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スポーツによる国際貢献の向こう側：
スポーツ援助の先に何が起こるのか？

Whose Development is It? :
An Analysis of Aid Effectiveness in Sport

小林 勉*
Tsutomu Kobayashi

Abstract

 During the last two decades, there is international enthusiasm for the idea 
that sport can contribute to ‘social development’ strategies. It assumes that 
there is clearly potential for sport to be used as a new engine in advancing 
various dimensions of development, something grasped by a growing number of 
policy makers. In this social milieu, the sport for development and peace (SDP) 
movement has recently been institutionalized with a number of policy documents, 
thematic studies. This paper addresses the donor–recipient relationship in a 
sports development aid context, and considers the potential and limitations of 
the use of SDP as a ‘cost-effective’ solution to ameliorating social problems. In 
conclusion, this paper highlights that there is a need to test the claims empirically 
and to monitor and evaluate SDP programs in a more rigorous and evidence-based 
approaches.

Ⅰ．はじめに

1970年に93万人余りだった日本人出国者数は1980年に約390万人、1990年では1000万人台
を突破し、2017年には約1790万と急増するなど、日本人による海外渡航はこの40年間で急速に
増加してきた（法務省公式サイト）。このような時代の変化とともに、日本人の渡航先や目的も
多様化し、観光やビジネス目的での渡航はもとより、途上国支援のスタディツアーで貧民街を
目の当たりにするケースも珍しくはなくなりつつある。この情勢において、先進国の人々がし
ばしばかられる情動に、「子どもたちが勉強できる学校を建ててやりたい」「子どもたちが勉強
できるようにノートや鉛筆などの文房具をあげたい」「懸命に靴磨きをする幼気な少年に対して
チップを差し出したい」などがある。雑踏ひしめく駅前広場などで、健気に靴を磨く少年の姿
に心を打たれ、彼らの暮らしが少しでも豊かになればとの思いから、「取るに足らない」額のチッ
プを渡そうとする行為である。チップを渡す側からすれば自国の相場の半分にも満たない些細
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な額となるが、現地の子供たちにとっては物価水準の低さも手伝ってかなりのインパクトをも
たらす寄付の行為となる。
こうした善意にもとづくアクションは、近年スポーツ界でもスケールアップされたかたちで
幅広く取り組まれ始めている。例えば、Jリーグによる途上国への寄付行為などは、その代表的
な取り組みと言えるだろう。日本各地のサポーターから送ってもらったJクラブのユニフォーム
を世界の子どもたちへ届ける企画で、2016年はJICAと連携し、540 枚のユニフォーム・ウェア
がスリランカの子どもたちへ寄付され、2017 年には589 枚のユニフォーム・ウェアがヴァヌア
ツの子供たちに寄付された（Jリーグ公式サイト）。これらの国際貢献活動は省庁レベルでも行
われ、日本政府は2014年よりスポーツを通じた国際協力・交流として「Sport for Tomorrow」プ
ログラムを開始している。このプログラムは100カ国1000万人以上を対象に、世界のよりよい
未来のために、未来を担う若者をはじめ、あらゆる世代の人々にスポーツの価値を広げていこ
うとする取り組みで、2014年1月から2018年3月までの間に、世界中の202カ国・地域で4002

件の国際貢献活動が実施されてきている（スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム事
務局，2018）。
このようにスポーツ界の潮流が国際貢献の領域へ大きく転回しようとする中、ここではアプ
リオリとして当然の如く「良いこと」と思われていた援助の構図とその行為について焦点を当
てる。スポーツによる国際貢献活動の現場では、精神的・身体的健康の効果や人と人との交流
について語られることはあっても、開発援助の問題としてスポーツ援助を捉える視点は大きく
見過ごされてきた。開発を推進する人々とそれを受容する人々の齟齬に焦点を当てた研究が欠
落する現状において、スポーツ援助には具体的にどのような課題が伏在し、同時にどのような
可能性があるのか。先進国の人々の描く善意の情感にひかれて、スポーツによる国際貢献活動
を単なる理念的なものとして終わらせるのではなく、「スポーツ援助の先に何が起こっているの
か？」という論点に関心を向けながら、より現実的なスポーツ援助の実相を、今とらえる必要
があるのではないだろうか。スポーツ界をめぐる今日の情況では、途上国の支援を目指す援助
活動は当然だと考えられているがゆえに、こうした問いかけをあらためて行う関係者は少ない。
そこで本稿では、「開発」の領域と「スポーツ」の領域とが連携し、途上国の発展を支える体
制作りへ向け、その底辺を広げる組織的取り組みが始まった時勢の中、スポーツと開発の問題
がいかに繋がり始め、スポーツを通じた国際貢献活動がどのように展開されてきているのかに
ついて検討する。まず、開発援助をめぐり、途上国の現場でいかなる不整合が生じてきている
のかについて明らかにしながら、開発援助の歴史的展開に焦点をあてる。そして援助アプロー
チの変遷を振り返りつつ、現在のスポーツ援助の動向を概説する。茫漠とした広がりをもつ開
発援助の変遷を限られた紙幅内で網羅的に検討するのは難しいため、本稿では1980年代末のア
フリカで起きた援助の失敗事例をもとに、現在のスポーツ援助の現場に横行する「援助側主導」
的な発想をえぐり出し、最終的には、このところ本格化するスポーツによる国際貢献活動につ
いて批判的検討を試みることにしよう。

Ⅱ．隘路にはまり込む開発援助：援助の有効性を考える必要性

開発援助をめぐるすれ違う議論の例として、途上国での学校建設がある。学校建設は資金を
拠出してくれる支援者にイメージしやすい側面もあってのことか、日本のNGOでは学校建設を
手がける団体が少なくない。学校建設のような善意のアクションに対して現地の人々が感謝し、
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それに気を良くする援助側の人々といった光景などは、容易に想起できる援助のひとコマであろ
う。しかしながら、学校建設工事で一部の住民や事業者に利益が偏ったり、国外のアクターが主
導して建てた学校ということで、現地政府から教員派遣が行われずに閉校に追い込まれてしまっ
たケースがあるということについては、それほど知られていない。また、学校建設の作業を推し
進める際、アクセスが容易であった方が「援助する側」に取りかかりやすい面があるため、特定
の地域で学校が過密状態になってしまい、建設された校舎が他の地域に比べてひときわ壮観で
あったり、校舎はできたものの、カリキュラムで使用する教材が揃わなかったり等ということも
ある。このように学校建設の事例をみただけでも、途上国側のニーズに足場を持たない支援の結
果、その支援をめぐり援助した側あるいは援助された側などで様々な問題が起きる。この手の現
実を視野に入れるとき、援助という行為は現地社会をとりまく日々の社会的生活を構成する社会
的、政治的、経済的環境の存在を捨象して議論できるものではなく、少なくとも善意にもとづく
寄付行為を行おうとする人々が考えるよりも、もっと複雑な過程を含んでいると考えるべきであ
ろう。
学校建設のみならず、使い古したスポーツ用品を途上国に寄付するスポーツ援助の事例などか
ら透かし見えてくる共通項は、開発援助を資金、資源、技術の「不足の問題」として捉え、外部
からそれらを現地へ移転することで解決を図ろうとする考え方である。そのアプローチの基盤に
は、諸種のリソースを「有する者」と「有さない者」との非対称性という構図がある。支援する
側は、この種の援助プロジェクトが貧困地域にやってくるのは多分良いことなのだろうと思って
いる。途上国の子どもたちにとっては物的援助を受けることができ、現地に不足していたものが
提供されるのは決して悪いこととは思えないからだ。しかし、このような外部資源に依拠する単
純な構図では、開発援助や国際貢献活動の問題を解決へ向かわせるのは難しく、一方で多くの限
界を露呈してきたのも事実である。例えば佐藤が憂慮するように、現実にノートを与えてみれば、
その子らはそれをすぐさま文房具屋に売って、その金で麻薬を買ってしまうかもしれないし、靴
磨きで多大なチップをもらった経験をしたことで、その少年は以後外国人の靴しか磨かなくなり、
その都度法外な値段をふっかけるようになるかもしれない（佐藤、2005：5）。スポーツ援助につ
いて言えば、スポーツ用品を「もらえた子ども」と「もらえなかった子ども」の間で軋轢が生じ
るかもしれないし、先進諸国側の誰かが高価なユニフォームを持ってきてくれるとの期待が、途
上国側の援助依存の体質を助長してしまうかもしれない。すなわちこのような外部資源に大きく
依存する方法は、ドナーによる諸種の資源が提供される期間はうまくいくが、なかなか持続的な
ものとはなりにくく、状況によっては当事者となる人々の主体性を損なう結果になることもある。
こうした援助の行き詰まりによって、開発援助アプローチは、これまで幾度となく変更を迫られ
てもきた。
例えば、1980年代末に明らかになったアフリカ援助の失敗は、援助する側にいわゆる「援助

疲れ」といった現象をもたらし、援助の有効性に関する強い問題意識を顕在化させることになっ
た。膨大な数の援助プロジェクトを管理するだけの能力が現地政府にないまま、ドナー側は自分
たちの持つ資金、資源、技術を提供することに力点を置いた援助を実施し、遂には各資源が効率
的に配分されない事態を招き、効果が思うように上がらなかったケースである。援助される側の
脆弱な援助吸収資源（人的資源や経常予算等）を考えず、多方面からの援助が相互に調整される
ことなく行われた援助合戦の成り行きは、現地に想定外の影響を及ぼしかねない状況を発生させ
たのである。その結果、援助アプローチの大幅な見直しが行われ、個々のプロジェクトを従来の
ように単体で実施するのではなく、相互に有機的に関連づけるべきであること、援助吸収資源そ
のものを援助することが主張されていく。こうした援助をめぐる考え方の変化が、のちにセク
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ター・ワイド・アプローチや、援助資金を相手国政府の口座に直接振り込むコモン・ファンド
等と呼ばれる潮流を形成し、次第にプログラム型援助を誘引していくことになる。特にイギリ
スは、エキスパートの人材派遣や機材供与、学校建設や道路整備など、人やモノ、サービスを
通じた方式が中心となるプロジェクト型支援からセクター・ワイド・アプローチへの移行を提
言し、援助のあり方を見直す流れを作り出していく。セクター・ワイド・アプローチとは、援
助国や国際機関がそれぞれの計画に基づき行われていた従来の開発支援とは異なり、個別のプ
ロジェクトやプログラムを各々に実施するのではなく、保健や教育など個別の分野（セクター）
毎に整合性がある開発計画（プログラム）を策定・実施する分野全体を一つのプログラムとし
て運営しようとする試みのことである。それまでの方式では、個々のプロジェクト相互の調整
が十分でない場合があり、被援助国の吸収能力の問題も相まって効果的な援助が実現できない
場合があったため、ドナーや援助受け入れ国側の限られた支援を有効に展開させるためにセク
ター・ワイド・アプローチが提案されてきたというわけだ。
以上のように、1980 年代に起きたアフリカ援助の失敗に端を発した援助様式の推移をみただ
けでも、先進諸国側による様々な物的支援というだけの援助のやり方で、ある段階から次のよ
り望ましい段階へと順調に展開していくような単線的なものではないことが理解できる。そう
するとスポーツによる国際貢献についても、スポーツ援助という行為の向こう側を見据え、「ま
ず援助ありき！」の発想を問い直していく作業が求められるだろう。つまり従来型の援助から
脱却し、新たな援助アプローチの見直しを求めてきた援助様式の経緯と同様に、スポーツによ
る国際貢献を考えていくには「援助の有効性」が慎重に検討される必要がある、ということが
わかる。正直なところ、近年の日本でのスポーツ援助の急速な拡大にはいくつか腑に落ちない
こともある。これまでの開発援助アプローチの変遷が映し出すのは、途上国の開発援助は段階
を順次上っていくようなものではなく、援助のあり方が常に模索され、各国とも援助の有効性
についての強い問題意識を有してきた歴史的展開である。重要なのは、スポーツ界で主流とな
る外部者主導（トップダウン）の単純な資源移転による「不足の補填」によって解決しようと
する考え方ではなく、援助効果の視点から「援助の先に何が起こるのか？」を捉える視点である。
かかる問題認識のもと、次では、21世紀に入ってから急速に台頭してきたスポーツと国際貢
献の動向について概観し、スポーツによる国際貢献活動が興隆してきた社会的背景について論
じる。そしてスポーツ援助の領域で、近年どのようなことが起こっているのかについて跡付け
ながら、スポーツによる国際貢献の現在の地平をみていくことにしよう。

Ⅲ．本格化するスポーツによる国際貢献：SDPという潮流の台頭

現在のスポーツ援助における受益者の創出は、オリンピック・ムーブメントの拡大を目的と
した「Olympic solidarity」に見て取れるが 1、競技力向上よりもそこから脱略する国々の支援を積
極的に奨励するようになったのは、別の出来事に由来する。それは、オリンピック招致に関す
る収賄問題が顕在化し、様々な疑惑で IOCが揺れる中、それまでのスポーツ施設や競技水準の向

1 Olympic solidarityとは、1973年、IOCが公認した各国のオリンピック委員会（National Olympic 
Committee）への援助を目的として IOC下に設立された組織である。主に途上国に対する経済的・技術
的援助を実施し、現在、貧困地域からオリンピックに出場してくるアスリートの大半は、この援助を
受けている。例えば、2004年アテネオリンピックから2008年の北京オリンピックまでの期間に、人的
資源の強化や資金援助を目的に、各国の選手やコーチ、ボランティアやスタッフら約1万人におよそ
200万米ドルが援助された（Kidd, 2008: 371- 372）。
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上を狙った活動とは別の方向性をもった活動が登場した過去にさかのぼる。1994年、ノルウェー
の組織を中心に「Olympic Aid」が新設され 2、サラエボやアフガニスタンの子供たちに対する予防
接種、食糧や衣料品等のための資金援助が実施されたのである。途上国にまで裾野を広げた草の
根的なアウトリーチ活動は、それまでのスポーツ施設の整備と競技水準の向上を狙った活動とは
別のベクトルを有する活動として、スポーツによる国際貢献の活動へ組織的に取り組んだ最初の
一歩だった。その口火をきったのが、リレハンメル・オリンピックのスピードスケートで金メダ
ルを獲ったJohann Olav Kossを中心とするアスリート達であり、彼の着想に賛同したアスリート
らの協力のもと「スポーツを通じての人道的支援」という発想から、途上国の問題をより強く意
識した事業が開始されたのであった。Olympic Aidは、2003年には「Right to Play」へと組織名
が変更され、UNICEF（国連児童基金）やUNHCR（国連難民高等弁務官事務所）などの国連機関
と連携し、アフリカやアジア、中東など23の地域へコミュニティ開発にスポーツを絡めた積極
的な取り組みに着手する。1990年代における IOCと国連機関とのこうした連携は、それより後、
急速に拡大していく。ただその時点では、各援助機関と繋がりがあるFIFAなどの少数のスポー
ツ連盟を中心として個々のプロジェクトが結びつき、開発プロジェクトにおけるスポーツの活用
計画は点と点で繋がるにとどまり、あくまで局所的な展開でしかなかった。すなわち、「スポー
ツの振興（development of sport）」と「スポーツを通じた開発（development through sport）」と
いう考え方が混在しつつも、貧困問題を対象に、そこにスポーツを「蝿取り紙（fly paper）」と
して利用することが多く、諸種の開発問題にスポーツが有効な手段になるという明確な構想や戦
略は持ちえていなかったのである。スポーツの領域が開発の世界と本格的に繋がり始めるには、
21世紀の到来を待たなければならない。
「スポーツと開発」に対する関心の最初の大きな波は、2000年9月、国連ミレニアム・サミッ
トにおいてより安全で豊かな世界づくりへの協力を約束する「国連ミレニアム宣言」の採択とい
う過去に遡及する。各国が貧困撲滅に努め、人間の尊重と平等を促進し、平和と民主主義及び持
続可能な環境の構築に向け、国の貧富に関係なく、できる限り力を合わせることを公約したこの
宣言は、その開発目標をまとめた「ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: 以下
MDGsと表記）」を生み出していく。MDGsは、低所得や飢餓の蔓延、ジェンダーの不平等や環境
悪化、教育の不徹底、保健医療と安全な水の不足などを改善するために、各国にこれまで以上の
取り組みを義務づけ、2015年までに達成すべき8つの目標、21のターゲット、60の指標を掲げ
ることとなった。同時にそれら目標値の設定は、世界の均衡と安定のために地球上から貧困を削
減し、その取り組みを途上国のみに求めるのではなく、世界各国で共有しながら進めていく姿勢
を強く押し出すものとなった。そして、こうしたスタンスはスポーツ界にも大きく影響を与え、
21世紀に入ると、「スポーツ」の領域と「開発」の領域とが急速に接近し始める。いわゆる「開
発と平和を後押しするスポーツ（Sport for Development and Peace: 以下SDPと表記）」と呼ばれ
る考え方の台頭である。

2001年、当時の国連事務総長であったKofi Annanが、元スイス連邦大統領であったAdolf Ogi

を SDPの 特 別 ア ド バ イ ザ ー（Special Advisor to the UN Secretary General on Sport for 

Development and Peace）に任命し、翌2002年7月、OgiとUNICEF理事であったCarol Bellamy

を共同議長とするSDPに関するタスクフォース（United Nations Inter-Agency Task Force on 

Sport for Development and Peace）が設立される。このタスクフォースは ILO、UNESCO、WHO、

2 この組織とは、the Lillehammer Winter Olympic Games Organizing Committee, the Red Cross, Save the 
Children, the Norwegian Refugee Council, the Norwegian Church Council and the Norwegian People’s 
Councilである。
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UNDP、UNEP、UNHCR、UNICEF、UNV（国連ボランティア）、国連薬物犯罪事務所（United 

Nations Office of Drugs and Crime）、国連合同エイズ計画（Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS）などの委員で構成され、SDPの組織として先駆け的存在であったRight to Playからの
支援のもと、MDGsの達成に向けてスポーツが果たしうる役割について検討を開始する。2003年
2月には、スイスのマグリンゲンで「第一回スポーツと開発に関する国際会議（1st International 

Conference on Sport and Development）」が開催され、各国政府や各国連機関、スポーツ界や国
際開発の領域から400名を越える代表者が集まり、その成果は、「スポーツが国家の発展や国際
開発の重要な一部分になる」としたマグリンゲン宣言（The Magglingen Declaration）という形に
集約された。こうした一連の経緯がSDPの方向性を徐々に水路づけ、SDPに関する国連のタスク
フォースは、2003年3月に「開発と平和を後押しするスポーツ：ミレニアム開発目標の達成に向
けて（Sport for development and peace: Towards achieving the Millennium Development Goals）」
と題する政策文書を発表し、その中でMDGsに資するスポーツの効果を謳い、SDPに関する戦略
の新たな方向付けを行う。こうした提言が大きな助力となり、2003年11月の国連総会における「教
育を普及、健康を増進、平和を構築する手段としてのスポーツに関する決議（Sport as a means 

to promote education, health, development and peace）」の採択、同時に2005年を「スポーツ・体
育の国際年（The International Year for Sport and Physical Education）」とする決議の採択へと結
びついていった。2004年 8月には、SDPに関する国際ワーキング・グループ（Sport for 

Development and Peace International Working Group）が発足し、開発のコンテクストにおけるス
ポーツの活用可能性が検証されつつ、各国の開発戦略の中にスポーツを引き寄せようとの共同歩
調が国際的に取られていくことになる。2005年のスポーツ・体育の国際年の制定は、人間開発
や平和を構築していく上でのスポーツの持つ可能性を各国政府に大きく喚起し、このようなSDP

の動向は、国連のスポーツへの取り組みを、「開発アプローチ」のひとつとして明示的に転換さ
せた。それまで「physical activity」とか「sport for all」というフレーズが国連文書において支配
的だったのに対して、「sport for development」や「sport and development」、あるいは「development 

through sport」などが主要なフレーズとして置き換えられ、その結果、「余暇活動や健康増進」
の領域内で理解されることが多かったスポーツが、開発を後押しするためのひとつの手段へと概
念的に転換することになったのである。
こうした経緯からすると、開発実践の場においてスポーツの活用可能性が本格的に議論される
ようになるのは21世紀になって始まったということがわかる。つまり2003 年の国連総会の「教
育を普及、健康を増進、平和を構築する手段としてのスポーツに関する決議」が採択された後、
フィールドレベルでの開発実践の場においてスポーツが議論され始め、それまで途上国での開発
プロジェクトにはほとんど影響を及ぼさなかったスポーツが、開発アプローチのひとつとして開
発現場へ積極的に関与するという進展がみられるようになったのである。各国政府のスポーツ政
策とは別の原理によるものとはいえ、その口火を切ったのはRight to PlayなどのNGOであり、こ
れに国連がいち早く追随した。財政面など未だにひ弱な側面をもっているが、しかし他方でスポー
ツのグローバル化の現象において、たとえ「スポーツの振興（development of sport）」の視点を
優先させるにしても、途上国の開発問題への配慮が求められ、スポーツを SDPの視点から捉え
るという状況は、スポーツをめぐる近年の世界的潮流として見逃せない点である。
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Ⅳ．日本でも開始されたSDP：日本流の「UNDOKAI」を広める試みの裏側で…

では、SDPが台頭してきた世界的な潮流に対して、日本の反応はいかなるものであったのか。
結論から言うと、日本のスポーツ界はそうした世界的動向から10年以上のタイムラグを生じさ
せてきたというのが実態である。というのも、日本社会においてSDPのような考え方が広く認識
されているとは言い難く、日本政府がスポーツによる国際貢献という領域に本格的に乗り出した
のは、SDPに関する国連での決議が採択されてから10年以上の月日が経過した2014年からであっ
た。それが先述の「Sport for Tomorrow」であり、その活動領域には、①スポーツを通じた国際
協力・交流、②国際スポーツ人材育成拠点の構築、③国際的なアンチ・ドーピング推進体制の強
化支援の三本柱が据えられた 3。ただし日本の場合、SDPに影響を与えたのはMDGsのような国際
規範よりも、2020年のオリンピック・パラリンピックの東京開催誘致に成功した状況だったよ
うに思われる。例えば、Sport for Tomorrowによるスポーツを通じた国際貢献への取り組みは、
結果としてSDPに対する国内の関心を高めるという側面でプラスに機能しているものの、SDPへ
の関心の「持続性」という側面ではマイナスに機能する危うさについても否定できない。なぜな
ら、Sport for Tomorrowが開始されて以降、「スポーツ国際開発」や「スポーツを通じた国際貢献」
というフレーズが各地で急速に叫ばれたため、そのニーズに応えるように短期間のうちにシンポ
ジウムや会議が数多く実施されてきているが、これらの具体的行動は、少なくとも現状では、貧
困削減の問題よりもTokyo 2020開催の論理が先導し、本来的なSDPと共通の境界線によって縁
取られているわけではないからである。簡単に言えば、日本のSDPは途上国の開発イシューに向
かうのではなく、海外にTokyo 2020のプレゼンスを高める宣伝活動の方向に進んできている 4。そ
の意味で、日本のSDPのあり方は、南北格差と向き合う国際条理よりもオリンピック開催という
国内的要因の影響を強く受けたものといえる。
具体例を一つ挙げよう。Sport for Tomorrowの一つ目の柱となる「スポーツを通じた国際協力・
交流」では、スポーツ関連施設の整備やスポーツイベントの開催支援、ボランティアの派遣、学
校体育カリキュラム策定支援などが行われてきている。なかでもTokyo 2020をひかえ、JICAが
発展途上国へのスポーツ支援の一翼を担い、南スーダンのほか、エチオピアやカンボジア、マラ
ウイ、グアテマラなどで日本の運動会が「UNDOKAI」となってアフリカやアジアの国々へ輸出
され始めている。日本の学校体育カリキュラムの特色のひとつといえる運動会を普及させるとと
もに、現地のスポーツに対する関心を高めてもらい、これらの活動を通じ、途上国からの
Tokyo2020参加につなげたい考えからだという。日本人ボランティアがいなくても運動会を継続
できるようにと､分厚いマニュアルが製作された国や、Sport for Tomorrowという時流の追い風
を受けて、大会企画や運営の支援、各競技の指導者派遣のほか、競技施設の整備が行われた国も
ある。
ではここで運動会の成り立ちに目を転じて、「国家の発展のあり方」という文脈における運動

3 Sport for Tomorrowの誕生経緯および政策内容の詳細については、小林（2016）の拙著を参照のこと。
4 例えば、2020年東京オリンピック・パラリンピックを、日本の魅力をアピールするクールジャパン発信
の好機として位置づけ、2015年10月24日から30日にかけてロンドンで「Presenting Japan」が開催さ
れ、テーマの一つとしてSport for Tomorrowが取り上げられたが、その会場でSDPについて議論される
ことは全くなかった。演者として登壇した一人にロンドン五輪でのSDP関連プログラム（International 
Inspiration Program）の理事がいたにもかかわらず、同席したスポーツ庁長官や東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会組織委員会副事務総長、元メダリストたちが、SDP活動に触れるような発言は一
切なく、「Sport for Tomorrow＝100ヵ国1000万人」というフレーズだけが喧伝され、途上国の貧困削
減などのイシューは完全に度外視されていたというのが、その場に居合わせた筆者が感じた率直な印象
である。
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会の歴史についてみておこう。現在の日本のSDPを取り巻く問題群を読み解く鍵のひとつがそこ
にあると考えるからである。そしてUNDOKAIの輸出という試みを検討するには、まず運動会の
誕生経緯とその構想の中心にいた「森有礼」の思惑を視野に入れておくことが不可欠となる。森
有礼とは、1879年に「教育論 ── 身体ノ能力」草案を公表し、「我国人ノ最欠ク所ノ者ハ、彼
ノ至重根元タル三能力ノ一、即身体ノ能力ナリトス」と述べ、近代的な身体教育の重要性を説い
た政治家である。幕末に結ばれた不平等条約改正交渉の中で、国家が主導で教育を行う学校制度
を整備する国民皆学の必要性を思い知った森は、天皇の威徳で国民の統合を図る儒教主義的・精
神主義的「修身」ではなく、実利的な知育体育を重んじる教育制度の必要性を主張し、日本人の
「身体ノ能力」を欧米人のそれと肩を並べるほどまでに鍛錬することを目指した。1885年、森は
伊藤博文内閣で初代文部大臣に就任するや運動会の普及に邁進する。1894年には日清戦争が勃
発し、同年、文部省が「小学校における体育および衛生に関する件」を訓令し、教育界の知識重
視を批判したこともあり、その後運動会はいっそう盛んになる。決して「楽しみのため」の運動
会ではない。むしろ国家による民衆の身体に対する統率の重要性をたたえて、綱引や旗奪、徒手
体操を中心に、兵式体操の精神が至る所に散りばめられた運動会である。兵式体操をカリキュラ
ムの正科として教育に持ち込んだ森の胸中には、近代国民国家としての体制の枠組みができたと
しても、封建制下にあった人々の意識面での変革の遅れに対する不安があった。だからこそ、国
家による民衆の身体に対する統率の重要性を痛感し、国民統合の手段を教育によらなければなら
ないと考え、運動会を国家的な規律・訓練の枠組みの中へ押し込めようとしたのである。欧米列
強の進出に対する急激な危機意識の高まりが、それまで問う必要のなかった近代的軍事力の創設
や増強の意味に「身体」を直面させることになったのだ。その時代が良かったとは決して思わな
いが、国家の有りようと身体が密接に結びつき、身体を回路とした教育が近代国民国家の形成と
不可分の関係に位置づけられていたのはかなり興味深い 5。その考え方の縦糸をなしているのは、
国家開発計画に欠かすことのできない論点として、運動会のような活動や身体教育を捉え、それ
が「国家の発展のあり方」と基本的に相補的な関係に置かれていた点である。
それから100年以上を経過した今、そんな源流をもつ日本の運動会が「UNDOKAI」となって

アフリカやアジアの国々へ輸出され始めた。国家的な規律・訓練の関数として語られていくこと
に全面的に賛同できないにしろ、運動会の輸出は、結局「国家の発展のあり方」や「国家として
の教育のあり方」という核心的な問いをわれわれに投げかける。途上国の国内におけるスポーツ
への実践意識の高まりと、先進国からの援助の増大は、スポーツ援助の実績づくりの手段として
運動会の拡大をもたらした。ただ、現地社会における運動会の意義が深い部分で議論されないま
ま、日本型体育や運動会の活動が「あっさり」輸出されていく現状には大きな違和感を覚える。
自発的に国家に同調していく近代的な意味での「国民」に変容させ、それによって国家的統合を
果たす、「国民の創出」という未来予想図を描き出したのが明治期の運動会だったとすれば、21

世紀に日本が輸出するUNDOKAIに、それを受け入れる国の人たちはどんな未来予想図を描き出
すことになるのだろうか。民族対立が続く地域では「異なる民族同士が相互の健闘をたたえ合う
といったスポーツならではの交流が見られた」などは、スポーツ援助の効果を語る関係者らの典
型的なコメントだが、経済開発が急務である途上国政府の優先課題の前では、学校教育の中で体
育は軽んじられ、数学などの主要教科が重んじられる手法が常である。そんな中で、生活向上の
展望も定まらないままに、日々の生活を凌いでいる社会において、日本の運動会の輸出は現地社

5 世界に類を見ない日本独特のイベントである運動会および身体に刻み込まれる権力をめぐる研究につい
ては、吉見（1999）と清水（1998）を参照のこと。
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会に何をもたらすのだろう。そうした議論が十分に行われることはない 6。
このベクトルの隔たりに、スポーツによる国際貢献を推し進めようとする者はまず気づかなけ
ればならない。問われなければならないのは、Tokyo2020のムードを高める戦略としてSDPを捉
えるのではなく、これまで述べてきたような援助レジームの変遷を念頭に置いたうえで、スポー
ツ援助の有効性を思量するスタンスである。運動会が「現地にないからそれを提供してあげよ

4 4 4 4 4

う
4

！」という浅慮な発想ではなく、UNDOKAIが現地社会にいかなるインパクトをもたらし、ど
のような点で持続的な開発に繋がっていくのかを問う視点から、スポーツをめぐる援助の議論が
深められる必要がある。これらの問題がないがしろにされたまま、現状では日本でのスポーツを
通じた国際貢献は、「1000万人・100カ国へスポーツを届けようとする取り組み」だということ
が暗黙のうちに含意され、この語が流通している。これが日本におけるSDPをめぐるひとつの現
状である。

Ⅴ．世界のSDPはいかなる地平で展開されているのか？：Pass It Backの事例
から

では、世界のSDPはいかなる地平で展開されているのか。もちろん議論として雑駁になるのは
承知の上で、ここでは日本のSDPの課題を把握する上で有効な「Pass It Back」の事例を取り上げ、
世界と日本のSDPとの差異について素描しておく。Pass It Backは、国際NGOのChild fundが展
開するラグビーとライフスキル学習を組み合わせたSDPプログラムであり、これまでラオスやベ
トナム、フィリピンの貧困地域を対象に実施されてきた。Child fundとWorld Rugby、Asia 

Rugby、Women Winとが連携し、子どもたちが、スポーツを楽しみ、学び、成長する機会を持つ
ことができる環境の整備を図りつつ、アジアの厳しい環境に暮らす若年層世代が、日常生活にお
いて重要となる様々なライフスキルを、ラグビーを通して学ぶことを目指している。また、学ん
だことを自分たちのコミュニティに還元する力を習得することによって、現地社会が直面する
様々な困難を乗り越え、社会に前向きな変化を起こすことに焦点を定めているのも特徴である。
ラグビー界では2019年のワールドカップラグビーの日本開催を契機に、アジア圏域でのラグビー
普及の気運が盛り上がり、Pass It BackのようなSDP活動を徐々に育むなど、ラグビー競技その
ものの認知拡大を狙う戦略と同時に、ラグビーを通じた社会開発の実践を進展させてきている。
そのカリキュラムは4つの領域で構成され、概要は表1の通りとなる。

6 かつて筆者はSport for Tomorrowのニュースレターにコラムを連載しており、運動会が有した国家主義
的なきな臭い政治性に関する歴史的側面を紹介したコラムを執筆したことがある。内容は本稿のものと
大差はなく、運動会の海外展開に伏在する課題を指摘したに過ぎないが、当時の政策立案を担当する上
層部から「UNDOKAI輸出の機運が盛り上がりを見せている時勢においてコラムの内容が不適切」との
クレームが入り、当該コラムの掲載が取り止めとなった経緯がある。かかる実例は、運動会が有する複
層的意義について、まっとうな議論を展開しようとしない日本政府のSDPに対する姿勢を端的に示す事
例といえるであろう。
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表１：Pass It Backのプログラム内容

78

参加者に提供される領域 概要

Rugby 貧困地域の若い世代にタグラグビーを使ってのラグビー競技普及
を展開。試合で用いるスキルを習得し、組織化されたチームへ参
画するとともにトーナメント大会への参加、最終的には国の代表
選手へステップアップする機会を提供する。

Life Skills 若い世代に対する次のような自己啓発カリキュラムを提供。
　リーダシップ（leadership）
　課題解決（problem-solving）
　ジェンダー平等（gender equity）
　将来の計画（planning for the future） 
カリキュラムの修了者は、ピアグループリーダーやキャプテン、
コーチやロールモデルとして、それぞれのコミュニティにおいて
活躍することが期待される。

Safeguarding 本カリキュラムにおいては、受講者の身体的・精神的安全が担保
され、UNICEFが主導する International Safeguards for Children in 
Sportに即したスポーツ環境の整備促進についても寄与することが
期待される 7。

First Aid コーチたちから応急処置方法やそれに関する知識を学ぶとともに、
Asia Rugby認定の応急処置関連のカリキュラム（An Asia Rugby-
certified first aid curriculum）が実施されることで、プレーヤーが
幸福に、そして安全にプレーすること（player welfare）が実践さ
れる 8。

出典：Asia Rugby公式サイトより

例えばベトナムでは、市場経済と開放政策の導入を図ったドイモイ政策以降、都市部の経済成
長と農村部の経済衰退によって、主要都市で暮らす都市部の住民と農村部で暮らす住民とでは
様々な格差が拡大し、そうした格差はベトナム国内の教育格差の深層にも連鎖的に深く組み込ま
れてきている。特に農村部における女性の身分的地位・社会的役割は、現在でも大きく後景に退
けられており、ジェンダー平等の問題をいろいろな次元で顕在化させている。これらの課題をふ
まえて、ベトナムのPass It Backでは、担い手として男子だけを対象化せず、女子をジェンダー
平等の推進力として抽出することで、参加する選手とコーチの半数以上を女性にしている。特に、
ベトナムのような地方自治体及び国の教育行政が、農村部にまで十全に行き届かない国家情勢で
は、女性の教育機会や生活の質の向上を高めるために、意識啓発やその機会をコーディネートす
る人材育成は須要であり、今後のジェンダー平等の啓発活動支援にとって一つのキーワードとな

7 International Safeguards for Children in Sportとは、「スポーツにおける子どものための国際保護措置」
とも訳され、スポーツに特有の子どもや青年に対するリスクが存在する中、そのようなこどもや若者に
対するスポーツの提供が安全な環境でなされるよう、子どもの安全と保護を確実にする総合的なアプ
ローチの考え方の基盤となるものである。

8 ラグビー界では、近年のラグビーの世界的な発展を踏まえ、指導者の安全に対する意識や日々のメディ
カルチェック、安全で楽しいラグビーの提供など、プレーヤーの身の安全を確保するための方策が最優
先の課題として議論され始めている。実際、2016年のWorld Rugbyコーチカンファレンスで焦点化され
たのもplayer welfare（プレーヤーが幸福に、そして安全にプレーすること）であった。



45

る。この点をめぐる好例として、この場ではベトナムのKim Boi地域の事例を捉えておきたい。
Kim Boi地域は首都ハノイから車で約3時間の南西に位置する農村地帯である。通常、援助行為
は「援助の集中砲火」と呼ばれるように、現地のニーズよりもドナー側の都合（成果が顕現しや
すい地域やアクセス上の利便性が高い地域等が選定されやすい）が優先されてしまう傾向にある
が、折り重なる様に連なる山岳地帯の谷間を抜け、大雨が降れば都市部との道路が寸断される交
通事情や第一次産業に依存する田園風景を眺めているかぎり、このプロジェクトがドナー側の都
合よりも、現地の開発イシューを優先して推進されていることを窺い知ることができる。都市部
とは異なるこの貧しい農村には外国人が来ることさえ滅多になく、ジェンダー平等の啓発活動支
援どころか女性の社会参加の推進もなかなか難しい状況である。そんな地域において、Pass It 

Backの展開は、ラグビーを男女間格差の是正や隣接地域との交流、ジェンダー平等という新た
な価値観の創造にも利用しようと、補助金をはじめ財政的に余裕のあった国際NGOとラグビー
組織の主導で、各地区のグループが結成され、地区大会予選やラグビー教室の開催など地区ごと
にラグビー普及がはかられている。ラグビー教室の後には、社会規範や意識啓発に関する何らか
の講習会が開催され、その講習会を連続的に受講していくことで人材育成の充実強化を図るとい
うのがPass It Backの大きな狙いでもある（写真１参照）。実際、Pass It Backに参加する行為は、
単なる娯楽やスポーツ活動としてだけではなく、多くの地域で教育機会のデリバリーの意味を兼
ねている。とりわけ、ラグビーの普及活動を通じた現地若者へのジェンダー平等の啓発活動機会
の支援は、たとえ直接の経済効果は薄くても、地域の女性たちを定期的に結集させ、多様な次元
で彼女たちの生活を活性化させる基盤を形成しつつあり、この意味で、Pass It Backにおけるス
ポーツ実践は女性の地位向上と密接に結びついている 9。

写真１：Kim Boi地域におけるラグビー教室後の講習会の様子

出所：2018年9月筆者撮影

9 筆者は2018年9月に現地を訪問し、関係者らからのヒアリングを行ったが、そこから一貫して浮かび
上がってきたのは、かつては「人と積極的に関わろうとしていなかった自分」という認識を前提に、そ
の内向的だった自分が「Pass It Backに参加するようになってから変化した」と捉えていることだった。
Pass It Backのプログラム効果を自身の意識変容に結びつけ、ジェンダー意識の向上や交流機会の増加
について異口同音に語る参加者たちの様子は、その交流範囲の拡大の程度はどうであれ、Pass It Back
がもたらしたポジティブなインパクトのひとつである。
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なかでも「ライフスキルの獲得」については、従来のSDPの歴史のなかでも語られてきたが、
近年の多くの課題は「参加者へのインパクト」をどう評価するかであり、Pass It Backの活動と
して見逃せない点は、そのインパクトを経年比較という形で跡付け、Pass It Backに参加する「前
と後」の変化を捉えた基礎データを提示していることにある（写真2参照）。例えば、「人はジェ
ンダーで差別されるべきではない」「11歳の少女でもコミュニティでリーダーになりうる」「男
性は女性より優れたリーダーである」「父親より母親が子育てに時間を費やすべきである」といっ
た質問が、プログラムに参加する前と参加した後で参加者たちに投げかけられ、その意識変容
の度合いからSDPの効果を裏打ちしようとしている（表2参照）。日本に暮らす我々にとってそ
うした質問は、通常は素通りされる常識的なものであって、その質問される内容にはほとんど
関心が向かないかもしれないが、その同じ質問が、ベトナムのような国にいるとき、あるいは
都市から離れたKim Boiのような農村部に滞在しているときには、にわかに困惑を伴う問いかけ
として、あるいは現地の伝統的価値観に対抗したものとして、日常の暮らしのなかで啓発され
るべき領域として浮上してくる。ここで注目すべきは、Pass It Backを通じた意識啓発の程度は
質問内容によって変化をみせるが、先のどの質問に対してもネガティブな方向に向かうのでは
なく、ジェンダー平等に関する意識啓発がポジティブの方向に進んでいるという点である
［ChidFund PASS IT BACK, 2018：12-21］。もちろんこうした報告書の結果のみから当該プログ
ラム全体の理非曲直を判断するのは早計だが、少なくともこうした回答結果をみるかぎり、ラ
グビーによるジェンダー平等啓発活動支援という光景は、現在ではそれほど遠いものではない。
援助アプローチ上の課題として能力開発（Capacity Development）が焦点化され、市民社会や民
間部門を含む社会全体の潜在的な能力の開発を多角的に促進する方向性が模索される状況にお
いて、Pass It Backが導入された結果、ジェンダーの差異を超えてエンパワメントやコミュニケー
ションが行われ、女性同士の繋がりを新たに構築しつつ、日常に溶け込む女性差別が現地社会
の中で可視化されつつあるという事実は、援助の有効性を不問にしている日本のスポーツ援助
のやり方とは大きく異なり、特筆されるべき点である。

写真２：Pass It Backのインパクトレポートの表紙
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表2： Pass It Backに参加する「前と後」の変化を捉えた基礎データの一例

出所：ChidFund PASS IT BACK, 2018：15より抜粋

Ⅵ．むすびにかえて

日本のみならず世界各地で徐々にスポーツの活用可能性が注目され始め、そうした活動や議
論への関心が世界で高まりをみせるなど、「余暇・娯楽」と「貧困・開発」という相反するよう
に見える二つのフィールドが、スポーツの可能性が期待される時代に、その活用可能性を煽り
つつグローバル・イシューとしての開発問題を培って関心が一挙に高まる中、本稿ではこのよ
うなスポーツによる国際貢献活動の現在の地平と課題について検討してきた。そこから明らか
になったのは、次の３点である。
一つめは、スポーツ援助をめぐりいくつもの非対称的な関係性が構築されているという点で
ある。スポーツの活用可能性を、途上国問題や経済格差といったグローバル・イシューへの意
識を喚起する低廉かつ平易な取り組みとして捉えようとする発想だけでは、援助する側・され
る側それぞれの「すれ違い」を汲み取ることはできない。たしかにJリーグを仲立ちとしたサポー
ターと途上国の人々の結びつきは、ユニフォームを寄贈してくれたサポーターらの善意や、や
やもすれば見過ごされてしまう貧困地域への関心が喚起された点などを念頭に置くならば重要
な活動と捉えられるだろう。本来なら途上国のスポーツ環境などに関心を寄せない日本社会の
層に、どんな形であれ一定の問題認識の醸成を図ることができるのは、スポーツ援助における
特有の可能性として強調されてよい点であり、スポーツ援助のプラスの側面である。とはいえ、
そこではスポーツによる国際貢献活動のもたらす効果や素晴らしさが語られることはあっても、
貧困を生き抜く人々の生活上のニーズやSDPをめぐり構築されるいくつもの非対称的な関係性
を捉える視点が欠けている。スポーツ援助の課題を「リソース欠如」の問題として捉え、これ
に対して外部主導の資源移転による「リソース補填」によって解決しようとするのではなく、
そうした外部リソースに浸らせてしまう援助のやり方が、しばしば人々の主体性を損ない、当
事者意識を希薄化する受動的な気構えを形成させうるという視点を持つことが、今後のスポー
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ツ援助を考える要点のひとつとなってこよう。そうした援助の実態を視野に入れないかぎり、
多様な開発の現実はいつも単純化される。
二つめは、SDPに関する日本と欧米との議論の間に大きなタイムラグがみられた点である。日
本流のUNDOKAIを広める試みに象徴されるように、途上国側のニーズに足場を持たない支援の
結果、スポーツによる国際貢献事業が批判的検討を経ないまま様々な拡大解釈を生み、いまだ
理念的もしくはスローガン的議論の域を出ていないことが挙げられる。Tokyo2020を目前に控え
た状況で、スポーツに大きな注目が集まるのもわからなくはないが、それを「スポーツの持つ力」
などという心を引く語り口に安易にすり替えてしまうのではなく、重要なのは、国際開発とSDP

の領域で蓄積してきたとされる議論の限界と範囲を認識しつつ、スポーツと開発の「継ぎ目」
を慎重に見定めていくことである。ところが現実をみると、日本のSDPにおいては今もなお、
そう簡単にはオリンピックをめぐるプロパガンダから距離を取ることができず、知らぬ間にそ
れに浸染されている。にもかかわらず、開発や国際貢献の道筋の中にスポーツが組み込まれ、
途上国のスポーツ支援に積極的に乗り出したのは、Tokyo2020を控え、そのレガシー戦略に日本
スポーツ界も無関心でいられなくなってきた時代を迎えてきたからである。すなわち、世界の
SDPの動向とは裏腹に、日本のSDPは「途上国の開発問題に貢献するため」の支援ではなく、
政府関係者の悲願であった「オリンピック大会を成功させるため」の支援に過ぎないという見
方もできるのである。このように日本でSDPを本格的に議論するというならば、それに注目が
集まってきた前提には何があるのかを明らかにし、共有しておく必要がある。この理解なくし
て2020年への景気付け的なSDPを実施しても、それこそ持続性を持たない無理な押し付けに終
わるであろう。
そして三つめは、日本のスポーツによる国際貢献において「援助の有効性」を捉える視点が
手薄であるという問題である。開発のコンテクストでスポーツのインパクトを問うならば、現
地の日常生活にどれだけ密着した問題を取り上げられるかがひとつの重要な眼目となる。Pass It 

Backの事例にみられたように、世界のSDPの現場では、投入したプロジェクトの効果を実証的
に解題し、その活用可能性をエビデンスベースで検討するという新しい段階に入っている。Pass 

it Backでは、ラグビー普及と現地の直面する社会課題とが切り離されることなく、これらを女
性のエンパワメントといった社会開発そのものとして捉えられていた。Tokyo 2020開催の論理
が先導する従来型の発想では、こうした問題をまったく捉えられない。Tokyo 2020を成功させ
るため、一時逃れに取り繕って間に合わせるための弥縫策としてSDPを認識していると、それ
は国際社会が思い描いていたものとは別のものになる。日本では、第三世界とスポーツを結び
つける活動に急激な拡がりを確認できるが、スポーツ界全体からするとまだまだ限られたもの
であり、その視角は本来的なSDPの動向までには遠く及ばない。援助をめぐる根の深い問題や
ジレンマなどは看過されたまま、スポーツ援助を取り巻く種々の課題にまで踏み込んで考察さ
れることがほとんどないというのが現状である。とりわけSDPをめぐる問題性について、欧米
圏で議論されてきた現場での実践と経験知の蓄積の大きさに比べて、日本におけるSDPの議論
の幅の狭小さは、両者の間に大きな隔たりを生じさせてきたのであった。それに対し、スポー
ツの活用可能性を探る世界の開発の現場では、日本のスポーツ援助の現場に横行する「援助側
主導」的な発想とは対照的に、スポーツ援助という行為の向こう側を見据え、援助効果の視点
から「援助の先に何を起こせるのか？」を捉えようとしている。
スポーツ援助をめぐる議論が日本で十分に深まっていないとする理由のひとつは、スポーツ
援助を専ら称賛する傾向に偏重させたために「援助の現実」という側面に対し、かえって認識
をくもらせている点にある。しかしながら、開発にまたがるスポーツの軌跡が大きく転回しよ
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うとしている現今だからこそ、スポーツに過度の期待を込めすぎるのではなく、それと背反す
る側面やプロパガンダの問題にも注意しなければならない。むしろ、そうすることによって、
開発を後押しするためのスポーツの有用性をより高めることができる。このようにスポーツと
開発問題をリンクさせ、活用するのにそれがポジティブなインパクトをもたらすのかといった
問いへの解答は意外に見えにくい。少なくとも現状では、スポーツが途上国の開発現場に与え
る影響はそれほど単純ではなく、精緻化する余地を残していると結論づけることができる。
Tokyo2020という大きな国際イベントの前に、スポーツによる国際貢献への期待が高まるのは当
然なのかもしれないが、ただその論調は先進国の人々の描く善意の情感に加勢する見解が主要
なトーンであったということは否定できない。元メダリストやコメンテーターといった発信力
のある著名人たちが取り込まれている「情感を押し出す」スポーツ援助の形からSDPの議論をいっ
たん引き離し、「スポーツ援助の先に何が起こっているのか？」というイシューに目を向けたと
ころにSDPのあるべき姿が見えている。スポーツ界からの支援の輪の「量的な拡大」が必ずし
もスポーツによる国際貢献の発展には結びつかないという、援助という行為の多義性・複層性
を議論の中に引き寄せたスポーツ援助の論議が交わされるようになったとき、国際貢献の向こ
う側の角度から日本のSDPの有効性が検討されることになるだろう。そしてSDPの研究をより
深化させていくのは、おそらくそんな地点からしかはじめようがない状況の中に、今の我々は
立たされている。

追記：本稿は拙著『スポーツで挑む社会貢献』や既刊の諸論考をもとに、本誌の主旨に沿って
大幅に加筆修正したものである。紙幅の制限から多くの重要事項を省かざるをえなかったが、
同著および小林（2016, 2014）の論文を参照していただきたい。

※本研究はJSPS科研費 JP15K01603, JP 18K10897の助成を受けたものです。
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