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プロローグ

た︒

竹谷 和之

二〇一一 年三 月一一日午後︑﹁
東日本大震災﹂ とのち に命名さ れる大地
震 ︑大津波 が東北地方 および関東太平洋沿岸部を襲 った︒ そして︑フクシ
マ原発事故である︒とくに放射能問題 は︑各国政府 と( くに欧米 の
) 即座
の対応 に示 さ れ るよう に︑尋常ならざ る事態 であ ること が見 て取 れた︒即
座 にチ ャーター便を手配 して救護策を講 じた国 もあ った︒東京 の ス︒
ヘイン
大使館 へは連絡 が取 れず︑また スペイン外務省は放射能問題 が収束す るま
で ﹁
日本 への渡航自粛勧告﹂ を発令 した︒
一方 ︑国内 にいる私たち にも精確な情報 が届 かず︑ ﹁
放射能 はただち に
身体 に影響 はな い﹂ と繰 り返す政府や︑ その言を そのまま報ずるメデ ィア
に対 して苛立 っていた︒ そのような状況下 で︑四月初句 には ﹁
神戸市外国
語大学 ・バ スク大学 第二回国際セ ミナー﹂ を神戸 で開催をす るかどうか
を決定 しなければなら い︒五 名の国際セミナー実行委員 と相談 した結果 ︑
現況 では放射能 に ついて今後を予測す ることは因難 であり︑とりあえず一
年順延 が望 ましいという結論 にいた った︒早速︑バ スク大学 エチ ェベ ステ
教授 に延期の連絡を取 った︒
第二回国際セ ミナーのテー マは︑ グ
< ローバリゼー シ ヨンと伝 統 スポー
ツ >である︒ これは第一 回国際セミナー 二(〇〇七年九月︑ スペイン ・ビ
トリア市 終
) 了後に︑次回は上記テー マで四年後 に神戸開催を約束 してい

スペイン ・バ スク地方 には多 くの伝統 スポー ツが今日 もなお温存さ れて
いる︒ それら の伝統 スポー ツはまさ に民族 に固有 の︑懐の深 い文化性を保
有 して いる︒ それ は筆者 が一 九八五年 より現地 に足 を運び︑さ まざ まな形
で関わりを持 つことによ って体感 し確認 してきたことである︒ しか し︑世
界 を席 巻す るグ ローバ リゼ ー シ ヨンの激流 はバ スクの伝 統 スポー ツの存在
を脅か し つづけている︒当該伝統 スポー ツの近代化組織化や ルール変更過
程 ︑ お よび ドー ピ ング検査導入 を みれば その方 向性 がよ く理 解 で き る︒

グ ローバ ル ・スタ ンダ ー ドで整 備さ れれば︑伝 統 スポー ツは独 自文 化 の変
容や消失 にも繋 がりかねな い︒中 にはオリンピ ック種目 へと熱望さ れてい
る伝統球戯 もあるが︑地域的色彩 の濃 い労働から派生 した多数 のバ スク伝
統 スポー ツは︑一 時的 にせよ変化 の激 しいバ スク社 会 に生 きな がらえ る場
所を見 つけ出 したのかも知れな い︒これは スペインやフラ ン ス︑および E
と
U の狭間 で揺 れ動 くバ スクの政治的立場 とも呼応 しているかのよう にも
う つる︒バ スク伝統 スポー ツの近代 化 は︑既製服 に身体 を合 わせ るかのご
とく︑ぎ こちなさ を感 じざ るをえな いのは私だけであろう か︒

このことは︑同時 に︑日本の伝統 スポー ツに ついても同 じことがいえ る︒
柔道を例に挙げてみれば︑日本の伝統文化 に深 く根ざ している ﹁
柔道﹂ と︑
国際化をはた したグ ローバ ル化 した ﹁ J U 〇
D ﹂ とはもはや似て非な るも
の と言 わざ るをえ な い︒ つまり︑伝 統 スポー ツがグ ローバ ル化 す ると は一
体 どう いう ことを意味 して いるのか︑ その ﹁
功罪﹂ はな にか︑と いう問 い
がここに現れてくる︒
また︑同時 に ﹁スポー ツ文 化﹂ ついて考え ることは︑ その ﹁スポー ツ文
化﹂ を支え ている人びとの暮ら しや社会を理解す るためのきわめて有効な
手段 で もあ る︒ とりわ け ︑伝 統 スポー ツがグ ローバ ル化 の激流 に晒 さ れた
とき に︑ それを支 え る人び と がどのような対応 を したのか︑ そしてまた︑
いま︑ どのよう に対応 しよう と して いるのかを考え ること は︑グ ローバリ
ゼ ーシ ヨンのダイナ ミズ ムを視野 に いれること が可能 とな る︒さら に︑お
互 いの異文化理解を深 め︑友好 ・親善を深 めていく上でも っともポピ ュラー
で考えやす い入 口であると言 つていいだろう︒
しか し︑この問題 の奥 はきわめて深 く︑そこに潜 んでいる民族と文化︑
経済と世界︑ メデ ィアと スポー ツ文化︑テク ノサイ エンスと生命 生(存 ︑
)
自然 性 と人間性︑﹁モ ノ﹂ 的身体 と ﹁
生身﹂ の身体 ︑等 々の議論 におよぶ
ことになり︑最終的 には思想 ・哲学 の問題 に到達す る︒

﹁ 3・ ﹂
11 の衝撃 が︑否応な く現代社会 における スポー ツ文化を逆照射
す る︒ つまりわ た したち が享受 して いる近代 スポー ツ競 技 は︑近代化 を推
し進 めてきた科学的思考 のもとに創り上げら れたものだから である︒だと
す れば近代 スポー ツ競 技も問 い直さ れなくてはならな いはずである︒近代

(2)
プロ ロ ー グ
て ︑ その対 極 に︑伝 統 スポ ー ツがあ る︒

科学の思恵 を受け︑ いち早く組織化︑ ルー ル化さ れてい った当該競技 はグ
ローバリゼー シ ヨンの一 翼 を担 ってき たのではな いか︒ある いはグ ローバ
リゼーシ ヨンを先導 してきたのではな いか︑と いう発想 も成り立 つ︒ そし

~

第二回国際セミナーは︑二〇一二年八月六日 九日 の開催 とな った︒ フ
クシ マの影 響 によ って ︑ ヒロシ マ 八( 月六日 )から は じまり︑ ナ ガ サキ
九(日 )に終わる︒さら にこの開催期間 は︑﹁
平和の祭典﹂ ロンドンオリン
ピ ック開催 期間 と重 複す る︒近代 スポー ツ競 技 と対 極 にあ る伝 統 スポー ツ
に ついて議論さ れることに有縁を感 じざ るをえな いが︑この千載一遇 の機
会 に︑伝統 スポー ツ文化 に ついて東西 の立場 から議論さ れることに多大な
成果を期待 したい︒

このセミナーに︑特別ゲ ストとして東京外国語大学の西谷修先生および
今福龍太先生 をご招待 し︑特別 講演を していただく︒さら に能面 アーテ ィ
ストの柏木裕美さんによる面打実演 と能面展示 もお願 いした︒また︑李自
力老 師 によ る太極拳 ワー クシ ヨ ツプ も計画 した︒ スポー ツや スポー ツを取

り巻く状況 がいかに世界と繋 が っているかを提示 していただき︑理解を深
められればと思う︒総勢二一名の国際セミナー が始 ま った︒
この ﹃
研 究年報﹄ には︑紙数 の関係上 ︑日本の研究発表一 二編及び活動
報告を中心 と して掲載 した︒

