投げ、走り幅跳び、マイル走 
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 ブランデージにとって、彼の現役スポーツマンとしての経歴で最も重要なものはストックホルムオ

リンピック大会への参加である。国内予選の後、ストックホルム大会に招待された彼は、土木建築

監督の職を辞し、いくらかの借金をし、バッグを詰めて大会に出発した。 
五種競技で彼は6位になったが、アマチュア規定に触れたオリンピックチャンピオン、ジム・ソープ
の失格によって５位に繰り上がった。 
十種競技では彼は1500メートルで途中棄権した。このことを彼は“心から嫌悪”している。後に彼
はこれを、“許すべからざる弱さの瞬間”と呼んだ。 
 この誤りをつぐなおうとする気持ちは、彼をその後の競技の成功に駆り立てた。1914年、1916年、
1918年、彼はアメリカ合衆国の“オールラウンド”種目のチャンピオンになった。 
彼はこの競技を「十種競技よりはるかに難しい」と考えている。 
 
 ブランデージがスポーツでの成果をあげるために用意できた環境は、けっして恵まれたものでは

なかった。彼は適切な施設や器具を使うことはほとんどできなかったので、トレーニングのために

自分の創意工夫の才を生かすほかなかった。 
さらに彼は、トレーニングを自分の研究と職業上の義務の妨げにならないようにしなければならな

かった。彼は何ごともおろそかにすることは許されないと考えていた。 
 こうした環境は彼の性格に刻印を押し、後にアマチュア問題に対して彼の下した決断は、疑いも

なく彼自身の体験に基づいている。 
 
2.1.4. スポーツ界のリーダー

 
 ブランデージはスポーツ選手としての現役活動を終えると、再びビジネスに専念した。 
しかし少しでも余暇があると、彼はアメリカ陸上競技連盟（AAU）にそれを捧げた。 
そしてその役員になった。1925年には、アメリカで最も強力なアマチュアスポーツ連盟で 
あるこの組織の第二副会長に選ばれていた。 
 三年後の1929年にはAAU会長に選ばれた。この職を彼は1934年に辞任するまで続けたが、
1935年には再選されている。 
 1929年、彼はまたアメリカオリンピック協会（AOA）の会長になった。これは事実上アメリカオリン
ピック委員会会長になることを意味した。 
 彼の任期はたまたま1936年のドイツでのオリンピックが近づいて、スポーツと政治の関係が非常
に微妙になった時期に重なった。 
 1935年ヒトラーの政府がいわゆる“アーリア人法令”（ドイツ民族の血と名誉を守るためユダヤ人と
アーリア系ドイツ人の結婚、性交渉を禁じた。）を施行したとき、ブランデージは“ジューイッシュタ

イムズ”のインタヴューに答えて、ベルリンでのオリンピック開催に反対すると述べた。 
 ところが、しばらく後、彼はナチのオリンピック憲章を遵守するという約束に盲目的な信頼を置き、

1936年オリンピックへのアメリカチーム参加について最も熱烈な支持者となった。この大会は政治
的な目的に悪用されたのであった。 
 多くの研究者は彼の強烈なベルリンオリンピックボイコット反対を非難し、これは彼の反ユダヤ的

傾向と、ナチ政権に対する共感の程度を示すものだとしている。  
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 この1936年オリンピック大会のボイコットを巡る争いはまた、ブランデージのスポーツにおける国
際的リーダーとしての経歴の始まりと時を同じくしている。 
1936年のベルリンでのIOC総会の間に、彼はアーネスト・ヤンケに代わるアメリカのIOC委員に選
ばれた。ヤンケはボイコット運動に支持を表明したために追放されたのである。 
 1936年7月30日にブランデージは初めてIOC総会に参加した。 
 八年後、バイエ ラツールの死後会長代理を務めていたエドストレームは彼をIOC副会長に指名
した。1946年、大戦後の第一回総会でIOC委員はこの指名を拍手をもって承認した。 
 
 大戦の間、ブランデージは地域大会の組織化に専念していた。 
第十二回オリンピック開催の不可能が確実になるや、彼はその代わりになるものを探し、1940年、
ブエノスアイレスに飛び、1942年の第一回パンアメリカン大会の準備のためのパンアメリカンスポ
ーツ委員会の設立に参加した。 
 彼はただ一人ラテンアメリカ人でない参加者であったが、この組織の会長に選ばれた。 
 
2.1.5. 頑固で理想主義的な一匹狼

 
 ブランデージは孤高の人であった。“気難しいシカゴ人”は近づき難かった。 
 彼の友達仲間は限られていた。ジグフリート・エドストレームとカール・リッター・フォン・ハルトだけ

が彼の“ビールクラブ”のメンバーであった。 
そして彼の信頼をかち得ていたのはカール・ディームとウイリー・ダウメだけだった。 
彼が1927年に、ミュージカルタレントでシカゴ生まれのエリザベス・ダンラップと結婚した時、すでに
40才を過ぎていた。彼女は彼より三つ年下だった。 
 彼は自分ひとりの努力で成功したのであり、長い間、自分に関するあらゆることを自分ひとりで処

理していた。そして1950年、彼は若いスイス人、フレデリック・J・リューグゼッガーと出会い、個人秘
書として契約した。そしてやがて彼に全幅の信頼を置くようになった。 
 
 彼はIOCを、権威主義的なやり方、“独裁的な断固とした態度”で導いた。 
 彼のライフスタイルはアメリカ中西部の大平原を切り開いた開拓者の“奮闘する生涯”を反映する

ものであった。 
彼は自分自身に厳しかったが、同じ厳しさを同僚に要求することを当然と考えていた。 
しかし彼に最も近い友人たちは、外部の人々にはおそらく思いもかけぬユーモアのセンスを彼に

感じていた。 
 彼に関する世間の評判は、頑固で、時として喧嘩腰だというものであった。 
 彼とジャーナリストとの関係は一種“心からの暖かい嫌悪”という色彩を帯びていた。 
“ブランデージは、ジャーナリストが憎むことを愛するような種類の人間であった。” 
 しかし彼は揺るぎなく断固として自己の理想を守り、喧騒に巻き込まれることをけして恐れなかっ

た。この態度が彼のビジネスとスポーツ界のリーダーとしての成功の双方に寄与したことは疑いが

ない。 
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2.2. アヴェリー・ブランデージのオリンピック理念

 
 組織体としてのIOCの歴史は、その運命を決めるのに二十年にわたって最も重要な役割を演じ
たこの人物の基本的な理念について知ることなしに理解することは不可能である。 
 
 ブランデージのオリンピック活動の基礎となったのが、どの種類の哲学的立場なのかを理解する

のはけして容易なことではない。彼は、思想家ではなく行動の人であり、この無限の可能性に満ち

た国で、新聞配達の少年から百万長者への道をまるで小説のようなやり方で切り開いた、独立独

行の男たちの一人であった。 
 彼のオリンピックの理想についての理解はピエール・ド・クーベルタンによって形造られた、クー

ベルタンは彼の精神的父親であるといってもけして過言ではない。 
 しかし彼のフランス語の知識はクーベルタンを原文で読めるほど十分ではなかった。 
 彼の図書室にあるクーベルタンの著作は読まれないままになっているし、その多くはページを切

られてもいない。 
 それにもかかわらず、２冊の「オリンピックの理念」の英訳本には、彼自身の手による膨大な注釈

が書き込まれている。この作品集はケルンにあるドイツスポーツ大学のカール ディームによって出

版されたもので、オリンピックの理想についてのクーベルタンの主なスピーチやエッセイが含まれ

ている。 
 
2.2.1. クーベルタンの知的遺産の相続

 
 ブランデージは自分自身を、クーベルタンのオリンッピクの理想の真髄の守り手であるとみなして

いた。この聖杯は商業主義や政治主義に対して断固として守らなければならないのである。 
 “クーベルタンはオリンピックの復興に取りつかれ、ブランデージはオリンピック大会の防衛と継

続に取りつかれていた。” 
 
 彼がなぜクーベルタンの理想の断固とした守り手になったかについては、いろいろな説明が可

能である。先ず心に浮かぶのはブランデージその人から来るものである。 
彼は回想録の中で、ストックホルムオリンピック大会参加の経験を通じて自分は「クーベルタンの

教えに回心」した、と書いている。彼のストックホルム大会参加は彼の生涯を決定した。 
 その瞬間から彼は、オリンピズムの原則と道徳的価値がこの世のほかの領域にも移されれば、世

界を「より健全な、より幸福な、より平和な」場所にすることに貢献できると信じた。 
  
 ブランデージにとってさらに重要な経験は、1938年のカイロのIOC総会に続いてオリンピアで行
われた、クーベルタンの心臓を埋葬する記念式典への参加であった。 
これは彼にとって最初の古代.オリンピック遺跡訪問であり、彼の心を深く揺り動かし、彼のオリンピ
ックの理想の宣教師的な熱情を強めることとなった。 
 
 回想録のなかでブランデージは、クーベルタンがオリンピック大会を通じて実現しようとしたもの

を５つにまとめている。彼によればクーベルタンは次のように信じていた。 
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「オリンピック大会は― 
１． 体育とスポーツの国家プログラムが、より強く、より健康な若者を作るだけでなく（そしてもっと
重要なことは）アマチュアスポーツの性格形成の働きによって、より良い、より幸福な市民を

作ることを全世界に知らしめるであろう。 
２． 生活のほかの領域でも大きな価値を持つフェアプレーとよいスポーツマンシップの原則を示
すことになろう。 

３． 芸術展示を通じて美術に対する興味を目覚めさせ、それによって生活に対するより自由な、
よりオールラウンドな態度の形成に貢献するであろう。 

４． 人々にスポーツはゲームであって金を得る手段ではなく、スポーツに対する献身はそれ自
体の価値を持つものであることを教えるであろう。‐アマチュア哲学：生活のすべての面で

満足と利益に導く生き方の哲学、なぜならそれは重苦しい制約を科する物質主義と反対の

ものであるから。 
５． 国際的友好の基礎を置き、それによってより幸福な、より平和な世界を導くであろう。」 

 
 このリストは非常に複雑なクーベルタンの実際の意図と比べると、明らかに不完全なものである。

クーベルタンの著作を綿密に分析したレンクは、クーベルタンのオリンピック理念として次の６つの

目的と価値を主なものとしてあげている。 
１． 人間を完成すること 
２． 古代と近代の特質の調和 
３． 宗教的つながり 
４． 社会的な出会い 
５． 独立性 
６． 国民の教育の手段としての大会 

 
 クーベルタンの著作についてのこの二つの解釈を比べてみれば、ブランデージが異なった点に

アクセントを置いていることが明らかになる。 
彼はクーベルタンの考えのうち以下のものを引き継いでいる： 
―人間を完全なものにすること。そして 
―国際的理解。 
 
 彼がクーベルタンの目的として挙げた最初の３つは、人間を身体的に、芸術的に、そして知的に

完全なものにし、騎士道的行動を植え付けることによって、性格形成に資することに関するもので

ある。 
 ５番目のポイントは社会的な出会いに関するものであり、そこでは国際的友好のみが強調されて

いる。彼自身はオリンピックムーブメントを「今日の世界で最も重要な社会的な力である。」と書い

ているのだが。 
 第４点はクーベルタンの仕事の、非常にブランデージ的な解釈を示すものである。 
アマチュアリズムは、クーベルタンの著作についての他の人の解釈では、それほどの重要性をもっ

て考えられてはいない。 
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 ブランデージは彼のスピーチと著作のなかで、クーベルタンの”religio athletae*”（スポーツマン
の宗教） に基づいて「スポーツの宗教」について繰り返し言及している。しかしこの言葉がクーベ
ルタン自身の考えをどれほど正確に反映しているかは、綿密に分析する必要がある。 
また同じことが言えるのだが、スポーツの政治的経済的独立という言葉も、これを彼は公理のよう

に見なしていたのだが、ブランデージの著作とスピーチの中に繰り返し現れている。 
 
   （＊原著者注：クーベルタンはオリンピズムは宗教であるべきだと考えた。彼はそれに ”religio 

athletae”（スポーツの宗教或いはスポーツマンの宗教）の表現を与えた。  

彼はスポーツは単なる筋肉の運動よりもより高い目的につながるべきだと考えた。  

ラテン語では”religere”は“より高い何ものかにつながること”を意味する。）  

 
 しかしながらアマチュアの理想は、ブランデージにとって全く違った次元の意味合いを持ってい

た。彼にとって、それはオリンピックムーブメントにとって絶対的な必要条件であった。 
 
2.2.2. ブランデージのオリンピックの基本理念における目的と価値

 
2.2.2.1. 人間の完成についての考え方

「オリンピックの理想は完全な人間である」。ブランデージの見解では、この理想は古代ギリシャの

黄金期に達成されていた。そこでは心と身体の調和したトレーニングが求められていた。 
彼はしばしば、クーベルタンがオリンピック大会を単にスポーツの普及を促進する手段と考えてい

た、と主張した。そして次のように述べた。「･･･［オリンピズム]の真の目的は、高度にトレーニング
されたエリートスポーツマンによるいくつかのメダルや記録破りのはかない栄光にあるのではなく、

アマチュア規則の最高の原則によって育てられた強く健康な若者の進歩にある。」 
 
 彼の考えは、すべての国の政府が、オリンピック大会によって、”より強くより健康な少年少女” 
を育てるために、国民の教育とトレーニングプログラムと若者のためのスポーツ大会の導入を勇気

付けられねばならない、というものであった。 
 ブランデージの考えでは、この種のスポーツプログラムはまた、社会的不正を挫き、物質主義と

闘い、健康を増進することに役立つはずであった。 
 
2.2.2.2. オールラウンダーの理想

 ブランデージは、教育は一面的でなく、オールラウンドな技能を教えるべきである、と信じていた。

クーベルタンと同じように、彼は専門化に反対であった。 
そして“ブランデージにとって、アマチュアリズムは、多くの活動のエキスパートであったルネッサン

ス人についての基本理念が表現されたものであった。彼らはその多くの活動のどれかの専門家と

いうわけではなかった。” 
 ブランデージ自身もこのオールラウンドな業績を達成していた。 
彼はオールラウンダーであることを誇りにしていた。のちにスポーツの役員として、オールラウンド

な技術を必要とする近代五種や十種競技のような種目を繰り返し支持した。 
 彼はスポーツにおいて、競技者としてまた役員として非常に活動的であったが、スポーツ以外の
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世界で、二つのまったく異なった分野で偉大な仕事を成し遂げた。 
建設業と芸術の世界である。彼は建築業者として、また東洋美術の収集家として名声を築いた。

この能力の多様性は、彼の伝記の一つに「アヴェリー・ブランデージの四つの側面」というタイトル

を選ばせているくらいである。 
 
2.2.2.3. 芸術への貢献

 クーベルタンのように、ブランデージはオリンピックムーブメントのなかで芸術の役割が強められ

ることを望んだ。彼にとって芸術は「より幅広い、より豊かな生活」に貢献するものであった。技術を

学ぶ学生であった間にも、ブランデージは芸術と文学に関心を持っていた。 
 彼はイリノイ大学の文芸月刊誌の編集者であったし、大学の最終学年では文学、哲学、美学の

コースをとっている。 
 しかし彼の芸術についての見方は、理論的な性格であるというよりは実際的なものであった。 
 彼はスピーチのなかで、スポーツマンに芸術に関心を持つよう勧めているが、彼はまた、芸術家

にスポーツをするよう勧め、古典古代の芸術家がスポーツの試合にインスピレーションを求め、トレ

ーニング場や試合場で研究した例に倣うように促している。 
 彼はまた繰り返し、オリンピックのプログラムに芸術が統合されるように主張している。 
 たとえばモスクワにおける第60回IOC総会における彼のオープニングスピーチは、以下のような
ものである： 
 「完全な人間の発達という我々の目的の追求という点で、たぶん我々はオリピックプログラムの美

術部門に十分に力を入れていないといえるでしょう。第17回オリンピアードの大会で、我がイタリア
の友人たちが、歴史の中のスポーツ、そして芸術の中のスポーツの素晴らしい展示をしてくれたこ

とは事実です。私は東京では、日本人がその美を愛する繊細な感受性をもって再びプログラムの

この部門に注意を払ってくれると確信しています。 
たとえそうであっても、私の意見では、もっと多くのことがなされなければなりません。 
  たとえば、我々はすべての参加国に１時間を与え、その国が特に誇りに思う興味ある文化活動
を展示するようにすべきでしょう。これは競技である必要はなく、体操、音楽、オペラ、バレー、演

劇、フォークダンス、あるいは何かほかの活動の単なるデモンストレーション、あるいは展示でもい

いのです。」 
 
2.2.2.4. 性格を養う場としてのスポーツ

 彼の前のクーベルタンと同じように、ブランデージは現代の教育があまりに知識に重点を置きす

ぎて、身体的な価値ばかりでなく、道徳的な価値を無視していると苦情を言った。 
 スポーツの中に、彼は若者に基本的な倫理的な態度を養う手段を見ており、それを生活のほか

の分野に移すことができると考えていた。 
 「性格のない知力は危険です。フェアプレーとよきスポーツマンシップの道徳的、精神的価値は、

正直、正義、公平、誠実、人間の尊厳、に基礎をおいており、より良い世界に不可欠なものです。

もしこれらがスポーツの友好的な試合場で養われるのならば、それは他の分野でも疑いもなく受け

入れられるでしょう。」 
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2.2.2.5. “スポーツの宗教”

 ブランデージは何回も何回も、紛れもない宣教師的な情熱をもってクーベルタンの”religio 
athletae”〈スポーツマンの宗教〉をモデルとした“スポーツの宗教” を説いた。 
彼はクーベルタンについては、一般的な言及しかしていないし、クーベルタンの実体も、単純で明

解な解釈を許すものではないのだが、ブランデージ自身、この言葉を使うときに非常にはっきりし

た意味づけをしていたとは言い難い。従ってブランデージが“スポーツの宗教”という言葉に何を

理解していたのか正確に定めることは難しい。 
それはプラトンの、神の似姿としての競技する人間、の現代的な世俗的な変種であったのだろうか、

あるいはブランデージが“人道主義の宗教”について話すとき、死後の世界について言及しない

“有限性の宗教”を意味していたのであろうか？ 
 それともそれは単に世俗化し、物質主義化した時代の超越、より高い価値の必要を表現した 
ものだったのだろうか？ 
 ブランデージ自身が言っているように「20世紀の物質主義への反逆―報酬を求めることのない
理想への献身」を意味するものであろうか？ 
 あるいはブランデージはクーベルタンの宗教的な範疇を、ロマンチックな社会的な考え方で置 
き換えようとしたのであろうか？たとえば彼はオリンピズムについて語るとき、その中では「身分制

度や人種や家柄や富による不正のない」社会運動として語っている。 
  
 東京での第63回IOC総会のオープニングスピーチで、彼はオリンピックムーブメントを宗教の中
の宗教とまで呼んでいる。「オリンピックムーブメントは20世紀の宗教です。この宗教はほかの宗教
のすべての基本的な価値を含んだ普遍的な魅力を持つものです。」 
  
 ブランデージにとってオリンピズムの基本的な価値は、普遍的な原理であった： 
「キリスト教徒、イスラム教徒、ヒンズー教徒、仏教徒そして無神論者、すべての人たちは｛オリンピ

ックムーブメントの｝根本原理である、普通の正直さ、お互いへの思いやり、フェアプレー、よきスポ

ーツマンシップを尊敬しています。これらはすべての宗教のエッセンスなのです。」と彼はほかの

演説で主張している。 
 彼によれば、オリンピズムはその基礎にすべての偉大な世界宗教と共通する“黄金律”を持って

いる。 
 
 ブランデージにとって”religio athletae” はアマチュアリズムと分かち難いものであった： 
 「クーベルタンによって用いられた適切な言葉”スポーツの宗教” は｛…｝、最高の道徳律を含む
フェアプレーとよきスポーツマンシップである騎士道的なアマチュア規則にたいして選ばれたもの

です。それは人道主義的な宗教―黄金律のように悪に対する善を象徴するのです。どんな哲学も、

どんな宗教も、これ以上に崇高な心情を説いてはいない。だからアマチュアスポーツマンが普遍

的に称えられ尊敬されるのです。」 
 
 おそらく、ブランデージはクーベルタンの ”religio athletae” の考えを深くは研究してはいなか
った、と考えても誤りではないであろう。 
クーベルタンの著作が彼にとって、英語に翻訳されたいくつかの部分的な引用の形でしか触れる
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ことができなかったことを考えても。 
 したがって彼は“スポーツの宗教”に対して彼自身の解釈を与えたと考えられる。 
彼が多くの批判をした“20世紀の物質主義”に対置するものとみなし、物質的な価値に代ってより
高い価値に帰るものとして、すべての宗教に受け継がれている“黄金律”のように、普遍的に受け

入れられるものとみなしていたのだ。 
 彼はスポーツの価値を他の分野に移すことのできるものと固く信じていたので、オリンピズムを、

戦争と階級闘争によってこなごなに引き裂かれた人間性の救いとなるメッセージである、と考えた

のである。 
 
2.2.2.6. 平和の理想

 ブランデージはオリンピック大会を寛容と民主主義の範例と考えた。それは肌の色や宗教や出

自や政治的信条にかかわりなく世界のすべての国を一つにするものである。 
 「社会のシステムや、政府や、その他のいろいろな種類の人間のつくった組織の衝突のまった 
だ中にあって、その理想、騎士道精神、そしてフェアプレーは損なわれることなく光輝く。そしてオ

リンピックの聖火は、国々と人々の間のよりよき理解への道を照らす。」 
 
 ブランデージはオリンピックムーブメントが政治家に模範を示すことができると考えた： 
「…世界の政治家たちがアマチュアスポーツの試合場にあるフェアプレーとよきスポーツマンシッ

プの原則を採用しさえすれば、もはや戦争の必要はなくなるであろう。」 
 
 ブランデージはクーベルタンと同じように、古代ギリシャのイメージを変質させている。 
 彼もまた、古代のオリンピック大会の間、オリンピックの平和が支配し、古代ギリシャ人の世 
界全体が武器を置いたと信じていた。 
 今日、我々はこの考えが誤りであることを知っている。そして、いつの日か近代オリンピック 
 大会が戦争の砲火を沈黙させるだろうというブレンデージの望みは非現実的に見える。 
 彼の言葉「我々はオリンピック大会を全世界に広げた。おそらく我々はオリンピック休戦も世界に

広げることができるであろう。」は、現在の世界の政治情勢に照らしてみればあまりに楽 
観的であるように見える。 
 
 この平和の理想を損なわないために彼は、クーベルタンの考えに追随して、チーム競技と国の 
ランキングに反対した。彼は、これは過剰な国家主義をもたらす危険があると考えたのである。 
 
2.2.2.7. オリンピックの独立

 彼は、オリンピックムーブメントが政治家たちに民主的な平和な共存の模範を示す義務があると

考えたが、それにもかかわらずブランデージは「スポーツは政治的な権限をもっていない、だから

スポーツの諸関係は、民主的な組織や人権擁護のシステムがあるかどうかによってつくられては

ならない。」と固く信じていた。 
 ブランデージはこの絶対的に非政治的な立場をオリンピズムの強みであると考えていた： 
「オリンピックムーブメントは高い理想を基礎としているからこそ強力であり、重要なのである。それ

はこの世界で政治的、人種的、宗教的差別から完全に自由である数少ない事業のひとつである。 
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それは規則を守るすべてのアマチュアを差別なく受け入れる。そして世界の尊敬と支持を受けて

いるのである。」 
 
 しかしながら同じ主旨で、スポーツはブランデージにとって、政治とは厳格に無関係であるべきも

のであり、政治的な圧力の道具として使われてはならないものだった： 
「何人かの誤った考えを持つ人たちはオリンピックスポーツが政治的な道具になると考えて 
いるようだが、これはとんでもない誤りだ。オリンピックに関することの中で政治的な活動が許され

た瞬間に、オリンピックはお終いになる。」 
 
 ブランデージは全生涯を通じてスポーツと政治を切り離そうと戦った。 
 しかしこれは彼のスポーツの役員としての経歴の中で明らかになっていったように、時として 
 彼を彼自身と矛盾するようにしてしまう、不可能な企てであった。 
 スポーツの人気が高まるにつれ、スポーツはますます政治的な力によって弄ばれるようになっ 
ていった。 
 
2.2.3. “マチュアリズムの哲学”

 アマチュアという考えはブランデージのオリンピズムについての概念の核心をなしている。 
その上にこれまで述べたすべての価値と目的が置かれている。 
 アマチュアリズムが取り除かれたならば、オリンピックの理想はカードの家のように崩れ去るだろう、

とブランデージは考えていた。 
 ブランデージにとって、すべてのスポーツの倫理的な要素とオリンピックムーブメントは、アマチュ

アリズムの上に築かれていた： 
「アマチュア問題は精神の問題とかかわるので、いつまでも我々と共にあるだろう。もしオリンピック

大会が存続すべきものであるとすれば、アマチュアのものであり、アマチュアのものとして残らねば

ならない。もしそれがアマチュアのものでなくなれば継続することは許されないだろう。」 
 
 歴史的な観点から、ブランデージは彼の議論を古典ギリシャ黄金時代の競技者のアマチュア資

格に根拠付け、古典世界のスポーツの衰退を増大するプロフェッショナリズムのせいにした。 
 第67回IOC総会のオープニングスピーチで、彼はクーベルタンとユーリピデスを引用している：
「クーベルタン男爵は、優勝者が高価なプレゼントや莫大な報酬を受けることで本来の純粋さを失

ったとき、古代オリンピックで何が起こったかを正確に知っていました。そして、プロフェッショナル

競技者の一団が出現した時、有名な悲劇詩人で、自分自身も成功した競技者であったユーリピ

デスは、次のように叫びました。‘ギリシャの何万もの悪のうち、プロの競技者族より悪いものがあろ

うか’。」 
 
 ブランデージはギリシャのアマチュア神話の犠牲となったのだ。何人もの歴史家が納得の行くよ

うに証明しているように、そんなアマチュアは決して存在しなかった。 
 
 石工の息子で20世紀の市民であるブランデージにとっては、ビクトリア朝時代に存在した階級の
壁の導入などは考えることもできないことであった。 
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 その時代には肉体労働者はすべてのスポーツから締め出されていた。 
 追放は、直接あるいは間接にスポーツによって金を得たものに限られるべきであった。 
「オリンピックのアマチュアあるいはオリンピック大会参加者であるためには、選手はいつも、いか

なる物質的な報酬も受けることなく、趣味としてスポーツをしなければならない。 
彼はスポーツの他に、生活の中に目的を持っていなければならない。彼の生活を現在も将来も支

える主要な職業を持っていなければならない。オリンピックのアマチュアは技術よりスポーツマンシ

ップを、世評より高潔さを、成功より名誉を重んじなければならない。」 
 
 しかしブランデージによれば、アマチュアリズムは彼の会長在任中に制定されたオリンピック憲章

の規則26の定義のうちに収まるものではない。ブランデージにとって、それはそれ以上のものであ
り、まさに知的な立場であった： 
「アマチュアリズムが良心の問題であって限定するのが難しいのは事実であるが、それは友情や、

愛や、慈善のように尊いものであって、もしこれがなければ世界は惨憺たる場所になるであろう。」 
 
 それは生き方の哲学であり、そこに含まれるのは 
「騎士道の精神、相手に対する思いやり、フェアプレーと良きスポーツマンシップに対する献身、

そしてある道徳的価値への支持、この価値はスポーツにとって欠くことのできないものであると同

時に、ビジネスの世界、産業、政治、美術、そして他のすべての生活の分野に適用できるものであ

る。それはプロスポーツにさえ適用できるものである。プロの世界ではそのゲームを‘愛する’もの

だけが卓越した成功を収めることができるのだ。」 
 
 ブランデージの目には、アマチュアリズムは「生き方の哲学であり、報酬や謝礼よりも、いま取り組

んでいる仕事そのものの神聖化であり、献身である。」 
 そのような生き方に対する態度は、芸術家や科学者たちの中にも見られるものであり、彼らは経

済的な見返りは二の次にして、彼らの仕事自体に心を奪われているのである。 
「ショウペンハウエルやそのほかの多くの人たちが言っているが、偉大な芸術は金を目的にしては

決して生まれなかった；画家、作家、音楽家は報酬や謝礼よりも、現在取り組んでいる仕事自体に

心を捧げていたに違いないのだ。」 
 
 同じことがスポーツにも適用される： 
「アマチュアスポーツでは良いプレー、それ自体が最高の報酬であり、そこには精神の高揚と有頂

天の喜びがあることを教える。それは物質的な報いを考えることなく、それ自体のために何かを行

うことからやってくるものである。アマチュア選手は良いプレーをしたゲームに心の浮き立つ喜びと

高揚を得る。これは生活の手段としてスポーツをする者には決して経験することのできないもの

だ。」 
 
ブランデージにとってスポーツは： 
「楽しみ、気晴らし、遊び、リクレーション、自由、自発的な、楽しい―喜びのためにする何ものかで

あった。それはあなたが欲しないのにやらなければならず、支払いを受けるためにする仕事とは正

反対である。」 
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 ブランデージのアマチュア問題に対する態度を決定した要素は疑いもなく、彼自身の経歴と業

績であった。少なからず清教徒的労働の倫理のおかげで、彼はスポーツと事業においていかなる

援助も受けることなく、完全に自分自身の努力によって成功した。 
 現代のスポーツマンは、彼が自分のスポーツ歴を考えるとき“甘やかされた子供”に見えたに違

いない。彼は学生時代、トレーニングするためのスポーツ用具を高校の工作室で自分の手で作っ

た。自分自身の経験から、アマチュアとしてスポーツと経歴の両方で最高の成功を収めることは可

能なことである、と彼には見えた。 
 彼は自分自身の経験を、他の人に適用し、彼らに同じ要求をすることをためらわなかった。 
 スポーツと仕事の世界で根本的な変化が起こっているにもかかわらず。 
 
ブランデージの見方によれば、若者の全面的な調和のとれた教育の目標はアマチュアリズムを通

してのみ達成できる。プロ選手は一面的な専門家になってしまうのだから。 
「ほとんどの競技会は少年少女や若い男女のためであり、スポーツの重要さをあまり誇張して教え

てはならない。それは、教育を受けることや商売や職業について学ぶことを、妨げるようなものであ

ってはならない。」 
 
 アマチュアリズムだけが、スポーツマンの、そしてまた国際オリンピック委員会の、金主からの独

立を保証するのである。プロスポーツの選手は金に依存するようになり、自由を失う。 
 ブランデージはオリンピック大会の偉大な成功を以下の事実によるものとした。 
「オリンピックはアマチュアのために、アマチュアによって組織され、誰もそこから利益を得 ていな

い。この秘密の力によって祝福されている人たちは、もし大会が商業化されたならこの力は失われ

てしまうと言うだろう。オリンピック大会についても、そのアマチュア的性格を失うならば、疑いもなく

その魅力は失われてしまうだろう。金が絡んだ瞬間に、それはビジネスになりスポーツではなくな

る。」 
 
 しかしもし大会がビジネスになるならば、道徳的な価値もまた危険にさらされることになるだろう。

友情は敵対心に代わり、騎士道精神は勝とうとする意志に席を譲り、物質的報酬を得るために不

正な手段に頼ろうとする誘惑はあまりにも大きくなるだろう。 
「プロ選手にとってスポーツは職業であり、彼の第一の目的は勝つことである。より多く勝てばより

良い報酬を受けるのだから。アマチュア選手も勝つことを欲する、しかしそれは、彼にとって一番

重要な価値を実現するやり方においてである。」 
 
 そしてブランデージは、もしオリンピックムーブメントがビジネスになれば世界はオリンピックに背

を向け、オリンピックはその模範となる性格を失う危険があると考えていた。 
「…世界の支持と尊敬を集めているオリンピック大会の高貴な理想的な精神を守り、一瞬たりとも

堕落しないようにするためには、オリンピックの意味するアマチュア選手に、参加を限ることを続け

なければならない。」 
 
 ブランデージは、スポーツに対する信頼性は、全体としてアマチュアスポーツによってのみ守ら
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れていると信じていた。彼にとって「アマチュアスポーツだけがスポーツであった。なぜならもしアマ

チュアスポーツでなければそれはスポーツではなく―ビジネスなのだから。」 
 
 ジャーナリストに、彼が一番好きな小説の主人公はだれかと聞かれたとき、ブランデージは「私は、

あまり小説は読まないが、たぶんドンキホーテが私の理想に最も近いだろう」と答えた。 
 
 風車にむかって突撃したセルバンテスの主人公のように、アヴェリー・ブランデージは、現代スポ

ーツマシーンの容赦のない前進に直面して、己のスポーツについての理想主義的な考えを守る

ために、生涯を通じて疲れることなく戦ったのである。 
 

2.3. IOCの世界政治へのかかわり

 
 1952年7月9日、第20回近代オリンピック大会の開会式で、ヘルシンキスタジアムにオリンピック
聖火をともしたのは、かつてのスターランナー、フィンランドのパーヴォ・ヌルミであった。 
 
 この名誉が、1932年アマチュア規則違反のために追放されたヌルミに与えられた事実は、スポー
ツの、そしてまたオリンピック大会の容赦のない商業化を象徴するものである。 
 この商業化に対してIOCは、この大会の終わりに就任した新会長アヴェリー・ブランデージを先
兵として、以後20年間戦い続けることになるのである。 
 
 ヘルシンキ大会ではまた、第2の象徴的な出来事が印された。 
 ソビエトチームの初参加である。東側陣営の指導的な力が競技場に足を踏み入れ、世界のスポ

ーツスタディアムに、東西対立の影が及ぶようになることを告げたのであった。 
 
 さらに政治的な火薬庫があった。これはアヴェリー・ブランデージの任期中のIOCの運命を決定
的にするものであった。 
 それまでIOCは競技場を、主としてはるか北方の国々に置いてきた。若い南の国々はまだ国内
の政治や死活的経済問題にとらわれていて、北極圏の端の大会に出場することなど考えられもし

なかった。しかしこれから数年の間に状況は劇的に変化する。 
 ブランデージの任期中、IOCの政策は3つの要素によって支配された：メディア現象としてのスポ
ーツの経済的魅力の増大、東西の冷戦、植民地支配のくびきを振り払ったばかりの発生期の国

家意識。 
 
 アメリカ人のIOC会長が倦むことなくスポーツと政治の分離を説いたにもかかわらず、IOCそれ自
身のルールによって、そのような分離は事実上不可能になった。 
 オリンピック参加選手をそれぞれの国の代表とみなすことによって、“国家”概念にまつわるあら

ゆる種類の紛争がオリンピックの組織に持ち込まれることになった。 
 さらに大会を世界中の多くの候補地の一つに与えるという行為は、政治的な立場をとることを意

味した、というか、少なくともそう解釈された。 
 オリンピックのシステムは外の世界から隔絶した自治ではない；その誇り高い独立は幻想である。 
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それは例えば、国家間の相互作用というような他のシステムと密接に関わっているからである。そ

れゆえIOCの決定は国際政治の背景を考慮に入れて検証されねばならない。アヴェリー・ブラン
デージの在任期間中、この構図は、主として冷戦と非植民地化によって決定された。 
 
 1950年代と60年代に文化的、社会経済的変化がスポーツの世界に大きな変貌をもたらした。 
 技術の進歩が通信に革命を起こし、とりわけテレビジョンは技術革新のおかげで驚くべきスピー

ドで進歩した。 
 同時にスポーツはメディア上の大きなショウとなり、広告主や産業の金鉱となった。 
 スポーツへの関心が高まるにつれ、同時に、その政治的影響力も増した。 
 
 これらの進歩に対するIOCの反応は極めて不活発なものであった。 
 その原因の一つはIOCの構成にあったが、会長の性格によるところも大きかった。現実とブラン
デージ会長の高い理想との間の溝は、彼の20年間の在任期間中に絶え間なく広がり続けた。 
 
2.3.1. “冷戦”

 
 1952年7月16日、技術者でシカゴの建設業者であったアヴェリー・ブランデージは、理事会
（Executive Board日本ではいつからか理事会と呼び習わされている。）によって、老齢のため退任
するジーグフリード・エドストレームの後継者として推薦された。 
 IOCのリーダーシップはヨーロッパ人の手に残った方がいいだろうという理由で、ニュージーラン
ドの委員、サー・アーサー・ポリットが推薦したデンマークのプリンス・アクセルとソビエトの委員アン

ドリアノフが推した、当時IAAFの会長であったロード・バーリーが対立候補となった。 
 秘密投票で30対17、棄権2、でブランデージが最終的に勝者となった。 
 しかしこのブランデージの勝利の結果は人を欺くものである。この決定は25回目の投票でようや
く決着したのである。 
 ブランデージは退任するエドストレーム会長の支持を得ていたが、ヨーロッパと英連邦の委員の

陣営の強力な反対を克服しなければならなかった。彼らはヨーロッパ人を会長にしたいと思ったし、

それがかなわない場合は、イギリス人を会長にしたいと思っていた。 
 反対する第2のグループは共産主義国の代表たちで、アメリカ合衆国の代表がIOC会長になる
ことを防ぎたいと思っていた。 
 
 アルマン・マッサールが“アングロサクソンとラテンの公平なバランス”をとるために、スイスの委員、

アルバート・メイヤーによって指名され、副会長に選ばれた。 
 退任するジーグフリード・エドストレームはIOC名誉会長となった。 
IOCのトップにアメリカ市民が選ばれたことと、ソビエト連邦のオリンピックの舞台初登場に、我々は
当時の国際政治の両極の反映を見るのである。 
 
 世界を変えた第2次大戦のあと、1945年の国際連合の設立は、人間の理性の勝利と持続する平
和への希望をもたらした。 
 しかしこの希望はすぐに消えた。世界は二つの勢力圏に分かれ、二つのブロックの間の止まると
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ころを知らない軍拡競争は“恐怖のバランス”を導いた。 
このバランスは後に、非同盟諸国の熱望によって複雑なものになっていった。 
 
2.3.1.1. ドイツ問題

 ヨーロッパにおいて２つの陣営は対立し、ドイツは民主主義の西と共産主義の東に分かれた。 
 チャーチルとスターリンとトルーマンは、1945年ポツダムでの会談で、ドイツを占領地として分割
したにもにもかかわらず、ドイツは一つの経済単位と見なされることになった。 
ドイツの分裂はちょうど4年後、西のドイツ連邦共和国と東のドイツ民主共和国の建設によって現
実のものとなった。 
  
  1949年に西ドイツはNOCを設立し、1950年のコペンハーゲンのIOCセションで仮承認された。
そして1951年のウイーンにおける総会でオリンピックファミリーの正式なメンバーとして認められた。 
 GDRは続いて1951年にNOCを設立したが其の承認には時間がかかった。 
 1952年のオリンピック大会に、統一ドイツチームを送ろうとした交渉は成功しなかった。 
  
 GDRは1953年のメキシコシティーでの総会で、IOCが承認申請を再考してくれるように望んだ。
しかしIOC事務総長のオットー・メイヤーはGDRの NOCに書類で約束しておきながら、この件を
議題から落としてしまった。 
 たぶんこれはまったくの不注意からではなく、メイヤーがGDR代表団のローザンヌとコペンハー
ゲンでの行動に憤慨していたからであろう。 
 ソビエトのIOC委員アンドリアノフが決議を要求したが、ブランデージはGDRのIOCに対する不躾
な行動を指摘した。論議はつぎの総会まで延期された。それは1954年のアテネで予定されていた。 
 
 1953年6月17日、前日東ベルリンのスターリン通りの建築作業員によって始まったストライキは、
全体的な反乱に発展した。 
これはソビエトの軍隊によって情け容赦なく、流血を伴って鎮圧された。 
 最初、建築労働者は高い仕事のノルマにたいしてストライキをしたのだが、すぐに基本的な政治

要求が出始めた。人々は国家の組織に対する不満を表し、ドイツの再統一と自由選挙の実施を

要求した。この反乱は東ヨーロッパと西ヨーロッパの対立を決定的に硬化させた。 
 
 アテネでのIOC総会でGDRのNOCを承認する件は再び議題にのぼった。 
 ブランデージはIOCにたいするGDRの新聞の下品なキャンペーンについて会議に報告したが、
その件にかかわらず、彼はGDRの申請を再審査することに賛成であった。 
 アンドリアノフは総会に対して、GDR NOC会長クルト・エーデルがアテネに来て個人的に謝罪す
ることを希望していると告げた。 
 彼は必要なビザを得ることができず、そうすることはできなかった。しかし彼はGDRの新聞のIOC
に対する攻撃は止むことを約束した。 
 アンドリアノフは、自分もドイツ統一チームの大会参加を歓迎すると強調した。しかし、今やIOC
はドイツ連邦共和国のNOCとザールのNOCを承認していた。GDRもザールと同じ扱いを受けねば
ならなかった。 
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 ドイツ連邦のIOC委員、カール・リッター・フォン・ハルト博士はGDR NOCの承認はドイツ統一チ
ームの可能性を排除してしまうとして反対した。 
 議論に続いて行われた投票では、出席していた委員はGDR NOCの承認を31対14で否決した。 
 
 1955年5月9日、連邦共和国がNATOに参加し、5日後にワルシャワ条約が締結されて2つの国
の再統一の希望はさらに衰えた。 
 同じ年GDRはソビエト占領地域としての立場を解消し、ソビエト連邦によって主権国家として承
認された。GDRの独立性をさらに強化したこの新しい政治情勢の中で、GDRのNOCは1955年の
パリの総会で、IOCの承認を再び要請した。 
 ブランデージはモスクワへの旅の間に、GDR代表団からGDRの独立したNOCの問題について
前もって接触を受けていた。 
 彼はその相手に対して、1951年にローザンヌでサインされた協定書について話した。それはまだ
IOCにとって有効なものであった。当時、西ドイツNOC会長カール・リッター・フォン・ハルトと東ドイ
ツの会長クルト・エーデルは、統一オリンピックチームに同意していた。 
 しかしソビエト連邦とGDRの国家主席ウォルター・ウルブリヒトの圧力で、GDR代表団はその署名
を取り消さねばならなかった。この直ぐ後、クルト・エーデルは会長の職を解かれ、ハインツ・シェー

ベルに変わった。 
 パリでは、GDR代表団はしぶしぶこのローザンヌ協定を再び認め、その見返りとしてNOCに対す
る仮承認1を27対7で与えられた。 
 ブランデージはGDR NOCのIOC加盟承認を得ようとする努力を詳細に述べたのち、IOC委員に
対しGDR 加盟を直ちに承認するか、仮承認を与えるかの選択を迫った。 
 何人かの東側ブロックからのIOC委員は直ちに承認するよう発言し、カール・リッター・フォン・ハ
ルトは仮承認を主張した。 
  
 ブランデージは、ドイツ統一チーム結成はスポーツの政治に対する勝利であると考えていた。 
1956年のコルチナダンペッツォにおけるIOC総会で、彼は次の言葉でカール・リッター・フォン・ハ
ルトを祝福した： 
 「我々は政治がこれまでなし遂げられなかったことを、スポーツの分野で獲得した。」 
 後のスピーチでも、彼は繰り返し、ドイツ統一チームの結成を「スポーツの政治に対する重要な

勝利」であると自慢した。 
 
 GDRの指導者は、オリンピックの舞台からさらに排除されることは彼らの評判を傷つけることを、
完全に理解していた。その結果ドイツ統一チームの結成を暫定的な措置として同意した。 
  残る問題はそのチームが一緒に現れるときに、どちらが主役を務めるか、そしてチーム編成の

基準をどうするか、であった。 
 選手選抜の基準は競技成績によることはすぐに決まったが、選手の数で優る連邦共和国チーム

が団長を指名する権利については厳しい交渉が必要であった。 

                                                        
1 原注：しかし付帯条件として統一チームができなかった場合、両国が再統一した場合、この承
認は無効になると規定されていた。 
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 国歌についての論争は一番長い時間がかかった。最初は、勝利者がドイツのどちらの部分に属

するかによって、それぞれの国歌が演奏されることが同意された。 
 混合チームが勝った場合は国歌は演奏されないことになっていた。 
 しかし大会の直前になって、二つの国歌はベートーベンの“歓喜の歌”に変えるべきだという

GDR代表団の提案が最終的に受け入れられた。 
 黒、赤、金の地の上の五輪マークがチームのエンブレムとして選ばれた。 
 連邦ドイツのリーダーがこれらの交渉で勝ちをおさめた。選手の数で勝っていたこと、IOCの承
認を得ていたことのおかげで、彼らは優位にあった。 
 
 コルチナダンペッツォのドイツ統一チームは、西側の選手58名、東側の選手18名であった。 
 この割合はメルボルン大会でも似たようなものであった。そこではドイツ連邦共和国代表選手は

138名、ドイツ民主共和国の選手は37名であった。 
  
 この間、連邦共和国において、ドイツ統一チームに対する反対の声が次第に高まってきた。 
 ハンガリーの政治的な事件に照らして、人々が連邦ドイツの選手がGDRの代表と共に戦うのを
見たくないと思ったのは理解できることである。GDRはハンガリー人民を血にまみれた暴力で鎮圧
したシステムを代表するものだと考えられていたのである。  
 ブダペストで最初の大きな反対デモが起きたのは1956年10月であった。 
 ハンガリー人は共産主義のくびきを振り捨てようとしたが、この蜂起はソビエトのタンクによって情

け容赦なく鎮圧された。 
 
 この出来事は、ドイツ混成チームに影響を及ぼさざるを得なかった。メルボルンへの出発の直前

に、チーム主導者の二つのグループの間が緊張した。 
 FRGとGDRの選手は別々に大会へ向かい、別々に宿泊した。 
 彼らが共にしたのは、長い交渉のすえ何とか同意されたユニホーム、エンブレムそして勝利の歌

だけであった。 
 
 1959年、オリンピック大会で守られるはずであった儀典について再び論議が起こった。 
 この年の10月7日にGDRはハンマーとコンパスのエンブレムをつけた国旗を採用したのである。 
 
 丁度4週間後、連邦共和国の政府はこれに反応する決定をした。いくつかの例外（例えば船舶）
を除いてこの旗を掲げることは公共の秩序を乱すものとして禁止したのである。 
 この規則は連邦ドイツ領内のスポーツ行事にも適用された。東ドイツ選手の名誉を讃えてGDR
旗を掲揚することは許されなくなった。連邦共和国はオリンピック大会でドイツ統一チームは連邦

ドイツの旗の下で戦うべきだと考えたが、GDRは自分たちの選手はハンマーとコンパスの旗のもと
に出場すべきだと主張した。 
 IOC会長は調停にたち、妥協案を提案した：二つの国旗のどちらもオリンピックスタジアムに現れ
てはならない。その代わりにドイツ統一チームは第三の旗、つまり黒、赤、金の地で、赤のところに

白い五輪を付けたものの下に戦はなければならない。この賢明な提案は、特に連邦ドイツ政府か

らの多少の抵抗に会わなかったわけではないが、最終的に受け入れられた。 



NPO法人日本オリンピック・アカデミー公式サイト掲載

穂積八洲雄訳 国際オリンピック委員会の百年 第2巻 第2章

 

 

22 

 
 ドイツ連邦首相アデナウアーと外務大臣フォン・ブレンターノは、二つのドイツのあいだのスポー

ツの関係を心よく思っていなかった。 
 1960年7月、アデナウアーはドイツ連邦のスポーツ界の指導者に対して、なぜ彼がドイツ統一チ
ームに反対であるかを説明した。 
 そこに出席していた当時のNOC会長、ウイリー・ダウメによれば、アデナウアーは自分の立場を
次のように説明した： 
 「ドイツ分裂の事実がこのことによって覆い隠されるよりも、世界がこのことを何度も何度も思い出

す方が良いのだ。そしてさらに、交渉の結果スポーツチームが結成されれば、ソビエトが占領して

いる地域の当局者とはドイツ統一について交渉することはないという、自分の主張が弱められる。」 
 
 GDRでもドイツ統一チームに対する態度は、1950年代初期のように楽観的に考えられることはな
くなっていた。当時はドイツ統一スポーツチームのための接触が、二つの国家の社会主義の下で

の再統一のためにイデオロギー的な影響を及ぼす手段、と考えられていた。 
 GDRの国家主席、ウォルター・ウルブリヒトは“二つの国家”理論を広め始めていた。 
 GDRの最大の関心事は今や、連邦共和国と並んで完全な国家として承認されることになってい
た。 
 
 1960年のスコーバレー冬季大会の際さらに、GDRを刺激する出来事が起こった。 
 アメリカ国務省は東ドイツのジャーナリストに入国ビザ発行を拒否し、東ドイツジャーナリスト協会

はこれに抗議し、IOC会長にこの問題について電報を打った。 
 サンフランシスコでの第56回IOC総会で、長い議論の末、ジャーナリストたちの怒りは支持された。
ブランデージは以下の決議を読み上げた： 
 「IOCは全世界を通じての報道の自由を深く信じることを声明したいと望む。同時にIOCはオリン
ピックの重要な原則の一つが、世界の若者が、いかなる国の国民であるか、また個人の人種、宗

教、政治信条を理由に、大会参加を差別されないことである、ということを述べたいと思う。」 
  
 しかし役員の入国ビザ発行が拒否されたこと、に対する東ドイツNOCによる抗議は受け入れられ
なかった。IOCによって定められた同伴役員の制限数を超えていたのである。 
 
 モスクワの承認を得てGDR政府は、1962年8月13日ベルリンの東側の部分と西側の占領区域を
分ける壁を築いてドイツの分割を固定化した。 
 GDR政府がこの措置を取ったのは、有能な労働者が果てしなく西側へ脱出して、GDR経済を瀕
死の状態に追い込んだからである。東ドイツと西ドイツの国境もまた塞がれた。ドイツ連邦政府はこ

のドイツ分割の象徴に対して、直ちに両ドイツ間のスポーツ関係の断絶をもって応えた。 
 
 二つの国の代表が、IOC事務総長、オットー・メイヤーの仲介によって交渉の席に再び座ること
ができたのは1962年末のことであった。メイヤーの助言は両者がそれぞれに自分のチームを選び、
両者が受け入れている同じ旗のもとに戦うというものであった。 
 しかしドイツ連邦のダウメNOC会長はこの提案はGDR NOCを事実上承認することになる危険が
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あると考え、ブランデージに警告した。ブランデージはメイヤーの提案を拒否した。 
  
 結局1964年大会については、1960年の統一ドイツチームと同じ条件で参加することが同意され
た。問題は1964年の東京でのIOC総会で再検討されることが条件となっていた。 
 しかしGDRの15年に及ぶ努力が実を結び、その国内委員会が、東ドイツの名の下に完全な
NOCとして認められたのは1965年のマドリッドにおけるIOC総会に於いてであった。 
 しかしこのため、グルノーブルとメキシコシティーでGDRの国旗が掲揚されその国歌が演奏され
る懸念をなくすために、過渡的な解決策を見つけねばならなくなった。オットー・メイヤーの提案が

再び取り上げられ、IOCは以下のよう決めた： 
 「･･･1968年の冬季大会とメキシコシティーにおけるオリンピック大会においては別々のチームと
なるが、同じ旗じるしの下に行進し、同じ賛歌と同じエンブレムを使用する。」 
  
 この総会の間にIOCはまたベルリン問題について態度を決めた：「西ベルリンはドイツに属し、東
ベルリンは東ドイツに属する。」 
 
 1968年のメキシコシティーでのIOC総会で、IOC委員は東ドイツのNOCを“G.D.R.のオリンピック
委員会”として圧倒的多数で承認した。 
 
 1972年のドイツ連邦共和国におけるオリンピック大会で、GDR代表団は20年に及ぶ戦いの末、
初めて、ミュンヘンスタジアムで自分自身の旗の下に行進した。 
 
2.3.1.2. ザール問題

 二つのドイツ問題に比べれば、ザールの問題は非常に小さい意味しか持たなかったし、感情的

な反応を引き起こすこともなかった。 
 ザールラントがオリンピックの舞台に表れたのは非常に短かった。彼らがオリンピック大会に独立

したチームとして参加したのはヘルシンキだけであった。 
そして1955年の国民投票の結果ザールは1957年1月1日、ドイツ連邦共和国に参加しザールラン
トNOCは解散した。 
 ザールラントNOCのメンバーの、1956年オリンピック大会にドイツ連邦チームのなかで参加した
いという要求は許されなかった。しかし1956年に、彼らが将来のオリンピックでドイツ連邦の一員と
して参加する許可を与えられた。彼らはすでにオリンピック大会にザールラントとして参加している

ので、厳密にいえば、これはIOCの規則違反であったけれども。 
 
2.3.1.3. 中国問題

 IOCが取り組まねばならなかったもう一つの問題は中国であった。 
 1949年10月1日、毛沢東は中華人民共和国設立を公式に宣言した、蒋介石の率いる軍事政権
は台湾に逃れ、そこでアメリカの経済的軍事的支援を受けた。 
 第2次世界大戦の前にIOCによって承認されていた中国のNOCのメンバーの大多数もまた台湾
に移った。その際中国NOCの本部も台北に移した。 
 IOCには中国の委員が三人いたが国民党中国の崩壊のあと台北に居を定めた者はいなかった。
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C.T.ワンは香港に、X.コンはニューヨークにそしてトゥング・シューイは共産主義者の征服の後も北
京に残っていた。 
 
 台北のNOCと同じように、赤い中国のスポーツ連盟を傘下に収める全中国体育連盟も中国スポ
ーツの唯一の代表であるとして、IOCにNOCとしての承認を求めた。 
 ヘルシンキでのIOC総会で両者は承認されなかった。しかしフランスの委員フランソア・ピエトリの
提案で国際競技連盟のライセンスを持つ中国人選手はヘルシンキ大会への参加を許された。 
 
 北京のNOCを承認することは、アメリカに支えられた蒋介石の軍事政権の主張をひどく弱めるこ
とになるし、台北NOCを承認すれば、世界で最も人口の多い国を無視することになる。 
 しかし両方を認めれば一つの国に一つだけのNOCを許すオリンピック憲章を冒すことになる。 
 
 中国本土からの選手は大会の開会式から10日過ぎるまでヘルシンキに到着せず、競技に参加
するには遅すぎた。この大会ではたった一人の中国人水泳選手が競技に参加できただけである。 
 
 国民党政府は競技をボイコットし、台湾当局はメディアから大会の情報を一切締め出してヘルシ

ンキ大会を無視しようとした。 
 
 結局東西両陣営の強い政治的圧力のもとに、IOCは二つのNOCを承認する決断をした。 
 1954年のアテネにおける総会で、IOCは23対21でこの解決策を支持した。 
長期的な観点にたてば、自らを普遍的な存在であるとするIOCは、中華人民共和国を排除するこ
とはできなかった。 
 国民党の中国も、共産主義者の中国も、この二重承認に満足しなかった。 
 そして両者とも、自分たちが唯一の代表であると主張し続け、相手の追放を要求した。 
 
 1955年、台湾は巧妙なやり方をした。中国本土に同じようにすることを求めながら、自分たちが
唯一つの代表であるという主張を取り下げた。 
 中国本土は台湾の例に倣うか、非論理的に見えないために大会をボイコットし、台湾だけが競

技をするチャンスを残し、世界の目に中国の正当な代表が台湾であるように見えるようにするか、

しなければならなくなった。 
 第51回IOC総会で共産主義中国の代表、トゥング・シューイは台湾をオリンピックファミリーから追
放することを要求した。 
 ブランデージにとっては、この要求の背後にある理由はまったく政治的なものであると思はれた。

彼は、もし次の総会でも同じ要求を繰り返すのならば、書面による理由説明が必要になるだろうと

告げた。政治的な理由で国民党政府の中国を追放することは正当化できない。 
 事態は予想された通りになった：中華人民共和国はメルボルン大会をボイコットしたのである。 
  
 ”百花斉放”のスローガンの下で比較的自由であった時代のあと、1957年の末に中華人民共和
国では国内政治の極端な変化が始まった。 
 毛沢東はそれまでかなり穏当であった改革政策を急進化した。“大躍進”政策で国民生活のす
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べてを集団化しようとした。 
 この国内変革は中華人民共和国の外交方針の硬化を伴った。 
 台湾の参加に抗議して、中国は1958年の東京における第3回アジア大会をボイコットした。 
 そしてIOCと北京の関係ははっきりと悪化した。 
 ブランデージとIOC委員トゥング・シューイの間に、何回か、お互いを政治のためにスポーツを悪
用していると非難する手紙のやり取りがあったあと、8月19日づけの手紙で、中華人民共和国はオ
リンピックムーブメントから離脱することを宣言した。 
 その手紙にはIOCとその会長に対する直接的な攻撃の言葉が含まれていた。 
 ブランデージは“アメリカ帝国主義者の忠実な召使い”と書かれていた。 
 しかし人間関係がこの離脱の唯一の決定的理由ではないという推測は、これに続く主要な国際

競技連盟からの脱退で証明された。 
 中国は政治的にも、スポーツでも孤立を選んだ。 
“社会主義の兄弟”ソビエト連邦との関係さえ、パワーポリティックスの次元の衝突で急激に冷却し

た。これは1960年代の末ウスリー河沿いの国境紛争で公然たる武力衝突に発展した。 
 “文化大革命”が進行した時代、中華人民共和国が維持したスポーツ交流は、いわゆる第三世

界の国々と卓球の世界選手権に限られていた。 
 
 IOC内部では、共産主義ブロックが、中国の復帰を可能にするために、台湾のNOCを追放すべ
きだと主張した。 
 エクゼター侯爵、国際競技連盟のうちで最も影響力の大きかったIAAFの会長は、赤い中国の
オリンピックムーブメント復帰の道を容易にする努力を支持していた。 
 彼にとっては、中国人の真の代表は人民共和国であり、国民党政府はごく小さな少数派を代表

しているにすぎなかった。それゆえ彼は台北に本部を置くNOCの名前から“中国”を除くべきであ
ると主張した。 
 
 エクゼターの提案は1959年のミュンヘンでの第56回IOC総会で大幅な支持を得た。  
 48対7で、台湾の委員会を公式に承認されたNOCのリストから除き、その名前を変えた場合のみ、
再加盟を考慮するという決定がなされた。 
 この決定の公式文書は次のようなものである： 
 「台北（台湾）に本部を持つ中国オリンピック委員会は、中国におけるスポーツを統括していない

ので、その名称の下で承認を続けることができないと、国際オリンピック委員会事務総長によって

通告されるであろう。そしてその名前は公式リストから除かれるであろう。 
 もし別の名の下に再承認が申請された場合、それは国際オリンピック委員会によって考慮され 
るであろう。」 
 
 この決定が知られるとプレス、特にアメリカのプレス、に非常に強い反応を引き起こした。  
 ブランデージとIOCは共産中国の再加入を実現しようとする共産主義者の圧力に屈して、台湾
のNOCを追放したと非難された。 
 ミュンヘンの総会のあとアメリカの通信社“ユナイテッドプレスインターナショナル（UPI）”は、ソビ
エトの圧力によって台湾が追放されたという報道を流した。 
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 この激しいプレスキャンペーンは、ミュンヘンから帰国して直ちに記者会見をしたアメリカのIOC
委員ダグラス・ロビーによってさらに煽りたてられた。 
 彼はブランデージの投票の数え方に疑問を呈し、投票の結果は非常に接近したものだったと嘘

をついた。彼はこの提案に対する反対票は少なくとも22票あったと主張した。 
 ブランデージはアメリカで集中砲火をあび、アメリカ政府からさえ非難された。 
アメリカ議会、国務省、そしてアイゼンハワー大統領も彼に対する非難に加わった。 
 アメリカの国連大使ヘンリー C. ロッジはIOCの決定の修正を求めた。 
中華人民共和国と台湾の間の厳しい緊張と、台湾海峡を何か月もの間砲火の煙のくすぶるトラブ

ルスポットにした軍事衝突を、アメリカはまだはっきり記憶していた。共産主義者たちは沿岸砲兵

隊によって国民党中国の金門、馬祖島を砲撃した。 
 これに対してアメリカは、大量の軍事援助を行い、介入すると脅したのだった。 
 こうした政治的な背景のもとに、多くのアメリカ市民がIOCの決定は侵略者に道を開くために犠
牲者を追放したものだと考えたのも理解できないことではない。 
 
 この間に台湾の代表とブランデージの交渉のあと、台湾のNOCは“中国（Chinese）ナショナルオ
リンピックコミッティー”の代わりに“中華民国（Republic of China）オリンピックコミッティー”という新
しい名前での申請をIOCに提出した。 
 ミュンヘン決議のあとでは、これは挑発的な行為と受け取られ、回答はあからさまなものであっ

た：“中国という言葉は除かれなければならない”。 
 しかし西側の政治的圧力が非常に強くなったので、次第に譲歩がなされた。 
 台湾の申請の数週間あとに、ブランデージは国民党中国のNOCを“中華民国オリンピックコミッ
ティー”名の下に再承認するのを支持すると宣言した。 
 コミュニケで彼は自分の立場とIOCの立場をはっきりしようと試みた： 
 「5月28日の投票でIOCは国民党中国の委員会をオリンピックムーブメントから追放、あるいは追
い立てたわけではない。我々はこの解釈の誤りが広く伝えられたことを遺憾に思う。 
 IOCの行動のただ一つの目的は、台湾のオリンピック委員会の統括の下にある競技者がオリン
ピック大会に参加できるように認定することであった･･･」 
 
 ブランデージは回想録の中で、この事件全体を誤解、悪意のある間違った解釈、そして翻訳の

問題であるとしている。 
 彼の見方では、真実は“クリスチャンサイエンスモニター”の中の、ある指導者によって反映され

ている。そこでは“いわゆる国民党中国の承認の取り消し”について語られており、“オリンピック精

神が東側と西側の政治家によって踏みにじられた”ことに遺憾の意が表明されている。 
 スポーツから政治を排除することを生涯の目的としていたブランデージは、東西冷戦の最前線の

間に捕らわれてしまった。両陣営は彼に対して非難と告発を続けた。 
 ミュンヘンで彼は答えて、宣言した：「本当に、私は共産主義者、ファシスト、ナチ、帝国主義者

なのだろうか？私はそのどれでもない、私はいかなる性格の政治とも無関係であった。」 
 
 1959年10月2日のパリでの理事会で、ブランデージはこのことをさらに明確化させた。 
この会議の議事録に次の文が見える： 
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 「ある国のスポーツ組織はその国の名前を付ける権利がある。“中国オリンピック委員会”の名前

は誤りである。この委員会は自分自身をフォルモーサあるいは台湾委員会と呼ぶべきであった。し

かしこの国のこの部分の委員会が自分たちを‘国民党中国’のオリンピックコミッティーと呼ぶのを

妨げることは不可能である。なぜならこの地域はこの名前で国際連合によって承認されているから

である。したがって我々は我々のリストの中でその名前で呼ぶ。しかし解釈としては台湾であり中

国ではない。」 
 
 理事会はIOCのフランス人副会長マッサールの動議、すなわち台湾NOCはまだ追放されたわけ
ではないので、その承認についてはこれ以上の議論は行わないことにしよう、という提案に賛成し

た。さらに、次のIOC総会にIOC規則の改正草案を提案することを決めた。 
 そして次のような記者発表を行った： 
 「10月2日のパリにおけるIOC理事会の会議において、主としてある通信社による不正確な記事
のために2，3の国で台湾の選手のオリンピック大会参加の問題について非常な誤解が生れたこと
が留意された。 
 事態を疑いもなくはっきりするために、理事会はIOCに対し、IOC規則書の71ページのパラグラ
フ1を次のように書き直すことを勧告した。（結果的にほかの部分の修正を伴う）： 
 ‘以下のオリンピック委員会は、IOCによって、それらが活動している地域の名前の下にIOCによ
って承認される。’ 
 この規則の解釈は普遍的に適用される。そしてこのことは以下の事実を強調することになる。 
 IOCは政治問題には関心がないので、その国がその国内オリンピック組織をどういう名前で呼ぶ
かということは、その権限外であると考える。 
 IOCによって承認されたその地域の名前と境界は、本質的にIOCの決定事項であって、すべて
の国際的オリンピック活動で使用されなければならない。」 
 
 この修正草案はGDRと北朝鮮の国内委員会の承認についての議論にも、新しい基礎として援
用された。 
 
 1960年のサンフランシスコにおけるIOC総会でこの修正案の提案は承認されたが、台湾NOCの
名前についての議論が再び火を噴き、結論は同じ年のローマでの次のIOC総会に先送りされた。 
 ここでは出席したIOC委員は次の決議を35対16で通した： 
 「1959年のミュンヘンでの総会でIOCによって下された決定に関連して、台湾からのチームは開
会式と競技に、オリンピックスポーツを統括するオリンピック委員会がある地域の名前のもとに参加

することになっているが、それは台湾である。 
 当然のこととして以下の事実が留意された。すなわち台湾オリンピック委員会は、これはまさに国

内事情によるものだが、将来においては中華民国のオリンピック委員会となるであろう。」 
 
 台北はしぶしぶながらこの決定に従った。1960年、ローマオリンピックスタジアムで“フォルモー
サ”の名の下に行進したとき、国民党中国の代表の一人が貴賓席の前で“UNDER PROTEST” 
の文字が書かれた幕を広げた。 
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 1963年、バーデンバーデンでの第61回IOC総会でIOCは再び台湾に対して協調的な態度を示
した。 
 IOCはフィリピンのIOC委員、ヴァルガスの要求を受け入れて、台湾からのチームはR.O.C.
（Republic of China）の頭文字を競技用ユニフォームの上に付けることを許された。 
 中華人民共和国のオリンピックファミリーへの復帰は、さらに将来に遠のいたように見えた。 
 さらに、中華人民共和国とIOC内部に代表団を送っている他の共産主義国との間の溝が大きく
なるということもあって、そうした国々からの中国再承認への支持は期待できなかった。 
 これらの国々は、その代わりにGDRと北朝鮮の完全承認を強く望んだ。 
 台湾の代表団はこの政治的変化から利益を得ることができた。 
 事実、1966年の総会で、IOCはヴァルガスとオーストラリアの委員、ウェイアーの、台湾チームは
将来“中国（台湾）”の名前の下に競技することを許されるべきだ、という動議を、わずかの差（賛成

26反対30）で否決した。それにもかかわらずこの名前の変更は2年後に受け入れられた。 
 この新しい名前の承認は、GDRと北朝鮮のNOCの新しい名前の承認と同時であった。 
 
 中華人民共和国では国内政治に関する限り、1970年代初めに、文化大革命以前に優勢だった
状況に“わずかな後戻り”を見せていた。 
 人民共和国の国際政治舞台への本格的な復帰は、スポーツではオリンピックではなく卓球によ

ってなされた。 
 1971年春のアメリカ卓球チームの招待はアメリカ合衆国との外交関係樹立への道を準備した。 
 この過程は政治史の上では“ピンポン外交”呼ばれている。 
 同じ年の9月、中華人民共和は国連安全保障理事会のメンバーとして認められた。 
 国連内では、脱退を強いられた台湾にとって代わった。 
 中国問題はブランデージ会長の任期が終わった後も、IOCにとって重い負担となった。 
 中華人民共和国のNOCがもう一度公式の承認を受けるには、1979年までかかった。 
 
2.3.1.4. 朝鮮問題

 1910年に日本に属領として併合されていた朝鮮は、日本の降伏のあとソビエトとアメリカの軍隊
が占領していた。これはドイツの状況に似ており、国は勝手に北緯38度線で分けられ、二つの完
全に異なる存在となった：北の共産主義が支配する国と南の西側が支配するが独裁的な国家で

ある。 
 占領軍の撤退に伴い1948年8月、南に大韓民国が設立され、すぐに北に朝鮮民主主義人民共
和国設立の宣言が続いた。そしてこの二つの朝鮮の間に恐ろしい軍拡競争が始まった。 
 二つの国はそれぞれのイデオロギーのもとに力による統一を求めた。 
 両国は二つのパワーブロックの一方に支持された。北はソビエト連邦と中国、南はアメリカ合衆

国である。 
 1950年6月25日、北朝鮮の軍隊は38度線を越え南の首都ソウルを占領した。アメリカと中国の軍
隊のこの戦争への介入のあと、1953年7月に休戦が合意され、38度線が境界として承認され、そ
れに沿って非武装地帯が設けられた。 
 
 1946年韓国はソウルに本部を持つNOCを設立した。そして一年後にIOCに承認された。 
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 これは1953年に北朝鮮がNOCを設立していたにもかかわらず、朝鮮戦争のあとも、“ナショナル
オリンピックコミティーオブコリア”として承認されていた。 
 1956年北朝鮮の代表は、彼らの委員会を承認されるよう申請した。 
 メルボルンでの理事会は、ドイツ問題との類似を指摘し、彼らに対し二つのドイツの例に倣って

共に働くように助言した。 
 二つの朝鮮の委員会はこの状況の下ではそれは不可能であると答えた。 
 メルボルンでのIOC総会で、IOCは再び二つの朝鮮に対しドイツのモデルを採用するよう訴える
ことを決議した。しかし朝鮮半島の情勢をよく知るルーマニアの委員、アレキサンドル・シペルコが

そのような提案は全く無意味であるとしていたし、韓国NOCもそれに同意していた。 
 1957年、これに続くソフィアのIOC総会で朝鮮問題は再び議題に上った。 
 ソビエトの委員、アンドリアノフの強い要求で北朝鮮NOCは仮承認を与えられた。 
 しかしながらこの承認は、GDRの場合と同じように、二つの朝鮮当事者が協議し、統一チームを
作った場合のみ、発効するというものであった。 
 
 1959年ミュンヘンで、ブルガリアのIOC委員、ウラジミール・ストイチェフは、北朝鮮NOCは統一チ
ームを作るために南のNOCに対して交渉を何回も働きかけているのに、拒絶されているのだから、
北朝鮮NOCは承認されるべきだと提案した。しかしブランデージは、両当事者を中立地帯での交
渉のテーブルに呼んだ方がいいと考えていた。 
 アンドリアノフはこの二つの提案に基づいて、北朝鮮の承認のあと、二つのNOCが統一チームを
作るよう説得されるべきだという意見を述べた。 
 このアンドリアノフの計画はあまり説得力があるとは言えなかった。ひとたび二つのNOCが公式
に承認されれば、彼らはほかのすべての承認されているNOCと同じように彼ら自身の独立したチ
ームを作ることを主張するのは確実だからである。 
 この議論の間にIOC会長は、南朝鮮のNOCからの北朝鮮NOCと交渉することに同意するという
書面による保証を持っていると示唆した。そして彼は韓国側が話し合いを拒否しているというストイ

チェフの論議を否定した。 
 結局この総会は、二つの朝鮮NOCに対し中立地帯の香港で合同会議を持つよう促す書面を書
くことを決定した。しかしこの会談は韓国の拒否によって実現しなかった。 
 朝鮮問題は1960年のサンフランシスコにおける第57回IOC総会、そして次の年のアテネの総会
で再び議論された。 
 この二つの機会でも決定は先送りされ、南朝鮮のNOCはその拒否に固執し、IOCも決定すること
にあまり熱意を示さなかった。 
 ブランデージは疑いもなく、ドイツ統一チームの結成に似た更なる“スポーツの政治に対する勝

利”の達成を望んでいた。 
 問題をそれ以上引きずらないために、IOCは結局行動することを強いられた。1962年モスクワで、
韓国NOCに対して最後通告が突きつけられた。 
 朝鮮問題のその後の過程は、この会議の議事録によれば次のような言葉で記録されている： 
 「･･･北朝鮮のオリンピック委員会はブレッティンの公式リストに暫定的に載せられ、国際オリンピ

ック委員会は、韓国の委員会に対し、オリンピック大会に南北朝鮮を代表する一つのチームとして

参加することに関して意見を求める書簡を送る。その回答の期限は1962年9月1日である。この回
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答が否定的なものである場合には、北朝鮮のオリンピック委員会は1964年大会に独立チームとし
て参加することを許されるであろう。」 
 
 予想通り、この最後通告に、韓国は交渉に同意した。 
 しかし韓国は再び逃げを打って、自分たちが約束したことを実行しようとはしなかった。 
 北朝鮮は何度か会合を提案したが、韓国から何の反応も得られなかった。 
 結局、エジプトのIOC委員、モハメッド・ターヘルが朝鮮の二つの部分の代表を、1963年1月24
日、ローザンヌで引会わすことに成功した。 
 しかしこの会合は、同じ年の5月と7月、さらに二回行われた会議と同様、何の結論も出せなかっ
た。 
 IOC会長を入れた会合も、8月19日に計画されたが、これも韓国側が北朝鮮との直接交渉を拒
んだため実現しなかった。 
 ブランデージは再び韓国NOCに対し最後通告を送った：すなわち8月31日までに同一チームに
対する態度をきっぱりと表明せよというものであった。 
 韓国がこの指定されたデッドラインまでに返事をしなかったので、ブランデージはついに朝鮮統

一チームを作る努力が失敗したことを認めざるを得なかった。 
 ブランデージはこのニュースをバーデンバーデンのIOC総会で発表した。 
 そこで、二つの朝鮮のチームが東京大会で参加を許されることが全会一致で決まった：南朝鮮

の選手は韓国の名のもとに、そして北の朝鮮は北朝鮮として。 
 北朝鮮はこの決定に侮辱を感じざるを得なかった。なぜ彼らが自分たちを北朝鮮と呼ばなけれ

ばならないのか、相手方が全体の国を表す名称を使うことを許されているのに？ 
 事態はさらに論争へと発展した。 
 北朝鮮は1964年のオリンピック東京大会に参加を認められたにもかかわらず出場しなかった。 
 何人かの北朝鮮の選手はGANEFO大会（新興国の大会）に参加していた。この大会はIOCと国
際競技連盟の後援なしに組織されていた。 
 IOCとIFが非合法な競争相手と見なすこの大会に参加することによって、選手はオリンピック大
会への参加資格を取り消された。 
 IOCは、インドネシアと北朝鮮代表団からの参加資格を停止されている選手の東京大会参加を
許すようにという要求を認めなかった。 
 北朝鮮の180人のオリンピックチームのうちわずか6人が出場を許されなかったにもかかわらず、
北朝鮮チームの指導者はチーム全体を引き上げた。 
 
 北朝鮮はメキシコシティーでの次の大会にかなりの人数のチームを送ったが、大会に参加する

のはその名称が変更される場合のみという条件付きであった。 
 北朝鮮は繰り返し、自分たちが将来“朝鮮民主主義人民共和国のオリンピック委員会”と呼ばれ

るようにと要求していたが、この要求はそのたびに拒否されていた。 
 最後はグルノーブルであったが、もしこれを受け入れれば台湾やGDRの同じような要求を受け
入れざるをえなくなる、という理由であった。 
 これはまさに1968年10月にメキシコシティーでのIOC総会で起こったことであった。 
 そこで、GDR、台湾、北朝鮮の自分たちのNOCの名称を変えるべきであるという要求は、ついに



NPO法人日本オリンピック・アカデミー公式サイト掲載

穂積八洲雄訳 国際オリンピック委員会の百年 第2巻 第2章

 

 

31 

受け入れられた。 
 韓国の委員、キヨン・チャンの、もし北朝鮮NOCの名称に関するグルノーブルでの決定が変更さ
れたら、韓国がオリンピックをボイコットするという脅しがあったが、以下のような決定が全会一致で

採択され、北朝鮮代表団に付託された： 
 「もし北朝鮮のチームが第19回オリンピアードのメキシコ大会にIOC第66回総会で決定されてい
るように北朝鮮の名前の下に参加するならば、1968年11月1日以降自動的に、その名称は
D.P.R.Korea に変更されるであろう。もしメキシコシティーでの大会に参加しないならば、この決定
は取り消され無効となるであろう。」 
 
 北朝鮮代表団はIOC会長に対し問題をついに解決してくれたことを感謝した。 
 しかしこれはただの儀礼的なジェスチャーにすぎなかった。 
 北朝鮮はこの処置に全く同意していなかった、彼らは“アメリカ帝国主義者の傀儡”の偽善的な

決定であるとして“北朝鮮”の名の下にスタジアムで行進するのを拒否した。 
   
 開会式のすぐあと、韓国のIOC委員キヨン・チャンはブランデージ会長に手紙を書き、北朝鮮
NOCの名称についての決定を、北朝鮮が不参加によって同意を破棄したのであるから、取り消し
無効とする、と会長が宣言するように要求した。 
 しかしロードキラニンとブランデージはあまりに急いで決定することには慎重であった。事実何の

決定も行われなかった。 
 メキシコシティーの総会のあと、北朝鮮のNOCは公式な全ての機会にDPRKとして記載された。 
 ブランデージは韓国の激しい抗議に耳を貸さなかった。 
 彼はIOC総会の決定を、それに関連する語句を議事録から単に消し去るという手段によって取り
消した。 
 この議事録の公式版では、決定は次の語句によって置き換えられている： 
 「メキシコシティー大会において、朝鮮民主主義人民共和国オリンピックコミッティーによって参

加するチームは“北朝鮮”として競技するであろう。将来のオリンピック大会においてはこのチーム

は“D.P.R.Korea” と称されるであろう。これは朝鮮チームの名称変更ではない。この解決はアヴェ
リー・ブランデージ会長との話し合いのあと、自由な競争を許すオリンピック精神に基づき、両者に

よって同意されたものである。」 
 
 ドイツ問題と中国及び朝鮮の問題は、IOCがオリンピックそのものの領域にとどまっていることが
できず、現実の政治にかかわらざるを得ないことをはっきり示すものであった。 
 ブランデージのスポーツと政治は厳格に分けるべきであるという高貴な言葉は現実となることは

なかった。 
 彼の会長としての20年の間に、IOCは二つのパワーブロックの間に挟まれている自分自身を認
識せざるを得なかった。 
 オリンピック大会の重要性が増すにつれ、政治的圧力の道具としての意味もますます大きくなっ

ていった。 
 IOCの決定は政治的圧力にあまりにしばしば脅かされ影響された。そしてほとんどいつもその決
定は、一方または他方によって、政治を象徴するものと解釈された。 
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2.3.2. アパルトヘイト問題

 
 冷戦から生じる問題と共に、南アフリカは、おそらくブランデージの会長期間中にIOCが取り組ま
ねばならなかった最も悩ましい問題であった。 
 アメリカの新聞“スポーツイラストレイテッド”は、この問題を“スポーツと政治が優位を争う長く続

いた戦いの中でも最新の一番深刻な戦い”と呼んだ。 
 
 まさにこの戦いの道程の中で、IOCにとって今や対処しなければならない新たな力の基地がある
ことが明らかになった。それは新たに独立へと解き放たれた若いアフリカの国々であった。 
 
2.3.2.1. 南アフリカ問題

 1910年5月31日、ケープコロニィーにナタール、トランスヴァール、オレンジリヴァーの合併したも
のが、イギリス帝国の自治領の資格で南アフリカ連邦に編入された。 
 ケープコロニーの起源は、1652年にオランダの東インド会社がその貿易船のために補給基地を
作ったことに由来する。 
 
 ケープコロニィーでは19世紀においてもなお、金持ちの非白人及びカラード（白人との混血人）
が公民権を獲得することが可能であった。しかしこの可能性は1910年までには次第に制限され、
政治権力は白人少数者の手に集中するようになった。 
 人種差別の最初の法的基礎は“原住民土地法”によって置かれた。この法の下で、わずか7.3％
の土地が非白人多数者に割り当てられた。非白人はこの区域以外の土地を買うことも借りることも

禁じられた。ケープカラードだけがこの規則の例外とされた。 
 1936年の“原住民信託土地法”は、非白人の保留地を13％に増やしたたが、同時にケープカラ
ードから保留地の外の土地を買う彼らの昔からの権利を奪った。 
 その当時、白人は全人口のだいたい21％であった（非白人660万人、カラードとアジア人100万
人に対して白人200万人）。 
 
 1931年、ウエストミンスター憲章の下で、南アフリカ連邦は独立を獲得し、英連邦の一員となった。
独立後、差別政治は加速された。 
 最初の人種差別法は主として経済的な懸念に基づいたものであったが、1948年に国民党の極
右派が権力の座に就くと、アパルトヘイト政策として知られるイデオロギーに基づいた人種隔離政

策が追求された。 
 住民は“人口登録法”で人種によって分けられた。 
 “集団地域法”の下に、非白人は“ホームランド”に追い払われた。その際の移住の方法はしばし

ば流血を伴った。 
 日常生活における人種差別は“小”アパルトヘイト法によって支配された。 
 人種間の結婚は禁止され、病院、教会、海岸、トイレなどの公共施設はそれによって区別して使

わなければならなくなった。 
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2.3.2.1.1. 南アフリカのスポーツ政策

 スポーツも社会的なサブシステムであり、全体としての社会組織のなかに織り込まれているので、

この政策によって、直接、間接に影響を受けた。 
 気候の点で、南アフリカはさまざまなスポーツを行うのに理想的な条件を提供した。 
 この有利な条件を、イギリス人がスポーツの伝統をここアフリカ最南端に持ち込んで以来、白人

たちは充分に利用した。 
 この伝統の結果が、好ましい気候条件と結びついたので、スポーツは南アフリカの生活の中で

非常に重要な位置を占めることになった。この状況の第一の受益者は白人たちであった。 
 非白人にとってスポーツをする機会は、意図的に維持された貧弱な社会的状況と、人権の侵害

のために、間接的に限られたものになっていた。 
 公共施設の人種が混じって使用することの禁止は、白人と非白人が一緒にスポーツすることを

妨げていた。 
 非白人が使用できるスポーツのグランドは、ほとんどがひどい状態であった。 
 そして彼らの学校に行く期間が短いことと、“バンツー教育法”、これは実質的に高等教育から非

白人の若者を締め出すものである、の影響で学校でスポーツをやる機会はごく限られていた。 
 
 プロのボクシングとレスリングを管理する法律を例外として、政府は人種が混ざったスポーツを直

接制限するような法律を、通過させたりはけしてしなかった。いろいろな機会にそのような法律を作

るという脅しをかけたけれども。 
 政府はスポーツについての公式な態度を、1956年初めて内務大臣、デンゲスによって明らかに
した。この声明の重要な点は以下のようにまとめることができるだろう： 
“1.  白人と非白人はそれぞれのスポーツを別々に組織しなければならない。 

2.  南アフリカ内部で人種間の試合は許されない。 
3.  チームの中で人種が混じることは避けねばならない。 
4.  人種の混じったチームが海外で試合をしてはならない。 
5.  南アフリカで白人の南アフリカチームと試合する国際チームは南アフリカの習慣に従って全

員白人でなければならない。南アフリカチームが海外遠征するときには彼らが試合する国

の習慣を尊重するであろう。 
6.  海外からの非白人のスポーツマンは南アフリカで南アフリカの非白人と試合することができ

る。 
7.  非白人の組織が国際的な承認を求める場合は、すでに承認されている白人の組織を通じ

て、そのスポーツの規則に従って承認を求めなければならない。 
8.  政府は国際試合で南アフリカの白人を負かすことによって、南アフリカの伝統的な人種分離

を変えようとする非白人の活動に対してはパスポートを発行しない。“ 
 
 最後の二つの項目は国際卓球連盟の行為をあてこすったものである。 
 ITTFは、イスラエルチームの南アフリカでのツアーの間、非白人観客が締め出されるということが
あった後、南アフリカの白人の卓球連盟の承認を取り消していたのである。 
 こうして1957年の世界選手権で、南アフリカは黒人の南アフリカ卓球会議が代表した。 
 しかし2年後に、政府は外国旅行を出来なくするために非白人選手のパスポートを取り上げた。 
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 スポーツにおいてアパルトヘイトを管理することを明記した規則がない、という事実は非白人の

選手にとって有利であるよりは不利に働いた。何故なら法律の形での証拠がないことは、白人のス

ポーツ連盟が国際レベルで追放されることを防ぐのに役立ったからである。 
 
2.3.2.1.2. 南アフリカとオリンピックムーブメント

 IOCはアパルトヘイトのスポーツにおける実例について、1955年、国際ボクシング連盟代表のラ
ッセル大佐によって初めて知らされた： 
 「国際アマチュアボクシング連盟は、その会員の一つによって、ある国で有色人種、すなわち黒

人のボクサーが白人のボクサーと試合することができないという状況があることに注意を喚起され

た。これは我々にはオリンピック憲章の基本原則の違反であるように思われる。」 
  
 パリにおける次のIOC総会で、ブランデージはこの問題を取り上げ「世界のある国々における有
色人種の選手に対する差別は、オリンピック精神に全く反するものである」と非難した。しかしこの

時IOCはこれ以上の反応はしなかった。 
 オリンピックムーブメントのなかでの、南アフリカの態度に対する最初の公然たる批判は、1958年、
ノルウェーNOCによってなされた。 
 ブランデージへの手紙で、オラフ・ディトレフ-シモンセンはノルウェーNOCは南アフリカを 
オリンピックムーブメントから追放すべきであると思うと述べた。 
 これに応えてブランデージは、この問題の深刻な性格を知っており、IOCは遅かれ早かれこれを
処理しなければならないであろうことを明らかにした。 
 
 その瞬間は次の年にやってきた。 
 ローマにおけるIOC理事会とNOC代表との会議の間に、1959年5月18日、ソビエトの委員、アレ
クセイ・ロマノフが人種差別、つまり南アフリカにおけるオリンピック憲章の違反について言及した。 
 ブランデージは、IOCはオリンピック憲章の第一条の侵犯を決して許さないと述べた。 
 第一条によれば、いかなる国もいかなる個人も、人種、宗教、政治的立場を理由に差別されて

はならないのだ。 
 彼はさらに、IOCは南アフリカNOCと連絡を取り、何か月もの間、人種差別の事実について究明
しようとしていると示唆した。 
 南アフリカのIOC委員、レジナルド・ハニーはロマノフの非難に反論し、議事録によれば次のよう
に述べた。「南アフリカNOCは誠実であり、わが国の全てのアスリートはオリンピックの国際基準に
達している限り、オリンピック大会に参加しようと努力している。」 
 ブランデージの質問に対し、彼はさらに、政府がオリンピック大会の参加資格を得たすべての南

アフリカ選手にパスポートを発行することを保証している、と請け合った。 
 
 一週間ののちにミュンヘンで行われた次のIOC総会で、南アフリカのアルトヘイト問題が初めて
議論された。 
 以前のローマの時と同じように、レジナルド・ハニーが彼の国では非白人の選手は差別を経験し

ていない、そしてオリンピックの規則は厳密に守られていると保証した。 
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 彼は、これまでオリンピックチームに非白人がいなかったは、ただ単に非白人の成績がまだ国際

的水準に達していないという事実によるのだと主張した。 
 SANOC（南アフリカオリンピック委員会）はそれにもかかわらず非白人のスポーツの発展を助け
ていると主張した。 
 ニュージーランドの委員、サー・ アーサー・ポリットが、最近の英連邦大会の会長という資格で、
人種差別を示すものはそこでは見られなかった、とハニーの言ったことを確認した。 
 しかしこれらの見方を評価する時には、この英連邦大会には、非白人の南アフリカ人は一人も参

加していなかったことを心にとめておかなければならない。 
 ハニーの主張は、ブラジルのIOC委員サントスとソビエト連邦のロマノフ委員によって批判された。
彼らは南アフリカによって非白人と白人の間の試合が禁じられているケースを報告した。 
 インドのIOC委員ソンディーは、そうした差別を防ぐことを保証できるようにするにはどうするかと
いう問題を提起した。 
 しかし議論の終わりに、ブランデージは、南アフリカ委員の保証と約束を信用すべきだろうと言う

ことができただけであった。 
  
 1960年のローマでの総会では、1959年に非白人のスポーツ振興を目的に設立された南アフリカ
スポーツ協会（SASA）の必死の努力にもかかわらず、南アフリカの問題は議題に上らなかった。こ
の協会は聖職者ミハエル・スコットに率いられた代表団を送っていた。 
 この代表団は、南アフリカの委員レジナルド・ハニーの出席している理事会によって受け入れら

れることが決定された。 
 この会議についての報告から、我々は議論のあとIOCの代表たちは以下のような印象を持ったこ
とを読み取ることになる。「南アフリカオリンピック協会〈委員会〉は、1959年にR.ハニー氏のした約
束―必要とされる能力を持つ選手は南アフリカチームからは一人として排除されない―の実行に

できる限りの努力をしていた。」 
 
 こうした保証にもかかわらず、ローマ大会の南アフリカチームは再び白人の選手役員だけで構

成されていた。 
 
 この間、南アフリカ政府の人種政策のますますの過激化は、国中を激しい暴力の循環に引き込

んでいた。 
 1960年の春、パンアフリカニスト会議（PAC）による、パス法に反対する平和的なデモが、69人の
デモ参加者が撃ち殺されるという惨劇に終わった。 
 PACはアフリカ民族会議（ANC）と共に禁止された。そしてこの二つの組織はそれ以後地下に潜
ってテロ活動をするようになった。 
 1962年に、“ブラックフリーダム”運動の指導者が、“ブラックシヴィルライツ”のリーダー、ネルソ
ン・マンデラであるとして逮捕された。彼は後に終身刑を言い渡された。 
 
 スポーツの分野でも政府はアパルトヘイト政策を追求し続けた。 
 新しい内務大臣デ・クラークは1961年と1962年に、彼の前任者デンゲスによって採用された人
種的に差別するスポーツ政策を確認した。 
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 1963年初め、政府は議会で、もしスポーツ組織が政府の政策に従はないならば人種が入り混じ
ってスポーツをすることを禁じる法律を制定すると警告した。 
 こうした背景の下で、SANOC会長クレッパーはこの政策に反対し、オリンピックの原則を守ること
を要求する、勇気を示した。 
 
 1962年のモスクワでのIOC総会で、ブランデージは南アフリカ問題を集約し、ローマでされた約
束は守られていないと断言した。 
 総会は圧倒的多数で、南アフリカの委員会がその人種政策をナイロビ総会の前に変更しないな

らば、IOCは南アフリカオリンピック委員会を一時資格停止せざるを得ないだろうとSANOCに通告
することを決めた。 
 5人のIOC委員がこの決定に反対投票をし、SANOCの即時資格停止を要求した。 
 その当時IOCには、サハラより南のアフリカからはたった二人のIOC委員がいたに過ぎなかった。
つまり南アフリカの委員、ハニーとケニアのレジナルド・アレキサンダーであった。 
 二人とも白人のスポーツ役員であった。 
 
 1962年10月7日、南アフリカ反人種差別オリンピック委員会（SANROC）が有名な詩人デニス・ブ
ルータスのリーダーシップの下に設立された。 
 わずか2日後に、この委員会はIOCにメンバーとしての承認を申請した。しかし、もしSANOCがそ
の人種差別政策をやめたならば、メンバー資格を返上することを示唆していた。 
 これが承認されるチャンスはほとんどなかった。というのも実施されている人種差別の主たる責任

はNOCではなく政府にあったからである。 
 政府がアパルトヘイトに固執する限り、新しい委員会ができたとしても何ら基本的な変化をもたら

すことは出来なかった。  
  
 ナイロビ総会は、ケニア政府が白人のSANOC代表に入国ビザを発行することを拒否したために、
急遽ドイツのバーデンバーデンに移さざるを得なかった。 
 この拒否は1963年に設立されたアフリカ統一機構（OAU）の決議に基づいたものであった。この
決議は、OAUのメンバーは南アフリカあるいはポルトガルの代表を含むいかなる会議もボイコット
するであろうと述べていた。 
 
 IOC事務総長メイヤーの助言で、バーデンバーデンの南アフリカ代表団は初めて非白人の役員
を含んでいた。 
 バーデンバーデンの総会で三人の南アフリカNOC（SANOC）代表は“アパルトヘイト”は国内問
題で[あった]ので、IOCを煩わせる問題ではないと主張した。そう主張することによって、彼らは国
際連合で彼らの政府が表明したと同じ立場をとったのである。 
 非白人選手に関して、代表団は、彼らは南アフリカの中で彼らどうしでトレーニングすることがで

きるし、外国で行はれる人種の混じった試合に参加することができる。適切な能力を持つ選手に

ついては、彼らが東京の大会に行くことができるよう、パスポート取得が可能になるよう努力すると

主張した。 
 この南アフリカの意見表明の後、IOCはまだ多くのことが残されていることに留意しながらも、進
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歩があったという評価を下した。 
 総会は30対20、無効票３で、以下の決議を採択した： 
「南アフリカのオリンピック委員会は、オリンピック規則の精神、特に基本原則1、規則24の精神を
受け入れることをはっきりと宣言しなければならない。そしてその政府から、1963年12月31日まで
に、スポーツと国内での試合における人種差別に関する政策の変更を獲得しなければならない。

これに失敗した場合、南アフリカオリンピック委員会はオリンピック大会にチームを参加させること

を禁じられるであろう、と通告された。」 
  
南アフリカはこの要求に従わなかった。 
 1964年初め、SANOCは欠席のまま、以下の声明を含む手紙をIOCに送った： 
 「バーデンバーデンの会議での決議は政府に伝えました、政府はその決議に意図されているよ

うな性質の政策変更を考慮することを拒否しました。」 
 IOCは今や行動しなければならなくなった。 
 理事会でIOCは、SANOCは“非白人”選手をオリンピックチームに含むことに同意したが、要求
されているように、政府の人種差別政策から公然と決別することをしていない、と確認した。 
 SANOCはさらなる最後通告を受けた。 
 1964年8月16日までに、これは東京大会のエントリー締切日であったが、IOCの要求に従わず、
人種差別から決別しない限り、東京大会参加は許されないであろう。 
   
 インスブルックでの次のIOC総会で、ブランデージは、アパルトヘイトは政府の専管事項であると
認めたうえで、同時にSANOCはこの政策が人種に基づく差別を否認するオリンピックの原則に合
致するものかどうかという問題に直面しなければならないと注意した。 
 総会はバーデンバーデンの決議の一つ一つの項目について聞き取りを行った後、次の決議を

反対1票で採択した： 
 「国際オリンピック委員会は、南アフリカN.O.C.はこの義務を十分に遂行していないと判断 
する。こうした状況の下で、バーデンバーデンで可決された決議案はまだ有効であり、南アフ 
リカチームの東京での競技への招待は撤回される。南アフリカNOCは、規則24の義務を遂 
行した場合、IOCに戻ってこの決定について顧慮を求める資格を得るものとする。」 
 
 南アフリカの委員はこの決議を通告された。それでも彼はエントリーの締切の前にIOCの条件を
満たすよう全力を尽くすと約束した。 
 東京大会は南アフリカの参加なしに行はれた。 
 この春に、別々に行はれた非白人のための南アフリカ大会と白人のための大会のあと、SANOC
は何人かの黒人選手を含むオリンピックチームを指名した。 
 しかしこれはアパルトヘイト政策から決別しなければならないというIOCの要求を満足するもので
はなかった。 
 政府は人種差別政策についての強行路線を続けていた。そしてSANOC会長ブラウンはIOCの
要求を拒否し、もし東京大会から南アフリカの選手を排除するならば、それは政治的差別であると

IOCを非難した。 
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 1966年にSANOCはその資格停止の撤回を企てた。 
 SANOCは、理事会の行はれるローマに代表団を送って、非白人と白人のスポーツ役員それぞ
れ同数からなる委員会を作ることに同意すると告げ、このことについては政府も同意していると主

張した。 
 しかし理事会は用心深くなっていた。というのは代表団がもう一度差別をしないというリップサー

ビスをしているのかどうか、確かめるすべがなかったからである。 
 理事会は、IOCがこの人種の混じった委員会について確証を得るまで、何かの決定を延期する
よう提案した。 
 
 ローマでの第65回IOC総会で、SANOCの資格問題は再び議題に上った。 
 ブランデージは議論を始めるにあたって次のように述べた。メキシコシティーでの大会に関して、

南アフリカ問題をもう一度現実に基づいて分析することが必要である。しかし彼は、来年まで何の

決定もされるべきでないと注意した。直ちに制裁を科するようなことをすれば、現在SANOCが南ア
フリカ政府と行っている交渉をぶち壊しかねないからである。 
 このスピーチの最後に彼は、東京大会に参加資格を得ていた7人の有色人種の選手がSANOC
の資格停止の犠牲になり、そのあとプロに転向してオリンピックムーブメントに参加する機会を永

久に失ったことを嘆いた。 
 以前理事会でしたように、南アフリカの代表団はオリンピック憲章尊重への同意を表明し、政府

の同意を得て人種の混じった委員会を設立することに言及した。 
 IOCは事態を見守ることを決め、現地で状況を調査するIOC委員会を設置した。 
 
 この間に南アフリカでは内務大臣の交代があった、しかしデ・クラークの後継者、ル・ルーもまた、

南アフリカが人種の入り混じったチームによって代表されることへの反対を、はっきりと表明した。

こうしてオリンピック規則に合致したスポーツ政策の実施ははるか遠いこととなったのである。 
 
 しかし1967年5月のテヘランでのIOC総会の直前に、政策変更の兆しがあるかに見えた。まじか
に迫ったメキシコシティーでの大会に関して、当時の南アフリカ首相フォスターは人種の混じった

チームを送ることに反対しないと述べたのである。 
 しかし、彼はその後、人種の入り混じったオリンピックの予選試合を禁じて、この声明を修正して

しまった。そのためチーム種目に人種の入り混じったチームは参加できないことになった。 
 
 1967年のIOC総会の前に、SANOC会長が再び現れ、分厚く、ある部分では熱烈な、SANOCの
オリンピックファミリーへ復帰と、“背負い続けることのけして容易ではない追放されたものの汚名”

からの解放、を求める弁論書を手渡した。 
 今回彼はさらなる譲歩を示した。 
 混合チームの黒人と白人は一緒に旅行し、一緒に宿泊し、同じチームユニホームとエンブレムを

身に着け、同じ旗の下に行進する。 
 こうした条件の下では、南アフリカ選手のオリンピック参加はIOCの要求と規則に合致することに
なるはずだと彼は主張した。 
 もしこれをまた拒否するならば、オリンピック大会は一般大衆の信頼を失うであろう。 
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 白人にとっては、その種の決定はもはやスポーツや正義にかかわるものではなく、単に政治的な

ものと映るであろうからである、と彼は強調した。 
 
 IOCの決定はグルノーブルの次の総会まで延期された。その時までに、調査委員会が8月と9月、
南アフリカ中を旅したうえで、報告書を提出するからである。 
 
 この委員会の出発は、その構成についての南アフリカの異議申し立てのために遅れた。 
 異議はアデモラに向けられていた。彼は事務総長ウェスターホッフと白人のケニア人アレクサン

ダーと共に、委員に指名されていたのである。アデモラはアフリカの黒人であった。 
 批判は何よりも彼個人に向けられていて、身の安全が保証されないと考えたので、このナイジェ

リアの法律家は委員会からの辞意を表明した。 
 このように、構成された委員会のアパルトヘイトが支配する国への旅行は、多くの問題を抱えて

いた。 
 結局、ブランデージはほとんど無理強いして、アデモラを何とか、南アフリカへ飛ぶよう説得した。

オランダのIOC委員、ファン・カルネヴィークとエクゼター侯爵の忠告で、オランダ人のウェスターホ
ッフも、アイルランドのロード・キラニンに交代した。 
 ロード･キラニンならば、オランダ人移住者の子孫である南アフリカの白人、アフリカーナーに対

して、より中立的な態度を取ると受け取られるのではないかと、考えられたのである。 
 
 委員会は南アフリカに10日間滞在し、フォスター首相、白人、非白人のスポーツ役員を含む政
府代表と討論した。 
 しかし懸念されたように、現政権に忠実な代表だけとの接触がアレンジされ、反対を表明するチ

ャネルは一切閉じられていたので、委員会は帰途、ローザンヌでSANROC代表と会ったのであっ
た。 
 100ページ以上の報告書を、委員会は1968年1月に提出したが、それはSANOCに好意的なもの
であった。結論の第5に、次のように読むことができる： 
 「南アフリカ内のオリンピックスポーツに関わる全ての町のスポーツ行政担当者と選手から得られ

た圧倒的な証拠は、SANOCのテヘラン提案がメキシコオリンピック大会への人種混合チームのた
めの受け入れ可能な基礎となるということである。」 
 
 1967年12月半ばの会議で、理事会は調査委員会の報告書を次の年の1月30日に発表すること
を決めた。そして総会に出席していないIOC委員には郵送による投票を認めた。 
 
 グルノーブルのIOC総会は南アフリカ問題を取り上げる5回目の総会であった。 
 SANOC会長は再び招待され、4ページの声明を読み上げた。そのなかで彼はSANOCがテヘラ
ンで合意された条件を満たしてきたと明言した。 
 彼は、IOCが南アフリカ委員会に手を差し伸べてほしいと訴えた。SANOCが“政治からスポーツ
を解放”する手段となれることを認めるひとつのジェスチャーとして。 
 
ブランデージの気持ちは、メキシコシティーでの南アフリカの参加に傾いていた。 
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 彼はスポーツと政治が厳格に分かれているべきであるという原則をいまだに信じていた。 
 総会の前のブラウンへの手紙で、ブランデージは、ブラウンが自己弁護のためにどういう議論を

すべきか、何を論ずるべきかについて指示を与えていた： 
 「もし私があなたなら、承認のためのすべての理由づけを含む回状のための声明を用意するで 
しょう。それにはあなたが実現したすべての進歩を引用すべきです。」 
 
 オーストラリアの委員、ウエアーは英連邦の代表でもあったので、南アフリカに同情的であると見

られていた。そこで一つの決議案を起草するよう求められた。 
 長い議論のあと、その決議案は郵送による投票にかけられることが決まった。 
以下のようなものである： 
「南アフリカについての委員会の報告書を熟読して、国際オリンピック委員会は深い憂慮をもって、

南アフリカ政府の人種差別政策がその国の国内委員会がオリンピック規則の基本原則1に基づい
たIOCの目的を十分に達成することを妨げていることに、留意する。 
 しかし、SANOCによる積極的な努力が、1967年5月にテヘランにおけるIOC総会で声明された提
案、人種の混じったチームは成績によって選ばれる、の確固とした実施という結果を生んでいるこ

とに、IOCは勇気づけられている。 
IOCは、SANOCが基本原則1に適合するチームを1968年のメキシコにおけるオリンピック大会に参
加させることができること、そしてアマチュアスポーツにおけるすべての形の人種差別を取り除く努

力を続けるという理解の下に、1972年の末までにこの問題を再考することを決議する。」 
 
 2月15日に投票の結果が発表された。総会での議事録によれば“絶対多数”で南アフリカチーム
のメキシコシティー大会への参加が認められたことになっている。 
 しかしローザンヌでの理事会でロード・キラニンに追及されたブランデージは、過半数が期待さ

れたほどはっきりしたものではなかったこと認めざるを得なかった。 
 彼が思いだせる限りでは、賛成37、反対26といったところであった。 
 
 最初のボイコットの脅しはその日のうちにウガンダから来た。 
 ちょうど5日後、16の国が、もしIOCがその決定に固執するならば、メキシコシティーでの大会をボ
イコットするという意図を表明した。 
 2月25日ブランデージは記者会見を開き、“メキシコ大会に招待されているのは人種の混じった
試合で選ばれた個人の、人種の混じったチーム”であって南アフリカではないと強調した。 
 この間ボイコットをすると警告する国の数は急速に増え続けた。 
 アフリカスポーツ最高評議会（SCSA）は理事会の特別会議で、メキシコシティーでのオリンピック
のボイコットを決めた。マラウイを除いて全てのアフリカのIOCメンバー国は、この決定に従う決意
を表明した。 
 グルノーブルのIOC総会の前に、SCSAの事務総長ジャンクロード・ガンガは、もし南アフリカチ
ームが参加するならば、オリンピックムーブメントは分裂しかねないとブランデージに警告した。彼

は、そうなれば、ヨーロッパとアメリカだけでオリンピックをしなければならなくなると言いたかったの

である。 
 しかしブランデージはこの警告にあまり注意を払わなかった。 
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 それでも相次ぐボイコットの脅しは、IOCに更なる行動を迫らずにはおかなかった。本当にオリン
ピックムーブメントがばらばらになるおそれがあったのである。  
 イタリーのIOC委員でNOCの常任総会の会長であるジュリオ・オネスティは、ブランデージに特別
IOC総会の招集を勧告した。しかしブランデージはこれを拒否した。 
 スウェーデンのNOCとソビエトのNOC、そしてほとんどパニックに陥ったメキシコ組織委員会が特
別総会を要求し始めるに及んで、初めてブランデージは3月末に理事会の形で会議を持つという
妥協に同意した。 
 この会議の直前にブランデージは南アフリカに飛び、SANOCが自発的にオリンピック不参加を
決めるように説得した。 
 ハニーの答えは簡潔なものであった。「ブランデージさん、私はヨハネスブルグでリンチに合うより

もメキシコシティーで射殺されたいと思います。」 
 
 1968年4月、ローザンヌでの会議の開会に当たって、会議は意見の一致が得られるまで中断さ
れることはないだろうと宣言された。 
 理事会の9人の間の長い議論の末、ブランデージは状況を以下のようにまとめた： 
 “a）理事会はIOCの統一を守らなければならない、そしてアマチュアスポーツの世界における決

裂を防がなければならない。 
  b)メキシコ大会は救わなければならない。 
  c)脅迫やボイコットや政治的介入に屈してはならない。 
  d)一般的な意見は、南アフリカチームがメキシコに現れることは賢明ではないというものである

ように思はれる。“ 
 
 これらの4点は全く相容れないものであった。 
 さらに議論が続いた後、会長は再び議論をまとめた： 
“1．グルノーブルでの決定にかかわらず、他の理由のためにSANOCチームは第19回オリンピアー

ドの大会に参加すべきでないという合意が得られたように思われる。 
 2．IOCの緊急総会は望ましくない、もし行えば激しい敵意に満ちた議論に終わるだけであろう。 
 3．オリンピック大会を救うために直ちに決定がなされなければならない。そしてその決定は理事

会ではなくIOCによってのみ行うことができる。” 
 
 理事会はIOC委員に対する電報による投票のための以下の決議文を送ることに同意ができるま
でに、更に二日間、行ったり来たりの議論をした： 
「この会議において理事会が受け取った国際的風潮に関する全ての情報に鑑み、理事会

は、南アフリカチームが第19回オリンピアードの大会に参加することは、最も賢明でないと
いう意見に全会一致を見た―それゆえ理事会は、この大会への招待を撤回するという全

会一致の提案を是認されるよう強く勧告する（ストップ）。この電報による投票は規則20に
よるものである。CIOローザンヌに直ちに返電されたい。」  
 

 ブランデージは記者会見をして、理事会が意見の一致にたどり着けたのは、安全の面に関して
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だけであったと述べた。世界中の一触即発の政治情勢を見れば、南アフリカの参加は本当に危

険だと言うことである。 
 
 SANOC会長はIOCの“不法な、道徳に反する”決定に激しく抗議した。 
 しかし、IOC委員の過半数はこの決議に賛成した。賛成４７、反対１６、棄権８であった。 
 
 ブランデージにとっては、この結果は敗北であった。 
 もう一度、彼は政治に押し切られた。しぶしぶ、彼はあきらめた。 
 「政治勢力の発言力はわれわれより強いと言うことだ。」 
 IOCは政治的おどしに弱みを見せるようになった。 
 
 メキシコ人たちはホット息をついた。彼らのオリンピックは救われたのである。 
 しかし、主催者はすぐに次の心配事に直面しなければならなかった。 
 世界中の至るところで、暴力的な騒乱が起きていた。 
 この反乱は60年代初め、アメリカでの学生の抗議運動として始まった。そして世界のほかの場所
に次第に広がり、その間、ますます政治的な色彩を強めるようになってきた。 
 デモ参加者は根本的な社会変革を要求し始めた。 
 メキシコシティーもこの抗議の波に洗われた。オリンピック大会開会のほんの数日前、政府軍と

デモをする学生との間に衝突があり、“Plaza de las Tres Culturas”(三つの文化の広場)は血に染ま
った。公式筋によれば26人、目撃者によれば数百人が銃火に倒れた。 
 
 ロバート・F. ケネディー、マーチン・ルーサー・キングJr の暗殺、ベトナムでのテト攻勢に続いて
アメリカでは人種差別、戦争、体制に対する抗議の大波が急速に高まった。 
 コロンビア大学の学生、ワシントンのデモ参加者たちは不満を暴力に訴えた。 
 
 1967年には、アフリカ系アメリカ人選手たちは、オリンピックボイコットはアメリカにおける人種差
別と、南アフリカあるいはローデシアのオリンピック参加反対に向けられたものだと考えていた。 
 アフリカ系アメリカ人社会学者、ハリー・エドワーズのリーダーシップの下に選手たちは“人権のた

めのオリンピックプロジェクト”をつくた。 
 IOCの態度に照らして、ボイコットのプランは捨てられた。 
 しかしスプリンターのトミー・スミスとジョン・カルロスは、彼らのスポーツでの成功によって与えられ

た機会を、アフリカ系アメリカ人のブラックパワー運動に対する共感を世界に示すために使った。 
 星をちりばめた国旗が掲げられ、アメリカ国家が演奏されたときに、彼らは表彰台に立って黒い

手袋をはめたこぶしを突き上げた。これは“ブラックパワー”に彼らが属していることの象徴であっ

た。 
 このデモンストレーションのあと二人の選手は直ちにアメリカに送り返された。そしてUSOCは、チ
ームの中に“そのような未熟な態度の、オリンピックの原則に対する尊敬を欠いた選手”を入れて

いたことに対して非難された。 
 
 メキシコシティーでの大会の後でも南アフリカ問題はIOCを悩まし続けた。 
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 1969年、南アフリカスポーツ連盟はオール白人南アフリカ大会をブレームフォンテンで開催した。
1年の後、非白人のために同じ大会が開かれた。 
 南アフリカ郵政省はこの二つの大会を記念してオリンピックリングを付けた切手を発行した。 
 オリンピックシンボルはポスターやバッヂにも使われた。 
 このオリンピックエンブレムの悪用についてSANROCから通報を受けて、理事会は1969年3月の
会議で、SANOCに対し、オリンピックの理想に反する大会にこのシンボルを使ったことを非難する
電報を打つことを決めた。 
 
 1969年10月IOC理事会とNOCの代表との会議で、アフリカのNOCはSANOCを直ちに追放し、
IOCの管轄の下に行はれるイベントにその代表が参加できないようにすることを要求した。 
 この会議の前に、あらかじめ理事会は以下の決定をしていた： 
“１．南アフリカNOC追放に賛成するアフリカのNOCの代表は、SANOCに対する告発と証拠のリス

トを作成しなければならない。 
2．決定はワルシャワの総会でIOCによって、アムステルダムまで延期された。 
決定は、近づく第20回オリンピアードの大会を前にそこで下されなければならない。” 

 
 この決定のあと初めて、南アフリカの二人の代表が発言の機会を与えられた。 
 そこではいつもの議論が繰り返された。SANOCはオリンピックの規則に従って行動しており、そ
の追放は非白人、白人選手双方の権利を同じように侵害する、不当な措置となるであろうと主張さ

れた。 
 
 アムステルダムは、南アフリカにとって長い道の終わりを意味した。  
 1971年オランダでのIOC総会で、アフリカ人たちはSANOCに対する8つの告発のリストを提出し
た。 
 これらの告発を基礎に彼らは、南アフリカ委員会はオリンピック憲章の規則1、24、25、の継続し
た違反を理由に、オリンピックムーブメントから追放さるべきである、と結論した。 
 
 これに対して南アフリカのIOC委員は、アフリカ人たちの告発に反論し、IOCを攻撃した。 
 そしてブランデージに対し、これらの誹謗中傷が投票の結果に及ぼす役割は想像つかないこと

ではなかったという意見を、後で述べてくれるようにと迫った。 
 投票の結果は極めて接近したものであった：追放賛成が35票、反対が28票、3人のIOC委員が
棄権した。 
  
 1972年初め、札幌で開かれたIOC理事会で、南アフリカのオリンピックファミリーへの復帰を許さ
れたいという願いは同情を誘って発言が許された。理事会は、直ちに追放するのではなく資格の

一時停止に代えることを提案した。しかしIOC総会はこの提案を拒否した。 
 
 IOCの中の力のバランスは変化していた。 
 アフリカの国々の力は大きくなっていた。アフリカのIOC委員の数は少なく、1969年に一人、1971
年にもう一人増えたに過ぎなかったが、非植民地化の過程で著しく数の増えたこれらの国々の世
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界的な政治的影響力は着実に増大していた。 
 この傾向は国際連合のような、他の国際組織で特に顕著であった。 
 彼らのスポーツ政策で圧力をかける能力もまた大きくなっていた。 
 彼らは彼ら自身で、アフリカスポーツ最高評議会を結成した。そして少なくとも南アフリカに関す

る問題では団結力を示した。 
 また新しく設立されたNOCが、PGA（NOC常任総会）のなかで多数を占め、その影響力はIOCの
なかで着実に大きくなっていた。 
 そしてメキシコシティー大会でアフリカ人ランナーが好成績をあげて以来、彼らはスポーツにお

ける一つの勢力として認められるようになった。 
 1970年代初期に、東西対立にデタントが始まって以来、IOC内部の東と西の間を分かつ線もま
たぼやけはじめた。 
 もはや東のブロックに対して、西側が主義の問題として反対投票をするというようなことはなくなっ

ていた。そのようなことがありとすれば、“第三世界”に反対する投票であった。 
 その際、東のブロックは、同盟者を増やそうとして熱心に彼らに味方した。 
 またそうした傾向の中で、イタリア、スウェーデン、南アメリカの委員たちも、わりに気楽にブラック

アフリカの側にたった。 
 ブランデージの時代は終わりに近づいていたが、SANOCにとってそれは、最も影響力の強い支
持者の一人を失うことを意味した。 
 ブランデージは、スポーツは政治から独立してあるべきだという観念にとらわれて、現実の世界

ではスポーツと政治が常に絡み合っていて分離できないものであることを見ようとしなかったので

ある。 
 
2.3.2.2. ローデシア問題

 南ローデシアは1923年以来、イギリスの直轄植民地であった。  
 19世紀の終わりにかけて、イギリス人植民者がこの地域を所有しはじめていた。マタベレ地方に
ある金鉱を採掘したイギリス南アフリカ会社の後を追ってやってきたのである。 
 
 南アフリカと同じように非白人の権利はすぐに法の力によって厳しく制限された。差別の根拠は

1937年の“土地指定法”であった。この法律によってアフリカ人は保護区を割り当てられた。 
 1950年代に多くのアフリカ諸国で起こった独立運動の潮流の圧力の下に、政府は国内の政治
的不安定の機先を制するために、人種差別政策をあるていど緩めざるを得なかった。 
 たとえば1962年以降、アフリカ人は白人と共に公共の水泳場を使うことが許された。 
 60年代半ばに英国の側にも、植民地の独立を許す動きがあらわれた。 
 しかし独立は、非白人多数の支配と差別の廃止の可能性を条件とした。 
 当時権力の座にあった“ローデシア戦線”はしかし、これらの条件に同意せず、1965年11月11日
“一方的独立宣言”をした。それは当面の少数者支配の現状を確保するものであった。 
 国際連合総会は圧倒的多数でこの行動を非難した。1966年には国連安全保障理事会はロー
デシアに貿易制裁を科した。 
 しかし多くの国々、なかんずく南アフリカはこの決議に従わず、制裁は効果を上げなかった。 
 1970年の憲法、これは共和国が人種差別を悪化させたと非難されたが、アフリカ人によって占め
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られる議席の数が制限され、非白人の議席は65のうちたった8つになった。 
 
 人種差別のスポーツへの影響は間接的なものであった。人種の混じったクラブやスポーツのチ

ームは許されていた。その結果、隣国の南アフリカと違ってローデシア人は人種の混じったオリン

ピック予選に参加することができた。 
 IAAF調査委員会は、1971年に、ローデシアは南アフリカと違ってスポーツにおける人種差別は
ないと報告した。 
 それにもかかわらず、フットボールとネットボールを除いてすべてのスポーツは、はっきり白人た

ちの手の内にあった。国はほとんど排他的に白人たちのスポーツの機会を支援した。 
 学校スポーツでは人種差別の原則があらわであった。子供たちをスポーツへ導く学校の役割は

非白人にとっては限られたものであった。 
 厳しい学校政策は、非白人の子供たちが3年以上の教育を受けることを極めて稀にしていた。そ
のためスポーツにおける平等の機会について語ることは、不可能であった。 
 メキシコシティーのオリンピック大会に参加したチームのなかで14人の白人に対して非白人はわ
ずかに2人であった。人口比率では非白人が96％であったが、チームの中では白人がほとんど
90％（87.5）であった。 
 
 1967年11月、メキシコの組織委員会はローデシアNOCを大会に招いたが、結局彼らは競技する
ことができなかった。 
 1968年5月、国連安全保障理事会はすべての国連加盟国は、ローデシアのパスポートを持つ者
の入国を拒否すべしと決定した。 
 そのためメキシコ組織委員会はIOCに対して、こうした情勢ではローデシアの参加は不可能であ
ると通告した。 
 ブランデージは怒って、すでに他のことで非常に困難な問題が起こっているのだと指摘した。 
彼はローデシア問題が起きることによって、南アフリカの紛争がさらに燃え上がることを望まなかっ

たのである。彼の意見ではローデシア問題は純粋に政治的事件であった。 
 IOCとアフリカ諸国は、南アフリカに気をとられていたのでローデシア問題は些細なものにしか映
らなかった。 
 しかしメキシコ組織委員会には、ローデシアの参加はオリンピックをさらに危険に陥れると感じら

れたので、国連決議を盾に取った。 
 巧妙な遅延戦術を採用して、組織委員会はオリンピックIDカードの発行を延期し、大きな騒ぎを
引き起こすことなくローデシアを大会から締め出した。 
 その時ブランデージには、ローデシアは自発的に入国を控えているのだと通知された。 
 メキシコ組織委員会にとっても、IOCにとっても、この事件を公にすることは利益にならなかった。
双方とも、アパルトヘイト問題にさらなる躓きの石を置きたくはなかったのである。 
 メキシコシティーでのIOC総会では、ローデシアは問題にならなかった。 
 
 ローデシアは、1969年のドゥブロヴニクにおけるIOC理事会とNOC代表団の会議で、初めて、南
アフリカ問題と一緒に論じられた。 
 そこでエジプトNOCの代表が、南アフリカとローデシアの代表団の追放を要求した。 
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 ブランデージはこの両国を並列に扱うことに当惑した、彼はこの二つは基本的に別の問題であ

ると考えていたのである。 
 ドゥブロヴニクの総会の二日前に、アフリカ諸国のNOCはローデシアNOC代表団の国籍を調査
する決議を行っていた。そしてローデシアにおいてオリンピック憲章が守られているかどうかを調

べる調査委員会の結成を決議していた。その要求は次のように書かれていた： 
“―IOCによる第7項の解釈が次のように規定しているのを考慮して： 
  ‘以下のような地域におけるオリンピック委員会の承認： 

1） は、政治的な承認を意味しない、なぜならこれは国際オリンピック委員会の権限
外のことだからである； 

2） は、その地域が安定した政府を適当な期間持っていることによる。’ 
―国際的にその国によって発行されたパスポートとビザが無効であるために、ローデシアが世界

の他の国々と国際スポーツ関係を維持することが不可能であることを考慮して； 
―ローデシアではスポーツにおける人種差別が確立されていることを考慮して。“ 
 
 南アフリカ問題を改めて念頭に置いて、今回は国際法に基づく正当化があるので、アフリカ人た

ちはローデシアを追放するより大きなチャンスがあると考えた。これまでは、ローデシアに関しては

南アフリカと違って人種の混じった予選競技会を開いているので、人種差別の証拠を集めるのが

難しかったのである。 
 しかしアフリカ人たちにとっては、ローデシア政府の人種政策こそが問題だった。 
 
 1970年5月のアムステルダムにおけるIOC総会で、ローデシア問題が議題に上った。 
 
 しかし、エクゼターからIOCはスポーツにおける差別にのみ関心があるのだ、という意見が出され
ると議論はすぐ終わってしまった。 
 アフリカのNOCの代表たちが驚いたことに、次の日、彼らはローデシア問題は解決されたと新聞
で読むことになった。ジャーナリストたちが、議論がすぐ打ち切られたことを誤って解釈したのであ

る。問題は単に次回に先送りされたのであった。 
 次の年、この問題はルクセンブルグのIOC総会で再び議論された。 
 会長は状況を要約し、35ヵ国のNOCからIOCに宛て、ローデシアにおけるスポーツの状況を調
査してほしいと要求する手紙を受け取っている、と委員たちに報告した。 
 彼の知るところではローデシアのNOCはオリンピックの規則に適合している。 
国籍の問題については、ローデシアの選手はオリンピックIDカードもしくはイギリスのパスポートで
旅行することができると指摘した。 
 アフリカ人委員の、ローデシアは国際法で承認されていないとう異議申し立て対しては、ブラン

デージは、国内オリンピック委員会がオリンピック規則に従っている限り、IOCはその政府には関
心がないと述べることによって反論した。 
 
 アフリカのスポーツの代表たちとの何回かの議論の末、ブランデージは、ローデシアが1964年の
東京と同じの旗と国歌の下にミュンヘン大会に参加を許されるということで、彼らをなんとか説得す

ることができた。 
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 アフリカ人とソビエトのIOC委員、アンドリアノフによって要求された調査委員会は大会の後まで
仕事を行わないことになった。以下の決定がなされた： 
“ローデシアの選手は、東京大会に参加したときと同じ旗と国歌の下に、ミュンヘンで競技すること

ができる。この問題はミュンヘン大会の後に再考される。” 
 
 アフリカ人たちは、ローデシアがミュンヘンのスタジアムで植民地主義のシンボルの下に行進す

ることを拒否するであろう、と期待した。 
 しかし彼らは間違っていた。最初、ソウルズベリーの政府はこの決定を受け入れがたいとするよう

に見えた。しかしローデシアの最初の拒絶は、アフリカ人たちを安心させようとする戦術的な動き

であったのであろう。 
 ほとんどすべての世界から孤立しているローデシア人たちは、国際舞台に現れるこの機会を見

逃そうとはしなかった。 
 1972年8月、大会開会の直前にローデシアNOC会長、プラスキッドは、彼のチームは必要ならロ
シア国旗あるいはボーイスカウトの旗の下にでも行進すると宣言した。 
何故なら、そうしても、彼らはローデシア人であり、誰でもそれを知っているのだから。 
 
 アフリカの国々は、彼らが見当違いをしていたことに気が付いた。 
 ドイツ人主催者たちは、最初のボイコットの脅しが聞こえてくるに及んで、水平線上に黒雲が湧き

上がってくるのを感じた。 
 
 ドイツNOC会長、ウイリー・ダウメは、初めにブランデージとローデシアNOC会長と電話で話し、
そのあとアフリカスポーツ最高評議会の代表、ガンガとカソンカと長時間議論した末、以下のような

結論に至った： 
“アフリカスポーツ最高評議会の代表はミュンヘンにおいて組織委員会から以下の保証を得た： 
1.  南ローデシアは第20回オリンピアードにイギリス植民地時代の条件、すなわち1964年の東京

大会と同じ条件、の下に参加することに同意した。 
2.  南ローデシアは1964年と同じ旗の下に競技する。すなわちユニオンジャックとロイヤルブルー

の地の上に南ローデシアの盾の紋章を付けたものである。 
3.  イギリスの国歌‘ゴッドセイヴザクイーン’が演奏される。 
4.  IDカードは国籍の欄に‘イギリス臣民’と記入される。 
5.  ブランデージ会長は電話でダウメ会長に、国籍の確認は公式記録を参照し、IOCまたは国際

競技連盟または組織委員会によって行はれる、と確認した。 
ブランデージ会長はIOCを代表し、ダウメ会長は組織委員会を代表して、これら5つの点に同意し
受け入れた。アフリカスポーツ最高評議会の代表はこの議論の結論に満足の意を表明する。” 
  
 最初の4つの条件はIOCのアムステルダム決議と同じである、しかし第5の点は、新しいものであ
った。 
 公式には、南アフリカの選手がローデシア選手として競技することを防ぐためであったがしかし、

実際には、ローデシア人にとって耐え難い障害となることを期待したものであった。 
 アフリカでは、SCSA代表は非難と抗議で迎えられた。そこでは、イギリスが好意的に、ローデシ
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アチームにイギリスパスポートを発行するであろうと広く信じられていたのである。 
 アフリカの国々のローデシア参加反対をボイコットによって示そうとする決意は次第に確固とした

ものになり、8月半ばまでにおよそ10か国が、大会ボイコットの意志をはっきりと声明していた。 
 
 何日か続いたミュンヘンでの理事会で、ローデシア問題は長時間議論された。 
 1月18日、会議第1日目の討論開始にあたってブランデージは状況について報告し、理事会が
NOCと共に、アフリカの国々の政府のスポーツに対する政治的影響力の蒸し返しを非難する決議
をするよう勧告した。 
 彼は、ボイコットを示唆するNOCはオリンピックムーブメントに対する脅威であるとして、それらの
NOCに対するいかなる譲歩の可能性も拒否した。 
 そうではなくて、アフリカのNOCは、それぞれの政府が大会ボイコットの考えを捨てるよう説得を
試みるべきであると考えていたのである。 
 ブランデージは現在のところ14あるいは15の国が、もしローデシアが参加すれば参加をやめると
脅しをかけていると発表した。 
 ブランデージは、スポーツにおける政治の干渉を排除するために、IOCはそれらのNOCを支える
義務があるという意見であった。 
 
 次の日、理事会がこの議論を続けるために集まった時には、ムードはすでにあまり楽天的ではな

くなっていた。 
 アデモラは、アフリカ統一機構の事務総長が、すべてのアフリカの国に対しミュンヘン大会ボイコ

ットを呼びかけたと報告した。 
 
 アフリカの代表とダウメが交渉した解決策がひとたび公になると（上記参照）、3日目の議論はロ
ーデシア人がイギリス市民であるかどうか、という問題に集中した。 
 ブランデージはダウメによって交渉された解決案に電話で同意していたが、第5の点、国籍の確
認を実際にどうやって行うべきかについては、何の考えも持っていなかった。 
 理事会は、イギリス市民権の問題をエクゼター侯爵が詳細を明かにすることと、次の日、ローデ

シアチームの団長とウイリー・ダウメを、ローデシア人のIDカードについて調べるために呼ぶことを
決めた。 
 
 エクゼターの調査に基づいて、8月21日、イギリス政府は依然としてローデシアを植民地であると
みなしており、それ故にローデシア人は‘イギリス臣民’であることが確かめられた。 
 このことは、ローデシア代表、プラスキットによって、ローデシア選手は“ローデシア市民”である

が“イギリス臣民”であると確認された。 
 この議論の後、ウイリー・ダウメは審問を受けた。彼はアフリカスポーツ最高評議会の事務総長、

ガンガとの交渉について短い報告をし、アフリカチームの参加に関しては彼自身の極めて悲観的

な見方を述べた。 
 彼は、もしローデシアが参加すれば、全てのアフリカのNOC、多くのアフリカ系アメリカ人選手、
いくつかの南アメリカチーム、インド、パキスタンが大会参加を拒否するだろうと確信していた。   
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 ドイツ連邦のNOC会長の後、アフリカNOCの代表が意見を述べた。彼はアムステルダム協定に
言及し、国籍の問題に固執した。ジャン‐クロード・ガンガは、誰も力によって人に国籍を押し付け

ることはできないという意見を述べた。 
 ローデシア人はオリンピックの旗の下にたたかうという妥協案は、アフリカスポーツ最高評議会議

長、アブラハム･オーディアによって、規則違反であるという理由で拒否された。 
 理事会は朝の会議の終わりに、ついに、IOC総会でアフリカ人の主張を取り上げ問題を議論す
ると決定した。 
 議論は午後も続いた。その間、IOCに対する政治的圧力は非常に大きくなっていった。 
 その時、OAU（アフリカ統一機構）の当時の総会議長、モロッコのキングハッサン二世が、この人
は一般的に穏健な政治的立場で知られていたが、以下のテレックスを打ってきた： 
「大会開会の数日前に、良きスポーツマンシップをもってオリンピック大会に参加しようとしているア

フリカ41カ国の願いにもかかわらず、残念ながらわれわれは、不法なローデシア政権に関する
OAUの度重なる非難にもかかわらずこの大会にローデシアを参加させようとするIOCの決定が変
えられないならば、ミュンヘンの祭典から撤退すると言うアフリカの国々の立場を伝えなければなら

ないと感じます。 
 アフリカがそのような立場をとらねばならないことを遺憾に思いつつも、IOCがオリンピック大会の
普遍性に対して負っている責任に、あなた方の注意を喚起するばかりです。 
すべてのアフリカ諸国が撤退した場合のことをお考えください。さらに、OAUはすでにいくつかの
非アフリカ諸国からの確約を受け取っているのですが、われわれがミュンヘンに参加しないならば、

それらの国々は我が大陸に連帯するというのです。」 
 
 アフリカの脅しは明白であった。ウイリー･ダウメはまた、東側ブロックの国々もアフリカとの連帯を

示すため、チームを引き上げようとしていると聞いていた。 
 さらに、国連安保理事会はローデシアの参加を議論し、ダウメにテレックスを送って国連決議に

注意を喚起していた。 
 ドイツ連邦政府もこれらの決定について念を押されていたが、ウイリー・ブラント首相は、オリンピ

ック期間中はオリンピックの法が国際法に優先すると保証していた。 
 
 再び、IOCは強い政治的圧力の下にあることを感じないわけにはいかなかった。 
 ブランデージは譲歩し、次のような解決策を提示した：ローデシアNOCは合意の全ての点に従っ
たと報告されねばならない。そして総会での投票の際、IOCはそれを支持する。 
 ブランデージの目には、状況は非常に悪く、オリンピックムーブメントそのものの将来がかかって

いると見えた。 
 最後の頼みの綱として、彼はローデシアが自分たちの参加意志を思いとどまってくれることに期

待をかけていた。ブランデージがローデシアの代表に自発的撤退を勧めるために会うことが決定

された。 
 
 次の日、ローデシアの代表は再び発言の機会を与えられ、理事会の審議について告げられた。 
 ローデシア人たちは、もしIOCが政治的圧力に屈するならばまことに残念なことに思うと言った。
大会からの自発的な引き上げという、IOCと組織委員会にとって大きな救いとなる申し出は得られ
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なかった。 
 IOC総会が決定をしなければならないということになるだろう。 
 
 ミュンヘンにIOC委員たちが集まる前、ブランデージは大会からの引き上げの脅しは政府から来
ているものであり、これはスポーツへの政治の介入であると宣言していた。 
 彼は、そのような場合、当該NOCは政治の影響下にあると言う理由で承認を取り消されるかもし
れないと警告していた。 
 その間に、２１のNOCがドイツ連邦のNOC会長に接触し、もしローデシアチームが競技するなら
大会をボイコットすると警告してきていた。 
 エクゼター侯爵は問題解決には二つの道しかないと考えた：ローデシアが参加し、アフリカ諸国

がボイコットする。これは参加国数の２４％にあたるが、みな比較的小さなチームである； 
或いはIOCが政治的圧力に屈する。 
 しかしそうすれば、オリンピックムーブメントの失墜を意味するだろう。 
 これに続く議論のなかで、アフリカの代表とローデシアの代表が発言を許されたが、問題の中心

は国籍であった。 
 アフリカ人がオリンピックIDカードは国籍を証明するのに充分ではないと主張したのに対し、一
方の側は、このカードは主催国に入るために必要とされる唯一の書類だと述べ立てた。 
 
 IOC会長が意見を述べた。IOCはこの書類の承認をうるために25年にわたって闘ってきた。その
闘いの後に、今、それを尊重することをやめることはできない。 
 委員の投票にすすむ前に、彼は再び議論の状況を次のようにまとめた： 
「･･･すべての国籍問題が解決されたとしても、ローデシアが参加すればアフリカ人たちは引き上

げるであろう。総会はローデシアを支持するか、アフリカを支持するか決めなければならない。しか

し前者支持を決めれば、ミュンヘン大会は多分駄目になるだろう。 
 もし後者の解決策（アフリカのNOCs）を受け入れれば、政治的脅しに屈したと非難されるだろう。
もし総会がローデシアを支持するならば［･･･］ローデシア人たちはスポーツマンらしい態度で自発

的に参加を取り消すであろう。そして全ての人の面目が立つであろう。」 
 
 投票の結果は接近したものであった。ローデシア参加賛成が３１票、しかし反対が３４票あった。

三人のIOC委員が棄権した。 
 ブランデージにとってはこれは大きな打撃であった。彼は「心臓を一撃された」。 
 彼は、イスラエルチームに加えられた血塗られたテロ攻撃の犠牲者のための追悼スピーチで、 
ローデシア事件の政治的脅しをテロリストによる脅迫と同列に置くことまでした。 
 この比較は余りに誇張されたものと云えるのは確かだが、このIOC総会の決定のあとのIOC会長
の気持ちをおのずから告げるものではある。 
 「この20年間で初めて、IOCは私の勧告に従わなかった。」と数週間後に、彼はローデシアのスミ
ス首相に書いている。 
 彼は、IOC委員たちの側からの信頼の欠如を、会長職を辞すべきサインとみた。 
 
 偉大な理想主義者の時代は終わろうとしていた。 
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 彼のスポーツに対する政治の干渉との戦いが、これ以上にはっきりと敗北を示す機会はなかっ

たであろう。 
 しかし、彼はおそらく勝利者と看做されるのであろう。なぜなら、彼は成功したのであるから 
“国際社会に対して、大衆世論を操作する者たちの無原則な影響力に対抗して、原則に根を下ろ

した政治的、道徳的行動に基づいた態度の一貫性を示し、この広告が支配する世界の中では極

めてまれな、稀ではあるが有益で、希望に満ちたひとつの思想の自己主張を示すことに。”1 
 
 彼は政治的現実に対するアプローチにおける近視眼的態度を非難された。 
 しかし、彼の道徳的立場の一貫性は、彼と意見を異にする者の間にも、尊敬の念を引き起こさず

にはおかないのである。 
 
2.3.3. 独立の動き

 

2.3.3.1. 非同盟諸国

 第2次世界大戦後のヨーロッパ植民地帝国の崩壊と、東西二大勢力の対立のなかから新しい政
治現象、非同盟主義が出現した。 
大戦のあと多くの植民地が武力闘争あるいは交渉によって独立を獲得した。 
 これらの若い国々は、新しく獲得した自由を誇りにしていたが、すぐに東と西のブロックからいわ

ば言い寄られていることに気が付いた。その二つのブロックが国内問題に介入しようとする企ては、

彼らの独立性を脅かすことになった。 
 植民地支配のくびきから解放されて、彼らは独立性を追求することに熱心であり、二大パワーブ

ロックの後見から自由な、自分たちの自発的な外交政策を追求しようとした。 
 
 この“代案としての非同盟”の指導力はインドのジャワハルラル・ネルーであった。 
 インドは世界の政治舞台で、その国土と人口にふさわしい役割を演じたいと欲していた。 
 他の独立した国々と共に“積極的な中立主義”政策によって第三勢力を形作ろうと願っていた。

それは二つのブロックの間の緊張を和らげるはずであった。 
 ヨーロッパにおいて、ネルーは彼の中立政策の支持者をユーゴスラビアの指導者、チトー元帥

に見出した。チトーはソビエト連邦の覇権の野望に抵抗しようとしていた。 
 非同盟運動のもう一人の指導者は、エジプトのガマル・アブデル・ナセル大統領であった。 
彼の立場は平和主義者のネルーとは異なっていた。エジプトの大佐は、もし必要なら近東アフリカ

および北アフリカの独立を守るためには、喜んで武力を使うつもりであった。 
 その地域で、彼はフランスとイギリスの植民地支配の最後の残りかすに対する闘争で、指導的役

割を果たさなければならなかったのである。 
 スエズ危機で、彼は軍事的には敗者であったが、西欧勢力が国際的圧力の下に運河を手放さ

なければならなくなった時に、大きな政治的成功をかちとった。 
 汎アラブ主義を奉ずるナセルにとって、イスラエルは肌に刺さったトゲであった。 

                                                        
1出典：Schelsky, H.（1973）Friede auf Zeit. Die Zukunft der Olympischen Spiele. Osnabrück: 

Verlag A. Fromm, p.79. 
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 1948年イギリス軍がパレスチナを去った後、ベン・グリオンによって独立を宣言されたイスラエル
国家は、それ以来厳しい紛争のもとであった。 
 
 大戦のあとサハラ以南のアフリカでは、非植民地化は、最初はゆっくりと進んだ。 
 1957年、ガーナが独立を勝ち取った最初のブラックアフリカの国となった。 
 三年の後、一ダース以上のブラックアフリカの国々が政治的自治を獲得した。 
 
 1955年、アフリカ‐アジア連帯の動きが独立運動に新しい力を与えた。 
 ネルーは、アフリカとアジアの独立した国々をインドネシアのバンドンの会議に招いた。 
 この会議のホストはインドネシアのスカルノ大統領であった。 
 6つのアフリカの国と23のアジアの国がこの会議への招待を受け入れた。 
 この会議は、これらの国々の間の平和共存政策の基礎を置き、非植民地化の促進を呼びかけ

た。 
 
 一年の後、ネルー、ナセル、チトーはユーゴスラビアで会い、非同盟の共同宣言を出した。 
 1961年のベオグラードでの第一回非同盟会議の後、これらの国々は国際政治の中で東西世界
と並ぶ第三の勢力として行動できる“第三世界”を形成することができるかに見えた。 
 南アメリカからのオブザーバーの存在は、非同盟グループへのアメリカ大陸からの最初の参加を

印すものであった。 
 
 しかし非同盟そのものは、発展政策の困難を解決する道具としては十分でないことがすぐに明ら

かになった。 
 イデオロギーや国益がグループの連帯を腐食し、“第三世界”内部の緊張を高めた。 
 この傾向は、1964年にカイロで開かれた第二回非同盟諸国会議ですでに明らかであった。 
 
2.3.3.2. 地域大会

 この新しい政治的バランスオブパワーは、国際スポーツとオリンピックムーブメントに衝撃を与え

ずにはおかなかった。 
 新興諸国は国際スポーツ競技会に参加することに熱心であった。 
 これらの競技会のうち、最も地位の高いのはもちろんオリンピック大会であった。 
オリンピックは、競技する国々のイメージを世界に高める素晴らしい機会を提供した。 
 IOCによる承認は若い国の自信を高めた、これに勝るものは国際連合による承認だけであった。 
 
 しかしこれらの新興国は経済や社会的な問題を抱えており、スポーツの分野での発展は、先進

工業国のそれに大きく後れをとっていた。 
 こうした環境の下で、彼らがオリンピック大会に参加できる可能性はごく限られていた。 
 ましてや、この世界最大のスポーツと文化のイベントを開催することなど、全く考えられないことで

あった。 
 
 しかし地域大会は、クーベルタンはこれをオリンピズムの“幼稚園”と呼んでいたが、これらの若
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い国々に、参加と開催の両方の経験を得る機会を提供した。 
 
 IOCの後援の下に行われた最初の地域大会は、1921年、上海における第5回極東大会であった。
1年後、リオデジャネイロでのラテンアメリカ大会が続いた。 
 最初のアフリカ大会は、1926年にアルジェーで開催が予定されていた。しかしそれは実現しなか
った。第2回は、1927年、アレキサンドリアを会場として計画された。しかし2年後の1929年に延期さ
れた。この計画も最後の瞬間に挫折した。“イギリスの政治的な行動、それにはフランスも同調した”

結果であった。 
 最初に計画された日から40年後、オールアフリカ大会の夢はついに実現した。 
 1965年に、“第1回アフリカ大会”はIOCの後援の下にブラザビルで開催された。 
 27のアフリカの国のチームが参加した、この大会のモット―は： 
“自由なアフリカのためのアフリカ大会、アフリカ大会のための自由なアフリカ、大会のための、そ

して自由なアフリカのための団結” 
 
 この大会に参加したアヴェベリー・ブランデージはこのモットーを取り上げ、コンゴ大統領、マセン

バ デバに、アフリカの団結のために、他のどこでよりも多くのことがスポーツの競技場で達成され

るであろうと言った。 
 ブランデージはこの大会の組織と彼らのオリンピック精神に感銘を受けた。 
 彼は特に、スポーツがコンゴの二つの地域の敵対する兄弟を一つにしたのを見て喜んだ。 
 その当時のレオポルドビル（今のキンシャサ）はブラザビルと厳しい緊張関係にあったが、河を越

えてブラザビルへ選手団を送ったのであった。 
 
 第2回目のアフリカ大会は、1969年にバマコで開催が予定されていた。 
 しかし新しいマリ共和国の政府は、経済的理由で大会開催から手を引かざるをえなかった。 
 直前の通知だったので、代わりの会場を見つけるのは不可能であった。 
 第3回アフリカ大会は1972年ラゴスで開催されるはずであったがここでも問題があった。 
少し遅れて、1973年、ナイジェリアの首都で、アフリカ人たちはついに彼らの第2回大会を祝った。 
 
 しかし、この種の大会のすべてがIOCの全面的な賛同を得ていたわけではなかった。 
アヴェリー・ブランデージの会長の任期の最初の頃に、IOCはすでに地域大会に伴う政治的問題
に直面していた。 
 これらの大会は非常に増えてきて、IOCはこの動きを何らかの規律ある方向に導かなければなら
ないと感じていた。 
 その結果、ブランデージが会長になる1年前、1951年のウィーンでの総会で、IOCは“地域大会
の規則を研究する委員会”を作った。 
 1年前、理事会は地域大会の開催を援助する委員会を作っていた。 
 1952年、ヘルシンキの総会でこの委員会は地域大会の規則の草案を提出した。 
 そうした大会の主催者は、“国際オリンピック委員会の後援を得るため、そしてオリンピックの旗を

掲揚する許しを得るために”これらの規則に従わなければならない。 
 提案された規則の目的は、これらの大会がオリンピック精神を維持し強めるとともに、その大会が
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時期や式典の点でオリンピック大会と同じものと見なされたり、間違えられたりしないようにするた

めであった。 
 この提案の議論の間に、フランスのIOC委員、ピエトリは、どんなに注意深くしても、そうした大会
の急速な拡大は、もしIOCがあまりにコントロールを強めようとすれば、紛争の種とならずにおかな
いであろう、と指摘した。 
 ブランデージもまたその危険を感じていたが、IOCに出来ることは限られていて、影響力に限界
があるにしても、彼の意見では、オリンピックエンブレムを守ることこそその役割であった。 
 彼にとってIOCの目的は、オリンピックムーブメントの利益を護ることであった。 
  
 IOCはこのテキストを理事会に回し、理事会はひとつの条文を追加し、当該地域のIOC委員と国
際競技連盟の代表に、主催者によって認められる委員会を作る可能性を与える最終案を用意す

ることになった。 
 聖火の使用は禁じられた。これはラテンアメリカ大会に関連して大いに問題になっていた。 
 
 ブランデージがIOC会長になって最初に深刻な問題となったのは地中海大会であった。 
 地中海に国境を接する全ての国を集めたこの大会のアイデアは1948年、最初エジプトのIOC委
員、モハメッド・タヘール・パシャによって出された。 
 第一回大会は1951年、アレキサンドリアで開催された。ここでは第一回アフリカ大会が開催され
る筈であった。 
 第一回大会はイスラエルの参加なしに開催された。イスラエルの海岸は100キロ以上も地中海の
波に洗われていたのだが。 
 イスラエルNOCは1950年のIOC総会でメンバーとしての承認を要請したが決定は延期された。
IOCはこうして、イスラエルとの戦時体制にあったアラブの主催者にイスラエル選手を招かない理
想的な口実を与えた。 
 
 第二回地中海大会は1955年、バルセロナで開かれた。 
 主催者はアラブ世界からの圧力でイスラエル招待を取り下げた。 
 イスラエルNOCはこの間に、1952年、IOCの承認を得ており、四年前にエジプトが利用した口実
はもはや有効ではなかった。 
 それにもかかわらず、スペインの主催者は口実に困らなかった。イスラエルは大会設立者の仲間

に入っていなかったので参加資格はないという議論をしたのである。 
 イスラエルは何回もIOCに抗議し、1955年のパリでのIOC総会でこの問題は取り上げられた。 
 ブランデージは、たんに状況を説明し、理事会が地中海大会の内部問題には介入しないと決め

たと報告しただけだった。 
 
 第三回地中海大会（1959年）はベイルートに割り当てられていた。 
 ブランデージは、中東の政治情勢からイスラエルの招待は不可能との意見であった。 
 彼は“何故人は歓迎されないところに行きたがる”のか理解できなかった。 
 しかし、IAAF会長、エクゼター侯爵は、もしイスラエルが参加しないならIAAFは陸上競技を公認
しないといって、主催者の手を縛ろうとした。 
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 ところが、レバノン人はうまい抜け道を見つけた。彼らは陸上競技連盟と地中海大会では陸上競

技をやらないことで合意した。そして同時に陸上競技だけのいわゆる“レバノン大会”を開催した。

これには勿論、イスラエルは招待されなかった。 
 
2.3.3.2.1. ガネフォ大会

 1962年、イスラエル問題は一時的に舞台を替えた。 
 この年の夏、第四回アジア大会がインドネシアで開かれた。ここでもイスラエルは除外された。 
 スカルノ政府は、中華人民共和国及びアラブ連盟との関係をそこなわないために、台湾とイスラ

エルのチームに入国ビザを発行しなかったのである。 
 
 インドネシアは1945年8月17日、独立を宣言した。旧植民者、オランダに対する闘争は1949年ま
で続いたが。 
 独立宣言のすぐ後、インドネシアはNOCを設立し、1952年、IOCに公式に承認された。 
 スカルノはスポーツを内政、外交の両面で政治的な道具として使い、インドネシア革命の上でス

ポーツは重要な役割を果たしていた。 
 彼の意見では、スポーツマンはその命をインドネシアの名前、国、社会に捧げるべきであった。 
外交政策では、彼は反西欧であったが、東側ブロックのリードに従うと共に、非同盟運動にも組し

ていた。 
 バンドン会議で、彼はネルー、ナセル、周恩来と並んで非同盟運動の指導者の一人として自ら

を印象付けた。 
 第四回アジア大会を主催することによってスカルノはこの地位を固めようとしたのである。1 
 
 “極東大会”を引き継いだアジア大会は、インドのIOC委員G.D.ソンディの提唱によって、1951年、
デリーで第一回が開かれた。 
 第四回アジア大会の時、彼は“アジア大会連合”の事務局長としてインドネシアに滞在していた

が、危ういところでジャカルタの暴力事件を逃れた。 
 
 1963年2月、IOC会長はジャカルタでアジア大会の際に起きた事件について、理事会に報告し
た。彼は台湾とイスラエルの排除をスポーツへの政治的干渉として非難し、G.D.ソンディ襲撃を遺
憾に思うと述べた。 
 インドのIOC委員は、アジア大会理事会での長い総会でオリンピック規則を守るよう説得し、この
大会をすべてのアジアの国々が招かれていないので“ジャカルタ大会”と呼んだ。 
 しかしそうすることで、このアジア大会の設立者はインドネシア政府の怒りを招いたのであった。 
 インドと、インドネシアのパトロンである中国との国境での衝突は、明らかにこの怒りを激しくした。

貿易相はインドに対する経済制裁を声明し、ソンディが泊まっているホテルは興奮した群衆によっ

て石を投げ込まれた。 
 

                                                        
1 原注：スカルノの独立への願望はアメリカとソ連に大会への財政援助を請う妨げにはならなかっ
た。アメリカは断ったが、ソ連は5千万ルーブルのクレジット供与とスタジアム建設を助けた。 
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 群衆は狙った犠牲者が逃れたのを知ると1、インド大使館に押しかけた。 
 極東でのソンディの冒険について報告を受けた理事会は、5票対1票でインドネシアNOCの無期
限資格停止を決めた。 
 ソビエト連邦のアンドリアノフはこの決定に反対した。彼はほかにも政治的干渉の似たような例は

あったといった。これはGDRの選手に対するビザ発行拒否をあてこすったものであった。 
 
 同じ年の6月、理事会と国際競技連盟の代表との会合でブランデージは、アジア大会で起こった
出来事をスキャンダルであると言って、問題が再び取り上げられる前にインドネシアNOCがまず行
動をとることを待っているのだと言った。 
 しかしインドネシア人は、遺憾の意を示す代わりに攻勢に出た。彼らはIOCを脱退するという電報
を打った。 
 それは“世界のスポーツをアメリカとヨーロッパの影響から救うために再組織する”彼らの意図を

公言するものであった。 
 スカルノは非同盟諸国を代表する政治的スポーツ組織を欲した。 
このアイデアを実現するために“新興勢力の大会”（GANEFO）の設立を提案した。 
 彼のスポーツと政治の間の関係についての意見は、ブランデージのそれと正反対であった。 
 彼にとって、スポーツは政治と分かちがたく結びついていた。 
 ブランデージはこの立場を、“オリンピックムーブメントの最も基本的で、重要な原則の一つの放

棄”と見なしていた。 
  
 この組織の最初の会議が1963年4月に行われた時、インドネシアの招待は中華人民共和国、ソ
ビエト連邦、ギネア、イラク、マリ、パキスタン、北ベトナムそしてカンボジアによって受け入れられた。

セイロンとユーゴスラビアはオブザーバーを送った。 
 この運動の目的は、新興諸国のスポーツの発展とこれらの国々の間の友好関係をバンドン会議

の精神とオリンピックの理想によって強めることにあった。 
 
 第一回ガネフォ大会は1963年11月開催された。 
 聖火、旗そして平和の鳩は、疑いもなくオリンピック大会への類似を示すものであった。 
 聖火の使用は、地域大会での聖火使用を禁じたIOCヘルシンキ決議の明らかな違反であった。 
 
 この大会は比較的成功であった。48の国が参加しその中にソ連がいた。 
ソビエトはIOCの制裁と、間近に迫ったオリンピック東京大会に彼らのトップ選手が参加できなくな
るのを恐れて、自ら認めているように、二流の選手だけを送った。 
しかし中国はオリンピックムーブメントに背を向けていたので、何も恐れるものはなかった。 
この大会をオリンピックのライバルイベントとして発展さすことは、彼らの利益に叶うことであった。

中国チームは国のベストの選手からなり、ほとんどのメダルを獲得した。 
 

                                                        
1 原注：組織委員会は、心臓に問題を抱えたソンディがニューデリーに余裕をもって逃れられるよ
う警告していた。 
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 中国の支配は、競技成績と同時に、財政の面でも明らかであった。1 
 
 いくつかの国際競技連盟は、そのうちの最大の二つはIAAF（陸上）とFINA（水泳）であったが、
ガネフォ大会を認めていなかったので、この大会に参加した選手は所属競技連盟の規則を犯す

ことになり、東京大会への参加はできなくなった。 
 禁止規定に触れたのは大部分インドネシアと北朝鮮の選手であった。 
 
 1964年1月、インスブルックでの第62回総会で、ガネフォ大会に関し、IOCは全会一致で以下の
決議を採択した： 
「国際オリンピック委員会は、ガネフォ大会から生じた問題について考慮した。この大会は国際オ

リンピック委員会の後援を受けていないので、実際の実施活動はこの大会を認可している国内オ

リンピック委員会を例外として、主として国際競技連盟の領域に属する。この点は実際に跡付けら

れている。しかし国際オリンピック委員会は、ガネフォ大会が自ら認めているように、その構想と目

的において政治的なものであり、公然と国際競技連盟と国内競技連盟を無視しており、非会員国

を招待していることに注目している。 
 国際オリンピック委員会は、そのような目的と行動はオリンピックの理想に完全に反するものであ

り、アマチュアスポーツの基礎を脅かすものであることを宣言する。こうした状況下で当該国際競

技連盟は確固とした行動をとられることを歓迎する。」 
 
 北朝鮮は該当する選手をチームから外すことを拒否してオリンピックに参加しないことを選んだ

のに対し、インドネシアNOCは東京大会参加を許されるよう要請した。アジアで最初に開催される
オリンピックの祭典に、傍観者として取り残されることを望まなかったのである。 
 1964年6月26日にローザンヌで開かれた会議で、理事会はインドネシアNOCの要求に応じて、
“他の全ての国と同じ基準で”日本で競技できるよう資格停止を解除した。 
 東京大会の直前、インドネシアのスポーツ大臣、マラディは、ブランデージとの会話で、資格停

止されている選手の参加を認めてくれるよう説得しようとしたが空しかった。 
 ブランデージは大臣にIOCと国際競技連盟の規則に違反しないよう警告しただけであった。 
 
 奇妙に思わざるをえないのだが、IOCの厳しい批判、ガネフォ大会に対する非難にもかかわらず、
エジプトのIOC委員、A.E.タウニィはガネフォ組織委員会の副会長を務めていた。 
 IOC事務総長、メイヤーによってその仕事をスパイであると言われ、フランスのIOC委員マサール
にアフリカ大会でIOCをひどく批判したと追及されたあと、タウニィは理事会で審問された。 
 彼はガネフォ大会で副会長を引き受けたのは大会のオリンピック精神を守るためであったと弁解

した。 
 理事会は彼に、ガネフォとアフリカの大会がオリンピックの精神に沿って発展していることを証明

するために2年間の猶予を与えた。もし証明できなければ、彼はガネフォ大会の副会長か、IOC委

                                                        
1 原注：中国は大会に18百万ドルの援助と参加者全員の旅費を負担したとの報道があった。しか
しIOC理事会でのエジプトのIOC委員でガネフォ副会長の証言では、自分の知る限り、参加国は
旅費は自分で負担したとのことであった。 
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員のポストか、いずれかを選ばなければならない。 
 
 少なからず寛大な中国の支援のおかげで、ガネフォ大会はオリンピックムーブメントへの深刻な

脅威となった。分裂の危機があったのである。 
 ブランデージは回想録の中で書いている「ガネフォ大会の危険な幕間狂言は、第18回オリンピ
アードの大会にも影響を及ぼす危険があった。東京の、アジアで最初に世界最大のスポーツ大会

を開催する権利が脅かされていたのである。」 
 
 第一回ガネフォ大会に続いて開かれた最初のガネフォ会議で連盟が設立され、スカルノが設立

者、名誉会長となった。 
 新しく設立されたガネフォ大会連盟は常設の本部をジャカルタに置いた。 
 カイロが次の大会の会場に選ばれ、中国が緊急の場合は代わりになることを申し出た。 
 結局エジプトは経済的理由で招待を取りやめた。 
 イスラエルと依然として紛争が続き、ナセルの政府は武器購入の金を必要としたのであった。 
 1967年6月5日、アラブ諸国とイスラエルの緊張は頂点に達した。先制攻撃、いわゆる“6日間戦
争”でイスラエル軍はスエズ運河まで進撃した。 
 第二回ガネフォ大会の予備の会場であった北京も、国内政治のために辞退せざるを得なくなっ

た。1966年と1967年、いわゆる“プロレタリア文化大革命”が国を大混乱に陥れようとしていたので
ある。国際スポーツ大会などもはや思いもかけなかった。 
 インドネシアもまた、深刻な政治問題に揺すぶられていた。1965年のクーデター失敗の後、スカ
ルノの力は次第に衰えていた。 
 同じ年“アジア地域ガネフォ委員会”が北京に設立され、次の年、最後となるガネフォ大会がプノ

ンペンで開催された。カンボジアで競技した国の数は、わずか15に減っていた。 
 
 はっきりと政治的目的のために発足したガネフォ大会は、政治の犠牲となって潰えたのである。 
 
2.3.3.3. ミュンヘンの悲劇

 “楽しい大会”というのが、第20回オリンピアードのミュンヘン大会のために主催者が選んだスロ
ーガンであった。  
 しかしこの大会は、オリンピック大会史上最も恐ろしい悲劇の場となった。 
 
イスラエル―パレスチナ  

 1947年にパレスチナをユダヤ地区とアラブ地区に分けようとするイギリスの計画は失敗した。 
 1948年5月の設立の当初からイスラエル国家はアラブの国々と衝突した。 
 イスラエル地域から逃れた数多くにパレスチナ人は、周囲の国々に分けられた。しかし彼らを地

元の人たちのなかに統合しようとする試みはなされなかった。 
 彼らは難民キャンプに収容され、アラブの国々によってイスラエルに圧力をかけるために使われ

た。 
 パレスチナ難民は自らを組織化しはじめ、最初の民族会議を1964年に開いた。 
 その会議で彼らは軍隊を設立した。パレスチナ解放機構である。その目的はパレスチナの解放
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であった。しかし直接の軍事衝突では、彼らは明らかにイスラエルに力で劣っていた。 
 自分たちの苦境を世界の世論に訴えるため、彼らのうちの急進的なグループは国際テロの道を

選んだ。ミュンヘンのオリンピック大会もそれから逃れられなかったのである。 
 9月5日の早朝、パレスチナ人テロリストはミュンヘンのオリンピック選手村の壁をよじ登りイスラエ
ルチームが本部を置いている建物に侵入した。 
 この時彼らは二人のイスラエルチームのメンバーを殺し、9人のイスラエル人を人質にとった。 
 人質を取った者たちは、イスラエルに捕らわれている200人のパレスチナ人の解放と、彼らが選
ぶ目的地へ彼らを運ぶための飛行機を要求した。 
 イスラエル政府は第一の条件を受け入れることを拒否した。 
 ドイツ政府による無制限の金と逃亡の準備の提案はテロリスト達によって拒否された。 
 エジプトのIOC委員、タウニーがウイリー・ダウメに呼ばれ、パレスチナ人との何回かの交渉に当
たったが成功を収めることはできなかった。 
 彼はテロリストたちによって設定された最後通告の時間を引き延ばすことしかできなかった。 
 人質を取った者とドイツ当局の交渉は夕方遅くまで続いた。 
 
 すべての交渉の企てが失敗した後、犯人たちの要求を受け入れたふりがされた。 
 テロリストと人質はヘリコプターでヒュールステンフェルトブルックの軍用飛行場に運ばれた。そこ

でババリアの警察が力で人質を解放しようとした。 
   
 午後10時にIOCは特別総会を持った、ブランデージとタウニーとダウメがIOC委員にそれまでの
事態を報告した。 
 その3時間前、IOC理事会は特別会議を持ち、理事会のメンバーは、ブランデージに対しドイツ
当局の危機解決にあたるスタッフに干渉しないようにと忠告していた。 
 これはドイツ政府と組織委員会だけの問題であるという理由からである。 
 
 夕方のIOC総会の途中で、すべての人質の安全が確保され、テロリストは殺されるか逮捕された
という報告が飛び込んだ。 
 このニュースによって解き放たれた有頂天の雰囲気の中で、総会は翌日オリンピックスタジアム

で短い追悼式をした後、すべての競技場で黙祷を捧げ大会は計画された通りに続けられると決定

した。 
 
 次の朝、理事会は恐ろしいニュースを知った、彼らがIOC総会の間に受け取った情報は誤りであ
った。 
 解放の試みは失敗した。すべての人質、一人の警官、5人のテロリストが死亡し、2人の警官が重
傷を負った。攻撃に加わった3人の犯人が逮捕された。 
 
 理事会とダウメの代行ウイリングの会合で、組織委員会の大会のスケジュールを24時間延期し
追悼のための日を作るという提案を受け入れる、という決定がなされた。 
 次のような決議案が採択された： 
「オリンピック大会はスポーツ、ただスポーツのために行われる。すべての公式レセプションはキャ
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ンセルされる。すべての儀式は出来る限り簡素に行われる。」 
 
 追悼式でIOC会長は次のような演説をした。それは政治とスポーツについての彼の態度を表す
遺言であったとみることができる： 
「すべての文明人は平和なオリンピックのなかに野蛮なテロリストが侵入したことに恐怖を覚えてい

る。われわれは、この凶暴な攻撃の犠牲者となったイスラエルの友人のために悼む。 
 オリンピックの旗と世界中の旗は半旗となる。悲しいことに、この不完全な世界では、オリンピック

大会が大きくなり重要になればなるほど、それは商業主義の、政治の、そして今や犯罪の圧力に

さらされることになる。第20回オリンピアードの大会は二つの野蛮な攻撃の的となった。 
 我々はローデシア問題の戦いを、むき出しの政治的な攻撃の前に失った。 
 我々の持つ力は、偉大な理想の力だけである。私は、一握りのテロリストがオリンピックムーブメ

ントの中にあるこの国際的な協力と善意の核を破壊することができないと、世界の人々が同意する

と確信している。 
 オリンピック大会は続けなければならない。そして我々は、それを穢れない、純粋な、偽りのない

ものとして保つ努力を続けなければならない。そして競技場のスポーツマンシップをほかの分野に

広げようと努めなければならない。 
 我々は今日を追悼の日と宣言する。そして、すべての競技を当初予定されていたよりも一日後

に継続する。」 
 
 “大会は続けなければならない”という言葉は熱い議論を呼んだ。 
 イスラエル代表団は殺された同僚の11の棺と共に帰国した。 
 オランダ政府もまた、選手団の引き上げを考えたが、それを一人一人の選手の決断にゆだねた。 
 
 大会を続けるというIOCの決断はオリンピックの理念が生き残るために不可欠なものであった。こ
のことによってのみ、その理念の力を明らかに示すことができた。 
 国際的な理解と平和のために、大会は続けなければならなかった。 
 
 
2.4. IOCの構造と内部政治

 
2.4.1. IOC内の力関係の変化

 
 地球規模の政治的、社会経済的変化はIOC内部の構造にも衝撃を与えずにはおかなかった。 
 会長の一種の慣性を作り出そうとする保守主義と結びついた組織構造は自治を目標にしていた。

しかし長期的に見れば、政治的力と社会の進歩の底流に抵抗することはできないのであった。 
 
 もしオリンピズムが普遍的なものであるという自らの主張に正当性を与えようとするならば、その

組織の中にソ連のような大きな勢力を含まないわけにはいかない。 
 ロシアは1912年のストックホルム大会に参加した。しかし1917年10月の革命の後、ソヴィエトは国
際スポーツには参加してこなかった。 
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 第二次世界大戦の後、1948年、IAAFのメンバーでもないのに、彼らは突然ヨーロッパ陸上選手
権に姿を表して注目された。 
 三年後、1951年4月23日、新しく設立されたソビエトNOCは承認を求める電報を打ってきた。数
週間後、ウイーンでの総会は31票賛成、3棄権で申請を受け入れた。 
 同時に、エドストレーム会長の動議で、ソ連のコンスタンティン・アンドリアノフがIOC委員に任命
された。 
 何人かの委員は、アンドリアノフがIOCの公式言語のどれも話せず、通訳に頼らなければならな
いという理由で任命に反対した。しかしこの反対はすぐに忘れられてしまった。 
 1952年のヘルシンキ大会参加がソ連のオリンピックムーブメントへの統合を完成した。 
 しかし同時に、その出現は西側世界、とくにアメリカにとって挑戦を意味した。 
 冷戦がオリンピック競技場に広がり、二つの敵対するシステムが優越を争う決闘の場となった。 
 
 1952年のオスロの総会で、アレクセイ・ロマノフという政治家がソビエトの第二のIOC委員として認
められた。 
 
 ソビエトの委員はIOCの組織改革の試みを、最初は穏やかなものであったが、1955年パリから始
めた。アンドリアノフが理事会の構成を変える提案を行ったのである。 
 彼の提案は将来、会長、二人の副会長、それに7人の他のメンバーの構成にすべし、というもの
であった。この提案は最初の部分だけが必要な過半数を得た。 
 理事会は副会長が二人になったけれども、メンバーの総数は7人にとどまった。 
 一年前すでに、スイスの委員、アルバート・メイヤーが業務多忙の理由で理事会のメンバーを増

やすことを提案していた。 
 しかしアンドリアノフがメイヤーのアイデアを取り上げたのは明らかに他の理由からであった。彼

は間違いなく共産主義者の代表を入れる余地を作りたかったのである。 
 ロード・バーリー（エクゼター）の席は普通なら空席になるところであったが、副会長に選ばれた

のでそのまま理事会にとどまった。 
 ヒュー・ウェイアーの提案で理事会の席がひとつ増えたのは1956年で、共産主義ブロックの代表、
ブルガリアのウラジミール・ストイチェフという人物が選ばれた。 
 アンドリアノフは1953年に理事会に立候補したが成功しなかった。 
 ウラジミール・ストイチェフは彼を“人民民主主義のグループに属する国が理事会に代表を出す

べきである”という理由で指名したのであった。 
 アンドリアノフに対する投票は反対37、賛成5であった。 
 
 これはIOC内部にブロックを作ろうとする動きの最初のサインであった。この現象は、IOCの独立
を守ろうといつも心を砕いていたブランデージの目にとまらずにはおかなかった。 
1954年の回状に彼は書いている：「IOCの中にはいかなるブロックも、ナショナリズムもあってはなら
ない。」 
 何ヶ月かあと、アテネでのIOC委員の集まりで、委員たちは、自分たちはNOCと彼らの国への
IOCからの大使であり、IOCへの国の代表ではない、と述べてその独立を再確認した。 
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 1959年のミュンヘンでのIOC総会の少し前、USSRのNOCはIOCの完全な組織改革の提案をし
た。彼らは、1957年のエヴィアンと1958年の東京で行われたIOC理事会と国際競技連盟と国内オ
リンピック委員会との会議で出された、二つの組織にもっと大きな発言力をという要求を取り上げ

た。ソ連はIFとNOCの代表との規則的な会合が足りないと考えていた。 
 ソ連はIFとNOCの次第に大きくなる不満を拠りどころに、IOCの急激な組織替えを提案した。 
新しい組織は次のメンバーから構成される： 
―現在のIOC委員 
―承認されているNOCの会長 
―承認されている国際競技連盟の会長 
 
 国際競技連盟と国内オリンピック委員会は必要な場合にはその代表を交代させる権利を持つ。 
 ソ連の見解では、この構成にして210人から215人のメンバーになれば、IOCは真に代表的な機
関になるのであった。 
 
 彼らの提案によれば、IOCは以下の部分から構成される。 
 ―オリンピック大会のときに4年に1度開かれる総会、そこで会長、副会長、理事会のメンバーを
選ぶ。 

 ―50人から55人の理事会、これはIOC会長、何人かのIF会長とNOC会長を含み、1年に一回会
合し決議を行う。 

 ―理事会事務局、IOC会長、副会長、事務局長からなり、組織の問題の計画作成に責任を持つ。 
 ―IOC事務局、これは事務局長の指示の下に行政的な仕事を行う。 
 
 IOCの財政は次によって確保される。 
 ―IFとNOCの会費。 
 ―入場料の一部。 
 ―出版その他の活動からの収入。 
 
 この提案ではメンバーの旅費はそれぞれの組織が負担し、国際競技連盟は入場料の分け前を

受け取る。 
 これらの要求と、国連に関してフルシチョフがとった戦術との間には明らかな類似があった。その

目的は権力を非共産主義国、共産主義国、非同盟諸国の間に分散する事であった。 
   
 これらの提案についての議論は、提案があまりに遅かったという理由で、次の総会に延期された。

しかし実際には、2年後のアテネ迄投票は先送りされた。そこではこの提案は35対7で拒否された。 
 ブランデージにとっては、これらの提案は彼が全力を尽くして守ってきたIOCの独立に対する攻
撃であった。 
 アテネ総会の開会演説で彼は、この点を繰り返し強調した。彼はIOCの成功はまさにこの独立性
に基づいていると考えていた： 
 「国際オリンピック委員会がこの巨大な世界的事業を、このような見事な成功をもって行うことが

できた一つの理由は、クーベルタン男爵によって憲章に書き込まれた独立の原則の故である。」 
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 ソビエトの案を採用すれば、IOC内部の政治的役割を持つ集団の数は大幅に増えたであろう。 
 ブランデージはまた、スポーツの伝統を持たない小さな国が、偉大なスポーツ大国と同じ影響力

を要求するようになるであろうと恐れた。 
 当時ブランデージは、1960年に拍手による賛成をもってIOC会長に再選されており、圧倒的な
支持を求めることが可能であったので、分離主義的な傾向をもつ勢力をまとめ上げるのに困難は

感じていなかった。 
 
 1962年のモスクワの総会で、ソビエトの委員、アンドリアノフとロマノフは自分の国であることの利
点を利用して、IOCを再組織する更なる試みを発動した。 
 もしこの改正の案が採用されれば、IOCは承認されているすべてのNOCから少なくとも一人の委
員を含むよう最大の努力をしなければならないという規定を、その憲章に含むことになったであろ

う。 
 国際競技連盟との協議を進めるうちに、彼らの代表もまたIOC委員に選ばれたいと願っているこ
とが明らかになった。 
 国内オリンピック委員会および国際競技連盟との緊密な協力はまた、憲章に書き込まなければ

ならなくなったであろう。そして承認されている国際競技連盟と国内オリンピック委員会の会長は、

IOC委員でなくても彼らに関係ある問題については、投票権は無いにしても、IOC総会の議論に
参加する権利を得ることになったであろう。 
 
 3年前の改革案と同じく、これもまたIOCの意思決定過程に沢山の国内オリンピック委員会と国
際競技連盟が参加することを目的としたものであった。 
 違いと言えば、より用意周到で、あからさまでないことだけであった。 
 今度もまた、より大きなスポーツの盛んな国々に、二次的な投票権を与えるという譲歩を含んで

いた。しかしこの改革案もハッキリした過半数で葬られた。 
 
 さらにアンドリアノフとロマノフによって提出された、理事会の中に大陸の代表を入れる原則を確

立する考えを含んだ規則改正の案は、出席委員の間のきわどい過半数で拒否された。 
 16票が賛成。17票が反対であった。 
 
 しかしついに、ソビエト人はひとつの成功を収めることができた。アンドリアノフが任期の来たブル

ガリアの委員、ストイチェフに代わって理事会に選ばれたのである。 
 4年後、彼はエクゼター侯爵の後を継いで第二副会長になった。 
 フランスの委員、ボーモン伯爵の提案で、総会で第三副会長が選ばれた。当選したのはブラン

デージの親友でメキシコの委員、ホセ・ド・J. クラーク・フォレスであった。 
 東京で再選されたフランスの委員、マサールは第一副会長の職に残った。 
 
 1970年のアムステルダムのIOC総会で、ソ連の理事会は地域を代表する形にすべきだという要
求は、以下の人々の選挙で非公式に叶えられることになった。 
 ソビエトのコンスタンティン・アンドリアノフ、スペインのホアン・アントニオ・サマランチ、ブラジルの
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シルヴィオ・ド・マガールハエース・パディハ、日本の竹田恒徳によってオセアニアを除く全ての大

陸が理事会に代表を送ることになった。 
 
 ソビエトの全てのNOCとIFをIOCの中に組み入れ、西欧の支配に強力な共産主義ブロックとそれ
に次ぐ非同盟諸国によって対抗しようという目論見は失敗した。 
 IOC委員、とくにその会長は、付随する危険、IOCが“スポーツの国連”になってしまい、その結
果行動の自由が制限される危険、を認識していたのである。 
 
 しかしそうしたIOC内部の構造の変化の要求とは別に、IFとNOCは自分たちでオリンピックに関
する発言権の増大を求めていた。 
 理事会は、国際競技連盟とは第一回目の1946年のローザンヌ以来、国内オリンピック委員会と
は1952年のオスロでの会議以来、規則的に会合を重ねてきた。 
 しかしコミュニケーションは限られていた。 
 あまりにもしばしば、IOCの交渉相手は何を言っても聞かれていないという印象をもった。ブラン
デージは「彼らに言わせておけ、そして忘れてしまおう。」と言っているかのようであった。 
 NOCの発言を聞いてもらうために、イタリアNOCの会長、ジュリオ・オネスティは1963年、バーデ
ンバーデンで理事会との年に一度の会議を呼びかけた。 
 同じ会議で、ブルガリアのストイチェフとルーマニアのデューマは、会議が短か過ぎる、IOCは全
ての論点についてNOC、IFと相談すべきだ、と不満を述べた。 
 またアフガニスタンのファルーク・シラージはIOC委員をもたない国は、オリンピックムーブメントの
政策について発言する機会がない、例えば、アジアの国からの委員は少なすぎる、と苦情をいっ

た。 
 ブランデージはNOC代表の抗議に同情を示したが、その答弁はお座なりであった。 
 
 IOCに対して彼らの利益を守るための重みを増すために、ますます数の増えてきたアフリカの国
内委員会（原本141頁参照）は初めて一致した行動をとった。これには西側に比べて明らかに委
員の数の少ない東側の国が追随した。 
 しかしこの努力をリードしたのはジュリオ・オネスティ会長の下にあったイタリアオリンピック委員会

であった。1965年秋彼は、共通の問題を議論し、出席した80のNOCの過半数で採択した決議案
をIOCに提出できるように、全てのNOCをローマに招いた。 
 この決議の重要な点は、NOCの独立性をたかめること、政治的介入の問題、IFとの関係、NOC
の財政、アマチュア問題であった。 
 
 この決議は、数日後のマドリッドでのNOCと理事会との会議、それに続くIOC総会で論じられた。 
ブランデージは独立性と政治的介入の拒否の要求についてIOCは全面的に支持すると述べた。 
財政問題についても、彼は基本的にNOCと同意した。NOCはテレビ放送権料を、IOCと大会の組
織委員会、この二つの組織はこの金を例えば国際競技連盟支援に使うよう求められるだろう、そし

て金の必要なNOCの三者の間で分割することを要求していた。そのNOCの取り分は四分の一で
あった。 
 しかしブランデージは、アマチュア問題の責任をIFに移管するという決議案の部分については
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建設的でないとして拒否した。 
 
 長期的に見れば、IOCはNOCのますます高まる発言力強化の圧力に抵抗できなかった。 
 NOCによるライバル組織の設立を避けるためには、IOCは彼らの要求を半ば呑まざるを得なかっ
た。そのためIOC理事会は東京で、イタリアNOCがローマに集めたNOCの提案を受け入れた。 
 “調整と研究委員会”がつくられ、メキシコでのNOCの次の会議まで存続することになった。 
 議長はオネスティ、メンバーはウェイアー、ガンガ、竹田、ダンカン、ジェマイエル、コレンティン、

ド・クラーク・フローレス、ウイルソン、ウエイマン、アンドリアノフとなった。 
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 1966年にIOCは、行政部門の中にNOCとの関係を扱う特別の部をつくった。 
 6人のIOC委員の小委員会がNOCとの関係改善のために働いた。 
 さらに、IOC委員を持たない国の国内オリンピック委員会によって選ばれる諮問委員会がつくら
れた。しかしいくつかのNOCはそのような委員会に反対した。彼らはIOCと直接交渉することを望
んだのである。こうした態度をとったのは主として西側のNOCであった。ブランデージがNOCの組
織に反対する議論を歓迎していたこともあった。 
 1966年12月5日のアンドリアノフに当てた手紙に彼はこう書いている：「理事会がNOCの組織とい
うアイデアに反対の態度をとっている唯一の理由は、NOCの大半がそのような組織を望まず、参
加もしないだろうという事実です。」 
 
 少なくともとりあえずは、ブランデージと彼の支持者はNOCの協会設立の動きを妨げることに成
功した。 
 1967年春のNOCの会議で、IOCに上記のNOC問題を扱う小委員会ができるという情報があった
ため、この種のNOCの組織設立の計画は延期された。 
 オネスティの下にあった調整と研究委員会は以下の要求をまとめ、この小委員会に提出すること

になった； 
“１）オリンピックムーブメントに関する問題についてNOCとIOCの間の連絡強化 

2）オリンピックに関する件とアマチュア問題についての継続的な情報サービス 
3）スポーツ施設建設についての研究と情報の発表 
4）スポーツに関する法的問題、規則についての助言 
5）オリンピック大会参加に値する選手の出場のために、また指導者の交流のためのNOC間の相
互協力 

6）総会または他の手段でのNOC間の直接交流の発展“ 
 
 1967年のテヘランでのIOC総会で、NOC関係担当の委員会が決定された。 
 委員長はデンマークのIOC委員、ヴィントが任命された。彼はNOCの常設会議にははっきり反対
していた。オネスティもこの委員会に入った。 
 諮問委員会の構成も決定された。以下の地域的代表からなる： 
“a) パンアメリカ大会協会から二人 

b) アフリカスポーツ最高評議会から二人 
c) アジア大会連盟から二人 
d) オセアニアから一人、この地域のNOCからの書面による指名 
e) ヨーロッパから二人、指名のためにヨーロッパの全てのNOCに手紙が送られる“ 

 
 IOCとNOCの間の接触は、何よりもより頻繁な会合によって図られることになった。 
 
 これら全ての対策はNOCに対する譲歩となったし、オネスティのNOC常設会議をつくろうとする
努力を防ぐための周到な企てであった。 
 ブランデージは全NOCに宛てた回状で、新しい組織は必要ないこと、オネスティがローマへの招
待状に書いたのと反対に、ローマでの会議はIOCの後援を受けたものではないことをハッキリと力
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をこめて書いている。 
 
 多分この会長からの警告のためであろう、80を数えた最初の会議に比べてローマに集まったの
は63 NOCだけであった。 
 参加したアフリカのNOCの数は変わらなかったが、アジアからは12が18に増えた。 
 アメリカとヨーロッパからの出席者は急激に減った。 
 “組織内の地理的中心の移動”は明らかであり、“イデオロギー地震”はすぐにも起こりそうであっ

た。オリンピックへの南アフリカの参加をめぐる議論に触発されて、IOCに対する反対は先ず非同
盟諸国、共産主義ブロックから起こった。 
 
 前線の対立は厳しくなった。 
 オネスティはIOCの譲歩は不十分だと考えた。彼はNOCとの連絡を担当する筈のIOC小委員会
に関して深刻な疑いを表明した： 
「この共同委員会は―ローザンヌにおける第一回会合の経験がはっきり示しているように―すべて

のNOCのために発言することは期待できない。何故なら問題の公式な側面を除いて、委員会のメ
ンバー、とくにNOCの代表は、彼らの地域の利益を守るために発言する能力も権利も持たないか
らである。」 
 
 この批判は、委員長、イヴァ―ル・ヴィントから厳しい叱責を浴びた。その結果、オネスティはこの

委員会から辞任してしまった。 
 
 NOCの三回目の会合はメキシコシティーで予定されていた。 
 ブランデージはこの会議が実行されないよう全力を尽くした。彼はオネスティの意図を阻むため

に、メキシコ人主催者に場所がないからという理由で断らせようとすることまでした。 
 オネスティへの何回もの手紙で、ブランデージはNOCの常設会議が意味のないことを主張した
が、無駄であった。 
 会議はメキシコシティーで9月30日と10月1日行われ、参加した77のNOCは国内オリンピック委員
会の常設総会（PGA NOC）を設立した。 
 この新しい組織は、年に一度、NOCとIOC理事会が会う直前に会合することを決めた。 
 次のオリンピアードまでの間、この組織の会長に選ばれたオネスティはIOCとオリンピックの理想
に対する忠誠を強調した。 
 
 ブランデージは、メキシコシティーでボーモン伯爵に選挙で勝ち最後の会長職を務めることにな

ったが、強力なライバル組織との摩擦を避けるためにNOCをさらに優遇せねばならなかった。 
 理事会とNOCの会議でブランデージの提案した、IOC、NOC、IF六人ずつの代表による三部会
は不成立に終った。IOCとNOC代表の参加した委員会で充分ということであった。 
 これまでのIOCとNOCの関係に責任を持っていた委員会は廃止され、五つの新しい委員会に置
き換えられた。各委員会はIOC委員五人とNOC代表五人からなる。 
 第五の委員会“コミッション V ”の付託事項は、IOCの会員資格の問題、IOCとNOCとIFの間の
関係の問題、年次会議とオリンピックコングレスとなった。 
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この委員会の構成は以下の通り: 
 
IOC委員           NOC委員      
G.オネスティ（委員長）   J.ノセティ・カンポス 
A.アロヨ            A.ダネ 
S.アーラー          E.フリード 
F.クラウティル        R.ガフナー 
H.シェーベル        Dr.ラーナバルディ 
I.E.ヴィント          E.ヴィーチョレック 
 
他の共同委員会： 
Ⅰ援助委員会（委員長：J.A.サマランチ） 
Ⅱ参加資格委員会（委員長：H.ウエイア） 
Ⅲ立法、差別、NOCとその政府の関係委員会（委員長：E.フォン・フランケル） 
Ⅳオリンピックプログラム、大会役員、大会開催都市指定委員会（委員長：A.カサナディ） 
 
 次のNOC常設総会は1969年10月21日と22日、ドゥブロヴニクで開かれた。 
 承認されている127のNOCのうち63が出席し、32が欠席届を出した。 
 議題は、参加資格、“オリンピックソリダリティ”の枠組みの中での相互援助プログラム、国際競技

連盟との協力、オリンピックコングレスの企画準備とIOCへの承認要求などであった。 
 それに続くIOC理事会とNOCとの会議で、アンドリアノフはPGAをIOCが承認することを提案した。
ブランデージの答えは短いが、明確なものであった： 
「PGAの承認に関して。IOCは全てのNOC組織に関心を持っている。しかしIOCは127のNOC全部
を代表している。それら全部を代表している組織は他にはない。そして多くのNOCはIOCだけと直
接交渉したいといっている。各NOCはそれぞれ異なった問題を抱えており、IOCはそれぞれ個別
に耳を傾けなければならない。」 
 
 数ヶ月後に書かれた回状で、彼はNOC常設総会に対して厳しい批判を行っている。 
 なかでも、その承認をうるためにIOCの手を縛ろうとすること、IOCを改造しようとしていることを批
判した。彼はまた、この組織の財政問題を指摘した。 
 オネスティは強く反発した。彼は非難に反論し、「PGAの唯一の目的はオリンピズムとIOCにより
よく奉仕し、IOCとNOCの間のより効果的な対話を実現することだ。」と言った。 
 
 ブランデージは1971年、ルクセンブルグの理事会でPGAに対してさらに強い攻撃を行った。「自
分はNOCが会合を持つことに反対したわけではない。そうではなくて、そうした組織に参加してい
るIOC委員に反対なのだ。何故ならそのためにNOCはIOCの支持を受けていると思ってしまう。」と
述べた。 
 
 彼の反対のもうひとつの理由はその組織の常設という性格にたいしてであった。 
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しかし彼のある意味で極端な要求はIOC委員の中ではあまり賛同は得られなかった。 
 何週間かあとに、彼は三人の副会長に手紙を書いて「PGAは 今  葬り去らねばならぬ」と主張し

た。 
 
 NOCの常設総会はこうして公式の承認をとりあえずは拒否された。しかし事実上認めざるをえな
い力であった。それに時が味方していた。ブランデージの会長としての任期は終わりに近づいて

いたのである。 
 
 NOCと同様に、国際競技連盟も自らの利益を守るために団結する必要を感じていた。 
 ほんの二三の連盟、その中には強力な国際アマチュア陸上競技連盟（IAAF）があったが、自分
たちの自治を守り、IOCと直接交渉したいと望んでいた。 
 国際スポーツ連盟総会（GAISF）もまたIOCにとってはNOC常設総会と同じように悩みの種であ
った。IOCは個々の競技連盟を一対一で扱うことを続けたいと思っていたからである。 
 理事会と国際競技連盟の1969年、ローザンヌでの会議は“時間の無駄”として解散になり、 
各競技連盟と個々に交渉する方がよいということになった。 
 

2.4.2. IOC 行政部門の改革

 
 IOC会長が会長の仕事の大部分を彼のシカゴのオフィス1で行っていたにもかかわらず、急速に

膨らむ仕事量はローザンヌのIOC本部を圧倒しそうになった。 
 
 ブランデージが会長になったとき、ローザンヌのIOC本部はオットー・メイヤー、地元の宝石店の
オーナーでスイスのIOC委員、アルバート・メイヤーの兄弟、が責任者であった。 
彼の公式のタイトルは“IOC Chancellor2”（事務総長）であった。 
 メイヤーは秘書のリディ・ザンチに補佐されていた。彼女はパートタイマーであった。 
 会長はほとんどの仕事を、シカゴのラサールホテルのオフィスで行っていた。 
ここで彼は信頼する個人秘書、フレデリックJ.リューグゼッガーのサービスに頼ることができた。彼
は1950年から働いていた。 
 
 メイヤーは1964年、ブランデージとの摩擦で辞任した。ブランデージは彼を判断力が不足してい
ると非難していた。 
 同じ年、東京のIOC総会で、スイスのIOC委員で国際スキー連盟（FIS）の会長、マーク・ホドラー
がIOCの名誉財務長官に任命された。 
 同じ会議で若いスイス人、エリック・ジョナスがアルバート・メイヤーの推薦でIOC事務総長として

                                                        
1 原注：会長はIOCの仕事のためにかなりの額の彼自身の金を使っていた。「ブランデージは私
に、会長職は年に3万5千ドルから4万ドルの負担になった、と言ったことがある。」ジャン・ド・ボー
モン 

2 原注：スイスでは行政組織の長、首相、州知事等、当時のIOCの組織からすると単なる事務局
長をはるかに越える権限を持っていたようである。 
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働くことになった。 
 チャンセラーのタイトルはその時の憲章規則17を改正することによって廃止された。 
 しかし新しい事務総長は、ブランデージの信頼を得ることに成功しなかった。 
 彼の後任は、退役したオランダの将軍、ヨーハン・ウェスターホッフであった。彼はIOCのますま
す増える仕事を処理できるようにするため、IOC本部を組織替えしようとした。 
 彼が到着する前は、IOCは二人のパートタイマーでなんとか仕事をしていた。 
しかし新しい事務総長は、絶えず増え続ける仕事量をこなすには10人から15人のスタッフが必要
だという意見であった。 
 大きな問題の一つはスペースであった。広い建物に移ることが必要になった。 
 1922年以来“モンルポ”荘がローザンヌ市によって提供され、IOC本部とクーベルタン夫妻の住
まいとして使われていた。クーベルタン男爵夫人はそこに1960年代初めまで住んでいた。 
 しかし彼女の死後、住居でなくなっても、そのスペースは博物館、図書館、IOCオフィスを入れる
のに十分ではなかった。 
 1966年の理事会で、事務総長はチューリッヒに近いサンガレンの市長からIOCに提供の申し出
があったと報告した。チューリッヒ国際空港に近いことがこの場所の利点であった。 
 次の年、1967年、記者団はIOCのスペース問題について知らされた。 
その年、この新聞記事に驚いて、ローザンヌ市はIOCにシャトードヴィディを提供した。 
ジュネーブ湖畔の18世紀のマンションである。 
 
 新しいオフィスには1968年の春に移った。しかしウェスターホッフは新しい建物に落ち着く前に、
1969年初めに辞任させられた。ブランデージは彼の仕事に満足していなかった、十分な能力もな
ければ十分に勤勉ではないと思っていた。 
 ウェスターホッフの組織替えは中途半端に終わってしまった。 
 絶えず増え続けるNOCの数、大会の巨大化はローザンヌのIOCの管理機構の能力を完全に凌
駕していた。 
 問題解決を助けるために、さかのぼって1965年には小委員会が作られていた。ボーモン伯爵の
指導の下にシャトードヴィディのIOCオフィスは現代化が進められた。 
  
 事務総長のポストを局長に置き換える決定がなされた。 
 しかし1969年3月の理事会は新しいIOC局長の選択を延期した。 
 
 モニク・ベルリュー、元オリンピック水泳選手でスポーツ記者、が最初は“IOCブレッティン”の仕
事に就いたが、やがて報道・広報の局長に指名された。 
 このようにして彼女は行政部門にも責任を持った。そしてこの部門で新しくテクニカルディレクタ

ーに指名されたアルトゥール・タカクが彼女の下に配置された。彼女はすぐにブランデージの信頼

を勝ち得て行政部門をしっかり掌握し、不屈のエネルギーで動かした。 
 

2.4.3. 初期“オリンピックソリダリティー”の困難

 
 1960年はじめ、チリは大地震に襲われ、沢山の犠牲者を出した。チリオリンピックチームとの連
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帯意識から、フランスNOCは三人のチリ選手の旅費を負担することにした。 
 イタリアNOCはチームのローマ滞在費を全額提供した。 
 ボーモン伯爵に、貧しいNOCのための組織設立のアイデアを思いつかせたのは、このNOCの間
の自発的なオリンピック連帯だったのだろうか？ 
 一年後、1961年のアテネでのIOC総会で、彼は同僚たちに、IOCがアフリカやアジアの新しい
国々に何らかの形で経済援助する必要があることを訴えた。 
 彼はそのような援助を供給する可能な方法を研究する委員会を作ることを提案した。 
 出席していた委員はあまり乗り気でなかった。彼らはこの種のプロジェクトは実行に移すのは難

しいと考えていたのである。しかし提案を検討してみることには賛成した。 
 1962年、モスクワの次回のIOC総会で、ボーモンは、その委員会は自分が委員長で、アンドリア
ノフがリーダーの役を務める“国際オリンピック援助委員会”と称すると発表した。 
 1年後、この委員会は再び議論の対象になった。1963年6月のローザンヌの理事会で、ボーモン
伯爵は国際オリンピック援助委員会の活動について報告した。続いての議論で、委員会の財政

について早速意見の相違が生じた。 
 オリンピックを招致しようとする市に寄付或いは援助を求めてはという案は、マサール副会長から

猛烈な反対を浴びた。 
 ブランデージもこの種の努力は先ず、経済より教育的な面に集中すべきだという意見であった。 
 結局、委員会はとりあえず次のナイロビに予定されている総会まで、IOCのヘッドの入った文書
を使うことは控え、委員会の名前から“オリンピック”の文字を消すことになった。 
 次のIOC総会は政治的問題のためにナイロビでは行われず、ドイツのバーデンバーデンで開催
されたが、IOCは委員会の財源を確保することは、必要な財源がないのでできないと決定した。ま
たこの種の組織がIOCから独立してつくられることにも反対した。 
 しかしこの努力は続けるべきだというのが一般的意見で、サー・アーサー・ポリットによる以下の

提案は総会の決議となった： 
 「･･･報告書の中に考察されている可能性と活動の光に照らして、これからどのような活動が望ま

しくそして実際的であるかを決めるIOCの特別のそのための委員会を設置することが勧告される1。」 
 
 1964年秋の理事会で、国際援助を扱うと共に、このことに関して過去に起きた間違いを避けるた
めに情報を集める小委員会を作ることが決まった。 
 これは1968年メキシコシティーで、IOCとNOCが参加して設立された小委員会、“援助委員会”と
して具体化した。しかしこの委員会は何年もの間、控えめな存在であった。 
 
 1969年初め、NOC常設総会の代表たちは“NOCの利益のための技術とスポーツの援助プログラ
ム”を作る必要を確信した。 
 このアイデアを実現するために、G.オネスティPGA NOC会長、R.ガフナー スイスNOC会長、R.
モレ ベルギーNOC会長そしてE.ヴィーツォレックPGA-NOC事務総長が1969年4月29日、“NOC
発展のための国際機構”を作った。 
 

                                                        
1 原注：アンダーラインはオリジナルテキストに引かれている。 
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 この機構は、それ自身をNOCのPGAの一部をなす“補助事業”であると見なしていた。 
 その主な目的は“NOCの利益ためのPGA援助プログラムとNOCのPGAによって決定され実行さ
れる具体的な援助活動を賄う”基金を集めることである。 
 
 この機構の定款はその特別な目的を以下のように述べていた： 
“a) 国内オリンピック委員会（NOCs）の間の緊密な協力関係を作り出すこととその発展を促進する

こと。 
ｂ) オリンピックソリダリティの枠内でNOC常設総会によって採用された政策に従って、国内オリ
ンピック委員会の利益のためのプロジェクトと、技術とスポーツの援助計画の具体的な実現の

ために必要な物質的基礎を提供すること。 
c) NOCの仕事の範囲内にあり、その進歩に貢献できるすべてのスポーツ事業あるいはプロジェ
クトを育成すること。“ 

 
 この機構の活動は、似たような組織の事業の敵対的な競争相手となるものではなく、他の事業の

活動と喜んで協力するものであることを、わざわざ強調していた。 
 
 このタイプの共同作業はオランダのIOC委員、ヘルマンA.ファン・カルネヴィークが1971年の理
事会に“オリンピックソリダリティ委員会”の設立を提案した時、ついに実現し始めるかに見えた。 
 ブランデージはアイデアには賛成したが、この種の計画をいかにして賄うかについて疑念を表明

した。彼は、まさにこの財政問題で暗礁にのりあげたボーモン伯爵の委員会に、この件を再付託し

た。 
 
 札幌での理事会と総会への報告の中で、このプロジェクトのために働いた三人の副会長は

“NOC援助のためのオリンピック基金”の設立を喜んだ。この基金はテレビ放送権料から捻出され、
NOC援助のために使われることになっていた。 
 最初はIOC委員だけがこの組織に属するように考えられていたが、IOCの同意のもとに、NOC、
IF、そしてIOA（国際オリンピックアカデミー）の専門家が参加する規定が作られた。 
 この組織の予算は毎年IOCによって決められると規定された。この基金はミュンヘンオリンピック
のあと活動を始めることになっていた。 
 NOC常設会議に属する同じような組織は、ローザンヌに移され、IOCの指揮の下に置かれること
になっていた。 
 次のIOC総会でこの提案はいくつかの批判を浴びた。 
 スミルノフは、究極の目的はテレビ放送権料の分配であるのだから、NOCが決定に加わるべきだ
という意見を述べた。 
 次に年のミュンヘンでのIOC総会で、ファン・カルネヴィークはこの委員会の委任事項について
具体的な提案をした： 
“1. 一般的に受け入れられているスポーツ行政についてのアドバイス。 
2. スポーツの競技方法の導入。学校に始まり、街、地方そして国内選手権等に至る。 
これはもちろんそれぞれの国際競技連盟との緊密な協力によってのみ実現される。 

3.  NOCの定款と規則の作成に当たっての助言。 
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4.  NOCがスポーツ施設建設、整備、維持を扱うさまざまな機関や組織と接触する際のガイダン
ス 

5. オリンピックや大陸大会、地域大会で得られた経験を組織委員会に伝えること。 
6. スポーツ分野におけるIOCの教育的出版物の回覧。“ 

 
 長い困難な懐胎の後に“オリンピックソリダリティ”は生まれた。 
 真の独裁者の如くであったブランデージは、最初はこの組織が作られることを妨害し、後に引き

延ばした。NOCに対するコントロールを、用心深く、何とか維持しようとしたのである。 
 
 

2.4.4. IOCの資金調達

 
 第2次世界大戦後の大きな政治的、社会経済的、文化技術的変化は、スポーツの世界に巨大
な衝撃を与えた。 
 ますます大きくなる政治的、経済的な相互依存を背景に、国際関係がさまざまな地域で発展し

た。スポーツもこの“グローバリゼーション”の過程に影響された。 
 それまでスポーツの発展は、主としてヨーロッパ、北アメリカそしてイギリスの影響圏（ニュージー

ランド、オーストラリア）などの伝統的なスポーツ国に限られてきた。 
 それと対照的に、1950年から1970年の期間はスポーツの真の“地球化”によって性格づけられた。 
 通信技術と交通の進歩は地球を小さくした。たくさんの国際競技会が急速に発達し、東側ブロッ

クの国々といわゆる“第三世界”がスポーツの世界に進出してきた。 
 同時に国家的、イデオロギー的利害、がスポーツの世界のますますの政治化を招いた。 
 冷戦がスポーツの世界での、一種の“軍拡競争”の背後の原動力となった。 
 システマティックな才能発掘、高度に発達した運動用具、洗練されたスポーツ技術、改善された

トレーニング方法、そして膨大に増えたトレーニング時間がたくさんのスポーツで競技力の爆発的

向上を生んだ。 
 東側ブロックの国々では、国がスポーツに及ぼした影響力は明らかであった。 
 西側では改善された経済状況と増大するレジャーがスポーツの民主化を促進した。そして東側

ブロックの競技の圧力にさらされて、スポーツ活動を支える競技連盟やクラブの資金要求は多くの

場合容易に満たされた。 
 
 通信技術の巨大な進歩は、スポーツの世界の急激な変化の基礎を提供した。 
 “1950年代と60年代”の技術発達と経済的繁栄はテレビの普及を加速し、テレビはスポーツマー
ケッティングの主要な媒体となった。 
 1950年代後半のテレビジョンセットの販売は“消費主義の伝染病”と言われるぐらいの現象となっ
た。 
 アメリカで売れたテレビジョンセットの数は、1946年の5千台から1950年には7百万台に増えた。
1960年代初めに、アメリカの家庭の95％が少なくとも1台のテレビを所有していた。 
 1957年にソ連が“スプートニク”を地球を回る軌道に打ち上げ、最初の人工衛星とし、1960年に
アメリカの衛星“テルスター”で始まる衛星中継の基礎を作り出した。 
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 最初の静止衛星（“アーリーバード”）はちょうど5年後、これに続いた。 
  
 テレビはスポーツイベントを伝えるマスメディアとして比類のないものになった。 
 新聞は即時性を欠き、ラジオは映像を欠く、そしてどちらもスポーツの一番重要な要素、動きを

伝えることができない。 
 テレビは、いろいろな角度から、拡大したり、繰り返したり、動きの連続をスローモーションやストッ

プモーションでさえ見せることができる。そして、スタジアムにいる観客の生の目には見えない細部

や分析を、テレビを見ている人に伝えることができる。 
 
 スポーツとテレビの共益関係、20世紀を代表するメディアとその最もすぐれた広告手段の共生が
始まった。お互いがお互いの進歩に影響し合った。 
 商業主義の加速とスポーツのプロ化がその一つの結果であった。 
 
 メディアの露出と大衆化と商業化の渦巻状の急上昇過程が始まった。 
 スポーツの人気が増し、それと共にスポーツの商品としての経済価値が高まった。 
 そしてそれがメディアの露出を増やし、結局はスポーツ自体の発展を助けることになった。 
 
 1946年初め、有名な野球チーム、ニューヨークヤンキースはその試合の放送権をテレビジョンネ
ットワークに売った。フットボールとバスケットボールのチームがそれに続いた。 
 1952年までに、北アメリカフットボールリーグのテレビジョン収入は全収入の3分の1を超えていた。 
 こうした事態の発展はオリンピックムーブメントにも衝撃を与えずにはおかなかった。 
 IOC、NOC、IFに新しい資金調達の可能性が開かれた。 
 オリンピック大会は増大する利益の結果ますます巨大化していた。これは結局、選手自身を、メ

ダルの持つ道徳的価値を物質的収益に代えようとする誘惑に晒すことになった。 
 
 1960年代までIOCの財政状態は不安定なものであった。 
その時まで、メンバーの会費とオリンピック主催都市からの分担金が収入の主なもの1であった。 
 ブランデージは行政費用のある部分を彼自身のポケットから出していた。しかし彼はクーベルタ

ンと違ってそのために破産はしなかった。 
 
 国際アマチュア陸上連盟の会長、ロード・バーリー、エクゼター侯爵のいくつかの提案、すなわ

ちオリンピックの入場券に5％の税金をかけて、IFとIOCが増え続ける活動の財源として使えるよう
にするべきだという提案は、ブランデージににべもなく扱われた。 
 最初の提案から2年後、1959年のミュンヘンのIOC総会で、エクゼター侯爵は国際競技連盟の
収入とするために入場券に3％の税を乗せるよう、長い演説をした。 

                                                        
1 原注：オリンピック憲章、規則24：IOCは会員国の年会費を定める。オリンピック大会と冬季大会
の組織委員会はIOCの定める分担金を払わなければならない。 
メルボルン6万Sfr. コルチナダンペッツォ2万Sfr. ストックホルム〈馬術〉1.5万Sfr. スコーバレー3
万Sfr. ローマ10万Sfr. 東京13万US＄ インスブルック2万US＄ 
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 彼は、オリンピック大会の枠組みの中で世界選手権を開催する国際競技連盟は、大変な損失を

こうむっていることを指摘した。 
 それに続く議論で彼は、もしIOCが彼の提案を拒否するなら、IAAFは独自の世界選手権を始め
ると脅しをかけた。しかしそれにもかかわらず委員の過半数はそのような税金に反対の投票をした。 
 この方法が不人気だと思われたという事実の他に、この種の規則が更なる資金要求に扉を開く

だろうという恐れがあった。 
 総会の数日前、IOC会長は入場券の税金の導入がオリンピックの理想と相いれないし、オリンピ
ックムーブメントのイメージを損なうだろう、という理由で反対をはっきりと表明していた。 
 彼はオリンピックムーブメントをあらゆる形の商業主義から守ることを義務と心得ていた。 
 結局ボーモン伯爵の動議に基づいて、IOCが国際競技連盟を支援する、そして詳細な調査に
基づいてローマでの1960年総会で投票を行うという合意がなされた。 
 
 IOC総会で、ともかくもテレビ放送権料の問題が論じられたのは、1956年のコルチナダンペッツォ
が最初であった。この会議は前の年の国際競技連盟と理事会の会合に続くもので、その時IFの代
表は、将来のテレビ放送権料からの利益の可能性について言及し、この収入の分け前について

彼らの希望を述べたのであった。 
 ブランデージのテレビからの収入についての態度は極めて用心深いものであった。 
 彼は、テレビジョンネットワークは報道が公共の利益であるという見解を取っているので、金を払

うことには同意しないだろうと報告した。 
しかしその一方で、アメリカの商業放送は重要なスポーツイベントを放送するためには、天文額的

な金額を払う用意があった。 
 集まったIOC委員たちは、オリンピックのテレビ放送はスタジアムに来る観客の数を減らし、組織
委員会に不利益となるのだから、IOCはテレビマネーを得る権利があると考えた。 
 それに大会の放送はテレビジョンネットワークにとって広告収入の主要な源となっているのだ。 
 IOC委員は、テレビジョンネットワークとの交渉は最大の慎重さをもって行うべきだということに同
意した。というのは、ある人々はもし報道の自由を侵すようなことがあれば、オリンピックをボイコット

すると脅していたのである。 
 ブランデージの意見は、テレビ会社と交渉するのは組織委員会で、IOCはルールを定めるが直
接商業的な交渉に巻き込まれるべきではないというものであった。 
 彼は良い結果が得られるかどうかの見通しについては、極度に懐疑的であった。 
 彼は依然として、テレビマネーからの完全な独立を、現実的な可能性としては最も好ましい解決

策であると考えていた。 
「親愛なる友よ、我々は60年間テレビなしでやってきました。これからの60年間もきっとテレビなし
でやっていけるでしょう・・・」 
 彼は1956年のコルチナダンペッツォの理事会の前に宣言していた。 
 しかし、それからわずか1年後、彼はテレビ放送権料からIOCが資金調達を出来る可能性を理解
していたように見える。そしてこのことに注意を向け、理事会によって研究されるべきだと考えるよう

になっていた。 
 
 オリンピック憲章の規則49は1958年にテレビ放送権について以下の節を付け加えられた： 
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“オリンピック大会を直接に伝達する権利、一般にライブテレビジョンライツと呼ばれているものは、

国際オリンピック委員会の承認を条件として、組織委員会によって販売される。 
 そしてこの販売からの収入はその指示によって分配される。” 
 
 メルボルンでの不成功に終わった交渉の後、テレビ放送権は初めて1960年、テレビジョンネット
ワークに売られた。 
 スコーバレーの組織委員会は冬季大会の開催都市であったが、そのテレビ放送権料は州当局

から受けた経済援助のお返しとしてカリフォルニア州に引き渡した。その結果IOCは分け前の請求
をすることができなかった。 
 ローマは最低5万ドルの保証を条件に、そのテレビからの収入の5％をIOCに提供した。 
 ローマ大会はRAI（イタリアラジオテレビジョン）によって、ユーロヴィジョン放送としてほとんどの
西ヨーロッパの国々に、また幾つかの東ヨーロッパの地域にはインターヴィジョンによって放送され

た。 
 アメリカのテレビジョンネットワーク、CBSは大会のフィルムのために66万ドルを払った。このフィ
ルムは飛行機でニューヨークに運ばれ、北アメリカ全体に放送された。  
 日本のテレビジョンネットワークNHK（日本放送協会）はビデオテープをローマから飛行機で運
んだ。 
 大会は合計21の国のテレビで見られた。 
  
 1964年の東京大会のテレビ放送権からのIOCの収入は6万5千ドルに上った。この半分はIOCに
自体に入り、あとの半分は国際競技連盟に行った。 
 インスブルック冬季大会の放送権料としてテレビジョンネットワークは合計2万ドルを払った。この
50％は冬のスポーツの競技連盟に割り当てられた。 
 東京大会から、オリンピック競技の一部は初めて衛星によって北アメリカ、ヨーロッパそしてアジ

アの多くの地域で放送された。 
 日本のテレビジョンネットワークNHKは全体で167時間の国際放送信号を作り、そのおよそ20％
が衛星によって他の地域に伝送された。 
 東京はまたカラーテレビに突破口を開き、放送の30％はカラーで見られた。 
 
 1965年に国際競技連盟は将来のテレビ収入の三分の一を要求した。 
そしてそのすぐあとNOCが自分たちの分け前を要求をした。 
 
 メキシコシティー大会からの収入、20万ドルとグルノーブル大会からの3万ドルは、それにもかか
わらずIOCと国際競技連盟との間で分けられた。 
 テレビ放送権料の分配を決めるルールを、オリンピックの4つの主なパートナー、すなわちIOC、
組織委員会、国際競技連盟、国内オリンピック委員会を考慮に入れて作ることが、緊急の課題と

なった。 
 その目的は、テレビ放送権料収入を、これは原則としてIOCに権利があるわけであるが、オリンピ
ックムーブメントそのものの利益となるようにすることであった。 
 1966年のローマの理事会で財政委員会の委員長、マーク・ホドラーはテレビ放送権料収入を以
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下のように分けることを提案した： 
 最初の100万ドルはIOC、IF、NOCの間で三等分する。そして次の100万ドルは組織委員会が三
分の一を受け取り、IOC、グループとしてのNOC、グループとしての国際競技連盟がそれぞれ9分
の2ずつを受け取る。 
 三番目の100万ドル以降は3分の2を組織委員会へ、9分の1ずつをIOC、NOC、IFが受け取る。 
 この提案は1972年の大会から適用されるとして、1966年のローマのIOC総会で採択された。 
 
 オリンピック大会のますますの巨大化につれてIOCの仕事量も増え続けた。IOCはそれ自身の
成功の犠牲になったのである。 
 ローマとインスブルックの大会以来収入は際立って増えたが、それでも爆発的に増える行政費

用を賄うには不十分であった。 
 1967年IOCは財政破たんに直面した。 
 その支出は1960年には3万6千スイスフランであったが1966年には7倍（266,000 Sfr.）以上に増え
た。 
 しかし会長は特に心配しているようには見えなかった。彼はドゥブロヴニクでのIOC理事会とNOC
の代表との会合で笑いながら言った「紳士諸君、我々は破産しました。」 
 彼はあらゆる手段でIOCを商業活動から引き離しておこうとした、そしてその時進行している事態
に苛立っていた。その苛立ちは1967年の彼の回状に明らかに見て取れる： 
「我々はビジネスに入り込みました、そしてそれに付随する全ての問題に遭遇しています。 
 そして我々の活動の中にいかに微かであるとはいえ変化が見て取れます。私は、これは歓迎す

べきことだとは思いません。IOCの使命は決して商業的な事業ではないし、私は我々がそうなりた
いと思ってはいないと確信するのです。」 
 
 1968年から1972年まで、IOCは、ミュンヘンのオリンピック大会の前払い金のおかげで、借金を
することなく乗り切ることができた。 
 この不安な時期のあと、IOCの財政事情は劇的に改善した。1972年大会のテレビ放送権が莫大
な金額で売れたからである。 
 
 
2.4.5. アマチュア問題

 
 ブランデージはアマチュアリズムをオリンピックムーブメントの礎と考えていた（この章の2.2.3. 参
照）。 
 彼がIOC会長に選挙される前、彼はアマチュア委員会の委員長であった。 
 彼は、IOC委員、ボー・エケルンド（スウェーデン）、R. W. ゼールドライエルス（ベルギー）、IAAF
セクレタリー、E. J. ホルト、国際漕艇連盟FISAセクレタリー、G. ムレッグと共に、マチュアの定義
の起草に協力した。その目的は“この件に関して決定的に明確な規則を作ること”であった。 
 この大望にふさわしい熱意をもってブランデージは、オリンピック大会にこの定義に合う選手だけ

が参加できるよう、彼の全エネルギーを捧げた。 
 彼にとってアマチュアリズムは“曲げることのできない、絶対的な、そして普遍的なもの”であった。 
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 アマチュアの定義に関して彼は次のような意見を述べている、「それは正確であり、変えることの

できないものであり、いかなる組織もこれを変えることはできない。競技者は、スポーツをただ喜び

のためだけに行う限りにおいて、アマチュアと考えられる。」 
 二人のノルウェー人、オラフ・ディトレフ シモンセンとトマス・ファーンレイが1950年にコペンハー
ゲンで、アマチュアの定義はそれぞれの競技の国際連盟に委ねられるべきだと提案したとき、ブラ

ンデージは激しく反応し“STOP”で始まる回状を出した。 
 彼はこのタイプの提案に“オリンピックムーブメントの将来に対する恐ろしい脅威”とIOCの終焉を
見て取ったのである。 
 
 いくつかの批判的な新聞は、アマチュアリズムを1955年にパリで開かれる予定のIOC総会の議
題にするよう、ブランデージに促した。 
 会長は1947年の規則は“この主題を完全にカバーしている”と考えていた。しかし競技参加のた
めの収入の損失に対する補償の問題についての議論は何回も何回も持ち出されていた。 
 そのような補償は1925年のプラハでのテクニカルコングレスで拒否されていた。 
 ブランデージは収入の損失に対する補償がすぐに正規の収入になってしまうことを恐れた。 
 彼の意見では、その種の補償規則は“アマチュアスポーツの根本原則”とオリンピック憲章に完

全に反するものであった。 
「もし補償がオリンピック大会で認められれば、アマチュアスポーツの砦であり柱であると思われて

いる国際オリンピック委員会は、それを鼓舞し、正しい道に導く代わりに、アマチュアリズムを純粋

に守ろうとしている80の国々の何千という人々と組織を裏切ることになるであろう。」 
 
 彼は、収入の損失に対する補償は必要ないと言った。彼の四十年の経験に照らして「オリンピッ

ク大会で競技できないほど貧しい選手を知らないし、聞いたこともない。」から、と主張した。 
 ブランデージは、アマチュアの原則が社会的に条件付けられた基準なのだから、全ての他の社

会的規則と同じように、変わっていく社会的条件と歩調を合わせることができるように、時々見直さ

なければならないものだ、という可能性を認めることを拒否したのである。 
 
 IOC会長はもう一つ別の問題に悩まされていた：オリンピックでの成功をプロ転向に利用する選
手の数が増えていたのである。この事態の展開に直面して選手宣誓の改正が必要と考えられた。

選手宣誓の公式“ここに署名した私は、私の名誉にかけて、私がアマチュアであり、オリンピック規

則によって定められた条件を満たすものであることを宣言します。”の“私はアマチュアであり”の後

に“（アマチュア）に留まるつもりです、”という言葉が挿入された。 
 しかしこの挿入は大変な抗議の嵐を巻き起こしたので、理事会はこの規則を保留し、古い言葉

使いを1956年の大会まで維持せざるを得なかった。 
 
 IOCに対していろんな方面から、現実を無視し、既にとっくに時代遅れになった理想に偽善的に
しがみ付いている、という批判が向けられた。 
 アマチュア規則に対する違反はますます頻発するようになっていた。多くの競技ではレベルが非

常に高くなり、トップレベルを維持しながら職業を両立さすことは不可能になっていた。 
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 そこでスイスのIOC委員、アルバート・メイヤーはオリンピック憲章の規則26を調整する方向への
第一歩を踏み出した。彼はこの規則が変化した社会的条件に対して“時代遅れになっており、過

去の属している”と考えていた。 
 1960年のローマにおける第58回IOC総会で、彼はアマチュア規則の修正案を提出した。この提
案を処理するために、IOCは理事会とアルバート・メイヤーを含む委員会を作った。 
 この委員会には後に、フランソア・ピエトリ（フランス）、モハメッド・タヘール・パシャ（エジプト）、イ

ヴァール・エミール・ヴィント（デンマーク）が参加した。 
 
 1961年のアテネでのIOC総会で、出席した委員はそこから選ぶべき幾つかのアマチュアの定義
を提示された。 
 ソビエトの委員、C.アンドリアノフとA.ロマノフの提案した修正案も規則26に関するものであった。
それは収入の損失に対する補償について明記していた。彼らはそれを正当なものであると考えて

いたのである。このソビエトの修正案ははっきりした過半数1*で拒否された。 
 
 スウェーデンの委員、ボー・エケルンドはこの規則を大幅に簡素化したいと願っていた。 
 彼のアマチュアの定義は以下のようなものである： 
“プロ選手はオリンピック大会に参加することはできない。プロ選手とは主として競技スポーツから

生計を得ている者である。” 
 
 規則改正のために指名された委員会は、アルバート・メイヤーの指揮の下に、規則26の改正案
として以下の提案をした： 
“アマチュアは物質的報酬なしにスポーツに参加する者、これまでも常に、物質的報酬なしに参加

してきたものである。 
アマチュアと認定されるためには以下の条件に合うことが必要である： 

a) 現在及び将来の生計を保証する普通の職業を持っていること。 
b) いかなるスポーツに参加することに対しても一切報酬を受けたことがないこと。 
c) 当該国際競技連盟の規則に適合していること。 
d) この規則の公式の解釈に適合していること。” 

 
 アマチュア委員会の報告と提案に対する投票では、一人を除いてすべての委員がアルバート・

メイヤーによって提出された案に賛成した。 
 しかしアマチュア規則の改定については何の決定も行われなかった。 
 
 “Stop, Look and Listen”、（ストップ、よく見て聞こう）、これがローマでの提案に応える手紙の最
初にブランデージが書いた言葉であった。 
 彼の意見では、収入の損失に対する補償はオリンピックムーブメントの問題を解決する方法とし

てはまったく不適切なものであった。彼は、規則を緩める代わりにもっと厳格にそれを適用しなけ

ればならないと信じていた。 

                                                        
1 原注：37対７ 
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「オリンピックムーブメントの弱点であり、我々のトラブルの原因の95％は現在のルールが強制され
ないことにある。もし違反を止めようとするならば罰を科さねばならない。」 
 
 1960年11月17日付けの回状で、彼はアマチュア規則の違反に対して“厳しい罰”を呼びかけた。
それがオリンピック大会を、純粋な、清い、真っ当なものに保つ唯一の方法なのだからと。 
 
 1962年のモスクワでの第60回IOC総会で、改革に賛成のIOC委員の多数の圧力の下に、ブラン
デージは多少の譲歩を強いられた。 
 “偽のアマチュアリズム”の偽善と縁を切るために、総会はオリンピック憲章の26条を修正した。わ
ずかな文体上の修正を除いてアマチュア委員会の案が原案通り採用された。 
 
 この規則の解釈から生ずる困難を防ぐために、1963年にバーデンバーデンで会合した理事会
は、エクゼター侯爵によって提案された以下の補遺を公式の解釈として採用した： 
「IOCは、競技者が利益や生計を彼の競技から得ていないという基本的な原則を犯していない限
りにおいて、競技や選手に対してこの規則に対する例外措置を取る権利を留保する。」 
 
 1963年のバーデンバーデンでの総会の間に行われたIOC理事会とNOCの代表との会合で、ア
マチュア問題は長い時間をかけて議論された。 
 ブランデージはまた、ステートアマチュアの問題、トレーニングキャンプや選手に対する奨学金の

問題を取り上げた。そしてNOCに対しアマチュア規則を厳密に遵守するよう求めた。 
 そして同じ年の回状で、IOC会長は、軍隊内の選手に一般市民に優る特別な条件を提供するこ
とに対して警告し、そのようなことが続けばオリンピックの競技から軍人を排除せざるを得なくなる

だろうと述べた。 
 1952年のソビエト連邦のオリンピックファミリーへの参加以来、ステートアマチュア問題は悩まし
いトゲとなっていた。 
 フランスのマサールIOC副会長は、すでに1953年に“ステートアスリートの状況は我々の主要な
問題になっている。”と言っていた。 
 
 アマチュア問題は、テレビの重要さが増すにつれて、より深刻になっていった。 
 一般のスポーツに対する熱狂の高まりは、スポーツ商品の製作者に巨大なマーケットを開くこと

になった。テレビはこの熱狂に火をつけてだけでなく、同時にスポーツ産業の最も重要な広告手

段となった。一番市場価値の高いのは人気のあるチームスポーツ、そしてフィギアースケートやア

ルペンスキーのようなとりわけテレビ的なスポーツであった。 
 スキーは次第に大衆のスポーツになっていった。 スキーは比較的高価な器具を必要とするス

ポーツなので、スキー産業に巨大な利益を約束することになった。 
 ブランデージにとっては、これらのスポーツはオリンピックムーブメントのなかの黒い羊であった。 
 
 インスブルック大会の間、まさにこれらの冬のスポーツが、偽のアマチュアリズムの疑いをかけら

れることになったのである。 
 キリウス／ボイムラーのケースが、オリンピックファミリーの意見を分けた。 
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 ペアースケーティングの銀メダリスト、マリア・キリウスとハンスユルゲン・ボイムラーは、大会の前

に映画会社との契約にサインしていた。 
 ドイツNOCと国際スケート連盟は二人の選手を罰する理由は無いとみたが、イヴァール・ヴィント
が委員長のIOC調査委員会は制裁が必要と考えた。 
 1966年に、この事件にけりをつけるため、キリウスとボイムラーは自発的に彼らのメダルをIOCに
返還した。 
 しかしそうすることによって、IOCは困った立場に立つことになった。3位と4位のカップルが銀メダ
ルと銅メダルになるわけだが、彼らはその間にプロになっていたのである。 
 
 1964年の東京でのIOC夏の総会で、アマチュア資格検証の問題が議題に上った。 
 もう一度、特にチームスポーツでアマチュア資格を守る困難が指摘された。 
 出席した委員は、この問題はフットボール（FIFA）と自転車（UCI）を管轄する連盟から生じている
という見解を取った。これらの連盟はアマチュアとプロ選手の両方に責任を持っていたのである。 
 総会は、この二つの組織はオリンピック大会に続けて参加を許されるためには12か月以内に独
立したアマチュアの組織を作らなければならない、と決定した。 
 ブランデージの後継者、ロード・ キラニンの意見ではこの要求は誤りであった。 
 彼は一つの連盟がプロとアマチュアを管理する方が容易であると考えた；さらにプロ選手は本来

プロスポーツに属する金がアマチュアにとられることを防ぐ点で利益を得ていると。 
 
 選手の着衣に付ける広告の問題は、東京での総会で初めて取り上げられた。 
 多くの委員が修正を求めたけれども、この総会ではアマチュア規則は変更されず、単にトレーニ

ングキャンプが許される期間を、3週間から4週間に延ばす問題が取り上げられただけであった。  
 
 1年あと、1965年のマドリッドの総会で、オーストラリアの委員、ヒュー・ウエアーを委員長とした新
しいアマチュア委員会が作られた。このワーキンググループはNOCの代表たちによって提出され
たアマチュア問題についての提案を検討することになっていた。 
 NOCの代表たちはローマでの会議で“それぞれの国際連盟によって、それぞれの競技に対する、
個別に定められた、新しい総合的な規則”を要求していたのである。 
 そのため彼らはIOCに対し、以下のアマチュアの定義を採用するよう提案した： 
「アマチュアとは、利益を得ることを目的にせず、他の教育活動や職業活動に加えてスポーツを行

う者のことである。彼は、本当の、証明された、立証できる支出については、自分で必要な用意を

すれば、公正に補償を受けることができる。」 
 
 最初のリポートで、ヒュー・ウエアーのアマチュア委員会は、アマチュアリズムは理想の一部を構

成するものであるが、一つの単純な定義で包括できるものではないという見解をとった。 
 その見解によれば、オリンピック大会にアマチュアだけが参加できることを確実にするただ一つ

の実際的な方法は、アマチュアの理想に対するすべての違反のカタログを書き上げることであろう

というものであった。 
 
 アマチュア問題についてのIOCの政策は、1967年、IOC副会長、ソビエトのアンドリアノフによっ
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て厳しく批判された。 
 彼はテヘランでの総会で、IOCに対して、総合的な政策変更を求める一連の提案をした。 
 彼の提案の一つはアマチュア問題に関するものであった。それは次のようなものである： 
「スポーツのアマチュアリズムに関する、実りのない議論が何年も続いている。 
 50年以上もIOCは、近代スポーツの発展が必要としてきた生活や条件を考慮に入れることなく、
自分自身の見解を世界に向かって証明しようとした行きづまりから脱出する方法を見つけようとし

てきた。 
 これはもっとも解決しがたい問題の一つであり、19世紀末に造られたアマチュア資格の古めかし
い規定を見直して、新しい取り組みの道を見つけることが必要であると思われる。 
 例えば、何人ものチャンピオンがアマチュアからプロに転向する事実は、どういう意味をもってい

るのであろうか？彼らの数は少ないし、このことで全体としてのスポーツの規律に制裁を求めるべ

きではない。我々は十分な勇気を奮い起こして、現代の必要に直面し、アマチュア資格の新しい

規則を決めなければならない。そしてIOCの望みや見込みに反して余りにもしばしば破られてきた
古い規則にしがみつくことをやめなければならない。 
 我々はこの問題についても、われわれの選択をしなければならない。」 
 
 この批判的な挑戦は、その核心においてこの時代の一般的な意見を反映していた。 
 アマチュア規則は偽善的なものと見なされていたのである。  
 1967年7月23日の“タイムマガジン”に「誰も（IOC）規則など気にしないだろう。」という記事が現
れた。同じ年の6月4日のロンドン“オブザーバー”は「オリンピックのスポーツマンはもはやアマチュ
アではありえない」という結論を下した。 
 1968年の冬季大会で、フランスの週刊誌“レクスプレス”は、うぶなだまされやすい者だけがグル
ノーブルの競技で純粋なアマチュアを見る事ができると信じているのだ、とコメントした。 
 2年後、ジャーナリストのジャン・マルケはフランスの新聞“ルモンド”に書いた： 
「もしこの規則が1970年に適用されるとすれば、アメリカの学生も、ソビエトの兵士も、フランスの事
務員も、イタリアの職人も、大会に参加する資格はないであろう。それは19世紀のイギリスの“スポ
ーツマン”の定義に逆戻りする事を意味するであろう。」 
 1959年、ブランデージはそのようなプレスリポートに対して法的措置1をもって応えた。 
 
 1968年のグルノーブルにおける冬季大会で、ブランデージは非常にはっきりと、冬季大会に対
する嫌悪感を示した。彼は冬季大会がプロフェッショナリズムとコマーシャリズムに汚染されている

と見ていたのである。 
 アルペン競技の前夜、会長は、スキーに付けた会社の名前は厳密な法解釈に従った場合消す

ことはできないと、告げられた。 
 怒り狂ったブランデージは、アルペン種目への出席とメダル授与を拒否してこれに応えた。 
 

                                                        
1 原注：フランスの新聞“Le Miroir des Sports”がIOCとその会長をアマチュアリズムについての偽
善で非難した時、ブランデージは名誉毀損で訴えた。フランスの法廷は彼を支持し、被告に罰

金を科してブランデージには象徴的な損害賠償金として１フランスフランを与えた。 
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 ヒュー・ウエアーのアマチュア委員会は、あらゆる種類の困難に付きまとわれていたが、何よりも

個人的な問題が委員長に影響を及ぼしていて、はっきりした結論に至ることはできなかった。 
 新しい参加資格規則起草の仕事は“合同参加資格委員会”、に移管された。これはメキシコシテ

ィーでNOC代表とIOC委員によって設立された5つの委員会の1つである。 
 次の年のワルシャワでのIOC総会で、この新しい委員会の委員長、ルーマニアのIOC委員シペ
ルコは彼のワーキンググループの作業について詳細な報告を提出した。 
 この委員会は規則26を改正する必要はないと考えた。しかしこの規則の公式の解釈を現代スポ
ーツの要求に沿ったものになるよう見直すことを提案した。 
 その改正の提案の中に、委員会は、最近数十年間の社会的進歩、倫理的な観点、そしてIOC
の国際競技連盟との関係を考慮にいれた。 
 
 この提案はすべてのNOCに送られた。そしてその大多数は賛成したと、A.シペルコはアムステル
ダムのIOC総会に報告することができた。 
 IOCの常任参加資格委員会もこの提案を受け取っていて、ヒュー・ウエアーの指導の下にこの案
に対する報告を書き上げていた。 
 これらの報告に基づいた提案を理事会に送付することが決定された。 
理事会はオランダのIOC副会長、ファン・カルネンビークからの1970年10月の更なる提案も検討し
た。 
 新しい規則が施行される前に、IOCと国際競技連盟の代表が議論した。 
 ブランデージ自身は、IOC委員が郵送によって投票する前に、あまりにリベラルだと彼が考えた
ほんの幾つかの点を修正した。 
 この新しいテキストは1971年4月5日有効となった。 
 
 この新しい規則は何も基本的な変更を含んでいなかった。その条文はアマチュアではなく、選手

についてのみ述べていた。選手は伝統的なオリンピック精神とオリンピックの倫理を尊敬しなけれ

ばならず、スポーツを二次的な活動として行い、そのことによって報酬を受け取ってはならなかっ

た。 
 選手をトレーニングすることによる収入は認められなかったが、初心者を教えるスポーツ教師は

報酬を受け取れることが明記された。 
 これまでの版と違って規則についての公式の解釈が詳細に述べられていた。 
 過去数年の経験に照らして、トレーニングキャンプ、保険、奨学金、賞品の問題について個別に

述べられていた。 
 収入の損失に対する補償は、例外的なケースについて許されていた。 
 “ノンアマチュア”と“セミプロ”の定義の中から、スポーツでの好成績の結果、国、教育機関、会

社、にサポートされている選手たちははっきりと除外されていた。 
 
 この規則の一つの項目はドーピングについて記述しており、ドーピングテストを拒否した選手、あ

るいはドーピング検査で違反を発見された選手は、オリンピック大会参加を禁じられると規定され

ていた。 
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 エクゼター侯爵はこの新しい規則に、IOCにより大きな自由裁量の余地を与える例外を許す条
文1を付け加えることを勧告した。この勧告はIOC委員の間で大幅な賛同を得た。 
 
 この新しい規則が発表されるやいなや、これに対する最初の批判の声がIOC自体の中から起こ
った。 
 ブルガリアの委員、ウラジミール・ストイチェフ将軍は、自分は新しい規則26に対し、会長と理事
会に対する尊敬から賛成票を投じたが、これは非現実的であり、オリンピックムーブメント創始以

来スポーツに起こっている基本的な変化を考慮に入れていない、と考えると述べた。 
 参加資格委員会もまた批判的であった。委員会は“価値そして/あるいは規則の言葉使い”に疑
問を呈し、改良された版を作るために研究委員会を作ることを提案した。 
 
 新しい規則が施行されると参加資格委員会は“強制/事実摘発委員会”となり、IOC会長の偽ア
マチュアにたいする戦いをサポートすることになった。 
 この委員会の最初の標的は、ウインタースポーツ、とりわけアルペンスキーであった。 
 ブランデージはアムステルダムでのオープニングスピーチで、アルペンスキーはすべての統制を

逃れており、近代オリンピック大会がその古代のモデルと同じ道を歩むことを防ぐためには、厳し

い注目を浴びる方法を取らねばならないと述べた。 
 この種の注目を集める方法によって狙い撃ちされた最初の人物は、オーストリアのスキーヤー、

カール・シュランツであった。 
 参加資格委員会は1972年東京で行はれた理事会に以下の勧告をする報告書を提出した： 
「ここ数年の、カール･シュランツの国際アルペンスキー競技場での活動と影響、そして自分の名

前と写真の広告使用を許している態度に鑑み、彼は1972年第11回オリンピック札幌冬季大会へ
の参加資格なしと宣言する。」 
 
 この報告書は、オーストリアNOCと国際スキー連盟（FIS）に対しても、彼らの態度を糺すよう勧告
していた。 
 
 1972年、札幌のIOC総会での長い議論の末、28人のIOC委員が参加資格委員会の提案に賛成
票を投じた。反対は14人であった。 
 オーストリアNOCの抗議もむなしく；カール・シュランツは大会参加を禁じられた。 
 オーストリアスキー連盟の理事会は、カール・シュランツの禁止が解かれない限り、オーストリアス

キーチーム全体の引き上げと、選手たちの参加の義務からの解放を決議した。 
 しかしカール・シュランツ自身は、記者会見でそのような行動は反対だと述べた。 
 そこで、連盟会長は、選手団に対して出していた引き上げ要請を取り消した。 
 シュランツの発言の機会を求める要請は、何人かのIOC委員も提案していたのであったが、ブラ
ンデージによって、IOCは個人とは交渉しないという理由で拒否された。 

                                                        
1 原注：“選手がその競技から利益或いは生計を得ていないという基本原則を犯していない限り
において、IOCはその競技或いは個人に対してこれらの規則の除外措置をとる権利を留保する。
そしてこの権利はミュンヘン会議まで理事会に付託される” 
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 帰国したシュランツはヒーローとして歓呼をあびた。何万もの人が通りに並んで彼を歓迎した。 
 IOC委員、モーリス・ヘルツォークとモハメッド・ムツァーリの恐れが現実のものとなった。シュラン
ツを大会から追放することによってIOCは彼をヒーローにし、殉教者にしたのである。 
 シュランツのケースは、その時IOCが直面しているジレンマを際立たせた。 
 IOCはその原則と規則の信頼性を維持するためには厳しい処置を取らなければならなかった。 
 しかしすべての選手に対する規則の厳しい適用は大会開催そのものを危険に陥れたであろう。 
 カール･シュランツの排除は一罰百戒を意図したが、実際には、すでに長く社会的現実と相容れ

なくなっていた理想を守ろうとする最後の空しい試みであることを証明したにすぎなかった。 
 結局、論理的には二つの解決策しかなかった。参加資格を現代スポーツの変化した条件に合

わすか、IOC会長の過激な提言1に従って冬季大会そのものを廃止するか。 
 第二の解決策は疑いもなく夏の大会もまた終わることを意味したであろう。 
 オリンピックプログラムのほとんどの競技はもはや、今や85歳になったIOC会長が思い描きたいと
思ったような“純粋な、清潔な、偽りのない”ものではなかったのである。 
 
2.4.6. ドーピングの禍

 
 いろいろな刺激剤や強壮剤によって成績を上げようとする企てはスポーツ競技の歴史そのものと

同じくらい古いものである。 
 この過程を我々は競技スポーツの“全体主義化”と呼んでもいいだろう。 
 これは1950年代以降、明白に証拠だてることができる。すなわち全ての可能な国や私的な力を
動員して、国際的な成功を確保しようとする動きは、非合法なものを含めあらゆる可能な手段に頼

ろうとする誘惑を高めた。たえまなく増大する成績へのプレッシャーに耐えるために。 
 
 IOCはこの展開に反応せざるを得なかった。1960年のサンフランシスコIOC総会で、ブランデー
ジはある競技における、いわゆる“元気をつける薬”（硫酸塩覚せい剤）の使用に委員たちの注意

を促した。 
 彼は出席した委員たちに、この問題の深刻な性格を指摘し、自分たちの国でこの情報を伝える

よう要求した。 
 2、3か月後に、この警告をいかに深刻に受け止めねばならないかが明らかになった。 
 1960年ローマオリンピック大会の最初の決勝で、チーム100キロ自転車レースでデンマークのク
ヌート・エネマルク・ジェンセンは疲労困憊して自転車から落ちた。彼は数時間後に病院で死んだ。

医者の診断は興奮剤の使用を暗示するものであった。 
 
 この悲劇的な出来事のちょうど1年あと、1961年のアテネIOC総会で、ブランデージはドーピング
の問題により大きな注意とドーピング規則の違反に罰則を適用することを呼びかけた。 

                                                        
1 原注：ブランデージはまたオリンピックプログラムからいくつかのチームスポーツを排除できれば
うれしく思ったであろう。彼の意見では、それらは金銭目当ての動機に汚染されており、国家間の

過剰な敵対意識を挑発するのであった。 
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 同じ総会で彼は“国際スポーツ医学連盟”（FIMS）の代表との論議を報告した。 
 FIMSはスポーツの成績をもたらす条件について調査することを計画していた。 
 彼はこれらの研究者と接触することは興味深いことだと考えていた。 
 そこでIOCは、ニュージーランドのポリット博士を委員長にこのための医学委員会を造った。この
委員会には日本の東龍太郎、ブラジルのJ. フェレイラ・サントス、チェコスロバキアのヨーゼフ・グ
ルッスが指名された。 
 1年後ローザンヌの理事会で、ドーピングに対して決然たる戦いをすべきだと宣言された。 
この仕事はアーサー・ポリットによって率いられる医師のグループに加えて、パナマのIOC委員、
オーグスティン・ソーサに委託された。 
 
 1964年、ドーピングのケースについての数多くの新聞記事に触発されて、スウェーデンの委員、
ボー・エケルントはドーピング違反者の発見のために血液検査を導入することを提唱した。 
 ポリットはドーピング委員会の報告が次の年に出るまで待つことを提案した。 
 その数か月後、東京の総会でドーピング委員会の委員長はIOCが以下の三つの決定をするよう
提案した： 
1）薬物の使用を非難する公式の声明を発する。 
2）直接あるいは間接に薬物の使用を奨励したすべてのNOCあるいは個人に対する処罰の規定
を設ける。 

3）各NOCが、選手に対し、いつでも検査を受ける準備をしておかなければならないと伝えるよう求
める。 

 参加申請書類に付け加える：“私は薬物を使用していません。そして私はここに、必要な場合い

かなる検査も受ける用意があることを宣言します。” 
 
 しかしこのテキストは大方の賛成を得られなかったので、決議としては、もっと正確な表現の案が

作られ、参加資格の規則に付け加えられるべきである、ということになった。 
 
 ドーピング問題は世間で大変な議論を呼んだが、IOCは最初、この問題に全面的に関わること
を躊躇しているように見えた。 
 ブランデージは、オリンピックの商業化と選手のプロ化に対する彼の聖戦に熱中していた。 
 彼はたびたび選手の薬物使用を非難したが、ドーピングは彼の著作の中で非常にわずかな部

分しか占めていない。 
 
 スポーツにおけるドーピングに対して最初に国が対策をとったのは、1962年のオーストリア教育
省であった。ドーピングした選手とそのクラブに厳しい罰を科する訓令の形をとっていた。 
 オーストリアに他の国が続いた（ベルギー、フランス、イタリー）。そして60年代半ばにアンチドー
ピングの法律を施行した。 
 ユネスコとヨーロッパ評議会もこの問題に取り組んだ。 
 ドーピングに対する効果的な行動の基礎として国際的な合意を達成するために、ヨーロッパ評

議会の委員会は1963年にドーピングの定義を作り出した。 
 同じ年の1月、第1回ドーピングについてのヨーロッパ会議がフランスの湯治場ウリアージュで開
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かれた。ここでも定義によって問題を明確に把握する試みがなされた。 
 
 多くの国際競技連盟は、多かれ少なかれ国の政策と一致した厳しいアンチドーピング規則を定

め、最初の検査を行ったが、IOCは最初、この問題について幾分控えめな態度を示していた。 
 1966年、アーサー・ポリットはドーピング委員会に、長く待たれていた報告書を提出し以下の方
法を勧告した： 
“1. 国内オリンピック委員会はそのスポーツ医学組織を通じてこの問題について全般的な教育を
奨励しなければならない。 

2. 国内オリンピック委員会はオリンピック大会のエントリーホームに、一人一人の選手によってサ
インされた、彼あるいは彼女はドーピングをしたことはないし、これからもすることがないという声

明を付け加えなければならない（これは自動的にテストと、必要と思われた場合に検査をする

道を開くものである）。 
3. 国際競技連盟はその競技を支配する規則や規定の中にドーピングの習慣をはっきりと禁ず
る条項を含めなければならない。 

4. IOC自身は： 
a) ‘ドーピング’について強く非難する声明を出さなければならない。 
b) オリンピック大会の間にドーピングについて違反していると判定されたNOCや個人に対し
て罰を科する権限を与えられなければならない。 

c) 必要が起きた場合、大会の間に選手を検査しテストする適切な準備をしなければならない
―この準備は大会の組織委員会の医学担当部門の監督の下にFIMSの役員の支援を受
けて行われる―FIMSはIOCに承認された国際医学団体である。 

 
 アーサー・ポリットはさらに興奮剤や刺激剤とみられる製品のリストを発表した。 
 この種のリストはドーピングの効果的なテストへの第一歩であった。 
 その時まで、IOCのドーピングの禁止は非常に一般的な形であって、効果的なテストの十分な基
礎とすることができなかった。 
 
 テヘランでの第66回総会で、新しいIOCのエントリーホームに関連して、IOCはアーサー・ポリット
によって提案されたドーピングテストを行うための公式の医学組織の設立を承認した。 
 同じ時にIOCは競技力を高めるためのアナボリックステロイドの使用について、初めて詳細な報
告を受けた。 
 委員たちはこの種の違反を証明することのむつかしさについて警告を受けたが、同時にこのタイ

プのドーピングに関してより信頼できるテスト方法の見通しについて報告を受けた。 
 ステロイドはすでに50年代半ばから使われていた。 
 力や回復力を必要とする種目において、このタイプのホルモン操作は爆発的な記録を出すこと

を助けた。 
 
 アーサー・ポリットがIOCから去ると、ベルギーの若い委員、プリンス・アレキサンドル・ド・メロード
が医学委員会の委員長となった。 
 彼は大変なエネルギーで、ドーピングに対する戦いに献身し始めた。 
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 この委員会の長として、彼は今日もなお少しも衰えることない熱意をもって戦っている。 
 
 プリンス・メロードが医学委員会の委員長となってわずか2か月の後に、おそらく今世紀最も注目
を浴びたドーピング事件の一つが起こった。 
 1967年7月13日、ツールドフランスの第13ステージで悪名高いヴェントゥー山“自転車選手に恐
ろしい犠牲を要求する暴君”を登っている間に、イギリスのトム・シンプソン選手は疲れ切って2度
目の落車をした。 
 彼を救おうとするすべての試みは空しかった。イギリスのチャンピオンはアヴィニオンの病院で亡

くなった。解剖の結果はたぶんアンフェタミンの服用が彼の悲劇的な最後に関わったことを示して

いた。 
 新聞とテレビはこの事件に関する映像と記事を世界中に伝えた。 
 世間は警告を受け、ドーピングに対する戦いは一段と強化された。 
 
 1968年のグルノーブルの総会でIOC委員は、医学委員会からの提案に基づいてIOC規則のド
ーピングについての文言を変えた。 
 新しい版では、ドーピング違反と判明した選手あるいはテストを拒否した選手、そしてチームスポ

ーツではその選手のチームメイトもオリンピック大会から追放されることになった。 
 グルノーブル冬季大会で禁止された薬物はテキストに付け加えられた。 
 
 そしてさらに全ての女子選手はセックスチェックを受けることが明記された。 
 
 1930年代、そして第二次世界大戦の後、女子種目に参加したある選手たちの性についての噂
が広まった。彼女たちの記録、そして体つきは女性らしさとされるものに少しも似ていなかった。 
 いくつかのケースではこの疑いは確認された。 
 
 1936年のこと、ブランデージは当時のIOC会長、バイエ ラツールに意見を述べたことがある。

「いろいろな競技で、明らかに反対の性の特徴を示しているので、さまざまな女性（？）選手の参

加資格に問題が起こっています」。彼は「オリンピック大会に参加する前に医学的なチェックを課

せられるべきだ。」と考えていた。 
 
 最初のセックスチェックが行われたのはそれから30年後であった。 
 1964年、IAAFは国際競技に参加する女子選手は独立の医師によって婦人科検査を受けなけ
ればならない、と決議した。 
 この検査は1966年、キングストンの英連邦大会とブダペストのヨーロッパ選手権で初めて実施さ
れた。 
 
 オリンピックでは第10回グルノーブル冬季大会でこれらの方法が適用されたが、システマティック
なものと言うよりは実験的なものであった。 
 
 ブランデージは回状の中で、選手の医学テストを行うのはIOCの仕事ではないという考えを述べ
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た。彼の意見では、これはIOCの規則に従って国際競技連盟とNOCがやるべきであった。 
 ブランデージによれば、IOC医学委員会の役割は純粋に顧問的なものであった。 
 プリンス・メロードはこの回状を医学委員会の能力に疑問を呈するものだと見た。 
 ブランデージはいかなる意味でも“医学委員会を攻撃”しようとしたものではないと釈明し、 
次のように続けた： 
「もしメキシコでテストが行われるならば、それは医学委員会の監督のもとに、その定めた正式な手

続きによって行わなければならない。しかしそれは当該国際競技連盟の書面による要求によって

行われなければならない1*。これはすでに私が言っているように国際オリンピック委員会の責任で
はない。」 
 

 メキシコシティーでは組織委員会がドーピングテストに必要な施設を提供した。 
 IOC医学委員会委員長、プリンス・メロードの書面による要請で、国際競技連盟は自分たちの責
任でドーピングテストを実施することができた。 
 
 メキシコシティーでは、尿サンプルに加えて射撃選手から血液サンプルも採取され、血中アルコ

ールのレベルが検査された。 
 何人かの選手については競技能力を高めるためにホルモン操作をしている疑いがもたれた。 
 アナボリックステロイドの使用についてはそれを分析する処置がまだ充分に信頼が置けるもので

はなかったので、1968年も、1972年に至ってもテストは行えなかった。 
 
 ブランデージの後継者、ロード・キラニンはこの問題にブランデージより高い注意を払った。 
 会長職についてからすぐ、彼は、ドーピングはオリンピックムーブメントにとって最大の問題のひ

とつであると言った。 
 

2.4.7. 国際オリンピックアカデミー

 
 ピエール・ド・クーベルタンは、体と心のトレーニングを通じての人類の道徳的向上を生涯の目標

としていた。しかしオリンピック大会の復興で、彼はこの目的のわずかに一部を達成したに過ぎな

かった。 
 自分の仕事の理論的基礎を強化し、拡張し、調査するために、彼は、オリンピックムーブメントの

知的な価値と教育的大志を熟考するための場所として使える施設を必要だと思っていた。 
 
 1937年、ベルリンの1936年オリンピック大会の途方もない壮大さに深い感銘を受けたピエール・
ド・クーベルタンは、死の数か月前に一通の手紙をライヒススポーツ長官に書いた。 
そしてオリンピックスタディーズセンターを設立することを求めた。 
「オリンピックスタディーズセンターは（ついでながら、それは必ずしもベルリンである必要はありま

せん）、何よりも、私の仕事を維持し発展させ、私が恐れる逸脱から仕事を護ることに役立つでしょ

う。」 

                                                        
1 原注：下線はオリジナルテキストにあり。 
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 この申し出は、ドイツ政府の好意的な反応を得たがクーベルタンの生前には実現しなかった。 
 1938年2月9日付の内務大臣、フリックの命により、国際オリンピック研究所（IOI）がベルリンに本
部を置いて設立された。 
 フランスのIOC委員、ピエトリの提案で、IOCはその公式ブレッティンを国際オリンピック研究所の
発行する“オリンピッシェルントシャウ”と一体化することに同意した。 
 
 国際オリンピック研究所の所長はカール・ディームが任命された。彼はクーベルタンの知的遺産

を管理することをこの研究所の使命と考えた。 
 ディームは1938年3月26日、クーベルタンの心臓を埋葬する式典に出席するためオリンピアに旅
した。 
 その機会に彼はまた、古代の競技場の遺跡を尋ねた。それは1936年10月にドイツ政府の援助
によって発掘されたものである。 
 おそらくそこでの印象が、彼に古代オリンピアをよみがえらせるアイデアを吹き込んだのであろう。

オリンピアにおける式典についての報告で彼は次のように書いている： 
「良い季節に、他の国々からの若者が、若者のためのオリンピックアカデミーに招かれる。 
それは人里離れたオリンピアにあり、オリンピック大会がシンボルとして、また模範として仕える、心

と体の調和、そして知識の強化に貢献するであろう。」 
 
 オリンピックアカデミーの計画を実現するために、ディームはギリシャの援助に頼った。 
 ギリシャの側に、彼はジャン・ケトセアス、当時のギリシャNOC（HOC）の事務総長に、オリンピック
の理想に対する情熱を分け持ち、彼の“オリンピック大学”の考えを熱心に支持する同志を見つけ

た。 
 HOCとギリシャ政府がこの計画を詳細に検討した後、ギリシャ国会は1939年春、オリンピアオリン
ピックアカデミーの設立を決めた。 
 
 世界の若者のためのオリンピック教育の施設を造ろうとするすべての努力は、第2次世界大戦の
勃発によって妨げられた。 
 大戦のすぐあと、ディームは当時IOC副会長であったブランデージに連絡を取った。 
ディームの意見では、この恐ろしい出来事の後、世界はかつてないほどオリンピックの原則を必要

としていた。彼はオリンピックアカデミーをアメリカに設立することを提案した。アメリカは世界の政

治経済の指導的な力なのだからと。 
 ブランデージがこの提案に何と答えたかは知られていない。 
 
 ジャン・ケトセアスが1946年IOC委員となって、ギリシャのオリンピックアカデミーの計画は息を吹
き返した。 
 1947年のストックホルム総会で、彼はIOCが“オリンピック学院”をギリシャに造るよう提案した。 
 2年後、ローマの総会でIOCは全会一致で、1948年にケトセアスとディームによって用意された
覚書に賛成し、ギリシャにおけるオリンピックアカデミーの設立について1949年1月のIOCブレッテ
ィンに公開した。 
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 このアカデミーの最初のセッションは1951年に計画されていた。しかしたった4か国しか参加に同
意しなかったのでキャンセルされた。 
 世界中の若者をオリンピアに集めてアカデミックなイベントを開こうという計画も失敗した。 
 オリンピックアカデミーの第1回セッションは開かれるまでに12年が経過した。 
その時は、24か国からの参加者が2週間キャンプして、有名なスポーツ教育者の講義を聴き、ディ
スカッションし、経験を交換し、遺跡を訪れ、スポーツを行った。 
 
 第1回のセッションは実験的なコースとして計画されていたが、非常に上手くいった。しかしIOA
が生き残るかどうかはまだ分からなかった。 
 何よりも資金の問題がまだクリアーされていなかった。 
 第1回のセッションの費用はドイツ連邦政府によって負担された。しかしこれは長く続けられること
ではなかった。 
 この問題は結局、1961年10月ギリシャオリンピック委員会の暫定的な条文によって解決された。
それによれば参加者の費用はそれぞれのNOCが負担し、講師の費用はHOCが負担することにな
っていた。 
 この条文はIOAの学院としての設立を保証し、そのあと何年もの間、そのコースはいろんなテー
マで規則的に開催された。 
 
 1966年のローマの総会でIOCは、ジョージW.フォン・ハノーヴァーをIOA会長に選んだ。この地
位はIOC憲章には定められていないものであったが、こうすることによってIOAの学院の重要性を
示したのであった。 
 IOA会長と何回も会った後ブランデージは、1967年、IOAのための特別委員会を作ったと発表し
た。この委員会は何よりもIOAの知的水準を高めるためにあった。そして内容、組織、財政の問題
を取り上げ、IOCとの協力を進めるためにあった。 
 この委員会は公式には“国際オリンピックアカデミーのための委員会”と称された。 
 テヘランでの1967年IOC総会で、この委員会はIOCの正式構成要素として第1回目の会議を持
った。 
 
 1966年以来、有名なオリンピックの優勝者が講師と共に総会に招かれた。 
 1967年には、住居棟、水泳プール、球技のコートを備えた最初の建設工事が完成した。 
 以前は、参加者はテントにキャンプしなければならなかった。今や本格的な宿舎に移動できたの

である。 
 
 1961年の最初のセッションからブランデージの会長職の終わりまでに、60の国々から千人以上
の学生がオリンピアに集った。 
 およそ200人の有名な研究者とIOC委員が幅広い分野の講義と議論のテーマを提供した。 
 オリンピック大会とスポーツの歴史、オリンピズム、オリンピックムーブメント、スポーツ教育、トレー

ニングと運動力学の問題、スポーツに関する哲学的問題、スポーツ心理学そしてスポーツサービ

ス業務におけるコンピューターサイエンスなどであった。 
 アマチュア問題や競技力強化のいろいろな側面などのような、時事的なテーマのディスカッショ
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ンもカリキュラムのなかで大きな部分を占めていた。  
 この議論の結果はIOCに伝えられ、その決定の参考とされた。 
 
 多くの学生にとってオリンピアのIOCセッションの参加は、人間的、国際的友情の面から、また知
的啓発の面から忘れ難い経験となった。 
 多くの者にとって、IOA参加は、彼らが自分自身の国でオリンピックムーブメントに献身する出発
点となっているのである。  
 

2.5. オリンピック大会の組織と実施

 

2.5.1. オリンピック大会の発展

 
 IOCの大切な仕事のうちに、規則的なオリンピック大会の開催、主催都市の選定、そして関連規
則や規定の施行がある。 
 すべての大会の組織委員会はIOCに対して責任がある。  
 アヴェリー・ブランデージ会長の任期の間に、大会のますますの成功は、それ自体問題をはらむ

と見られるようになってきていた。 
 オリンピックのモットー“より早く、より高く、より強く”そのままに、大会の主催者はオリンピアードご

とに、前者を凌ごうと競ってきた。競技施設の建設費、そして大会を組織する費用は、ロケットのよ

うに急上昇していた。 
 競技種目は増え、参加選手と参加国の数は膨張し続けた。 
 
 オリンピック大会も、第2次世界大戦の後スポーツ界をとらえたグローバリゼーションの一般的傾
向の例外ではなかった。1956年のメルボルンで大会は初めて南半球で催され、そのあと2つ目の
オリンピアードに、東アジアの東京が続いた。 
 1968年大会にメキシコシティーを選ぶに当たって、IOCは初めて新興国にその開催を委ねた。 
 
 IOCは定期的に、大会の巨大化を防ぐ方法を論議した。特別委員会が設置され、競技プログラ
ムの縮小、参加選手と役員の数を減らす方法について検討した。 
 
 IOC会長に就任してすぐ、ブランデージは大会のプログラムを縮小するためのいろいろな提案を
まとめた回状を起草した： 
“1. いくつかの選択競技の全面削除 

2. いくつかの競技の冬季大会への移動 
3. チームスポーツの全廃（古代オリンピック大会では競技は個人のものであった。そして1896年
にオリンピックが復活したときにもそうであった。） 

4. 地域大会をオリンピック大会の予選とする 
5. オリンピック大会の始まる前に、世界各地で競技会を開催 
6. 各競技に、選手がクリアーしなければならない参加基準を設ける 
7. すべての女性種目を廃止（女性は古代のように、彼女ら自身の大会を持てるだろう。） 
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8. すべての個人種目のエントリー数を減らす“ 
 
 提案のNo.7は、ある人々によって、これはブランデージ自身が発案したもので、彼の女性嫌いの
証拠である、と誤って解釈された。 
 ブランデージは、スポーツにおける男女同権の要求を全面的に支持しているわけではなかった

が、原則の問題として、女性のオリンピック大会参加には賛成だった。 
 砲丸投げや円盤投げの女子選手の過度に筋肉のついた体や、中長距離女子選手の苦悶する

顔は、彼の女性らしさの観念にあうものではなかったが。 
 彼は“特に女性的でない”あるいは“普通の女性にとってあまりにきつい” 種目はオリンピックか
ら除きたいと願っていた。 
 
 1953年のメキシコシティーの総会で、IOCは女性の競技の維持を全会一致で決めた。 
 しかしブランデージの提案によって“女子選手は女性にとって適切な種目にのみ参加が許され 
る”という制限がついた。 
 オリンピック競技の女性参加反対の主唱者の一人であったフランスの委員、フランソア・ピエトリ

は、メキシコシティーには出席していなかった。 
 彼は、メキシコ総会の前に、IOC会長に対し、彼の意見では女性の排除が大会のプログラムを縮
小する唯一の“論理的かつ効果的な”手段であるという手紙を書いていた。 
 
 ブランデージ会長の任期の20年の間、女性の参加選手の割合は小さなものであった。しかし
1960年以降、この割合は着実に伸びていった。 
 ヘルシンキのオリンピック大会では女性の参加は10.5％であったが、1972年のミュンヘン大会で
は17.7％に達した。  
 冬季大会の女性参加も、同じ時期に14.9％から19.2％と似たような傾向を示した。 
 女性選手の数はヘルシンキからミュンヘンの間にほとんど倍増（25から43）した。しかし全体的割
合では女性は17％弱から22％に増えただけであった。 
 1972年の札幌冬季大会では、ヘルシンキの6に対し13の女子種目が行われた。男性の競技に
比べるとこれは27％から37％への増加であった。 
 この数字は女性の参加の明らかな進歩を反映するものであるが、オリンピックスポーツは、他の

分野と同じように、男性の支配するものであり、女性の役割は偏見とタブーの歴史的な重圧によっ

て妨げられていた。 
 
 参加選手の数を減らすためにブランデージは幾つかのスポーツ、特にチームスポーツ、の廃止

を提案した。 
 彼は、古代オリンピック大会にはチームスポーツがなかったこと、そしてクーベルタンもチームス

ポーツはあまりにしばしば過度の愛国主義を刺激するとして反対した、と主張した。 
 しかしブランデージのチームスポーツに対する反感の主な理由は、そのますます強まるプロフェ

ッショナリズムであった。これは彼の冬季大会に対する反対を決定した一つの要素であった。 
 しかし彼の意見は、IOCの中でほとんど同意を得られなかった。 
 多くのIOC委員はオリンピックプログラムの中にチームスポーツを維持することに賛成であること
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が分かった。 
 大会のますます巨大化する傾向を押しとどめようとするIOCのすべての努力にもかかわらず、ミュ
ンヘン大会まで、実際問題として大きな変化はなかった。 
 
 1956年と1964年の夏の大会の会場をヨーロッパとアメリカから隔てる遠い距離と、いくつかの国
のボイコットが参加選手の数の増加をある程度チェックしたにすぎなかった。 
 

2.5.2. 第16回オリンピアードの大会

 

2.5.2.1. 1956年コルチナダンペッツォ冬季大会

 第6回冬季大会は、1944年にコルチナダンペッツォで開かれるはずであった。 
 しかしドロミテ山中の牧歌的なこの村は、12年待たなければならなかった。 
 1949年に、コルチナダンペッツォは1939年と同じように、強敵モントリオールをやぶった。 
 今回は1956年のオリンピック冬季大会を主催する争いであった。 
 
 初めてソビエトの選手が冬季大会に参加した。そこで彼らは直ちに成功を収めた。 
 例えば、アイスホッケーのトーナメントで、彼らは当然最有力と見られていたカナダからオリンピッ

クのタイトルをもぎ取った。 
 117名のソビエト選手団は最大のチームであったばかりではなく、初登場でオーストリアや伝統的
な冬の競技のスカンジナビア諸国よりも多くのメダルを獲得した。 
 この大会で最も卓越した選手の一人は、若いオーストリア人、トニー・ザイラーであった。彼はア

ルペンスキーでオリンピックの三冠王の栄誉に輝いた。 
 
 輝く青空のもと、素晴らしい山を背景に、完璧な絵葉書のような場所で行われたこの大会は、そ

の完全な組織と楽しい雰囲気で、ジャーナリストたちの賞賛を浴びた。 
 
2.5.2.2. 1956年メルボルンオリンピック大会

 1949年、ローマにおける第44回IOC総会で、1956年の第16回オリンピアードの大会の会場も選
ばれた。 
 投票の結果は大変接近したものであった。南半球の二つの都市の間の決戦は、たった一票の

差でメルボルンがブエノスアイレスを制した。 
 
 「IOCは第16回オリンピアードの大会をメルボルンに与えるという大きな誤りを犯した。メルボルン
はまったく大会を組織する能力がない」大会開催の18ヵ月前にオーストラリアを訪れたIOC会長は
毒づいた。 
 第五の大陸での大会の開催は、誠に悪い巡り会わせであった。 
 その地理的な条件による困難（遠い距離、大会のタイミング）は経済的政治的問題によってさら

に大きくなった。 
 大会は、外国から来る馬は6ヵ月間検疫所で過ごさなければならないというオーストラリアの法律
のために、ほとんど破たんしかけた。 
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 開催地に選ばれるチャンスを危険にさらさないために、オーストラリア人はこの障害に最後の最

後まで言及しなかった。 
 1953年、IOCは大会を別の場所に移すか、その代わりに馬術競技をやめるか、あるいは馬術競
技だけを第2の場所に移すか、という決断を迫られた。 
 メキシコシティーでの総会で、IOC委員は厳しい議論の末、第3の解決策を選んだ。 
 これはほとんど規則の変更であった。当時の規則では、大会は一つの都市に託されなければな

らなかった。この決定は次の年、アテネの総会で確認され、そこでストックホルムが馬術競技の会

場に選ばれた。 
 
 暗い予言にもかかわらず、メルボルン大会は組織の面では成功であった。ストックホルムの馬術

競技も44年前第五回近代オリンピックが開催されたまさにそのスタジアムで催され成功した。 
 
 大会組織化の問題よりもはるかに大きな脅威は、二つの深刻な国際政治の危機であった。 
それは大会開会のわずか数日前に血なまぐさい頂点に達した。 
 ハンガリーでは、政府のスターリン主義的統治に対する人々の不満が沸騰点に達していた。 
 1956年10月23日、ポーランドを支持し、政治のより民主化を求めるブダペストでのデモを、力で
抑えようとした警察の行為は自然発生的な人民蜂起に火をつけた。 
 民衆に人気のあった政治家、イムレ・ナジは反乱の先頭に立ち、ソビエト軍隊の撤退とハンガリ

ーの中立を求めた。 
 ソビエト政府はこれに血の弾圧をもって応えた。11月のはじめ、5000台のソビエト戦車がブダペ
ストに向かった。 
 ブダペストは、反乱者とハンガリー軍隊の一部が防衛しようとしたが、数千人もの犠牲者を出した

激しい市街戦のすえ陥落した。 
 11月15日、ハンガリー人はソビエトの強大な力の前に、ついに降伏せざるを得なかった。 
 
 クレムリンはその軍隊がブダペストに進撃しているとき、世界の目がもう一つの危機の地域に釘

付けになっている事実につけこんだ：7月26日エジプトの国家元首ナセルはスエズ運河の国有化
を宣言したのである。 
 しかし湾岸からの石油に依存するイギリスとフランスは、この重要な水路における自分たちの存

在を守る決意をした。 
 スエズ運河の国際管理を目指す話し合いの決裂に続いて、イスラエル軍が10月29日シナイに
侵攻した。これに続き、イギリスとフランスの空軍が運河に隣接する町を爆撃した。 
 ワシントンのホワイトハウスはこの力の使用を非難し、クレムリンは核兵器を使うという脅しさえかけ

た。 
 国際的圧力の下に、イギリスとフランスは結局、エジプトに対する攻撃をやめた。 
 この二つの危機の結果、台湾の参加に抗議した中華人民共和国に加えて、六つの国がメルボ

ルン大会をボイコットした。 
 エジプト、イラク、レバノンがイギリス、フランス、イスラエルの“侵略者たち”と競技することを望ま

ず参加しなかった。 
 オランダ、スイス、スペインは、ソビエトのハンガリー侵入に抗議してチームを引き上げた。 
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 スイスの、戦争をしている国の選手をオリンピック大会に参加できないようにオリンピック憲章を改

正しようとする動議は拒否された。 
 メルボルンで行われた総会で、IOC委員はボイコットの動きをオリンピックの理想と相いれないも
のとして非難し、次のような記者発表をした。それは古代ギリシャの“パックスオリンピカ”の考え方

をいささか理想化したものであった。 
「国際オリンピック委員会の第53回総会は、1956年11月のメルボルンにおける最初の会議におい
て、古代ギリシャではほとんど1200年にわたってオリンピック大会の間エケケイリア1*（世界平和）
が宣言されていた事実、を指摘する。 
 この理想の普及はわれわれの目的の一つである。IOCは89の加盟国のオリンピックムーブメント
を支持する何千万もの人々を代表して、この事実に世界が注目することを願うものである。 
 そしてまた、60以上の国々、そのうちのいくつかは外交関係さえ持っていないのであるが、それ
らの国々からの選手、役員、観客の間には善意の友好的な雰囲気があふれていたこと、そして彼

らが、第16回オリンピアードのここオーストラリアの大会において、フェアプレーのアマチュアスポ
ーツのルールを守ったことに、世界の注意をひきたいと願うものである。」 
 
 祖国での軍事衝突にも関わらず、ハンガリーのオリンピックチームはIOC事務局の助けによって、
チェコスロバキア経由でオーストラリアへやって来ることができた。 
 大会の間にいくつもの抗議行動が、ハンガリー人亡命者たちによって行われた。 
 水球の試合では、いわゆる平和な競技が選手たちの間で決定的に不愉快な様相を帯びた。 
 ハンガリーとの試合でソビエトの選手たちは、プールの中での試合がますます乱暴になるにつれ

て、観客からの非難の声を浴びた。 
 
 しかし閉会式で、これらすべてのひどいシーンは忘れられた。 
 いつものように国別ではなく、すべての人が混ざり合い、選手たちは国旗の後ろで歌い踊りなが

ら一つの集団となってスタジアムへ入ってきた。 
 こうして若い選手たちは、大きな政治的危機に見舞われている世界に対して、オリンピックの平

和の理想の、目覚しいデモンストレーションをして見せたのである。 
 
2.5.3. 第17回オリンピアードの大会

 

2.5.3.1. 1960年スコーバレー冬季大会

 1955年に、アレキサンダー・カッシングという人物に率いられた私企業のビジネスマンの一団が、
スコーバレーに冬季大会を招致しようと名乗りをあげた。 
 スコーバレーはアメリカのシエラネバダの小さな地域で、IOC会長ブランデージの尊大な言い方
によれば、村としてさえ登録されておらず、スポーツ施設といえるものは一切ないのであった。 
 その地域のインフラの欠如にも関わらず、IOC委員たちは1955年のパリの総会で、カッシングの
開拓者魂に説得されて、スコーバレーを第8回オリンピック冬季大会の会場に選んだ。 

                                                        
1 原注：エケケイリアはオリンピックの間、単に、宗教的な場所と競技場、そしてそこへ行き帰りす
る選手と観客の旅の安全を保証するものであった。 
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投票の結果は大変に接近したもので、アメリカの会場（32）と競争相手のオーストリアのインスブル
ック（30）はたった2票差であった。 
 ブランデージの組織団の“素人っぽさ”についての懸念は、カッシングが大会組織の実権をカリ

フォルニア州知事に渡すに及んで薄められた。知事は新しいオリンピック組織委員会を、経験豊

かな金持ちの経営者たちを集めて作った。 
 1956年4月3日、ナイト知事は400万ドルを冬季大会に充てることを含んだ予算にサインした。こう
して大会の財政面は保証されたのである。 
 
 結局のところ、ウォルト・ディズニー自身の指揮する式典で始まった第8回冬季大会は、大きな成
功を収めた。 
 選手たちはお互いにごく狭い範囲に集まり、居心地の良い雰囲気の中で、輸送や通信のために

煩わされることなく過ごした。 
 
 ボブスレー種目はプログラムから除かれた。主催者たちがたった数か国の参加者のために75万
ドルのボブスレーコースを作ることを拒否したためである。 
 1959年、ミュンヘンのIOC総会で、スイスのIOC委員、アルバート・メイヤーは国際ボッブ連盟を
代表して今や11ヵ国がこの種目に参加したいと言っているのでボブスレー種目をレイクプラシッド
で開催するようにと提案した。 
 この提案は却下された。 
 しかしここではプログラムに幾つか新しい種目が加わった：女子のスピードスケート、これは1932
年のレイクプラシッドでデモンストレーション種目として行われたことがあった。そして男子のバイア

スロンである。 
 
2.5.3.2. 1960年ローマオリンピック大会

 1908年の大会は、最初ローマで行われるはずであった。 
 クーベルタンはこの大会に大きな希望を抱いていた： 
 「今や、我々に古典的なオリンピアードを与えてくれるのはローマの人たちである。彼らは古代の

仲間たちの栄光のために、スポーツの神殿を再び開くのだ。」 
 クーベルタンにとって、永遠の都ローマが“芸術的なオリンピアード”の舞台となるのは全く当然

のことであっただろう。 
 しかし、多くの困難があってローマは大会の開催をロンドンに譲らなければならなかった。 
 1955年、再びチャンスが巡ってきた。24票のローザンヌに対し35票で、IOCは1960年オリンピック
大会をイタリアの首都に託したのである。 
 半世紀前のクーベルタンの予測は正しかった。 
 ティベレ河の街におけるオリンピック競技は、豊かな歴史的遺産と共にあった。スポーツと文化の

結びつきが前面にでた。 
 レスリング競技はバシリカ・デ・マッセンチオの印象深い廃墟で行われた一方、巨大なカラカラ浴

場の遺跡は体操競技の舞台を提供した。 
 マラソンはキャピトルからコロッセウムを過ぎ、アッピア街道を走ってコンスタンチヌス凱旋門にゴ

ールした。 
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 大会のために素晴らしい新しい施設がとくにこの大会のために造られた。たとえば大理石のオリ

ンピックスタジアムは素晴らしい建築物であり、古代と現代を橋渡しするものであった。 
 
 エチオピア国民アベベ・ビキラは、コンスタンチヌス凱旋門の下のマラソンゴールラインに最初に

やってきた。25年前、ファシスト独裁者ムッソリーニは、この同じ場所の演壇からイタリア国民に対
し、エチオピアとの戦争を呼びかけたのであった。 
 この勝利をビキラは裸足で勝ちとったのであったが、これはアフリカのスポーツへの目覚めの象

徴でもあった。アフリカ大陸は植民地主義のくびきを振り払ったばかりであった。 
 
 この大会で最も卓越した選手のひとりにアメリカの若い女性ウイルマ・ルドルフがいた。 
 彼女は素晴らしいエレガントなスタイルで100ｍ、200ｍ、400ｍリレーで3つの金メダルを取った。 
 
 オリンピック大会の一週間あと、サー・ルートヴィッヒ・グットマンによって創設された障害者のため

のストークマンデヴィル大会が、ローマで開催された。 
 この大会は車椅子の選手たちだけのためのものであったが、第1回パラリンピック大会と考えられ
ている。 
 
2.5.4. 第18回オリンピアードの大会

 
2.5.4.1. 1964年インスブルック冬季大会

 インスブルックが第8回オリンピック冬季大会の開催権をわずか2票差でスコーバレーにさらわれ
たとき、このチロルの町の市長は直ちに次の大会に立候補することを宣言した。 
 この決断は4週間後に町の評議会によって承認された。 
 1959年のミュンヘンのIOC総会で、国際競技連盟が初めて候補都市のプレゼンテーションに臨
席し意見を述べるよう招待された。 
 この時インスブルックは成功した。第9回オリンピック冬季大会の開催都市の投票では、カルガリ
ー（9票）、ラハティ（0票）に対し、はっきりしたリード（49票）で勝利した。 
 
 ベルギゼルのジャンプ競技場での開会式では、初めての試みが行われた： 
 オリンピアからインスブルックへ飛行機で運ばれたオリンピック聖火は、スキーヤーによって会場

に運ばれた。  
 この時以来、オリンピック聖火は冬季大会においても式典の一部となった。 
 
 インスブルック大会は、危うくフェーン現象の犠牲になるところであった。 
 しかしオーストリア軍隊と地元の消防団が骨身を惜しまず会場に雪を運んだおかげで、雪不足

にもかかわらず競技は順調に行われた。 
 
 スコーバレーにおける止む負えぬ休止のあと、ボブスレー競技がプログラムに帰ってきた。 
 プログラムに新しく付け加えられたのはリュージュ競技、ノルディックスキー5キロレース、そして70
メートルジャンプである。 
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 アルペンスキーでは、フランスのクリスチーヌ、マリエール・ゴアシェル姉妹が大活躍した。彼女た

ちは大回転と回転で金、銀メダルを独占した。 
 またソビエトの女子がノルディックスキーとスピードスケートで目覚しい活躍をした。 
ソビエトのスケーター、リディア・スコブリコーワは４つもの金メダルを取った。 
 
 インスブルック以降、冬季大会さえ巨大化問題の例外ではなくなった。 
 35ヵ国からの1000人以上の選手が34の競技に参加した。 
 冬季大会への関心が高まり、テレビジョンネットワークは放送権のために高額（US＄936,667）を
支払うようになった。 
 
 IOC会長は冬季大会を快く思っていなかったが、インスブルックの大会の組織に感銘を受けたこ
とを認め、閉会式で次のように述べた。「インスブルック大会は、人間の意志がどれだけのことを成

し遂げられるかを示した。」 
 
2.5.4.2. 1964年オリンピック東京大会

 1935年のオスロでのIOC総会で、東京は1940年大会の開催地に選ばれていた。 
 しかし日中戦争の勃発のあと、東京はこの大会の開催をへルシンキに譲らざるを得なかった。 
 この大会は結局開かれなかった。 
 1959年、日本の首都は再びオリンピック大会開催への競争に加わった。 
 投票ははっきりと東京を支持した。競争相手はデトロイト（10票）、ウイーン（9票）、ブラッセル（5
票）という全くの低調であった。 
 
 日本はアジアでの最初のオリンピック大会に惜しげもなく金をつぎ込んだ。 
 この日の出の工業国は、大会のために30億ドルを費やした。これは国の名誉の問題と考えられ
たのである。 
 多くの新しい、そして建築上印象的なスポーツ施設が作り出された。 
 その中に新しい水泳場があったが、建築家丹下健三はこのために多くの国際賞を得た。IOCは
彼にオリンピックディプロマを授与した。 
 
 ガネフォ大会の出現によって起こったオリンピックムーブメント分裂の危機は今や消滅した。 
 IOCがガネフォ大会に参加した選手は東京大会に参加資格がないと宣言したとき、インドネシア
と北朝鮮の選手で該当したのはほんの一握りであったが、両国はチーム全体を東京から引き揚げ

た。 
 さらに二つの国が政治的理由でこの大会に参加しなかった。中華人民共和国と南アフリカ共和

国である。 
 
 対照的に、つい最近独立を獲得したばかりの17のアフリカの国がオリンピック大会にデビューし
た。 
 
 大会の開会式には、8万人以上の観客がスタジアムに詰めかけ、何百万人もの人々がテレビで、



NPO法人日本オリンピック・アカデミー公式サイト掲載

穂積八洲雄訳 国際オリンピック委員会の百年 第2巻 第2章

 

 

100 

象徴的意味を伴った感動的な式典を見ることができた。 
 このとき、テレビの衛星中継もまた、オリンピックデビューを果たしたのであった。 
 19歳の学生、坂井義則がスタジアムの聖火台にオリンピック聖火を灯した。 
 坂井は、最初の原子爆弾が広島に落とされた日に、広島で生まれたのである。 
 5機のジェット戦闘機がスタジアムの上の青空に五輪のマークを描いた。 
 
 競技自体は高い水準のもので、多くの記録が破られた。 
 ニュージーランドのピーター・スネルはローマでの800ｍのオリンピック優勝を繰り返し、1500ｍで
も勝利した。エジプトのアベベ・ビキラは再びマラソンで優勝した。しかし今度は靴を履いていた。 
 優れたソビエトの体操選手、ラリサ・ラチニナは彼女の9つ目の金メダルを東京で獲得した。同じ
種目、床運動では3回連続（1956年、1960年、1964年）の金メダルであった。 
 水泳選手ではアメリカのドナルド・ショランダーとオーストラリアのドーン・フレーザーがメダルをた

くさん集めた。 
 
 日本のNOCによって寄贈されたIOCの第1回フェアプレートロフィーは、二人のスウェーデン人、
ラルス・グンナー・カールとスティーグ・レンナルト・カールに与えられた。 
 彼らはヨットレースで、転覆した2人のライバルの救助のために、その回のレースの勝利のチャン
スを犠牲にしたのである。 
 
 
2.5.5. 第19回オリンピアードの大会

 
2.5.5.1. 1968年グルノーブルオリンピック冬季大会

 バーデンバーデンでのIOC総会の議題がすでにあまりに多くなっていたので、第10回オリンピッ
ク冬季大会の主催都市の選挙は1964年の次の総会に先送りされた。 
 候補都市はカルガリー（カナダ）、グルノーブル（フランス）、レイクプラシッド（アメリカ）、ラハティ

（フィンランド）、オスロ（ノルウェー）そして札幌（日本）であった。 
 3回目の投票で、グルノーブルがカルガリーに27票対24票で勝った。 
 
 ドウフィネ州の州都はわずか海抜200ｍで、スケート競技しか開催できなかった。 
 ほかの競技は周りの村々やスキーリゾートに分散せざるを得なかった。そのため輸送の問題が

起こった。競技場を隔てる長い距離がオリンピックの雰囲気に障害となった。多くの選手たちはオ

リンピック選手村に入るよりも自分たちの競技場のそばに滞在することを好んだからである。 
 
 この大会で卓越した選手は地元の英雄、ジャン クロード・キリーであった。彼はアルペン種目で

3つの金メダルを取り、1960年のトニー・ザイラーに匹敵する成績を上げた。 
 彼のチームメイト達もまた注目を浴びた。特にマリエール・ゴアシェルは回転で金メダルをさらっ

た。 
 
 なによりもこの大会は商業主義化の進展によって特徴づけられた。 
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 これはアルペンスキーで特に顕著で、IOC会長を強くいらだたせた。ブランデージはこの競技を
オリンピックのプログラムから排除したいと思ったであろう。彼にしてみれば、それはもうビジネスに

堕落していたのだ。 
 
2.5.5.2. 1968年メキシコシティーオリンピック大会

 1963年のバーデンバーデンでの総会で、IOCは第19回オリンピアードの大会を圧倒的多数でメ
キシコシティーに託した。 
 その結果初めて、工業国に数えられていない国でオリンピック大会が行われることになった。 
 この決定がされるやいなや、多くの人々が海抜2200ｍのメキシコの首都で競技が行われることに
懸念を示した。 
 この条件の下ではスポーツの偉大なパフォーマンスは期待できないし、選手の健康を損ねる恐

れがあるというのであった。 
 この問題についてのIOC内部での議論の際に、ブランデージはオリンピック大会は地球的な催し
であり、いかなる都市も地理的な条件にかかわらず大会を開催する可能性を持たねばならないの

だと指摘した。 
 医学的研究によれば、この高度のために心配される深刻な危険はなかった。 
 競技の成績が平地で達成されたものと違わざるを得ないだろうということは認めつつも、ブランデ

ージは「オリンピック大会は記録を破るためにあるのではない。」と主張した。 
 
 こうした主として生理学的な困難に加えて、IOCとこの大会の主催者は政治的な問題に取り組ま
ねばならなかった。 
 1968年オリンピック大会は世界的な政治危機の時期に遭遇した：ベトナムでは戦闘がかつてな
いほど激しくなっており、中東ではイスラエルと周辺のアラブ諸国との緊張が劇的に高まっていた。

そしてワルシャワ機構軍のチェコスロバキアへの侵入によって、冷戦は新しい頂点に達していた。 
 世界中に沸き起こった学生の反乱は、メキシコシティーも例外とはしなかった。 
そこでは暴力と血なまぐさい衝突が大会開会の数日前に起こった。 
 アメリカのアフリカ系アメリカ人の抗議行動は、何人かの選手によって大会の表彰台にさえ持ち

込まれた。 
 アフリカ諸国のボイコットの脅しのために、アパルトヘイト政策の南アフリカ共和国は大会から排

除されていた。 
 
 こうしたすべての緊張にもかかわらず、大会は非常にスムーズに行われた。 
 ラテンビートに乗った色彩豊かな開会式で、聖火リレーの最後の走者としてオリンピック聖火を

灯す名誉は史上初めて女子選手に与えられた。 
 
 競技自体は水準の高いものであった。多くの新記録が作られた。特にその高度のおかげで陸上

のスプリント種目において。 
 ボブ・ビーモンの幅跳びにおける驚くべき8.90ｍ、そしてかれのチームメイト、リー・エバンスの
400ｍで達成された43.8秒という信じがたい記録は、その後20年以上世界記録として破られること
はなかった。 
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 中長距離ではアフリカ人が出場した種目の全部に勝った。将来彼らが一大勢力となることの前

兆であった。 
 アメリカの走り高跳び選手、リック・フォスベリはこの種目に革命を起こした、 
彼はバーに背中を向けて飛び越えた。彼は“フォスベリ跳び”〈背面跳び〉を発明し、それによって

金メダルを獲得した。 
 もう一人の陸上競技のメンバー、アルフレッド・オーターは円盤投げで、4回連続の金メダルを獲
得してセンセーションを巻き起こした。 
 
 この大会の最も成功した女子選手で大衆のアイドルとなったのは、チェコスロバキアの体操選手、

ヴェラ・チャフラフスカであった。彼女は4つの金メダルをつらい試練を受けた祖国へ持ち帰った。 
 
  
2.5.6. 第20回オリンピアードの大会

 
2.5.6.1. 1972年札幌オリンピック冬季大会

 札幌はもともと1940年に冬季大会を開催するはずであった。しかしそれは前に述べた理由でキ
ャンセルされた。 
 1964年に日本の北海道の首都は2度目の立候補をした。しかしこの時勝ったのはフランスのグ
ルノーブルであった。 
 しかし札幌はわずか2年待てばよかった。1966年のローマでの第65回IOC総会で札幌が勝った。
1972年の冬季大会の開催を争った相手はバンフ（カナダ）、ソルトレイクシティー（アメリカ））、そし
てラファティ（フィンランド）であった。 
 
 大会は大金を費やして準備されたが、開会劈頭ショックを受けた：IOCがオーストリアのスキーの
アイドル、カール・シュランツをアマチュア規則に違反したという理由で排除することを決定したの

である。 
 彼のチームメイトは明らかにこの打撃によって調子を狂わされた。彼らの成績は失望すべきもの

でとくにアルペンスキーはひどかった。 
 ここで彼らの隣国スイスが好成績を上げた。チームを引っ張ったのはマリー テレーズ・ナディヒ

そしてベルンハルト・ルッシーであった。この大会で最も成功した選手はオランダのスピードスケー

ター、アルト・シェンクで1500ｍ、5000ｍ、10,000mの3つの金メダルを取りこの競技を制した。 
 
 身を切るような寒さと雨が交互にやってくる気まぐれな天候のため多くの競技で困難が生じた。し

かし日本人の温かい心と笑顔がそうした問題をすぐに忘れさせた。 
 
2.5.6.2. 1972年ミュンヘンオリンピック大会

 1966年のローマにおける第65回IOC総会で、1972年オリンピック大会開催に4つの都市が立候
補した。デトロイト、マドリッド、モントリオールそしてミュンヘンであった。 
 第2回目の投票で、ウイリー・ダウメが率いるミュンヘン代表団が喜びの声を上げた。彼らは31票
で投票を勝ち取ったのである。 
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 ミュンヘンのオリンピック大会は“短い距離の範囲に収まった大会”そして何よりも“楽しい大会”

を目指していた。それは1936年の“ナチの大会”の不愉快な記憶を消す、積極的な印象を作り出
すはずであった。 
 大変な献身と莫大な支出によって、ミュンヘンは分割されたドイツの西側の部分の最高の輝きを

世界に示すために、できる限りのことをした。 
 この大会は“すべての芸術を包括した作品”偉大な文化の祭典となるはずであった。 
 科学もまた、組織委員会の後援の下に、高度な競技の基本的な問題についての第1回オリンピ
ック科学コングレスの形で含まれた。 
 有名な芸術家が参加した芸術競技は、際立った特徴となった。そして建築上の離れ業、オリンピ

ックスタジアムを覆う金属と透明なプラスチックのテント屋根は、幻想的な陽気な印象を造り出した。 
 
 しかしこの喜びの祭典は、突如、恐怖と悲しみに突き落とされた。 
 イスラエルオリンピック選手団の11人の命が、“ブラックセプテンバー”の冷血なテロによって失わ
れたのである。 
 大会が継続され、オリンピックの理想が一握りのテロリストの犠牲にならなかったのは、去りゆく

IOC会長、ブランデージの鉄の決断によるものであった。 
 
 ミュンヘン大会のプログラムはかつてない幅広いものであった。 
 122か国の選手が20以上のスポーツ種目で競技した。新種目はカヌースラロームであった。 
 これはアウグスブルグの近くに特別に作られた、真水の水路で行われた。 
 
 7つの金メダルを獲得したアメリカの水泳選手、マーク・スピッツはミュンヘン大会で最も成功した
選手であった。 
 フィンランドのノルディックスキー選手、ラッセ・ヴィレンは5000m と 10,000m で二つの優勝をは
たした。これは100mと200mを制したソビエトのスプリンター、ヴァレリー・ボルゾフの快挙に並ぶも
のであった。 
 アメリカとソビエトのバスケットボール試合も、オリンピックの歴史に残るものとなった。 
 ゲームの終了数秒前のきわどいゴールがソビエトに金メダルをもたらし、アメリカの不敗の歴史に

終止符が打たれた。 
 
 大会のある公式記録者の言葉、「ミュンヘンで祝われたオリンピアードで、オリンピック大会は、そ

の組織と、イメージと、芸術と、悲劇において、頂点に達したのである。」 
 


