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はじめに

本研究の目的は以下の通りである。
1．日本におけるオリンピック運動の歴史につ

いて、オリンピック運動への参入に果たした東
京高等師範学校の役割について明らかにする。
2．日本におけるオリンピックに関する歴史的研

究資料や、および筑波大学体育科学系の関係者
の持っている写真やユニフォーム、メダルなど
の諸史料の、効果的な視覚情報化をはかる。つま
り、諸史・資料のデータベース化をはかり、映像
権や肖像権に抵触しない範囲内で画像化・映像
化し、オリンピック関連の研究資料として公開
し、オリンピック競技大会やオリンピック・ムー
ブメントに興味のある人々に広く公開する。
研究の方法
目的lについては、まず、東京高等師範学校の

果たした役割について、長く校長を務めた嘉納
治五郎や初の日本代表オリンピック選手、金栗
四三という人物に焦点を当てて、オリンピック
にかかわった経過や、それらの日本のオリン
ピック運動に与えた影響について、体育史やオ
リンピック史の諸史料から明らかにする、とい
う手法をとることにした。特に、東京高等師範学
校時代については、筑波大学中央図書館に設置
されている「本学史料重」内に所蔵の史料や、
1912年の第5回オリンピック競技大会（スウェー

教育大学、筑波大学関連者のオリンピックにおけ
る活躍を、映像資料から集め、具体的な視覚的
データベースとして集積する、という方法を用い
ることとしたりその際に、体育専門学群の体育・
スポーツ史料茎運営委員会と連携して、その映像
データベースを、当史料主において、公開するこ
ととした。また、それらオリンピック関連の諸史
料を、史料室のホームページ上で公開することと
した。
。．東京高等師範学校のオリンピック運動に果た

した役割について
1．嘉納ヰ交長による学生スポーツの奨励
嘉納治五郎（1860〜1938年）は講道館柔道

の創設者としてのみならず、オリンピック運動
を日本に導入した人物としても、功績を残して
いる。ここでは、東京高等師範学校の校長嘉納
が、オリンピック運動への日本の参力Ilに積極的

にかかわった理由について考察する。
嘉納は、1860年神戸市灘の酒造業の家に生ま
れた。開成学校を経て188Ⅰ年、東京大学文学部

を卒業。翌年、同大哲学科専科を卒業した。卒
業と同時に講道館柔道を創設した。1882年に学
習院講師、Ⅰ885年に同教授に就任した。1891年、
第五高等中学校長、第一高等中学校長を経て、

1893年、高等師範学校長に就任した。
嘉納治五郎の高等師範学校（1902年からは東

デン・ストックホルム）の報告書などを、主な史

京高等師範学校に校名変更）校長の在任期間は

料として用いることとした。

以下の期間で、合わせて匹伴世紀の長きに及ぶ。
第1期：1893年 9月〜1897年8月

目的2については、東京高等師範学校や、東京
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第2期：1897年11月〜1898年6月
第3期：190Ⅰ年 5月〜1920年1月
そのため「嘉納といえば高師、高師といえば
嘉納」といわれるぐらいに、嘉納は高等師範学
校長としての業績を多く残したのであった。こ
の校長の職にある期間に、アジア地域で初の国
際オリンピック委員会（IOC）委員に就任し、
1射2年の第5回オリンピック競才支会（ストック

スポーツ活動を、教員養成プログラムと連動さ
せて実施することに着手した。1901年の遠足

の折の嘉納の提唱により、新たに課外活動を束
ねる組織として校友会（校長が会長）が設置さ

れた〉嘉納はⅠご†らの柔道の経験を通して、身体
を鍛えることは、勇気や忍耐力など精神の修養
につながり、それが指導者としての人格の形成
に役立つと考えていた。新たな校友会の運動部

ホルム）に日本選手川団長として参加したので

として、ボート部のほかに1902年に徒歩部（後

あった。
嘉納は、講道館柔道を創設してその普及につ
とめるかたわら、高等師範学校長としても、ス
ポーツ・教育の面で、様々な先駆的な試みを
行った。それは、学生達のスポーツ活動を積極
的に支援し、学生生活の中に定着させ、精神の
修養と身体の鍛練を通して、指導者としての人
格の形成をはかったことであった。

の陸上競才支部）と瀞泳部（水泳部）が加えられ

ほ82（明治15）年に講道館柔道を創設した嘉

た。瀞泳部の活動は、水泳実習を実施すること
が主な活動であり、1905年には、千葉県館山の
北条海岸における水泳実習（約2週間）が、新

入生に義務付づけられることになった。文科、
理科、体辣専修科を問わず、全員が水泳実習に
参加し、合宿するのであった。水泳実習では、
遠泳が主体であっったが、何里泳げるかを競っ
たり、瀞泳大会を開催するなど、競技性を重視
したのであった、

納は、柔道の普及をはかりながら、より広く国
民体育を振興することを目指していた。国民体
育の観点から重視した運動は、柔道以外には、

選択必修することが決められた。同時に、この

徒歩（長距柾走）と水泳であったが、1993（明

年から徒歩競走（長距維競走）が春夏に行われ

治26）年に高等師範学校長に就任すると、様々

るようになった七っ徒歩競走は全校生徒が参加す

な学生スポーツが嘉納の後押しで盛んになり始
めた。最初に設立された運動部は柔道部で、嘉

る行事であった。
柔剣道を履修し、長距縦走大会に出場し、そ
して夏には水泳実習に参加する、というのが嘉
納校長時代の東京高等師範学校の学生なので

納校長の誕生した翌1894年に設立され、嘉納

自ら、しばしば直接指導した。
1896年に運動部を続括する運動会が高等師

範学校に設立され、柔道部、撃剣銃槍部、弓才支
部、器械体操及び相撲部、ローンテニス部、
フートボール部、ベースボール部、自転車部な
どが登録された。運動会の会長には校長が就く
事が決められ、高等師範学校の学生は、そのう
ちの一部または数郡に所属して、毎日30分以

上の運動をすることが規定されたのであった。
また、毎年数回の遠足会と1回の大運動会、臨
時の水上大会（競漕）を行う事も規定されてい
た．二〉大運動会は毎年秋に挙行され、競走、サッ
カー、相撲、撃剣、網引など20数種目が行われ
た。さらに1898年には、お茶の水から池1二本

願寺までを走る健脚競走が行われた。案納校長
の登場により、高等師範学校の生徒は、皆、ス
ポーツに参加するようになったのである。

1908年、新入生は柔道と剣道のいずれかを

あった。嘉納がいかにこれらに力を注いだか
は、俳泳実習の例にもうかがわれる〔これも嘉
納の発案で1902年に始められた実習であるが、

彼はほとんど毎年、船の便もあまり良くない
中、館山まで自ら出かけて実習生を励ましてい
るし、水泳の寄宿舎の建設にも奔走したので
あった。学生達の実習参加費は学校の経費で賄
うことにもした。
競技形式を取り入れて、精神の修養をも視野
に入れた学生スポーツを奨励したのが嘉納校長
であった。この時代の東京高等師範学校は、欧
米の高等教育機関に勝るとも劣らぬ程、スポー
ツ教育に力を入れた学校であった、といえる。
2．嘉納治五郎によるオリンピック運動の受容

オリンピック競技大会の組織委員会からの、

1898年夏から数年、嘉納は校長職を外れて

【1本への働きかけはすでに、1906年にアテネ

いたが、校長職に複帰すると、嘉納はこれらの

で行われた中間オリンピック競技大会の際にな
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されていたこギリシャの委員、クリサフィスか
ら、Ⅰ905年に日本体育会監事11Ⅰ根宛に、L1本人

をオリンピックに参加させるための委員会を設
立してほしい旨の依頼状が届いた。日本体育会

のである（J

また、嘉納は柔道にみられるように、その実

ことであった。クーペルタンの意を受けて駐日

践を通して、勇気、忍耐、礼儀、相互扶助の精
神など、技術の向上のみならず、精神的な面に
おいても、向上させることができると信じてい
た。東京高等師範学校においても、遊泳実習で
は、同様の精神的な面での錬磨が再三強調され
ている。
嘉納は、オリンピックを受け入れた理由とし
て、「古代オリンピックがギリシャ民族の精神
性を築いたように、世界各国民の思想感情を融

フランス大便ジュラールが、1912年のオリン

和し、世界の文明と平和を助くる（嘉納治五郎

体操学校は、国民体育振興を目ざしてつくられ
た機関であったが、オリンピック競技大会への
参加について議論した結果、経済的な面と、エ
リート選手の養成はしない、という理由で拒絶
してしまうのであった。
次のオリンピックとのかかわりは1909年の

ピックヘの参加と日本のオリンピック委員会の
設置を、東京高等師範学校長であった嘉納治五
郎に要請したのであった。嘉納は彼自身が、競
争性と精神性を合わせ持つ体育に関心を寄せて
いたためであると思われる。
競争性について、嘉納は次のように述べてい
る。「若い者を惰弱にせず、不活発に流れしめ
ず元気に生活させようと思うには体育に限るの
であり、彼らが体育に興味を持たせるには競争
心を持たせるものがよい、オリンピックで行わ
れるものが、最も理想的であるとは限らない
が、ともかくはやらせたほうがよかろう（嘉納
治五郎大系p．356）。」

競争心を持たせて、体育を奨励する、これは
束京高等師範学校で、嘉納が学生達にすでに実
施していたことであった。これは日本体育会と
対比的である。日本体育会は、エリートの養成
にはふさわしくない、と考えて1906年のオリ

ンピック参加要請を断ったのであるが、嘉納
は、国民体育の振興に役立つという点で、積極
的に関わっていったのであった。
嘉納は柔術から柔道を考案した際にも、競争
性を重視した。東京高等師範学校長として、体
育を奨励したが、その際に、水上競技大会や長
距維走大会などを取り入れて行うなど、競争性
を重視した。競争性を取り入れることで、体操
と違って、若者が体育に興味をもって取組むこ
とができると考えていた。さらに、競争を公開
で行うことは、それぞれの所属する流派や学校
という単位を超えて交流することが可能にな
り、このことは武術など、閉鎖的な体質をもっ
た運動集団とは別の、新たなIT本的スポーツを

形成するという、彼本来の考えが底流にあった

大系p．293）」、「勝敗を超越して、相互に交流を

深めて、相互の親善関係を深める」などと述べ
ているが、スポーツにより身体と人格が磨か
れ、それが社会に及ぼす影響ということについ
て、自身の実践を通して考えていたのであっ
た。
嘉納は柔道や学生スポーツを体系化する中
で、競争性を取り入れて行うことの意味、また
それらを通して精神面の修養、すなわち、ス
ポーツによる人格の形成ということを考えて実
践していた。そのために、オリンピック競技大
会やその精神性について説明された時に、彼は
その意味も理解でき、むしろ積極的に参加すべ
きであると、承諾できたと解される。
ただし嘉納は、IOCの要請にそのまま応じて

日本オリンピック委員会をつくるのではなく、
大日本体育協会を設置した。これは、嘉納の国
民体育の発展という考えを強く持っていたから
である。この点は日本的な受容というべきもの
で、あくまでも国民レベルで体育・スポーツを
奨励し、平及させるというねらいをもって、オ
リンピック運動に参加しようとしたのであっ
た。
3．オリンピック選手を輩出した東京高等師範学

校
嘉納校長による体育・スポーツ奨励の雰囲気
の中から、東京高等師範学校は多くのオリン
ピック選手を輩出した。第5回オリンピック
（ストックホルム、1912年）にはマラソンの金

栗凶三が、初の日本代表選手の一人として選ば
れた。彼は、匪界最高記録を国内予選で樹立し
て、活躍が期待されていたが、問題はストック
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ホルムまでの旅費であった。この点を解決した
のは、「金粟国三選手後援会」の結成であった。

ワープ，1920年）と第射dオリンピック（パリ、

これは東京高等師範学校の教職員、OB、在校

係者が出場した。国際大会に出場した彼らは、
後に体育・スポーツの指導・研究者としても活
躍した。金栗はもちろんのこと、野口源三郎

生、その他有志で構成され、寄付金を募ったと
ころ、多くの者が賛助した。後援会賛助会員可
児徳は、「此挙は我邦が世界の運動場裡に仲間
入りをした、第一歩であるとして、大いに喜ん
でよい。のみならず、其成績如何は暫くおき、
此挙が、我邦今後の骨豊育に、大なる影響を輿ふ
るものであることを特に喜ぶのである。」と祝
辞を送っている。嘉納校長は「君の最善を尽せ
よ、最善を尽したる上の勝敗は男子の本懐な
り」と激励した。後援会に寄せられた寄付金
は、総額で二千円を超え、ストックホルムへの
旅費、滞在費、練習費、食事代、ユニフォーム
代等に当てられた。
つまり東京高等師範学校は、初の日本代表選
手を、経済的な面まで面倒を見た上で、送りだ
したのであった。このような点からも、東京高
等師範学校により、日本のオリンピックヘの参
加の通が開かれたといえる。
金栗は、1912年のオリンピックは、熱中症の

ため、途中棄権してしまうが、欧米人の科学的
な練習法を日本にも取り入れねばならないこ
と、また国民全体に体育をさらに奨励すべきこ
と、日本食の確保が大事なこと、などについ
て、報告書に記載しており、彼の経験は、後続
のオリンピック選手に大いに役に立ったので
あった。
第7回と第8回のオリンピッにも、マラソン

1924年）には、それぞれ5名の東京高等師範関

（陸上）、岡部平太（柔道）、宮畑虎彦（水泳）ほ

か、多くの人材が口本におけるスポーツの普及
とスポーツ研究の促進に貢献したのであった。
そのような道を開いたのが、嘉納校長に代表さ
れる東京高等師範学校であったといえよう。
「．映像データベース「筑波大学とオリンピッ

ク」の内容
東京高等師範学校から筑波大学・体育にいたる
まで、「l本のオリンピック初参加以来、今日まで

一貫してオリンピックに関わってきたことを示す
ために、映像データベースを作成した。
東京高等師範学校時代から、2000年秋に行わ

れたシドニー・オリンピックまでの大会におい
て、活躍した関係者をこれまでの関連の映像から
抽出し、「筑波大学とオリンピック」というテー
マで編集した。
映像の内容は以下のものがおさめられている。
1．日本のオリンピックヘの参加
1909年駐日フランス大使より、当時の東京

高等師範学校長嘉納治五郎に国際オリンピッ
ク委員会委員への就任を、求められた。嘉納
は、オリンピックはスポーツを通じて、諸外国
との友好促進に資すると判断して受諾し、日本
人初の10C（国際オリンピック委員会）委員に

選手として参加した金栗は、マラソンの底辺を

就任した。翌年、第5匝1大会（ストックホルム）

拡大させるために、東京、箱根間をリレー方式

治大学の長距離選手沢口良一らと企画し、第一

に日本も出場するようにとの要請があり、選出
の母胎となる大日本体育協会を設立し、選手の
選考に臨んだ。嘉納の決断から、日本のオリン
ピック運動が始まったといえる。

回を1920年2月に開催し、東京高師・明治・早

2．日本人初のオリンピック選手（金粟四三

で走る、箱根駅伝（現在の東京箱根関大学駅
伝）を東京高等師範学校教授の野口源三郎、明

稲rH・慶応の4校が参加1した。彼はアメリカ大

陸を走って横断する計画も考えていたといわれ
る。アントワープ大会以後、府立女子帥範学校
に勤めて、女性の体育を奨励する一方、ヒⅠ本陸
上競技連盟会長、そして戦後は熊本県教育委員
会委員長などを歴任し、しⅠ本における体育の普

1912年）

最初のオリンピック選手に送ばれた二人のう
ち一人は、東京高等師範学校の学生、金栗四三
（熊本県出身、東京高等師範学校、地歴科学生）

及に努めた。山田敬蔵を1953年にボストンマ

であった。彼は国内の選考会で世界最高記録を
樹立したので、期待されたが、レース日の暑さ
のため、途中棄権してしまう。しかし彼は、マ

ラソンで優勝させた。

ラソン選手として第5回オリンピック（ストッ

余業を含めて、第7回オリンピック（アント

クホルム）のみならず、第7匝Ⅰオリンピック（ア

オリンピックに関する諸史料の視覚情報化に関する研究

ントワープ）と第8回オリンピック（パリ）に

により、日本男子は団体総合4連覇を決めた

も出場するなど、たいへんな実力と気力の持ち
主であった。また遣手引退後は指導者として、
ボストンマラソンに優勝する山田敬蔵はじめ、

（映像は加藤の床の浅才支）。加藤はこの大会で金

多くのマラソン選手を育てた。彼は生涯で25

7．体操黄金期」（加藤澤男1976年）

万キロも走破し、89歳で永眠した。
3．野口源三郎、吉岡隆徳（1920／1932年）

東京高等師範学校からは、アントワープとパ

メダル3個（団体総合、個人総合、平行棒）、銀
メダル2個（鉄棒、あん馬）を獲得した。

第21回オリンピック（モントリオール
1卯6年）では、日本男子は、オリンピック団体
総合5連覇を決めた。加藤澤男（当時筑波大学

リで開催された第7回および第8回オリンピッ

助手）は、この大会で金メダル2個（団体総合、

クにおいて、日本迷手団の主将や監督を務めた

平行棒）、銀メダル1個（個人総合）を獲得し

野口源三郎、1932年にロサンゼルスで開催さ

た。個人で金メダル8個という記録は、日本人

れた第9回オリンピックの100nl走で、6位に入

のオリンピック選手で最も多い記録になってい

賞して「暁の超特急」と呼ばれた吉岡隆徳（た

ます。1999年には国際スポーツ記者協会から

かよし）などを輩出した。野口ほ後に学校体育

「TheBestAthletesoftheCentury」20人の一人
に選ばれた。

や陸上競技の向上に尽力する一方、東京教育大
学体育学部長も務めた。初期のオリンピックに
は、東京高等師範学校の関係者が多くオリン
ピック選手として活躍した。
4．東京オリンピックでの活躍（小野喬、遠藤

8．シンクロ初メダル（元好三和子1984年）
第23回オリンピック（ロサンゼルス）では、
シンクロナイズドスイミングで、筑波大学大学
院生（体育研究科）の元好三和子（現在本間助

京）では、東京教育大の関係者が選手として大

教授〉が、デュエットで日本初のメダルを獲得
し、今日のシンクロ発展の基礎を築いた。なお
本間助教授は、シドニーオリンピックでもシン

活躍した。日本迷手団の主将として小野喬が開
会式で遣手宣誓した。彼は、体操で「小野に鉄

本チームをシンクロ史上初の銀メダルに導い

幸雄、猪熊功1964年）
1964年に行われた第18回オリンピック（東

棒」といわれる程の演技で、金メダルを獲得し
た。′ト野喬は日本のオリンピック選手の中で
は、最も多くメダルを獲得したアスリートであ
る。遠藤幸雄も同様に体操で活躍し、金メダル

クロチームのチームリーダーとして活躍し、日
た。
9．オリンピックで活躍した筑波大生・OB。
（三屋裕子、廣紀江1984年）
ロサンゼルス・オリンピック（1984年）のバ

を獲得した 柔道（重量級）でも、東京教育大

レーボール女子では、三屋裕子（現在本学非常

学体育学部出身の猪熊功が金メダルを獲得し
た。体操女子では′ト野清子が健闘し、団体総合

勤講師）や、廣妃江（当時体育専門学群生）の

で銅メダルを獲得した。

得したー）

5．体操黄金期。（加藤澤男1968年）

10．オリンピックで活躍した筑波大生・OB「

東京オリンピック以降、東京教育大学体育学
部生加藤渾男（現在本学教授）が体操におい

活躍により、強豪ペルーを破り、銅メダルを獲

（柔道 岡田弘隆1992年ほか）
柔道では、第25回オリンピック（バルセロ

て圧倒的な強さを見せ、小野、遠藤に続く日本

ナ）と第26回オリンピック（アトランタ）で、

体操界の黄金期を築いた。第Ⅰ9回オリンピッ

多くの筑波大生・OBがメダルを獲得した。映

ク（メキシコ）では個人種目最後の床運動の演

像に登場するアスリートは以下の通りである。

技で9．90を出して、個人総合で逆転優勝を果た
した。加藤はこの大会で金メダル3個（団体総
合、個人総合、床）、銅メダル1個（つり輪）を
獲得した。
6．体操黄金期「（加藤澤男1972年）
第20回オリンピック（ミュンヘン1972年）で

も、東京教育大学の大学院生加藤澤男の活躍
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柔道男子
岡田弘隆 （86Kg級 銅メダル 当時体育
研究科大学院生 硯在本学講師）

柔道女子
坂上洋子 （72Kg級 銅メダル1992年）
立野千代里（56Kg級 銅メダル1992年当

真田久・阿部生雄・大熊贋明・近藤良享・岡出美則・長谷川悦示
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時体育専門学群生）

田辺陽子 （72Kg級 銀メダル1996年
体育研究科大学院生）

菅原教子 （52Kg級 銅メダル1996年）

されている。体育・スポーツ史料室の見学に訪れ
た人にも、映像を流して鑑賞できるようにしてい
る。夏休みには、多くの′ト学生も体育・スポーツ
史料室の見学に訪れた際に、映像も鑑賞してい
る。

11．シドニー・オリンピック参加選手壮行会

2000年に開催された第27回オリンピック
（シドニー）には、現役の学生2名（柔道、競

映像の出典
NHKビデオ「オリンピック栄光の記録1」1976年

泳）をはじめ、卒業生合わせて13人が出場、パ

NHKビデオ「オリンピック栄光の記録2」1976年

ラリンピックには1名（走り高跳び）が出場し

NHKビデオ「オリンピック栄光の記録3」1976年

た。

NHKビデオ「オリンピック栄光の記録4」1976年

12．シドニー・オリンピックで活躍した筑波大

生・OB。（柔道 楢場数子 2000年）
優勝候補にあげられていた楢崎教子（ダイコ
ロ所属、旧姓菅原）は決勝で惜しくも敗れてし
まうが、堂々の準優勝を果たし、二大会連続で

メダルを獲得したこ、
13．シドニー・オリンピックで活躍した筑波大

生・OB「（競泳 大西順子 2000年）
筑波大学出身の大西順子（当時ミキハウス所
属）が競泳、女子400mメドレーリレーの第3
泳者（バタフライ）として山場した。女子競泳

障の中で最年長ではあったが、大西の頑張りで
4位に差をつけて第4泳者に引き継ぎし、女子

NHKビデオ「ロサンゼルス・オリンピック総集
編」Ⅰ984年

口本テレビ番組「知ってるつもり ？り199Ⅰ年

NHK（ハイビジョン）番組「シドニー・オリン
ピック」2001年

埼にり註広報番組「ふるさとに拾う『体育に生涯
をかけて〜野口源三郎』1983年

国際柔道連盟編「01ympicJudoBarcelona1992」
1992年

国際柔道連盟編「アトランタ・オリンピック柔
道19り6」1996年
国際柔道連盟編「200（）シドニー・オリンピック

ゲームズ 柔道」2000年

競泳陣初の、リレー種目でのメダル（糾）を獲
得できた。大西は100mバタフライの個人種目
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