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初期の近代オリンピックと

ネイション概念の変容
一一ーチェコ・オリンピック委員会の動向をもとに一一

福田 宏

日次

はじめに

l 社会におけるオリンピックの位置

2 対立の予兆一一 1906年のアテネ中間大会まで

3 政治化するオリンピック

4 r国家的事項」としてのオリンピック

5 政治問題としてのオリンピック

一一チェコ・オリンピック委員会の追放

おわりに

はじめに

1891年夏、二人の男がパリで顔を合わせた。一人は、イジー，グート(Ji百

Guth，1861-1943)(I)というチェコ人の学校教師であり、丁度この時、オ←スト

リアの文化教育省から奨学金を獲得して二ヶ月間の予定でパリに滞在し、フラ

ンスにおける体操教育の研修を行っていた。もう一人は、クーベルタン男爵

北法50(4・434)1110 



初期の近代オリンピックとネイション概念の変容

(Pierre Fredy Baron de Coubertin， 1863-1937)。いうまでもなく後に近代オリン

ピックの創設者として名を残す人物である。しかしながら、両者は以前からお

互いを知っていたわけではない。体育についての資料を漁っていたグートが知

り合いから当時はまだ無名であったクーベルタンの名を耳にし、しかもパリに

住んでいるという情報を得たことから、彼を捜し出して対面しただけのことで

あった(2)。グートはクーベルタンに対し、チェコの体育と体操団体のソコル

(SokoI) (3)について語り、クーベルタンはグートに対し、会うべき人物の名前

と文献のいくつかを伝え、それで別れたのであった。当時、クーベルタンはオ

リンピック復活のアイデアを温めつつあったと思われるが(4)、この時の会話で

はオリンピックは話題に上っていない。しかしながら、この全く偶然とも言え

る出会いが、ほぼ半世紀にわたる二人の親交を生みだし、オリンピックとチェ

コ人を結びつけるきっかけとなったのである。

グートは、ハンガリーのケメーニ (FerencKemeny) と並んで1894年に設立

された国際オリンピック委員会 (IOC)のメンバーに任命され、近代オリンピッ

クの活動に最初から関わっていくことになる。ところが、興味深いことに、当

時のチェコとハンガリーはオーストリア・ハンガリ一二重帝国の一部であり、

独立国家ではなかった。それにもかかわらず、両者がそれぞれ単独のネイショ

ン(5)としてオリンピックに参加し、オーストリアが IOCに代表を持たないと

いう「異常事態Jが発生したのである。当初はオリンピックにあまり関心を持っ

ていなかったオーストリア政府も、その政治的意味を悟り、ハンガリーとチェ

コ、特にチェコに対して圧力をかけるようになった。政府によれば、「オース

トリアは一つであり、チェコ人もまたオーストリア人としてオリンピックに参

加しなければならないJのであった。最終的には、 1914年の第六回パリ・コン

グレスにおいて、オリンピックに参加できるのは[政治的ネイション」だけで

ある、という決定がなされ、オーストリアの一部であったチェコとロシアの一

部であったフィンランドは単独のネイションとしてオリンピックに参加する権

利を剥奪されたのである。

クーベルタンの考えによれば、オリンピックは世界各地からやってきたネイ

ションがスポーツを通して交流を深める場所であって、偏狭なナショナリズム

を助長したり国家間対立に悪用されるものでは決してなかった。しかしながら、

「民族問題jが深刻になりつつあった当時において、人々の注目を集め得るこ

うした国際的な祭典が、ナショナリズムの影響を受けないはずはない。オリン
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研究ノート

ピックは、ネイション問の平和的交流といういささか牧歌的なイメージではな

く、実際にはネイシヨンや国家の自己アピールの場所となり、政治的な意味を

獲得していくのである。その過程においては、オリンピックに参加できるネイ

ションとは何か、という議論が生じ、最終的にはチェコ人のように国家を持た

ないネイションはネイションでないと判断されてしまったのであった。本稿で

は、こうした過程に着目し、オリンピックにおけるネイション概念がどのよう

に変化していったのかを追っていきたいと思う。しかしながら、まず最初に問

わねばならないのは、その変容が、当時の社会全体に流通していたネイション

概念の変化をどの程度反映していたのか、という問題である。第 l章では、ま

ずその点を明らかにするために、社会におけるオリンピックの位置を確認して

おきたい。その上で、第2章以下において近代オリンピックにおける「民族問

題」を具体的に考察し、ナショナリズム研究におけるオリンピックの重要性を

浮き彫りにしたいと思う。

ただし、本稿は新しい歴史的事実の開拓を意図したものではない。少なくと

も、チェコ体育・スポーツ史の文脈においては、 1970年代よりケスル(Ji五

KossI)とコラーシュ (FrantisekKolaf)がオリンピック史の研究を行ってきて

おり、本稿も主として彼ら二人の業績 [22-25，27，28，30，31，35Jに依拠してい

る。だが、体育学の領域を一歩離れると、オリンピックに対する学問的関心は

たちまちのうちに氷解してしまうのが現状であり、体育学以外で初期オリンピッ

クの問題に言及した研究は非常に少ない。この点は、チェコだけでなく日本を

含めた多くの国で共通に見られる現象である。 70年代頃より、カナダ、アメリ

カ、イギリスなどにおいても体育・スポーツ史に関わる研究が活発化したもの

の、それは体育学の領域を大きく越えて広がるものではなかった。日本でも、

1977年から78年にかけて刊行された五巻組の『スポーツを考えるシリーズ』は

注目に値する業績であるが、それが広範な関心を引き起こしたわけで、はない。

アメリカのマカルーンは、その優れた著作『オリンピックと近代.1[38] (1981 

年)において、オリンピックに対する「学問上の空白」は「文化人jが社会の

遊戯的側面、すなわちスポーツ一般に対して侮蔑の眼差しを送った結果である

と断じているが(6)、今日においてもその「空白jは依然として埋められていな

い。本稿は、こうした点を踏まえた上で、体育史の中だけで完結しているオリ

ンピック研究を政治史や社会史なども含めたより広い領域に引っぱり出すこと

も一つの目的としている。
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初期の近代オリンピックとネイション概念の変容

ちなみに、日本では、長年にわたって実際のオリンピック活動に携わってき

た鈴木良徳が、チェコ人やフィンランド人の代表権をめぐる問題についての言

及を早くから行っている。だが、それは政治の介入からオリンピックを守った

「先駆的な事例Jとしての紹介に留まっているにすぎない(7)。彼によれば、当

時は政治的単位ではなかったチェコやフィンランドをオリンピックに参加させ

たのは、政治とは関係のないスポーツ独自の領域を守ろうとするクーベルタン

らIOCの卓見なのであった。しかしながら、近代オリンピックが「復興jさ

れた当時は、主権国家を有するかどうかという点はそもそも問題になっていな

かったし、スポーツの非政治性を確保するという確固とした理念の下にチェコ

の参加が要請されたわけでもない。それにもかかわらず、平和の祭典としての

オリンピック・イメージが後に一般化されてくると、こうしたチェコやフィン

ランドの事例もまた、スポーツは政治的ではあり得ないという素朴な観念を補

強するものとして解釈されてしまうのである。本稿における考察は、限定的な

がらもこのようなオリンピック聖域論を掘り崩すーっの布石となるものと考え

ている。

なお、冷戦の終了と相前後して、中欧地域における共同のオリンピック史研

究が開始され、チェコスロヴァキア(当時)、ハンガリ一、オーストリアの三

カ国によるオリンピック史の刊行が企画された。実際には、オーストリア、ハ

ンガリーの二カ国分しか刊行されなかったものの、チェコにおける研究成果は

本書[43J、および1995年に出版されたオーストリア単独のオリンピック史

[ 42Jに反映されている。また、 ドイツとチェコによる共同研究も行われ、そ

の成果がチェコ・オリンピック委員会の内部資料 [32Jとして1995年にまとめ

られている。しかしながら、 ドイツ語圏の体育史研究者にとってはスラヴ語で

あるチェコ語の壁は厚く、また、共同研究が始まって日が浅いこともあり、基

本的な事実関係をめぐってもチェコ語圏とドイツ語圏の研究には食い違いが見

られる。

社会におけるオリンピックの位置

1.1 初期オリンピックのイメージ

北法50(4・431)1107 



研究ノート

現在のオリンピック競技は、世界で最もインパクトの強いパフォーマンスの

ーっと言って良いであろう。世界各地からスポーツ選手と観客が集まって祭典

に参加するというだけではない。テレピによる視聴者を含めれば、数十億の人

間が同じ瞬間にオリンピックという一大イヴェン卜を目撃していることにもな

ろう。そのように考えると、オリンピックの持つ影響力は計り知れないほど大

きいし、実際、 1980年のモスクワ大会や1984年のロサンゼルス大会のように、

東西陣営による双方のボイコットによってオリンピックそのものが政治的対立

の前面に押し出された例も見られる。その点では、この祭典は、ネイションに

とって、また国家にとって、自らの存在を外にアピールする絶好の機会であり、

単なるスポーツ競技としては片づけられない政治的要素を含んでいると言えよう。

しかしながら、現在のオリンピック・イメージを基にして初期のオリンピッ

クを捉えることはできまい。 19世紀の後半より本格化した古代オリンピアの発

掘にヨーロッパの関心が集まっていたとはいえ、実際にオリンピック競技を復

活させようとする試みは散発的になされていただけであり、今日のようなオリ

ンピックの登場を予想できた人間は存在しなかったであろう。クーベルタンが

提示したオリンピック復活案にしても、どちらかと言えば、一人の無名貴族に

よって提案されたいささか突拍子もないアイデアでしかなかったのである。

1892年11月25日、フランス競技スポ~ツ連合 (USFSA，Union des societes 

francaises de sports atbletiques) の創立五周年記念行事一一本当は五周年ではな

かったのだがーーにおいて、彼はオリンピック復興のアイデアをぶち挙げる

が、それは完全なる失敗に終わったのであった。

センセーショナルな決議の宣告によって、私は自分の演説を締めくくろ

うと考えていた。それは、オリンピック競技を早急に復活させるという

アピールであった。しかし何も起こらなかったのである!

もちろん、予想される反応については何でも受け止める覚悟ができてい

た。だが、こんな反応が帰ってくるとは。反論?抗議?皮肉?それとも

無視?…そんなものでは全然なかった。みんなは拍手を送り、同意の意

志、を示し、私に対して成功を祈る言葉までくれたのである。しかしなが

ら、誰も私のアイデアを理解していなかった。完全でL絶対的な無理解が

そこで生じたのである。それは長い期間続いたのであった(8)。

北法50(4・430)1106 



初期の近代オリンピックとネイション概念の変容

実際、 1896年の復活第一回アテネ・オリンピック (9)を除けば、万国博覧会と

抱き合わせで開催された1900年の第二回パリ大会や1904年の第三国セントルイ

ス大会は惨傷たる結果であった。ここでは、主役はあくまで博覧会であり、オ

リンピックは脇役的な存在でしかなかった(10)。クーベルタンの言葉によれば、

オリンピックの「哲学的価値jゃ「教育的意義jは博覧会の中に「消え去りj、

「無意味なものにJなってしまったのである(JJ)。パリ大会の円盤投げで二位

をおさめ、チェコ人としては初めて表彰されたヤンダヱスーク (Frantisek

Janda-Suk)が受け取った褒賞も貧弱なものであった。グートは以下のように

回想している。

パリ大会の最後に行われた表彰式の会場は、ブローニュの森にあるフラ

ンス・レーシングクラブであったが、それほど惨めな表彰式はなかった。

青空の下での宴会のような感じで、ほとんど居酒屋の雰囲気であった。

そして、どこか片田舎の競技でもらえるような傷物の装身具がi度された

のである(2)。

しかしながら、予算上の関係で、こうしたオリンピックと博覧会の「夫婦関

係jは1908年に仏英博覧会と平行して開催されたロンドン大会までも継続した

のである。その後、 1912年の第五回ストックホルム大会からは、規模も徐々に

拡大されていくが、それでも博覧会を凌駕するようなものではなかった。吉見

の指摘するとおり、オリンピックと万国博の関係が完全に逆転したのは、 1936

年のベルリン・オリンピックの時であったと言えよう。この大会の開催が決定

されたのはナチスが政権を獲得する前であり、ヒトラーは当初オリンピックに

関しては全く関心を持たなかったという o だが、すぐにその価値に気づいた彼

は、壮大なスタジアムを建設し、見事に演出された大会を内外に見せることに

よって、第三帝国の正当化を図ったのである(13)。この点については、レニ・

リーフェンシュタールによって撮られたベルリン大会の映画『オリンピア』か

ら図らずも読みとることができょう。

1.2 スポーツと体操一ーネイションにとっての意味づけ

1894年、オリンピックの復活をテーマとした USFSAの会合一一後に第一回

北法50(4・429)1105 
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オリンピ yク・コングレスと呼ばれるようになる一ーが開かれた時、ベルギー

体操連合 (Uniondes Societes Belges de Gymnastique)の会長であるキユペルス

(N.S.Cuperus)は、その招待状に対して以下のような断りの返事を出したの

であった。

我々の団体は、体操とスポーツは互いに相容れないものであるとこれま

で常に信じてきましたし、今もそう信じております。そして我々体操家

は、スポーツというものに対し、体操の原別に反するものとして常に反

対の意を表明してきたのであります(14)。

1896年の第一回アテネ大会が終了した直後には、『ソコル.J (体操団体ソコル

の機関誌)において、ヨーロッパ各地における「多くの体操団体がオリンピッ

ク競技に反対しているj事実が紹介され、スポーツに反対するキユペルスの意

見が説得力を持つものとして評価されている。

「体操は、人間身体の調和的、かっ最良の発展を適合的な訓練によっても

たらすことを目的としている。それに対し、スポーツは身体上の一面的な

力を完成させ、卓越させることを公言してはばからない。体操は健康を促

進させ、強さ、柔軟性、そして特に身体的美を正しく発展させる。スポー

ツは、身体の一部分だけを鍛錬するものであり、他の部分を害し、部分と

部分のバランスを犯し、馬鹿げた考え方によって健康と美を損ねてしまう。

スポーツは、賞を獲得するという名目のもとでプロフェッショナリズムを

助長し、ごまかしをも辞さない。体操は、こうした破廉恥なものからは縁

遠いものである O …[ただし]、走ることには我々体操家も熱中している

し、フェンシングもほとんどの[体操]協会においてトレーニング・プログ

ラムの中に採り入れられている。水泳は、しばしば公開体操のーっとして

採り入れられている。スケートも我々体操家のお気に入りであると同時に、

効果的な訓練のーっとして見なされている。乗馬やサイクリングも生活上

に必要なものであり、訓練のーっとして見なされている。…J(]5) 

このように、当時の体操家たちは、フェンシングやスケートといったスポー

ツそれ自体を否定していたわけではない。彼らが嫌悪感を示したのは、他人と

jヒ法50(4・428)1104 



初期の近代オリンピックとネイション概念の変符

競走することによって自己の優越性を求めるというその性格に対してであった。

スポーツの発祥地であるイギリスとは対照的に、ヨーロッパ大陸では一般的に

体操運動が発達し、健康で強力なネイションを形成するための集団体操に価値

が置かれていたのである。

体操家たちの感覚からすれば、スポーツは以下の五つの点において体操より

も劣るものであった(]6)。すなわち、第一にスポーツは個人的なものであり、

他人に勝ろうとするエゴイズムを助長するものでしかなかった。第二に、身体

の一部だけを鍛錬するという点において、スポーツは身体の調和を崩し、下手

をすれば健康を損ねかねないものでもあった。第三に、スポーツは道徳的な価

値を持っておらず、体操のように、心身のバランスのとれた発展を促すもので

はなかった。第四に、スポーツは身体能力に優れた一部のエリートを優遇する

ものであり、体操のような「民主的で、ナショナルなものjとは違って「非民主

的なj娯楽にすぎなかった。ソコルのように[ネイションに奉仕し、全体の利

益のために個々人に犠牲を課すjものではなく、スポーツはネイションのこと

を顧みない「インターナショナルな」ものにすぎなかったのである (17)。また、

第五に、スポーツは費用のかかる娯楽であり富裕な階層しか参加できないもの

であった。ケスルの指摘によれば、当時の労働者や小市民層の体操家たちの簡

にはスポーツは時間と金を浪費するものでしかない、という認識が存在してい

ヲル>(8) 
~。

クーベルタンがオリンピックの復活を提唱した時に直面したのは、こうした

体操家たちの不信の目であった (]9)。中でも、チェコ・ソコルは最も否定的に

オリンピック競技を捉えていた体操団体の一つであり、グートもまた、ソコル

の無関心に手を焼くことになる。だが、彼にとっては、国際的に見ても引けを

取らないソコルを抜きにしては、オリンピックに出場する意味もなくなってし

まうのであった。 1896年10月5日付の手紙において、グートはクーベルタンに

対して以下のように述べている。

我々の体操家、つまりソコルの参加がなければ、その他のチェコ人が

[オリンピック]競技に出場したとしても、全く不完全なものとなって

しまうでしょう。サイクリングクラブを除けば、我々の運動団体という

のはまだまだ未発展なのです。…ですから、私はまず最初にソコルの賛

同を得なければなりません。ソコルは非常に強力な団体ですから、彼ら
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の参加さえ得られれば、我々ネイションの本当の姿をお見せすることが

できるでしょう (201。

だが、ソコルの態度は一貫して否定的なものであった。ソコルの会長であり、

機関誌『ソコル』の編集長でもあったシャイネル (JosefE.Scheiner， 1861-1932) 

は、 1906年に開催されたアテネ中間オリンピック (211について、ネイションに

とっては何の意味もなさないものであると断じている。

…フランス、デンマ}ク、スウェーデン、 ドイツの体操家がアテネに選

手を派遣したのに、チェコ・ソコルの指導部はそうしなかったため、ソ

コルとしての課題を怠っているのではないか、という批判が寄せられて

いる。…[しかしながら]、今日行われているようなオリンピック競技

は、その大部分が、特別なトレーニングで鍛えられた少数のスペシャリ

ストが何らかの体操部門で競い合うものでしかなく、ネイションの体操

能力を示す規準とは絶対になり得ない。その意味では、ネイションにとっ

てはオリンピックは何の意味もなさないのであり、ただ単に、世界から

集まってきた観衆の前で、ネイションの構成員が何らかの賞を獲得した

という出来事にすぎないのである (221。

ただし、シャイネルはオリンピックを完全に否定していたわけではなかった。

彼は、グートが『ソコルjでオリンピックに関する宣伝記事を書くことを許可

しているし、ソコルとしては正式にオリンピックへの参加を認めなかったもの

の、メンバーが個人の判断でオリンピックに参加することは容認していた。ま

た、 1906年のアテネ中間大会の時と、オーストリアからの圧力が強まった1914

年にはヴァニーチェク(Jindi'ichVanIcek， 1862-1934)をソコルの代表としてチェ

コ・オリンピック委員会に派遣し、オリンピックの活動に協力する姿勢を見せ

てはいる。だが、ヴァニーチェク自身、「オリンピックに対する反感を隠した

ことのないJ(231人物であったし、 1914年のパリ・コングレスにシャイネル自身

が参加したときにも、オリンピックからチェコが追放されようとする瞬間です

ら、ほとんど何も発言していないのである (24)。なお、ソコルがオリンピック

に対して肯定的な態度を取り始めるのは、第一次大戦後のことであり、団体と

して正式に選手を派遣し始めたのも 1920年のアントワープ大会からであっ
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た(25)。ただし、スポーツは体操よりも格が低いもの、という解釈は1930年代

まで継続した。例えば、 1931年にはソコルの講義録シリーズの一冊として『ソ

コルとスポーツ』が出版されているが、そこでは、スポーツはあくまで二次的

な意味しか持たず、「体操がスポーツよりももっと深い意義を持っているjと

いう点が強調されていたのである (26)。

以上、本章で見てきたように、初期のオリンピックは人々の注目をそれほど

集めていたわけではなかったし、スポーツに対する体操家の不信感も根強いも

のであった。さらに、スポーツ界の内部においても様々な対立が存在していた

ことを考えると (27)、当時の社会において一つのスポーツ・イヴ.エントを創り

上げる作業はそれほど容易ではなかったと考えられる (28)。その点については

チェコも全く同じであり、グートは、オリンピックにおけるネイションとして

の地位を守るために、非常に孤独な闘いを強いられたのであった。彼を熱心に

支持した人物はわずかに数名であり、ソコルや政界における関心は僅かなもの

であった。当時における身体運動の中心は何といってもソコルであり、グート

の活動は周辺的なものでしかなかったのである。その意味では、オリンピック

におけるネイションをめぐる議論は、当時の社会におけるネイション概念の変

容をそのまま反映するものであったとは考えにくい。したがって、我々がこれ

から見ることになるチェコ・オリンピックの活動は、社会全体から見ればあく

まで周辺的なものにすぎなかったという点を押さえておく必要があろう。

2 対立の予兆ー一一 1906年のアテネ中聞大会まで

2.1 1896年の第一国アテネ大会

1894年、オリンピックの復活をテーマとするコングレスの招待状がグートに

届いた。しかし、当時の彼はオリンピックに対する関心を持っておらず、コン

グレスに祝電を打っただけであった。

パリに行こうなどとは全く考えなかった。お金がなかったし、もし休暇

が取れるのだったら、もっと未知の世界、言ってみればエキゾチックな

世界に行ってみたいと思っていた。ちょうどこの時、[次の]休みにギ
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リシアと小アジアに行く予定があり、それ以外のことを考える余地はな

かったのである (29)。

それにもかかわらず、グートは、同じくコングレスを欠席していたハンガリー

のケメーニと共に新しく創設された IOCのメンバーに選出されたのであった。

グートは、 IOCに選出された理由をチェコ人に対するクーベルタンの「共感」

に帰しているが、国際的にある程度知られていたソコルの存在に負う部分もあ

ると思われる (30)。いずれにせよ、この時には、 IOCに選出されたことがいか

なる意味を持っかについて、グートは全く知らなかったし、また考えようとも

しなかったのである。

1896年3月末、グートは IOCのメンバーとしてアテネに出かけたものの、

復活された近代オリンピックに取り立てて大きな関心を持っていたわけではな

かった (31)。しかしながら、実際に大会を自にしてみて彼の考え方は変わった。

特に、勝利の儀式(32)は、チェコ人のような「抑圧されたjネイションにとっ

て自らの存在をアピールする格好の機会と映った。復活された近代オリンピッ

クの存在をチェコ人、特にソコル会員にアピールするために書かれた記事の中

で、彼は以下のように述べている。

…もし、スタジアムの中の大観衆が我々チェコ人についても多くの情報

を与えられ一一自分自身の経験に基づいて私はよく知っているけれど

も、外国では今のところ我々のことについてはあまり知られていない

一一一度に十万人の人聞がスラヴの中でも最も小さい枝[チェコ人の

こと]の存在に気づく、といったような光景を想像すると、[チェコ人

がこのオリンピックに参加しなかったことが]ますます残念に思えてく

るのだ。[もちろん]、こうしたアテネでの勝利が我々の苦しみを取り除

いてくれるからといって、学問や芸術、その他の分野における努力を止

めてしまうべきだなどと私は思わない。しかしながら、この機会をその

まま棄ててしまうのはもったいないではないか(33)。

アテネ大会の感動冷めやらぬままにチェコに帰ってきたグートは、早速、クー

ベルタンに書簡をしたため、「この夏の聞にチェコ・オリンピック委員会を設

立するつもりです」と知らせたのであった(34)。オリンピックをネイシヨン間
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の交流の場と考え、世界平和の一手段として捉えようとしたクーベルタンとは

異なり、グートが重要だと考えたのは、「参加者の数jではなく「その能力J

を示すことなのであった(35)。が、ソコルからの積極的な反応はなく、オリン

ピック委員会の設立にも失敗してしまう。彼は、さしあたりの仕事として、チェ

コ・サイドにおけるオリンピック活動の受け皿づくりを目指すこととなる。つ

まり、総合的なチェコ・スポーツの団体、チェコ・アマチュア運動競技連合

(CAAU， Ceska atIeticka arnaterska unie) の設立であった。グートは、 1900年の

第二回パリ大会に備えるために、 1897年5月に誕生したこの団体を中核として

99年春よりオリンピック委員会の創設準備を始めたのである。 1900年3月28日

には、当委員会を常設団体とすることが決定されたことを考えると、 1899年か

ら1900年にかけての期間にチェコ・オリンピック委員会が成立したとみなすこ

とができょう (36)。

2.2 国家とネイションの問題

なお、このアテネ大会の期間中に行われた IOCの会合では、オリンピック

参加の基本単位となる各ナショナル・オリンピック委員会 (NOC) の組織の

あり方が議題となっている (37)。ドイツのゲプハルト (WillibaldGebhardt) は、

ナショナル・オリンピック委員会は国家からの支援を基本にして構成されるべ

きだと主張したのに対し、スウェーデンのパルック (ViktorBaIck) は、あく

まで私的団体として構成されるべきだと主張した。前者の考え方では、チェコ

人としてのオリンピック参加が危うくなると判断したグートは、当然のことな

がら後者の立場を支持した。クーベルタンも後者の立場を支持したものの、こ

の会合では決着が付かず、各 IOCメンバーの裁量に任されることとなった。

結果として、チェコやフィンランドのように自らの国家を持たないネイション

であっても、オリンピックに参加できる可能性が事実上生み出されたのであった。

だが、グート本人は、アテネ大会においてはネイシヨンよりもギリシア国家

の存在が前面に押し出され、大会そのものが国家単位の競争という性格を帯び

た事実を認識していた。彼は、チェコ人がオリンピックに参加し続けるために

は、オリンピックをネイシヨン中心のイヴェントに改造しなければならないこ

とを意識していたのである。例えば、 1900年のパリ大会に向けた準備の中で、

グートは次のように発言した。
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一回目のオリンピックの際には選手たちは国家を代表して競技したので

あり、ネイション単位で、はなかった。だから、我々の参加の際にはネイ

ションを代表しての競技を要求しなければならない(38)。

しかしながら、実際のオリンピックにおける参加資格の規定はまだまだ緩い

ものであり、ネイシヨンや国家といった枠組みはそれほど厳密には認識されて

いなかったのも事実である。例えば、 1900年のパリ大会には、チェコ代表とし

て初めて 5名の選手が派遣されたが、それ以外にも個人の資格で参加したロー

ゼンパウモヴァー (HedwigaRosenbaumova) というチェコの選手がいたのであ

る。「プラハ代表Jと称していた彼女は、テニスのシングルで三位を獲得し、

次いで混合ダブルスでもイギリス人のヴァルデン (AnthonyA. Warden) (39)と組

んで三位を獲得したのであった。あるいは、オーストリア代表としてパリ大会

に参加していたヴァーレ (OttoWahle， 1879-1963)の父親は、保険会社の官吏

でプラハ出身のユダヤ人であった(40)。その後、ヴァーレ本人はニューヨーク

に移っており、 1904年のセントルイス大会の時には、オーストリア人でもアメ

リカ人でもなく個人の資格で参加し、水泳で三位を獲得している。一方、同じ

くオーストリア代表としてパリ大会に参加し、フェンシングのサーブルで三位

を獲得したフレッシュ (SiegfriedF1esch) は、ブルノ(チェコ)で最初のフェ

ンシングクラブを設立した人物として知られているし、大会の公式記録で・は誤っ

てハンガリー選手と記録される、というややこしさである。

他にも興味深い事件としては、チェコ人選手がパリ大会でミスによってハン

ガリ一人と記されたり、アメリカ人にされたり、「ウィーンのオーストリア人」

と書かれたした、という事例が挙げられよう (41)。チェコ人側がこの件に抗議

したところ、『スポーツ・ジャーナル.J (Journal des Sports)紙上で「チェコ人

はオーストリア人ではない」という配慮に欠けた訂正記事が出されたため、ウィー

ン当局からチェコ人側が批判を受ける羽目となった。しかも、チェコ側は[チェ

コ人はオーストリア人でもあるjという訂正記事の掲載を求めたが、それに対

する反応はなかったのである。

2，3 オーストリアにおけるオリンピックへの関心

1894年のパリ・コングレスを開催するに当たっては、オーストリア政府にも
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招待状が出されているものの、丈化教育省が感謝状を出しただけで出席はして

いない(42)。しかし、オーストリアではアテネ大会のために準備委員会が設立

され、三名の選手が実際に派遣されたのであった。 1896年には、 1900年の第二

回大会がウィーンで開催されることを期待する記事がウィーンで出されている

し(43)、1900年になってからは、フランツ・ヨーゼフの侍従が「パリ大会に間

に合うようにjオーストリアにも IOCへの代表を出させるべきだと主張して

いる(44)。が、実際には、 1905年にゾルムス=ブラウンフェルス公子 (Prinz

Alexander Solms-Braunfels)が任命されるまではオーストリアは IOCに代表を

有しなかったし、オリンピック・コングレスにしても、初めて正式に参加した

のは1913年にローザンヌで行われた第五回コングレスの時であった。基本的に

は、オーストリアにおいてもオリンピックへの関心はあまり高くなかったので

ある。

オーストリア側のマスコミで初めてチェコのオリンピック参加が問題視され

たのは、おそらく 1904年であったと考えられる。俗にオーストリア・スポーツ

の父と呼ばれるジルベラー (ViktorSilb町民 1846-1924)が、自ら創刊した雑誌

『総合スポーツ新聞J紙上において、同年にロンドンで開かれた IOCの会合

にオーストリアが参加しなかったことを批判する文章を書いたのであった。

[ロンドンの会合では]オーストリア、つまり、古い帝国であり「大国J

であるはずのオーストリアの姿は見いだせなかった! オーストリアは

代表を出していないのにハンガリーが単独で出席していることに人は気

づくであろう。そして何と素晴らしいことか rボエーム[ボヘミアの

仏語]J怖につまりベーメン[ボヘミアの独語]が、あたかも自立した

国であるかのような顔をして、大国であり世界的ネイションであるフラ

ンスやイギリス、ドイツ、ロシアと-*昔にいるのだ。国際オリンピック

委員会のメンバーであるこの「ボヘミア代表jはイジー・グートという

名前である。オーストリアの大臣の方々はこれについて一体どうお考え

か?(46) 

3 政治化するオリンピック

3.1 1906年アテネ中聞大会における最初の対立
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オリンピックをめぐってオーストリアとチェコとの問に初めて対立が生じた

のは、 1906年のアテネ中間大会の時であった(47)。オリンピック開催に非常に

大きな力を入れていたギリシア政府は、各ナショナル・オリンピック委員会に

助成金を交付したのであったが、オーストリアの委員会とハンガリーの委員会

にそれぞれ交付しただけで、チェコ・オリンピック委員会には交付しなかった

のである。ギリシア政府の解釈では、チェコの委員会はオーストリアの委員会

に属する組織であるため、オーストリア側に渡された3000フランからその三分

のーを配分してもらうべきであった。しかしながら、グートがウィーンに出向

いて助成金の配分を要求したところ、オーストリアのヴィルチェク伯爵

(Hans Graf Wilczek， 1837-1922)は、チェコの委員会はオーストリアから独立

した団体であるため、助成金を配分することはできないと答えたのであった。

結局、チェコ・オリンピック委員会は、ギリシア政府から直接1000フランの交

付を受けることとなる。この一件は、チェコの委員会が独立した存在として直

接助成金を獲得することに、オーストリア委員会が特に抵抗を感じていなかっ

たことを示している。

一方、旗の掲揚をめぐる問題が、 ドイツ体操家連盟 (DT，De凶sch巴 Tumer-

schaft)の機関誌『ドイツ体操新聞』で紹介されている (48)。それによると、勝

利の際には、オーストリアの旗ではなくチェコの旗をスタジアムで掲揚するよ

うにチェコ人が要請したものの、「チェコという国家は存在しないJという理

由で拒否されている。同じように、ハンガリーや英連邦のキプロスも拒否され

たのであった。そして、グートの数少ない協力者の一人であったレスラー

(Josef Rossler-Ofovsky) によれば、開会式に参加するにあたり、チェコ選手

たちは「オーストリアとの対立を避けるためにj支柱付きの赤，自のチェコの

旗を掲げては歩かなかった。ただし、スタジアムの貴賓席に座っているギリシ

ア王室とイギリス王室、および世界各地からの代表に見えるように、二人のチェ

コ選手が赤・自の旗を持って歩いていたのであった (49)。

3.2 1908年ロンドン大会における「ボヘミア王国j

しかしながら、オリンピックが本格的に政治的な問題として意識されるよう

になったのは、 1908年のロンドン大会以降と考えて良いであろう。中でも、こ

の大会から開始された開会式の入場行進は象徴的な意味を持っていた。いわゆ
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るABC問題の登場である。入場行進では各選手団がアルファベット順に歩く

ことになっていたために、名前がAから始まるオーストリア (Austria)が先

頭で次にベルギー (Belgium)、三番目にチェコ (Bohemia) という風に行進す

ることとなった。つまり、チェコ人は、オーストリア選手団とは別個に、赤・

白の旗と「ボヘミア (Bohemia)J と書かれたプラカードを持って歩いたので

あった。イギリスのマスコミが、この時のチェコ人の参加を「古いボヘミア王

国Jの参加として扱ったため、ウィーンのリベラル系新聞である『ノイエ・フ

ライエ・プレッセjは、チェコ人が「独立国家」と称しているとして非難し、

在ロンドンのオーストリア公使館はこの一件に関してウィーンから「大目玉を

くらった」のである (50)。また、ロシアがフィンランド選手団に対してロシア

国旗を持つように要求したところ、憤慨したフィンランド側が旗なしで行進し

たという事件も発生した (5])。

こうした ABC問題と共に重要'性を持っていたのが、ロンドン大会の一般規

程として1907年の IOC会議で採択された21カ条の規約(52)であろう。同規程8

条では、参加資格が明確に規定され、これまで個人やクラブの単位でもオリン

ピックに出場することが可能であったのが、すべてその国 (country) のNOC

を通して参加申し込みがなされることとなった。また、同規程6条では参加単

位となる国 (country) の定義が行われている。すなわち、 IOCに単独の代表

を有する領域 (te出tory) か、そうした代表を有しない場合には単ーまたは同

ーの主権の下にある領域が国と見なされるのであった。 IOCに代表を有してい

るチェコについては、この時点では特に問題もなくオリンピックに出場できた

のだが、むしろここで深刻であったのは、イギリス自治領の扱いをめぐって発

生したアメリカとイギリスの対立であった。カナダや南アフリカ、オーストラ

レーシア (Australasia) といった各自治領が別々にオリンピックに参加してい

ることにアメリカが反発し、イギリスの「特権jを排除して統ーされた英連邦

選手団を形成するようにイギリスに迫ったのである (53)。結局のところ、各自

治領は第一次大戦までイギリスとは別のチームとして参加することに成功した

が、入場行進においては、ロンドン大会とストックホルム大会(1912年)共に、

イギリスの前、あるいは後に続いて行進した。例えば、ロンドン大会では、開

催国として最後に行進したイギリスの前を、オーストラレーシア、カナダ、南

アフリカの順で選手が行進していたのである。他方、 1906年のアテネ中間大会

で単独のチームとして出場したアイルランドは、彼らの不満にもかかわらず、
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ロンドン大会からはイギリスの名で出場することになり、結果として統ーされ

た「連合王国」選手団が結成されたのであった。

話をチェコに戻すことにしよう。ロンドン大会については、ウィーンの『ド

イツ・オーストリア体操新開jが詳細な報告を行っており、オーストリアから

の参加者が「乏しい」ことを批判している。そして、ハンガリーとチェコにつ

いて以下のように述べたのであった。

彼ら[ハンガリ一人]は、当然のことながら独自のネイションとして登

場し、オーストリアの国歌が演奏されているときも一一これまた当然

のことながら一一座ったままであった。そして、チェコ人もハンガリー

の猿真似をしていた。彼らも自立したネイションとして登場し、自分た

ちの祖国を「ボヘミア」、つまり、違法な呼び名である「ベーメンjを

使ったのである O ロンドンにおいて、オーストリアはかくも不愉快な状

況に置かれていたのであった(54)。

一方、 1905年より IOCメンバーとなっていたオーストリアのゾルムス=ブ

ラウンフェルスは、グートを IOCから追放すべくさまざまな圧力をかけてい

た。例えば、 1907年 6月24日付の書簡では、「オーストリアの一地方にすぎな

いボヘミアが独自の代表を持つというようなことは絶対に容認できませんjと

書いているし、同年12月21日付の書簡では、「委員会[Iocのこと]における

同格のメンバーとして、チェコ人と一緒に会合に出席しようとするオーストリ

アの代表は一人として存在しないでしょうjと主張している (55)。その一方で、

彼は、「多忙のためJIOCメンバーを辞任したいと述べ、しかも、「オーストリ

アではオリンピックに関する関心があまり高くないので自分に代わる人間を見

出すことが難しい」と書いたのであった。クーベルタンはゾルムス=ブラウン

フェルスに対する返事の中で以下のように書いている。

グート博士は、 IOC設立以来の一一つまり 14年半前からの一一メンバー

であることをお忘れにならないで下さい。そして、貴方に申し上げてお

きたいのですが、私の考えでは、 IOCの中にはそのような[グートを除

名するという]意見に賛成する人聞は一人もいないでしょう。…我々は

スポーツ上の地域自治ということを考慮しなければなりません。我々は
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チェコを国家として受け入れたのではありません。スポーツ上の一つの

中心として受け入れたのです(56)。

結局、ゾルムス=ブラウンフェルスは IOCを辞任し、オーストリアは再び

IOCに代表を持たない状態となった。なお、ゾルムス=ブラウンフェルスは表

立ってグートを攻撃することはなく、クーベルタンへの書簡など、あくまで目

立たない形でグートを IOCから追放しようとしていた。グート自身、そうし

たゾルムス=ブラウンフェルスの意図をクーベルタンから聞いて初めて知っ

た(57)のであり、オリンピックにおいてチェコの地位が脅かされているという

危機感はまだ感じられていなかったと思われる。

4 r国家的事項Jとしてのオリンピック

4.1 ブダペストにおける IOC会議一一「オリンピック・ネイション」の定義

ストックホルム大会の準備が開始された頃から、サンクトベテルブルクやウィー

ンでは[嵐が巻き起こり始めたJ(回)。新聞では、オリンピックの開会式におけ

る各代表団の入場行進の順番について報道がなされ、ウィーン政府は、オース

トリア、ハンガリ一、チェコの選手団は一緒に行進すべきなのか、それとも別々

に行進しでも構わないのか、といった「さして重要でもない問題Jに多大な関

心を持つようになった。政府や王室がオリンピックに干渉するようになり、オ

リンピックを「国家的事項Jとしてしまったのである。ロシア政府は、事態を

あまり真剣に考えていなかったのか「それほど執劫ではなかったjが、オース

トリア政府の態度は強硬であり、 IOC側はチェコ・オリンピック委員会の同意

の下で譲歩せざるを得なくなったのである。

さて、実際にオーストリアがオリンピックにおける「チェコ問題」に乗り出

したのは、 1911年5月にブダペストで開催された IOCの会合の時からであっ

た。 1909年以来、オーストリア代表が存在しなかった IOCに皇帝の孫娘エリ

ザベートの婿であるヴインディシユグレーツ侯爵(Otto Furst Windischgratz) 

を送り込み、その彼に対して、フランツ・フェルデイナント皇太子が、「オー

ストリア・ハンガリーの三分裂状態を解消し、かつオーストリア・ハンガリー

北法50(4・417)1093



研究ノート

の二重主義があまり目立たないようにする」ことを要請したのである (59)。し

かしながら、 1911年のブダペスト会議においては、独立したチームとしてのチェ

コのオリンピック参加を排除することができなかった。ここで採択されたストッ

クホルム大会の一般規程第6条では、オリンピックに参加する資格を持つネイ

ションが以下のように定義されている。

オリンピックにおける「ネイシヨン」とは以下のものを指す。すなわち、

IOCにおいて自らの代表を有する国 (country)、そうした代表を有しな

いとしても以前のオリンピック競技で「ネイション」と見なされた国

(country)、あるいは、国家連合の一部を成さない各主権国家、または、

単ーかっ同ーの主権の下に置かれている国家連合、である。

「ネイションjあるいは「ネイション」がその一部をなすような主権

国家に生まれっき帰属する者、または、その「ネイシヨン」に帰化した

者は、オリンピック競技の選手として当該「ネイションjを代表する適

格者と見なされる (60)。

この定義に基づけば、 IOCに自らの代表を有し、しかも、以前のオリンピッ

クに単独の「ネイションjとして参加しているチェコとフィンランドは、次回

のオリンピックにも参加することが可能であった。その意味では、これはグー

トの勝利を意味していた。不満を持ったヴインディシュグレーツはクーベルタ

ンに圧力をかけたが、政治問題を IOCに持ち込みたくなかったクーベルタン

は、オーストリアとチェコとの直接交渉によって「チェコ問題」を解決するよ

うに要請したのであった。後に、クーベルタンはこの時の苦悩を以下のように

語っている。

一方では明白な政治的現実があるのに対し、他方では、我々をしっかり

と支援してくれた諸国 (pays) に対しでも公正さを示し、感謝の念を示

さねばならない。そんな中で私は困惑していた。私の個人的な感情につ

いては自分の職務上抑制しなければならなかったが、もし可能であるな

らば、ボヘミア (Boheme)やフィンランドだけでなくポーランドやア

イルランドにも[オリンピックに]参加するための場を与えようと考え
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ていたのである。…私は、政治的な地勢とは異なる「スポーツ地勢

(geographie sportive) Jというものが確固として存在するということを

常に主張してきた。我々がボヘミア (Boheme) とフィンランドに有利

な形で判断を下す結果となったのに対し、クロアチア・ソコルから前年

に提出された[オリンピック参加への]要求に対しては、資格要件を満た

していないという理由で拒否の回答を出したのも、そうした点を考慮し

た結果である (61)。

4.2 グートとヴィンディシュグレーツの直接交渉

1911年の秋より行われたオーストリアとチェコの交渉において争点になった

のは、次の四点であった。 (1)IOCにおけるチェコ人メンバ一、すなわちグー

トの地位について、 (2)オリンピック競技におけるチェコ人の地位、 (3)勝利の際

の旗の掲揚、 (4)チェコ人選手団の名称、についてであるo しかしながら、両者

の聞で最も激しい論争を呼び起こしたのは四番目の名称問題であった。という

のも、 19世紀後半の「民族運動」においては、歴史的なボヘミア王冠の地

(Zem己korunyとeske)、すなわちボヘミア、モラヴィア、シレジアの一体性と

そこにおける自治、つまりボヘミア国権の実現が大多数のチェコ人にとっての

最終的な目標となっていたからである。この文脈においては、対外的な場で

「ボヘミア (Cechy，Bohmen， Bohemia， Boheme) Jという地域名で呼ばれること

がチェコ人にとっては重要で、あった。これに対し、オーストリア当局は、国権

を想起させる「ボヘミアJを使わせることに神経質になっており、地域名より

もナショナリティーを示す「チェコ人 (Cdi，Tschechen， Czechs， Tscheques) J 

を使うように要求したのであった。当然のことながら、こうした対立は、オリ

ンピックにおけるチェコ人の名称、問題にも影響を及ぼしていたのである O

ヴインデイシュグレーツは1912年 1月16日付の書簡において、以下のような

論理でチェコの「ボヘミア」という名称に反対した。

ボヘミアの人口の 5分の2がドイツ人であることを考えると、[IQCメ

ンバーのリストにおいて]貴方の名前のところにボヘミアという名称、を

つけるのは根拠がないと思われます。貴方はボヘミアにおけるチェコ人

を代表しているのであり、私はボヘミアにおけるドイツ人を代表してい
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るわけですから (62)。

これに対し、チェコ側は、あくまでも「ボヘミアjという名称、にこだわって

いたため (63)、両者の対立は表面化し、最終的には帝国議会における論争へと

発展する (64)。だが、ストックホルム大会が間近に迫っていたこともあり、最

終的な決定は、内閣メンバーを交えての直接交渉によって行われることとなった。

1912年6月9日、病気のシュトゥルク首相(K.Sturgkh) に代わってハイノ

ルド男爵 (KarlFr巴iherrHeinold)が司会役を務め、オーストリア・オリンピッ

ク委員会からはヴィンディシユグレ}ツ、コロレド=マンスフェルト伯爵

(Rudolf Graf Colloredo-Mansfeld)、ヘルシュマン (QtωHerschmann)、チェコ・

オリンピックからはグートが出席して話し合いが行われた。チェコ倶IJからの人

間はグート一人、しかも彼にとっては「あまり得意ではない」ドイツ語での交

渉であったためだろうか、結果はオーストリアに「有利なもの」となり、「ボ

ヘミアjという名称の代わりに「チェコ人」という名称、が用いられることが決

定された。具体的には以下のとおりである (65)。

(1) 競技者名簿における名称、

オリンピック競技チェコ委員会(66)の同意の下に以下のことが決定された。

すなわち、競技者および役員の名簿においては、名前のところに[オース

トリアJ(Autriche) と書かれ、さらに「チェコ人J(Tsch句ues) というナ

ショナリティーを示すフランス語の単語が付け加えられる(したがって地

域を示す単語ではない。あくまでナショナリティーを示す単語である)。

なお、オーストリアからの他の参加者についても、自らのナショナリティー

を表明したい場合には、これと同じ方法を取ることが認められる。

(2) IOCメンバーの名簿

この件に関しては、グート博士は「オーストリアJ(Autriche) の項に含め

られ、さらに彼の名前の後に C.O.T.(67)という文字が挿入されるo

(3) チェコ人参加者用のプラカード

プラカードは全く使用されないと思われるため、この項目は無用である。

しかしながら、万が一用いられる場合には、第一項と同様、「オーストリ

アJ(Au凶ch巴)と書き、その下にそれより小さい文字で「チェコ人J

(Tsch句ues) と記すことになる。
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(4) 旗の掲揚

旗が掲揚される場合には、帝国旗と併せて、それより小さいサイズで、勝

利をおさめた地域の旗が掲揚される(ただし、三角旗ではない(68))。した

がってチェコが勝利した場合には、[帝国旗と併せて]白・赤の旗が掲げ

られる。

以上の合意は、翌 6月10日にはチェコ・オリンピック委員会のメンバーにも

通知され、彼らの失望を招いた。だが、チェコ選手団をストックホルムに派遣

するためには他に選択肢はなく、オリンピック委員会はやむなくこの合意を追

認する。しかしながら、政界をも含めてこの合意に関する議論が沸騰し、 6月

18日にはチェコ・サッカ一同盟 (CSF，Cesky svaz footbaIlovy)が、 6月22日に

はチェコ・アマチュア運動競技連合 (CAAU)がこの合意に対する反対を表明

し、後者は、すぐに撤回したとはいえ、自団体の会員に対してストックホルム

への参加を禁止するといった行動にも出たのであった(69)。

4.3 1912年のストックホルム大会一一チェコの「勝利J

ストックホルムに到義したチェコ選手団を待ちかまえていたのは、入場行進

をめぐる新たな問題であった。当オリンピックの組織委員会から届いた通知に

よれば、行進時においては旗が使用されることになっており、その件に関して

は、オーストリアとチェコの聞には取り決めがなされていなかったためである。

開会式の前日である 7月4日、チェコ・オリンピック委員会の事務局長であっ

たレスラーは、在ストックホルムのオーストリア公使館に赴き、書記のコロヴ

ラット伯爵 (HanusGraf Kolowrat， 1879-1955) 1701と数時間にわたる交渉を行っ

た(711。その結果、チェコ・チームは、オーストリアと別ではなく、オースト

リアのすぐ後ろを行進することになったものの、黒・黄のオーストリアの旗だ

けではなく、それと同じサイズのチェコの旗も掲げることが認められたのであっ

た。チェコ側は、ボヘミアの紋章の使用許可を事前に皇帝より得ていたことか

ら、行進で使う旗にも写真 [5]にあるようなライオンの紋章を使うことが許

されたのである(72)。さらに、チェコ選手団が掲げるプラカードには、「オース

トリア一一チェコ人jと記されることになった。つまり、同年 6月の合意の

ように「オーストリアjと書いて、その下に小さく「チェコ人jと書くのでは
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なく、「オーストリアjと「チェコ人Jを並べて一行で記すことが認められた

のである (73)。当大会の競技においては一つもメダルを獲得できなかったとは

いえ、少なくとも入場行進においては、写真[1 ]から分かるようにチェコは

自らの存在をアピールすることができたのであった。また、英語で書かれたス

トックホルム大会の公式記録 [8]では、チェコはチェコ人 (Czechs)ではな

くボヘミア (Bohemia) と記され、他のネイションと向格の扱いを受けている。

唯一、オーストリアとチェコとの対立の跡が伺えるのは、一頁目に掲載された

IOCメンバーのリストにおいて、グートの名がオーストリアの中に含められ、

「ボヘミア」一一「チェコ人jではない一一と付け加えられている点であろ

う。その点から考えれば、チェコ人がこの大会において「他のネイションと全

く同等の地位を得たJ(74)というグートの言葉も全くの偽りとは言えまい。

一方、ハンガリーは、オーストリアに妥協してオーストリアとチェコの後ろ

を行進したが(75)、掲げていたのはハンガリーの旗一つだけであった[写真 2]。

また、大選手団を派遣したフィンランドは、当初、一人の女性選手がフィンラ

ンド女性体操連盟の連盟旗を掲げて先頭に立っていたが[写真3]、ロシア側が

抗議したために、その女性は退場を余儀なくされ、途中からは旗なしの行進と

なった[写真4](76)。だが、フィンランド選手は多くの競技において 1位を収

めたため、勝利の式典においては、ロシアの旗と共にフィンランドの旗が何度

も掲揚されたのであった。

5 政治問題としてのオリンピック

一一チェコ・オリンピック委員会の追放

5.1 チェコ・スポーツ基本政治綱領

1912年のストックホルム大会においては、チェコ側は独立した地位をかろう

じて維持したが、その後のオリンピックについては不透明で、あったし、また、

オーストリア政府がチェコ・オリンピック委員会に対してよりいっそう強い圧

力をかけてくることは明白であった。そうした中で、チェコ系スポーツ諸国体

の団結を図り、対外的な姿勢を統一するために、 1913年3月より、グートのイ

ニシアティヴによってチェコ・スポーツ基本政治綱領 (Ramcovysportovnるpo-
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liticky program cesky)の作成が開始される (77jo 同年12月5日には、確定された

最終案がチェコ・オリンピック委員会の名で各団体に送付され、結果としては、

ソコルやその他のスポーツ団体に承認されたのであった。しかしながら、 (1)ス

ポーツ団体聞の対立が完全に解消されるにはいたっておらず、また、各団体が

統一的な規範によって拘束されることを嫌ったこと、 (2)ソコルや政界の関心を

喚起することに失敗したこと、といった理由で実際には効力を持たなかったの

である。

とはいえ、この草案には興味深い点が見られる (78)。第一に、ボヘミア王領、

モラヴイア辺境伯領、シレジア大公領のいずれの出身者であっても、チェコ人

はチェコ人として競技に参加しなければならない、という点である。つまり、

ボヘミア人、モラヴイア人、シレジア人という区別を廃止し、チェコ人という

一つのカテゴリーで彼らのすべてを包括することがここで主張されていた。こ

うした条項の存在は、当時においてモラヴィア人やシレジア人といった概念が

根強く存在し、スポーツ競技の場で使われる場面が存在したことを示唆している。

第二に、チェコ人チームの名称として「ボヘミア」ではなく「チェコ人」を

使うことを徹底させたという点である。もちろん、この背景には、「ボヘミアj

という国権の主張を想起させるような名称を使用するのは実際には不可能であ

るという現実的な配慮が働いている。しかしながら、オーストリア傾IJに対しで

も、[オーストリア」ではなく「オーストリア・ドイツ人」という名称、を使う

ように要求している点を考えると、地域ではなくネイシヨンを単位とするチー

ム編成を徹底させ、かっチェコ人という枠の存在基盤を固めようとする意図が

伺える。

一方、ヴインデイシユグレーツはクーベルタンに対して手紙を出し、オース

トリア内で領邦ごとにオリンピック委員会を組織させるつもりであることを伝

えていた(79)。もちろん、それらの領邦ごとの委員会を統括するのは、ウィー

ンにおかれているオーストリア・オリンピック委員会であった。その結果かど

うかは定かではないが、プラハではドイツ・サッカークラブ (DFCPrag， 

Deutscher Fussballclub Prag)の代表であるヴェルフェル(KarlWerfel)がボヘ

ミア領邦ドイツ系オリンピック委員会を設立し、 1914年 I月には、ウィーンで

開かれたオーストリア・オリンピック委員会の会合にその代表として出席して

いる (80)。しかし、当委員会はドイツ人の団体として設立されたものであり、

ボヘミアという地域を単位としたものではなかった。オリンピックだけでなく、
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すべてのスポーツ競技でチェコ人とドイツ人の対立が深刻になりつつあったこ

の時点において、ボヘミアのチェコ人とドイツ人が協力して統一オリンピック

委員会を創るという発想に至ることはおそらくなかったであろう。ヴィンデイ

シユグレーツの意図とは裏腹に、当地ではチェコ人とドイツ人が別々にオリン

ピック委員会を形成する方向に向かっていたのであった。

5.2 オリンピック・コングレスの参加資格

オリンピック復活20周年記念となる 1914年のパリ・コングレスを開催するに

あたって、そもそも誰にその参加資格があるのか、という点が問題となってい

た。次第に人々の注目を集め、肥大化する傾向を見せ始めていたオリンピック・

コングレスも、その組織上の理由から、会議への参加資格を明確にしようとい

う動きが出ていたのである。もちろん、そこにはナショナリズムも絡んで、おり、

ネイションの規模に応じた議席配分を行い、地位の「唆味な」ネイションを放

逐しようとする欲求も作用していたに違いない。 1913年に行われた IOCの第

15回セッションでは、その点についての明確な決定がなされている (81)。まず、

コングレス参加者が三つのカテゴリーに分けられ、、(l)IOCメンバ一、 (2)IOC

によって承認されたナショナル・オリンピック委員会 (NOC) の代表、 (3)

IOCによって承認されていない NOCの代表、と区分されたのであった(82)。

「承認されたjというのは、 IOCに自らの代表を有している NOCか、あるい

はIOCとの合意がなされている NOCのことを指している。しかしながら、自

らの代表がIOCを辞任したり、 IOCとの合意が撤回された場合には、この

「承認」も取り消されるのであった。また、承認されていない NOCは所属国

家の外相からの委任を得たうえで三名ずつの代表を派遣できるものの、決議の

際には参考票を出す権利しか持たない。

さらに、 IOCによって承認された NOCは以下の四つのグループに分類され

た。第一グループは、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、ロシア、アメ

リカであり各10名の代表を派遣することができた。第二グループは、ベルギー、

日本、オランダ、オーストリア、ギリシア、スウェーテ、ン、スイス、ハンガリー

であり各6名の代表枠を持っていた。第三グループは、その他の NOCであり

各5名の代表を派遣することができ、第四グループは、ルクセンブルク、モナ

コ、チェコ、フィンランドであり各2名の代表枠を持っていたのであった。チェ
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コに関していえば、コングレスに参加することになったのは、 IOCのメンバー

であるグートと、チェコ・オリンピック委員会の代表として選ばれた当委員会

事務局長のレスラ一、チェコ・ソコルの会長シャイネルの二人、計三名であった。

5.3 1914年のパリ・コングレス

1914年 6月15日、突然病気になったクーベルタンに代わり、 IOC副会長のヴイ

ンデイシュグレーツが第六回オリンピック・コングレスの開会を宣言した。 6

月8日のウィーンでの会談において rr民族問題』はこのコングレスでは議題

にしないjという保証をヴインデイシュグレーツから得ていたにもかかわら

ずω )、実際には、チェコ人の地位は危険にさらされたのであった。その日の

午前のセッションが終了した後、チェコ人の代表3名はオーストリア側の代表

に招かれ、非公式に話し合いを行っている。オーストリア側がチェコをコング

レスから追放するーーすなわち、独立した単位としてのチェコがコングレス

に参加する権利を剥奪する一一案を提出する予定であることを表明したため

に、チェコ側が反発し、議論が紛糾した。結局、シャイネルの提案によって話

し合いは一旦終了となる。「クーベルタン男爵のお宅に伺ってこの件について

直接尋ねてみようではありませんか」。そこで、ヴインデイシュグレーツとコ

ロレド=マンスフェルト、グートの三人は、車でクーベルタンの住まいへと向

かった。

パジャマ姿で彼らを出迎えたクーベルタンは、黙ってオーストリア側の提案

を聞いた後、落ち着いた調子で答えた。

しかし皆さん、それは無理ですね。チェコ人はここではチェコ人として

出席しているのではないのです。イギリス人がイギリス人ではなく、ド

イツ人がドイツ人でないのと同じように、です。ここでは、ナショナル・

オリンピック委員会の代表、つまり、チェコ委員会、イギリス委員会、

ドイツ委員会といった各委員会の代表が出席しているだけなのです。チェ

コ委員会からはこ名の参加が認められていて、あなた方もそれについて

は一年以上前からご存じではありませんか。その時には、誰も反対しな

かったわけですし。だから、チェコ委員会を[今すぐ]追い出すことは

できないのです。まあ、もし次回のコングレスについてのチェコ・ネイ
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ションの地位について話し合うことなら可能ですが…(84)

午後のセッションも、引き続きヴインデイシュグレーツの司会によって開始

されたが、すぐにクーベルタンが登場し「盛大な拍手をもってJ迎えられたの

であった。そして、彼の自の前でオーストリア側がチェコをコングレスから追

放する提案を、当初の案のまま、ドイツ語で読み上げ始めたのである。最初、

ドイツ語を解しないクーベルタンはその提案を黙って聞いていたが、同じ提案

がフランス諾で繰り返されると、すぐさまそれをさえぎったのであった。「警

告します。それは協定に反する提案です。…J結局、その日は、クーベルタ

ンのおかげで「チェコ問題」は議題にならずに終了した。

だが、翌日日に行われた午前のセッシヨンでは、今度はドイツから「オリン

ピック・ネイション」に関する提案が出される。それによれば、 1916年のベル

リン大会以降のオリンピックにおいては「政治的ネイションj しか参加資格を

持たないのであり、「政治的ネイションjではないチェコとフィンランドは参

加できないのであった(85)。これに対し、フィンランドを擁護するつもりであっ

たスウェーデンが、ストックホルム大会における「オリンピック・ネイションj

の定義に基づいて対抗提案を出した。彼らの主張においては、 IOCのメンバー

を有するネイション、あるいは過去のオリンピックに出場したことのあるネイ

ションも「オリンピック・ネイションJとみなされるのであった。両者の提案

をめぐって激しい議論が巻き起こったが、次第にドイツ側の案が優勢となって

いく。チェコの反論に対し、「もしあなた方チェコ人に独立した地位を正式に

与えるならば、イギリスのアイルランド人もロシアのフィンランド人も同じ地

位を求めるようになるでしょうJ(部)といった意見が出され、また、国内に多数

のネイションを抱えるアメリカも、チェコ人に対して否定的な意見を述べ始め

たのであった。グートの言葉によれば、彼らは「民族問題」を「悪魔か何かの

ように恐れていた」のである。議論の結呆、「政治的ネイション」でなくても

主権国家の承認が得られた場合にはスポーツ上の独自の地位が与えられる、す

なわち、オリンピックに参加できる、という修正がなされたものの、基本的に

はドイツ側の案が採用されたのであった。だが、オーストリア政府やロシア政

府の合意が得られる可能性を持っていなかったチェコとフィンランドにとって

は、修正があってもなくても同じであった。両者は、この決定によって、単独

の団体としてオリンピックに参加する可能性を奪われてしまったのである。
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5.4 r政治的ネイションJの意味するもの

ここで主張されていた「政治的ネイション」については注意が必要であろう。

コングレスの詳細な議事録が存在しないため、「政治的ネイションJが正確に

何を意味していたかについては明らかではないが、グートの回想録から判断す

る限り、「政治的ネイション」は主権国家を有するネイションと解されてい

た(87)。ただし、これをもって、競技に参加する基本単位が国民国家(ネイショ

ン・ステート)であるという通念がオリンピックの世界において定着としたと

みなすことはできまい。ここでは、オーストリア・ハンガリ一二重帝国の一部

分であるハンガリーが「政治的ネイシヨンjのーっとして了解されていたこと

も事実である。ドイツの提案は、明らかにチェコとフィンランドの排除を狙っ

たものであり、ハンガリーへの攻撃を意図したもので、はなかった。実際、当セッ

ションにおいては、ハンガリ一代表はほとんど何も発言しておらず、彼ら自身

が議論の当事者になっていたという状況ではなかったようである (88)。また、

カナダ、オーストラリア、南アフリカなど英連邦に所属する自治領もここでは

問題にされていなかった。要するに、ここで語られた「政治的ネイション」と

いう言葉は媛昧さを残しており、政治的な理由によって使い分けされる余地を

持っていたのである。

注意すべきもう一つの点は、オリンピック・コングレスではこうした「民族

問題」がそもそも二次的な問題でしかなかった、という事実である。チェコの

事情については、コングレスの参加者はあまり知らなかったし、もし知ってい

たとしてもそれは「ドイツ側からの情報Jであった。参加者の大多数にとって

は、「もっと重要なテーマに時間を割くことの方が重要」であり、このような

テーマについては「議論がどちらに転んでもあまり関係なかった」のであ

る(89)。また、オリンピック・コングレスについては、 1983年にミュラーによ

る詳細な研究 [40Jが発表されているが、そこではこうした「民族問題」につ

いての議論には全くといっていいほど触れられていなし、。これはミュラ一本人

の責任というよりは、コングレスの公式記録において「民族問題」の占める比

重が如何に小さいものであったかということの証左と見なすべきであろう。
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おわりに

単独の団体としてベルリン大会に出場する可能性を奪われたチェコ・オリン

ピック委員会には、二つの道しか残っていなかった。すなわち、オーストリア・

オリンピック委員会の傘下に入って、オーストリア代表団の一員としてオリン

ピックに出場するか、国際的に孤立することを覚悟でスポーツにおけるチェコ

の独自性を求めて活動し続けるか、のどちらかであった。しかしながら、第一

次世界大戦が勃発してまだ間もない1914年11月、グートとレスラーは「政治犯

の容疑」をかけられ、翌日年の春には、政治家のクラマーシュ (KarelKramai') 

やシャイネルと共に逮捕されたのであった。 1916年6月19日には、プラハ警察

の署長であったクンツェ (Kunce)がチェコのスポーツについて以下のように

報告している。

チェコ人たちは、国権の要求をアビールできるのであれば、どんな機会

をも逃さなかった。…最も微妙であったのがスポーツにおける「チェコ

問題jであった。…[チェコ人は]対外的な場における独立の権利を求

めていたのである。つまるところ、それは政治的な権利、すなわちスポー

ツ上の国権であった(的)。

この報告においてチェコ人の各体操・スポーツ団体は反体制的と見なされ、

解散させられたのであった。そうした中で、 1916年10月4日、グートは[自由

意志に基づいて」チェコ・オリンピック委員会を解散する署名にサインし、

IOC委員も辞任したのであった。ところが、 1918年秋にハプスブルク帝国が崩

壊すると、オリンピックにおける「チェコ問題jは全く予想されていなかった

方法で解決されることとなる。つまり、チェコスロヴァキアの誕生により新た

にチェコスロヴァキア・オリンピック委員会が設立されたために、チェコ人た

ちは、スロヴァキア人と共に、今度は国家を有するネイションとしてオリンピッ

クに参加するようになったのである。結果論ではあるが、彼らは「オリンピッ

ク・ネイション」の定義を修正するのではなく、自らのネイシヨンをステート

に結びつけることによって、すなわち「ネイシヨン・ステート(国民国家)J

になることによってオリンピックに復帰したのであった。もちろん、戦間期に
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おいても、新生チェコスロヴァキア国家に含まれるスロヴァキア人、 ドイツ人、

ハンガリ一人の扱いをめぐる対立の火種は存在した(90。

スポーツにおけるネイションの問題は、実は、オリンピックだけではない。

オリンピックにおいてネイションと国家の問題が表面化してきたのとほぼ同じ

時期において、サッカーやテニス、漕艇、フェンシング、格闘技・重量挙げ、

アイス・ホッケーなど、ほとんどすべてのスポーツの分野において次々と国際

組織が誕生し、組織への加盟条件をめぐって対立が発生していたのである。例

えば、 1901年に創設されたチェコ・サッカ一同盟 (CSF) は、 1904年に設立さ

れた国際サッカ一連盟 (FIFA，Federation Intemationale de Football Association) 

への加盟を07年のアムステルダムにおける総会で正式に承認されたものの、そ

れに反対するオーストリア・サッカ一同盟 (OsterreichischerFussballverband) 

やドイツ・サッカ一同盟 (DeutscherFussball-Bund)が FIFAのボイコットを宣

言するに至り、対立が表面化した。結局、 1908年にウィーンで開催された

FIFAの総会では「一国→団体」の原則が採用されたために、イギリス、ウエー

ルズ、アイルランド、スコットランドと共にチェコはFlFAを追放されたので

ある。その後、これらの団体は、同年秋に FIFAを自由意志で脱退したフラン

スと共に、国際サッカー協会アマチユア連合 (UIAFA，Union lntemational巴

Amateur de Football Association) を結成したものの、 1912年にフランスがFlFA

に復帰したため、 UlAFAは崩壊してしまう (92)。

オリンピックを始めとする各種のスポーツ競技は、第一次世界大戦前におい

ては依然として萌芽期にあったし、スポーツをめぐっての対立は、第 l章で明

らかにしたように社会的に見ればまだまだインパクトの小さいものであったか

もしれない。しかしながら、参加の単位が個人やクラブからネイションへと固

定化され、しかも、そのネイションの定義が厳格化されていく過程には、ナショ

ナリズム研究において無視できない問題が含まれているように思われる。以下、

考え得る論点を二点提示し、それによって本稿を締めくくることにしよう。

まず第一に、オリンピックにおいてはそれぞれのネイションがお互いに同格

なものとして現出する、という点が挙げられる。つまり、フランスやイギリス

のような「世界的ネイション」もチェコ人のような「歴史なきネイション」も

同じネイシヨンとして競技場に登場するのであって、主権国家の有無や文化水

準のレベルといった相違はここでは捨象されてしまう。国家的イヴ‘エントとし
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て開催されるようになった万国博覧会においては、国力の差が一望できる形で

会場が造られたのに対し、オリンピックにおいては身体的能力の遠いだけが問

題となる。例えば、フィンランドのように国家を持たない小さいネイションで

あっても、 1912年のストックホルム・オリンピックにおいてはスウェーデン、

アメリカ、イギリスに次いで四番目に多くの金メダルを獲得し、自らの能力を

内外に誇示することができたのである。そして、こうしたネイションの同格性

が最も象徴的に示されたのが、 1908年のロンドン大会から採用された入場行進

という儀式であった(93)。ここでは、ネイションという名で呼ばれる集団が、

それぞれに自らの旗とプラカードを持ち、アルファベット順という各集団の特

性とは無関係の規準に基づいた順番で行進できたのである。チェコとオースト

リア、フィンランドとロシアの聞において、行進の順番や旗の有無といった一

見すると些細でしかない問題をめぐって対立が表面化したのは決して偶然では

ない。まさにこの入場行進において、チェコとオーストリアが、そしてフィン

ランドとロシアが対等なネイションとして扱われることの問題性がはっきりと

意識されるようになり、国家の側がそれを看過できなくなったのである。

このように考えると、オリンピックが国家とネイションを結びつける、とい

う第二の論点も理解することができょう。少なくともロンドン大会以降には、

国家を有するネイションのみがオリンピックに出場すべきだという認識が広まっ

てきており、オーストリアとチェコとの対立からも伺えるように、宮廷を始め

とする国家エリートからオリンピックへの積極的な働きかけが出始めていたの

であった。こうした動きが逆に、国家構成員を一つのネイションとして、すな

わち一つの国民として統合しなければならないという国家側の自覚にもつながっ

ていったとも考えられる。その意味では、オリンピックという図際的なイヴェ

ントが国家によるナショナルな統合を促進させ、結果として、第一次大戦後に

おいて国民国家(ネイション・ステート)モデルが定着するうえでの一つの布

石になったと推論することも可能であろう。

j主

(1) 1920年より、 Jii1Stanislav Guth-Jarkovskyと改名している。

( 2) Pacina [46， p.136]. 

(3) 1862年に創設された体操組織であり、 1948年の社会主義化に伴って国

内の体操団体が統一されるまでは、チェコ、あるいはチェコスロヴァキ
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ア最大の大衆組織であった。当団体は、チェコ人、あるいはチェコスロ

ヴァキア人というネイションとしての自覚を広範な層に浸透させるうえ

で大きな役割を果たしたと言えよう。ソコルについては、さしあたり、

Nolte [44]、Waic[60]などを参照。

(4 )オリンピック復興のアイデアが実際にクーベルタンの頭に浮かんだの

は、ヨーロッパの古代オリンピア熱が最高潮に達していた1888年から

1892年にかけてのことであったとマカルーンは推測している。マカルー

ン[38，p.292]。

(5 )本稿においては、 nation，Nation， narodに相当する日本語として「ネイ

ションJを用い、 nationality，nationalit己， Nationalit詰t，narodnostに相当する

日本語として「ナショナリティーjを用いる。しかしながら、「民族問題j

や「国際主義Jなどのように日本語として定着している熟語については、

括弧付きで「民族問題」、「国際主義Jなどと記す。

( 6)マカルーン [38，p.12]。ちなみに、 1977年の時点において、早川は日本

におけるクーベルタン研究、およびオリンピ yク研究の現状を「不毛」

である、と述べている。早川 [14，pp.85-86]。

(7)例えば、鈴木 [57，p.1I9] を参照。

( 8) Coubertin [5， p.9].また、クーベルタンはこの回想録[5]で、 USFSAの五

周年記念というのは虚偽であったことを告白している。オリンピック復

活のアイデアを打ち上げるのに相応しい場とするために、五周年記念と

いう名目をこの祝賀会に付け足したのであった。 lbid.，p.8. 

(9 )アテネ大会の模様については、マカルーン [38，pp.385f.]を参照。

(10)吉見 [61，pp.273-275]。

(11) Coubertin [5， p.59]. 

(12) Guth [12， p.57]. 

(13) ナチスとベルリン・オリンピックに関しては、デイヴイス口3Jによる

研究が優れている。

(14) Coubertin [5， p.17]; Coubertin [3， pp.77-78]. 

(15)“Ke hram olympickym" [19， p.146]. 

(16) ドイツにおける体操とスポーツの対立については、中村 [41，

pp.100-l06 (山本徳郎執筆部分)1や唐木(l7Jを参照。

(17) Hradil [15， pp.377・378].なお、ここで使われている「インターナショナ

ルjという言葉には、労働者運動に対するのと同じように、「根無し草的

態度jに対する非難の意味が込められている。これに対し、クーベルタ

ンは1898年、コスモポリタニズムとインターナショナリズムを区別し、

世界における人間の多様性を克服し放棄しようとするコスモポリタニズ

ムではなく、そのような多様性を逆に尊重しようとするインターナショ
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ナリズムを支持する立場を表明している。彼によれば、人類の中に存在

する差異をお互いに尊重しあうインターナショナリズムは、少なくとも、

「正しく理解された」愛国主義と相容れないものではなかった。マカル」

ン [37，pp.4D5-4D61。

(18) Kossl [33， p.162]. 

(19)ただし、注意しなければならないのは、当時の体操家たちも古代オリ

ンピアに対する強い憧れを持っていたことである。ソコル創設者の一人、

テイルシュ (MiroslavTyrs， 1832-1884) は、 1868年の著作『オリンピアの

祭典j[58]において、ネイションの祭典としてのオリンピア競技を賛美

している。彼によれば、古代オリンピックの選手は自分自身の為に勝利

を求めるのではなかった。あくまで、祖国を守る意志と能力を見せるた

めに競技に参加するのであって、勝利をおさめたとしても報酬は受け取

らないのであった。古代ギリシアでは個人が全体の為に尽くすのであり、

オリンピック競技はその姿勢を公衆の前に示す象徴的な場所であった。

Tyrs [58， p.38]ソコルの会長を務めたシャイネルもまた、数年に一度開か

れるチェコ人のソコル大会 (sokolskyslet) こそが「真のオリンピアーダj

であると表現している。 Scheiner[52，54].ちなみに、 1912年の第六回ソコ

ル大会においては、こうしたギリシア人の理想をチェコ人の問で復活さ

せるために、紀元前490年におけるマラトン(マラソン)の戦いを再現す

る劇が行われている。ここでは、千名を越えるソコル会員がギリシア人

として登場し、勝利を伝える兵士のマラトンからの帰還一一マラソン競

技の起源ー一一、ペルシア人に対する勝利を喜ぶ祝典、締めくくりとして

の古代五種競技を行ったのであった。 Pamatnik[48， pp.153-1881を参照。

また、オーストリア・ドイツ人の体操家たちの聞でも古代オリンピア

に対する関心は存在しており、実際、 1886年には第一ウィーン体操協会

の創設25周年行事として古代ギリシア五種競技が行われている。なお、

この時、競技の提唱者であるキースリング (FranzKiesling)本人が非アー

リア人、特にユダヤ人の参加を認めないと主張したために物議を醸しだ

している。 Mehl[39， p.86]. 

このように、体操家たちの関心はあくまでネイションの行事としての

オリンピックであり、インターナショナリズムを建前とするクーベルタ

ンのオリンピックとは相容れないものであった。

(20) 1896年10月 5日付のグートからク}ベルタンへの書簡。 InDokumenta 

ce [34， vol.l， p.24] 

(21)この中間大会は、オリンピックを常にアテネで行おうとするギリシア

政府と毎回異なる場所でオリンピックを開催しようとする IOCとの問の

妥協として生じたものであった。 1830年に独立を果たしたギリシア政府
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特に、まだネイションの間で定着しきれていなかった王族にとって、オ

リンピックは、自らの権威を中心にしてネイションを統合させる格好の

道具となった。 1896年におけるアテネ大会が成功してからは、それまで

の反対派も含めて、その後のオリンピックを恒常的にアテネで開くこと

を要求するようになったのである。しかしながら、クーベルタンを初め

とする IOCがそれに強硬に反対したこともあって、 1904年、 1908年と 4

年ごとに開催される正規オリンピックの中問、すなわち1906年、 1910年

というふうにギリシアでオリンピックを開催することが決定された。た

だし、ギリシア内部における政治的混乱の為、実際に行われたのは1906

年だけである。なお、現在では、この中間大会は正式のオリンピックと

見なされていない。

(22) Scheiner [53， pp.63-64]. 

(23) Guth [12， p.181]. 

(24) Guth [12， p.194].グートは以下のように書いている。「オリンピックに

あまり大きな関心を持っていなかったシャイネル博士は、どちらかとい

うと単なる受動的な観客としてこの闘い[パリ・コングレスのこと]に

参加していたのであった。ただし、思いやりのある観客であったと言う

こともできるのだが…J
(25) Kossl [33， p. 1 69]. 

(26) Pelikan [50， pp.28-32]. 

(27)例えば、クーベルタンは当時のスポーツ界に存在していた対立を以下

のように表現している。 D9世紀のスポーツ選手たちは、ある種のスポー

ツの技術が、別の種類のスポーツで必要とされる技術とは異なるもので

あり、実際問題として両立しないものだという確閤とした信念を抱いて

いた。フェンシングの選手がボクシングをすれば身体が損なわれるので

あった。漕艇の選手であれば、鉄棒に対して警戒を払わねばならなかっ

た。当時の馬術の選手であれば、徒競走やサッカーをすると考えただけ

で吐き気を催すのであった。唯一例外的に不信感を呼び起こさなかった

のは、水泳とその当時まだ生まれたばかりであったテニスである。とは

いえ、テニスはエレガントな気晴らしにすぎなかったし、水泳は健康に

良いという理由で推奨されたり、事故に遭った場合や溺れている人間を

救助する場合に役立つ実用的な慣習と見なされていただけであった。j

Coubertin [5， p.lO]他に Coubertin[2， p.12]も参照。

(28) オリンピックの成功を妨げるもう一つの要因として、当時の独仏対立

を挙げておくべきであろう。例えば、 1894年のパリ・コングレスにおい

て、ドイツ人を参加させるべきかどうかが大きな争点となっていたので

ある。この時、対独報復を唱えていたフランス体操連合 (Uniondes So-
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cietes de gymnastique de France)の会長、サンプッフ (JosephSanboeuf， 

1848-1938)が、もしドイツ人がコングレスに参加するのなら同連合を会

議から撤退させる、とクーベルタンを脅したのであった。結果として、

当コングレスに参加したドイツ人はライフェンシュタイン男爵唯一人で

あったが、彼は「公式」使節ではなかったので、サンブッフも腹を立て

ず、体操団体の撤退はしないことに同意したという。 Coubertin[5， p.17]; 

Coubertin [3， p.77];マカルーン [38，p.338]. 

(29) Guth [12， p.34]. 

(30) この時点において、クーベルタンがソコルをどの程度知っており、ど

の程度積極的にソコルをオリンピックに参加させようと考えていたかは

不明である。少なくともここで確認できるのは、 1891年にグートと対面

した時にソコルのことが話題に出たことである。また、 1889年にパリで

開催された第15回フランス体操家連合の大会において、ソコルが外国人

競技で一位から三位までを独占したことをクーベルタンが知っていた可

能性も高い。そもそも、 1894年のコングレスには、グートの他にもチェ

コのソコルとスポーツ・クラブのスパルタ (ACSparta) に招待状が出さ

れていることを考えると、クーベルタンはソコルの存在をよく知ってい

たと考えられるが、彼本人がソコルについて何も書いてない以上、コラー

シュの言うように、ソコルに大きな関心を持ち、オリンピックにソコル

を参加させるべく積極的に努力していた、とは言い難い。 Kolai'[25， 

p.712， n.16]を参照のこと。

(31) Guth [12， p.41] 

(32)初期のオリンピック大会では、勝利を祝う式と表彰式とは別個に行わ

れ、各競技の後には前者が、最終日には後者がまとめて行われた。マカ

ルーン [38，pp.427 -428]。 両者が一緒になった形式がとりいれられたのは、

1932年ロサンゼルス大会からである。向上 [38，p.622， n.168]0アテネ大会

では当初、勝利の式典においては国旗掲揚はあっても国歌吹奏はなかっ

たようである。だがマラソンでギリシア人ルイスが優勝し、国歌吹奏を

求める声が群衆の中から湧きあがり、以後習慣として定着した。なお、

1896年のアテネ大会で表彰されたのは一位と二位だけであり、三位は表

彰されていない。また、 1906年のアテネ中間大会においても一位と二位

のみが表象されたことを考えると、三位までが表彰の対象となったのは

金・銀・銅のメダルの授与が規約の中で明記された1908年のロンドン大

会からではないかと思われる。この点に関しては、 Cook[1， pp.84-85]お

よび、ロンドン大会一般規程第15条 (FourthOlympiad [9， p.30]; Cook [1， 

p.173]) を参照。

(33) Guth [11， p.145]; Guth [10， pp.184-185]. 
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(34) 1896年 5月14付のグートからクーベルタンへの書簡。 InDokumentace 

[34， vol.l， p.19]. 

(35) Guth [11， p.145]; Guth [10， p.l89] 

(36)ただし、当局によって強制的に解散させられることを恐れたグートは、

オーストリア・ハンガリ一時代においては正式な認可申請をせず、規約

を持たない団体のまま組織を維持したのであった。 Guth[12， pp.78，43-44， 

120]; Pavlousek [49， p.6].また、グートたちは、オリンピック委員会の成

立を1896年と主張していた。ケスルは、この点について、オーストリア・

オリンピック委員会への対抗上、自らの古さを強調するために彼らが成

立年を偽ったのではないかと推測している。 Kりssl[31， pp.19-20]. 

(37) Kolaf [24， pp.309-31 1].なお、 NationalOlympic Committeeは、日本では

「国内オリンピック委員会」と訳されているが、本稿では、さしあたり

「ナショナル・オリンピック委員会」と表記する。

(38)“Olympicke hry r.1900 v Pai'izi "， Spoげ"Vol.l， 10. May 1899， p.2 (quoted in 

Manuscript [35， p.5]). 

(39)文献によっては、彼はアメリカ人と扱われている場合もある。

(40) Niedermann [42， pp.42-43]. 

(41) Guth [12， pp.59-64]. 

(42) Niedermann [42， p.38]. 

(43) Jllustrierte Wiener Extrablatt， 12. Feb. 1896 (quoted in Niedermannμ2， 

p.40]). 

(44) Coubertin [5， p.57]. 

(45)チェコとボヘミアという言葉については注意が必要でらある。現在のチェ

コ共和国に相当するチェコ諸領邦は、当時のボヘミア (Cechy，Bohmen)、

モラヴイア (Morava，M詰hren)、シレジア (Slezsko，Schlesien)の三つの

地域から成り立っていたが、英語圏やフランス語圏においては、チェコ

諸領邦全体を指す場合にも、ボヘミアだけを指す場合にも、厳密に区別

されることなく「ボヘミア (Bohemia)Jや「ボエーム (Boheme)J とい

う名称、が使われていたと思われる。

(46) Allgemeine Sport Zeitung， 25. Sep. 1904. (quoted in Niedermann [42， p.32J). 

(47) Guth [12， pp.68f.]. 

(48)“Di巴OlympischenSpiele in Athen，" Deutsche Tum-Zeitung， Vo1.51， No.18， 

p.330. (quoted in Lennartz [36， p.3]) 

(49) Rossler [51， p.1I5]. 

(50) Rossler[51，pp.115-116]. 

(51)鈴木 [57，p.124Jo 

(52) Fourth Olympiad [9， pp.29-3I]; Cook [1， pp.17 1-174J. 
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(53)鈴木 [57，p.120]o Coubertin [5， p.88]. 

(54) Deutschosterreichische Tumzeitung， 1908， p.433. (quoted in Niedermann [42， 

p.28].) 

(55) Dokumentace [34， vol.l， pp.66-67，76-77]. 

(56) 1908年12月29日付のクーベルタンからゾルムス=ブラウンフェルスへ

の書簡の草稿。 InDokumentace [34， vol.1， pp.78-79]. 

(57) Guth [12， p.77). 

(58) Coubertin [5， pp.118-122]. 

(59) Guth [12， p.127] 

(60) Fifth Olympiad [8， p.93]. 

(61) Coubertin [5， pp.120-121].なお、チェコ語版 μ，p.90)においては、「国

(pays) Jは「ネイション(口紅od)J と訳されている。

(62) Quoted in Kolai' [22， p.719] 

(63) ただし、 1929年に出版された回想録を見ると、当時のグートは「ボへ

ミアJという名称に含まれている矛盾を自覚しており、「ボヘミアJに対

してそれほど強い執着心を持っていなかったという。「ボヘミアjという

名称にはモラヴイアとシレジアが含まれていないし、「ボヘミア」内部に

おけるドイツ人住民が含まれてしまう、というのがその理由であった。

Guth [12， pp.112-113j.その意味では、「ボヘミア (Boheme)J よりは「チェ

コ人 (Tsch句ues)Jという名称、の方が正確であったが、「チェコ人jとい

う名称、は、ボヘミア国権の観点が抜け落ちてしまうという点で「嫌悪す

べき」ものであった。

(64) Kolai' [22， p.720]. 

(65)“Art der Bezeichnung der Teilnehmer 凶hmischerNation員litatan den 

olympischen Spie1en in Stockholm"， Praha， LA PNP， fond Guth-Jarkovsky [国

立文献博物館文書アルヒーフ、グート・コレクシヨンJ. (quoted in Kolai' 

[22， p.720]). 

(66) チェコ・オリンピック委員会の正式名称。 Ceskyvybor pro hry olym-

pijske. 

(67)チェコ・オリンピック委員会のこと。 ComiteOlympique Tschequeの略号。

(68)話し合いにおいては、オーストリア側は帝国旗と併せて掲揚されるチェ

コの旗は三角旗 (Wimpel) に限ると主張していたが (Guth[12， p.133])、

この点についてはチェコ側の主張が通り、長方形の旗を揚げることが認

められたのであった。

(69) Kolai' [22， pp.720-72I]. 

(70) ボヘミア出身の貴族でグートと同じギムナジウムの出身。そのためか

どうかは定かではないが、彼はオーストリア側では最もチェコに好意的
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な人物であった。 Guth[12， pp.125-126]. 

(71) Ross1er[51， pp.I17，150]; Guth[12， p.l48]. 

(72)紋章の使用許可を獲得するうえで、大きな働きをしたのはチェコ・オ

リンピック委員会の後援者であったロプコヴイツツ公子 (PrinzFerdinand 

Lobkovicz) であった。グートは、彼がボヘミア総督のトゥーン伯爵

(Frantisek AntonIn GrafThun-Hohenstein， 1847-1916) に圧力をかけ、皇帝

が事の本質を良く理解しないまま、紋章の使用許可にサインをしてしまっ

たのではないかと推測している。 Guth[12， p.139] 

(73) Rるssler[51， p.117]. 

(74) Guth [12， p.148]. 

(75) Kutassi [43， p.182]. 1908年のロンドン大会の場合には、英語のアルファ

ベット順ではハンガリー (Hung町)がオーストリア (Austria)の後ろに

なるため特に問題は生じなかったが、スウェーデン語においてはオース

トリア(Osterrike) の頭文字である Oがアルファベット順では一番最後

になるため、原則から考えればハンガリー (Ungern) の後に行進するこ

とが予想された。このため、オーストリアとハンガリーの一種の妥協と

して、オーストリア、チェコ、ハンガリーの}II貢番となったようである。

(76) スポーツ大事典 [21，p.l44 (桑原一良執筆部分)]。

(77) Manuscript [35， pp.30-31]. 

(78) ここでは、 Dokumentace[34， vol.1， pp.117 -120]に収録されている草案を

基にしている。

(79) 1913年12月30日付のヴインディシュグレーツからクーベルタンへの書

筒。 Dokumentace[34， vol.1， pp.121-122].他に Guth[12， pp.156-157]を参照。

(80) Sport a hry， Vo1.13， No.1， p.ll， 1914; Guth [12， p.l96]残念ながら当団体

についてはこれ以上の情報は見つかっていない。 Manuscript [35， p.29， 

n.!OI]、Dokumentace[34， vol.1， p.122， n.4]を参照。

(81) Muller [40， p.76， n.3]. 

(82) Manuscript [35， pp.32-33]. 

(83) Guth [12，p.191]. 

(84) Guth [12， pp.197-198]. 

(85) Rheinisch-Westfalische Sportzeitung， Vo1.3， No.26， 1914， p.4' (quoted in 

Lennartz [36， p.5])この記事によれば、当セッシヨンにおいては、クーベ

ルタンとドイツのホルニング (Horning)が交代で司会を務めていたよう

である。当時、クーベルタンは病気のために散発的にしかこのコングレ

スに参加していないが、レンナルツは、これは戦略的なものであったの

ではないかと推測している。Lennartz[36， p.1 0， n.25].なお、このパリ・コ

ングレスの終了直後に第一次世界大戦が勃発したため、議事録は出版さ
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れていない。 1919年には IOCより当コングレスの決定事項だけを記した

9頁の報告書が出されているが、そこには、こうした「民族問題jに関

する議論については記されていない。また、オーストリアでは、少なく

とも、ウィーンの『フレムデンブラットJ(Fremdenblatt)において、「チェ

コ人とパリ・コングレス (DieCzechen und der Pariser Kongres) Jというタ

イトルでこの件についての報道が行われている。 Pal[47， p.349]; Nieder-

mann [42， p.33]. 

(86) Guth [12， pp.194-195]. 

(87) Guth [12， p.203]. 

(88) このコングレスにおけるハンガリーの主たる関心は、クタッシの通史

によれば、 1920年のオリンピックの開催地としてブダペストが選出され

るかどうかであった。 Kutassi[43， pp.190-191].つまり、オリンピックにお

けるハンガリーの地位が危険にさらされている、という差し迫った認識

はこの時点ではなかったと考えられる。確かに、 1867年にアウスグライ

ヒ(和協)をウィーン政府から引き出すことに成功したハンガリーは、

形のうえでは帝国の西半分であるオーストリアと同等の地位を得、帝国

崩壊までオーストリア側の一部に留まったチェコよりは優位な立場を保

持していた。すなわち、共通業務と呼ばれる財政・外交・軍事を除けば、

ハンガリーはオーストリアと同様に独自の議会と内閣を持ち、オースト

リア・ハンガリ一二重帝国の一翼を成したのである。しかしながら、ウィー

ン政府は、依然として帝国の統一チームによるオリンピックへの参加を

望んでおり、チェコは「従属的な地位」、ハンガリーは「二流の地位jし

か持たないという考えを捨ててはいなかった。したがって、 1916年予定

のオリンピックでチェコを排除することに成功したウィーン政府が、次

に攻撃の矛先をハンカリーに向けてくる事態は当然予想されることであっ

た。ハンガリー側がオリンピックのブダペスト誘致に熱心で、あったのは、

そうしたことに対する危機感が背景にあったためかもしれない。

(89) Guth [12， pp.201-202]. 

(90) Guth [12， pp.233-234]. 

(91)少なくとも、チェコスロヴァキア代表としていわゆるズデーテン・ド

イツ人がオリンピックに参加していた点は確認されている。 Lennartz[36， 

p.6] 

(92)サッカーについては、 Kaufman[18， pp.28-29]、Guth[12， pp.235-239]、

Kolaf[26， pp.183-1 84; pp.188-189， n.99]などを参照。

(93) この点については、東京外国語大の篠原琢氏から非常に貴重な示唆を

いただいた。記して感謝を申し上げたいο
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[付記1]本稿の執筆にあたっては、カレル大学体育・スポーツ学部のケス

ル氏 (Jii'iKossl)と科学アカデミー歴史研究所のコラーシュ氏 (FrantisekKolaf) 

に色々とご助力いただいた。この場を借りて感謝申し上げる。

[付記 2]参考文献 [35] は、本稿脱稿後に以下のタイトルで出版された。

Ceskプolympismus.Olympia， Pnaha， 1999. 
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写真1.出典:Cesky 0かmpismus，p.30 

1912年ストックホルム大会 チェコの入場行進

写真 2. 出典:Fi白hOlympiad (8) 

1912年ストックホルム大会 ハンガリーの入場行進

北i去50(4・389)1065



ii!fヲEノート

写真3.出典:スポーツ大事典 [21，p. 144] 
1912年ストックホルム大会 フィンランド(旗あり)

写真 4.出典:Fifth Olympiad [8] 
1912年ストックホルム大会 フィンランド(旗なし)

'" 写真 5. 出典・ Dokumentace[34， vol.l] 
1912年のストックホルム大会でチェコ人が用いた記章と旗
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za話tekmoderniho olympijsl品hohnutIa 

me胞morfozapojmu“mrod" 

Z己innostiCeskeho oIympijskeho vy加，ru

Hiroshi FuKUDA * 

Cilem teto prace je zkoumani metamorfozy pojmu‘narod' v olympijskem hnuti na 

zaklade Cinnosti ceske strany pred Prvni svetovou valkou. 

Jifi Guth， pozdejsi zakladatel Ceskeho olympijskeho vyboru (COV)， byl jmenovan 

roku 1894 clenem Mezinarodniho olympijskeho vyboru (MOV) stejnるjakoMad'紅

Ferenc Kemeny. Pak se Guth angaZoval v olympijskem hnuti a od roku 1900 m己1na 

starosti ceskou vypravu na olympijske hry (OH). Je vsak z勾imave，ze Cesi a Mad'aii. 

startovali na olympijskych hrach jako samostatne skupiny， prestoze Ceske zemるa

Uhersko tehdy nebyly samostatnymi staty， ale castmi Rakousko-uherske monarchie. 

OH vsak伊山pn己dostalypoliticky vyznam a staly se‘statni zalaitosti¥proω 

rakouska vlada zacal planovat vylouceni Cechu z OH jako samostatne skupiny. 

Nasledkem tohoto konfliktu byli Cesi a Finove (patfili k Rusku) na PafiZskem kongresu 

roku 1914 fakticky vylouceni z OH. Na tomto kongresu bylo rozhodnuto， ze jen 

‘politicky n針。d¥totiznarod m司jicisvuj suverenni stat， muze startovat v pnstich OH， 

ktere se mely konat roku 1916 v B巴rlin己.Od 2. aZ do 5. casti teto prace jsem 

vysvetloval tento proces konkretnるapokousel se 0句asnitmetamorfozu pojmu‘narod' 

v olympijskem hnuti. 

Domnivarn se vsak， ze toto zkoumani nemuze objasnit cely proces‘nation-building' 

vとeskespolecnosti. Boj 0 samostatnou ucast na OH totiz nemohl upoutat pnlis velkou 

pozornost verejnosti. Jen malo lidi aktivnるpodporovaloCOV a proto Guth musel 

同ovat0 ceske samostatne postaveni skoro sam. Olympijske hry s訓 ynebyly tenkrat 

tak a廿aktivnivるcijako加ydneSnI. Byl i spor mezi sportem a t長locvikem.Napr. CeSti 

ホ ResearchFellow， School ofLaw， Hokkaido University. 
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telocvikai'i sokolove si mysleli， ze sport neni narodni， ale spiS individualni vec， a nese i 

riziko poskodit t長lesnourovnovahu. Sokol proto zachovaval negativni postoj ke sportu 

duslednる， zejmena k OH konanym n民jm白色 doPrvni valky. Zkratka receno tehdejsi 

olympijske hnuti melo jen perifemi postaveni ve cele spolecnost】， jak jsem popisoval v 

1. casti. Z teto perspektivy nemuzeme 五ct，ze ve metamorfoze pojmu‘narod' v 

olympijskem hnuti se naprosto odraZel proces‘natiorトbuilding¥

Tato prace vznikla hlavne na zaklade prace Jinho Kossla a Frantiska Kolafe[22-

25，27，28，30，31，35]. Muzeme take prohlizet na korespondenci mezi dulaitymi oso-

bami， totiz Guthem， Coubertinem a Windischgratzem， jako na uspofadanou do-

kumentaci[34]. Pokud jde 0 rakouskou stranu， mame knizku Erwina Niederman-

na[42，43]. 0 mad'arskem hnutijsme informovani diky praci Laszloa Kutassiho[43]. Co 

se nemecke strany tyce， je Cianek Lenn制 ze[36]uzitecny， i kdyz ma jen s加己ny

vyklad. Jako primarni material nemuzeme opomenout pameti Coubertina[5] a 

Gutha[12]. 

Tato prace nema v umyslu nijak odhalovat nova fakta， ale polozit duraz na dulaitost 

narodni otazky v olympijskem hnuti. To， ze Cdi bojovali 0 samostatnou U己astna OH， 

by jist己staloza jeste sidi diskusi 0 narodu a nacionalismu na konci 19. stoleti. 

[poznamka] Chtる1bych zde podるkovatpanu Jifimu Kosslovi (FTVS UK) a panu 

Frantisku Kolaiovi (Historicky ustav A VCR)， kteH mi poskytli dulezitou informaci a 

kopii nekolika己lanku
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