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はじめに

日本のあらゆる年齢層の人々が、参加者
として、また観客としてスポーツを楽しんで
います。日本では、スポーツは規律を身につ
け、人格を形成し、フェアプレイ精神を養い、
スポーツマンシップを育む、健康的な娯楽と
見なされているのです。勝っても負けても、
あるいは引き分けても、日本人は決然として
真摯に努力する選手に熱い声援を送ります。
スポーツイベントでは、選手はいつも「頑張
れ！」という応援の声に励まされるのです。
西欧のスポーツが流入する以前は、日本

では武道と呼ばれる伝統的スポーツが盛んで
した。12世紀に生まれ、主に武士階級の間
で花開いた武道の中には、剣道（日本式フェ
ンシング）、柔術（今日の柔道）、弓道（アーチェ
リー）をはじめとする様々な格技がありまし
た。江戸時代（1600～ 1868年）、これらの
スポーツの精神面が強調され、武道として確
立されました。武道の「道」とは「道（みち）」
という意味で、入門者は深遠な道を極めるよ
う求められたのです。古い伝統を誇る武道は
世代から世代へと受け継がれ、現在も盛んで
す。柔道と空手は国際的なスポーツになりま
した。
相撲は日本の国技と言われ、大変人気があ

ります。2,000年近い歴史があり、職業的な力
士の存在は数百年前にまでさかのぼることが
できます。取組では 2人の力士が色鮮やかな
まわし（腹帯）のみを身につけ、土俵（盛り
土をし、稲藁の俵で囲んだリング）上で押し

スポーツ

たり投げを打ったり、様々な技を駆使して戦
います。土俵上で行われる式典も華やかです。
明治維新（1868年）以降、西欧の様々な

スポーツが日本に入ってきました。野球は
1872年にアメリカ人によってもたらされま
した。1870年代にはトラック競技とフィー
ルド競技、ラグビー、サッカー、アイスス
ケートが伝わりました。1911年にはオース
トリア人将校によって日本の軍隊にスキー
の指導が行われました。当時、西欧のスポー
ツをする人はほとんどいませんでしたが、教
育制度を通じて全国に広がり、当初は精神鍛

長距離走
全国で様々な距離のレー
スが開かれる。2002年東
京都青梅市の青梅マラソ
ンでスタートする何千人
ものランナー
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錬の一つとしての側面に力点が置かれた西欧
スポーツも、現在ではレクリエーション活動
として親しまれるようになりました。
毎年、日本では 10月の第 2月曜日を体育

の日という国民の祝日として祝っています。

今日のスポーツ

近代スポーツは学校制度が確立された
1870年代に始まりました。教育が制度化さ
れた際、各学校が体育をカリキュラムに加え
たのです。大学や中学で最初に取り入れられ
たスポーツは、トラック競技、フィールド競
技、ボート、野球、テニスでした。
子供たちは学校のクラブ活動に参加する

よう薦められますが、これには野球、柔道、
アーチェリー、サッカー、水泳、体操、フィー
ルドアスレチックなどがあり、多くの子供が
大人になってもスポーツへの興味を持ち続け
ています。
わずかな例外を除いて、現在日本で行わ

れているスポーツはほとんど全て、19世紀
末にはすでに一般に知られていました。1911
年には、翌年開催される第 5回オリンピック
に備えて、日本体育協会が組織されました。
その後、各競技の全国統括団体とともに、日
本体育協会の地方支部も設立されました。
余暇開発センターの行った調査によると、

自ら行っているスポーツのトップ 10は、ジョ
ギングおよび長距離走（特にマラソン）、美
容体操、筋力トレーニング、エアロビクス
（ジャズダンスを含む）、卓球、バドミントン、
野球、ソフトボール、サイクリング、アイス
スケートです。そのほかには、ボーリング、
サッカー、バレーボール、バスケットボール、
水泳、柔道・剣道などの伝統的武道、ゲート
ボール（クロケットをベースとし、ほとんど
高齢者のみが行っているスポーツ）、ゴルフ、
テニスなどがあります。これらの中には 1,000
万人以上が定期的に行っている競技が 12種
あり、それは長距離走（ジョギングとマラソ
ン）、卓球、バドミントン、野球、ソフトボー
ル、サイクリング、ボーリング、バレーボー

ル、水泳、ゴルフ、テニス、スキーでした。
これらのスポーツは、ほとんどがレジャー活
動の一環と見なされ、友人や同僚と気軽に参
加できるものと考えられています。
こうした魅力的なスポーツは、国内・海

外旅行の一部に組み込まれるなど、家族が一
緒にできる活動としてますます広がり、同時
に興味の対象もいっそう多様になってきて
います。乗馬をする人はまだ比較的少数です
が、それでも 1988年から 1996年の間に 40
万人から 90万人へと倍以上になりました。
スキューバダイビングやハンググライダー
人口の増加を見ると、費用がかかる、遠出の
必要があるといった点も、もはや障害とはな
らないことがわかります。

日常生活に不可欠

スポーツなど、あらゆるタイプのレクリ
エーションやレジャーの重要な条件は、それ
をする時間があるということです。日本の年
間平均労働時間は 1978年の 2,137時間から、
1994年までに 1,966時間に減り、アメリカの
2,005時間を下回りました。これは主に週休
2日制の広がり（現在全企業の 90パーセン
ト以上で実施）や残業の減少、カレンダー上
の休日が増えたことによるものです。
内閣府が毎年行う調査では、日本の成人

の多数が基本的に自らの現在の余暇レベル
に満足していると述べています。1988年、
調査対象の 47.2パーセントが現在の余暇に
満足と答え、反対にもっと欲しいと希望した
人は 48.7パーセントでした。しかし 1994年
には、58.3パーセントが満足と答え、もっと
欲しい人の 37.2パーセントを大きく上回っ
たのです。

ラグビー
多くの大学チームがラグ
ビーの大学対抗戦に参加
する。2003年の早明戦
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プロスポーツでは、現在多くの外国人選
手が日本で活躍しています。相撲界で最も人
気のある力士の一人はハワイ出身の曙で、最
高位・横綱に就いています。また、多くの有
名外国人サッカー選手が Jリーグに参加して
います。ブラジルのスター選手ジーコは、鹿
島アントラーズの一員として、プロサッカー
の発展に大きく貢献しました。

アマチュア大会

スポーツの復興と、第二次世界大戦後意
気消沈していた人々の志気向上のため、1946
年、最初の国民体育大会が日本体育協会に
よって開催されました。この夏・秋の大会は
毎年のイベントとなり、1947年には最初の
冬の国民体育大会も開かれて、これも毎年開
催されることとなりました。
国体の呼び名で親しまれる国民体育大会

は、毎年各都道府県の持ち回りで、冬・夏・
秋の 3大会が開かれます。冬の国体ではス
キーとアイススケート、夏の大会では水泳と
ボート、ヨット、そして秋の大会ではトラッ
ク競技とフィールド競技、体操、各種球技を
行います。総合得点が最も高かった都道府県
に天皇杯が授与されます。また、女子選手の
総得点が最も高かった都道府県には皇后杯
が授与されます。
国体への参加は、日本国籍をもつアマチュ
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通商産業省（現・経済産業省）が 1992年
に実施した調査によると、総合フィットネス
クラブの登録会員数は 160万人以上、それよ
り小規模な（特定分野の）フィットネスクラ
ブの会員は 45万 1,093人、体操クラブ・ス
タジオの会員は 19万 1,404人、スイミング
クラブの会員は 124万 4,537人いることがわ
かりました。そのうちの半数よりやや多く
を女性が占めています。計 357万人のうち、
52.8パーセントは小・中学校の生徒で、残り
が大人です。営利事業として運営されている
フィットネスクラブの数は、1989年の 473
から 1992年には 848に増えました。

興行スポーツ

日本のほぼ全都市に、最低でも一つ、競
技場があります。1994年、笹川スポーツ財
団は、1年で最も頻繁に観戦されているス
ポーツイベントについて調査を行いました
（回答中カッコ内は観戦頻度）。プロスポーツ
では、野球（3.5）、サッカー（3.3）、テニス（3.2）、
オートレース（3.0）、ゴルフ（1.6）、相撲（1.4）
でした。アマチュアスポーツで回答が多かっ
たのは、ソフトボール（7.1）、野球（6.0）、
ラグビー（5.3）、バスケットボール（5.0）、サッ
カー（5.0）、バレーボール（4.3）、アイスホッ
ケー（4.0）でした。
野球は日本で最も人気のある興行スポーツ

の一つです。シーズン中、プロ野球のナイター
はほとんど毎日放送され、高い視聴率を得
ています。野茂英雄がアメリカのロサンゼル
ス・ドジャースに入団して以来、多くの人が
大リーグに興味を持つようになりました。全
国高校野球選手権大会は毎年夏に行われ、数
百万人が試合を観戦します。

1991年の Jリーグ設立により、サッカーの
人気も高まりました。今ではサッカーは野球
に次いで、小学校の男子の間で 2番目に広く
行われるスポーツとなっています。Jリーグ
の試合は多くの観客を集めています。日本代
表チームは来たる 1998年のフランス・ワール
ドカップに出場することが決定しています。

アマチュア大会
2003年秋季国民体育大会
開会式。成人・少年が参
加する全国アマチュアス
ポーツの競技会
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ア選手に限定されています。国体で優秀な成
績を残した選手の多くがオリンピックその他
の国際大会に出場します。

国際大会

日本は、1913年にマニラで開かれた最初
の極東選手権競技大会に参加。その後日本政
府は、1921年上海の第 5回極東選手権競技
大会に初めて資金援助を行いました。第二次
世界大戦後、この地域大会はアジア大会とし
て知られるようになりました。1951年、日
本はニューデリーで開かれた最初のアジア大
会に参加し、代表選手 80名の残した優れた
成績によって、たちまち国際大会への関心が
高まっていったのです。
東京は 1958年に第 3回アジア大会を、そ

して広島市は 1994年に第 20回大会を主催し
ました。第 1回冬季アジア大会は 1986年に、
第 2回は 1990年に、どちらも札幌で開催さ
れました。
スポーツへの関心と海外旅行を組み合わせ

る日本人は、ますます増加しています。ヨー
ロッパ・アルプスやカナディアン・ロッキー
でスキーをしたり、ハワイやカリフォルニアの
有名ゴルフコースでゴルフをしたりするので
す。水上スキーやサーフィンなどのウォーター
スポーツをする人もいます。外国で行われる
マラソン大会に参加することも、日本のあら
ゆる階層で、次第に一般的になっています。

経済的貢献

心身の健康だけがスポーツ実践のメリッ
トではありません。別形態のレジャーやレク
リエーションとともに、日本ではスポーツ活
動が国内経済に大きく貢献し、地方への資本
投資を呼んだり雇用を生み出したりしてい
ます。スキーやゴルフ、ボーリング、テニス、
バスケットボールなどでは、輸入物のスポー
ツ用品の人気が高いので、国際貿易にも貢献
していることになります。

1996年には前年比で 0.2パーセント減少
したものの、スポーツへの支出は伸び続けて
います。1997年のレジャー白書は、1996年
の個人と企業によるスポーツ用具、トレーニ
ング、指導、スタジアムその他施設、イベン
ト入場料などへの支出は、5兆 7,380億円に
達したと試算しました。これら支出のうち、
ゴルフ用品が 5,590億円、スキー、スケート、
スノーボード用品が 3,950億円、テニス、野
球、登山、サイクルスポーツへの支出も 1,000
億円を超えています。

体育の日
日本では秋にほとんどの
学校が運動会を開き、そ
の学校の児童・生徒がス
ポーツ競技に参加する
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