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はじめに
　本年 7 月 30 日から 8 月 5 日にかけてロ
ンドンとバーミンガムの 2 都市に滞在し、
オリンピックを観戦する機会に恵まれた。
そこで、本号ではロンドンオリンピック
観戦記と題して、オリンピック観戦を通
じて感じた点を徒然なるままに紹介しよ
うと思う。なお、次号では、引続き、イ
ギリスのスポーツ仲裁機関である SPORT 
RESOLUTIONS がオリンピックおよび
パラリンピック期間中に実施していたプロ
ボノ活動について報告する予定である。

いざ、かの地へ
　午前 10 時 40 分、定刻どおり、私を乗
せた飛行機は勢いよく成田を出発した。目
的地はロンドンである、と書きたいところ
であるが、アムステルダム行きである。ア
ムステルダムで飛行機を乗り継ぎ、イギリ
スのバーミンガムへ向かう、これが私の
ルートであった。
　私にはオリンピック期間中の開催都市ロ
ンドンの雰囲気を味わいたいという思いが
あったが、同時にオリンピック開催期間中
の近隣の地方都市にも身を置き、その雰囲
気を実感してみたかった。そこで、前半は、
観戦予定の男子サッカー予選が行われるコ
ヴェントリーからほど近いバーミンガムに
滞在し、後半をロンドンで過ごすことにし
たのである。
　そんなわけで、まずはアムステルダムへ
向かった。
　アムステルダムまで約 12 時間、私の席
は窓側であったが、運よく窓の外は終始晴
れ渡っており、眼下にはシベリアの大地が
続いていた。たまたま、事前にオンライン

レンタルしておいた
デヴィッド・リーン
監督の「アラビアの
ロレンス」を見てい
たので、前を見れば
パソコンの画面上に
アラブの砂漠地帯の
映像が広がり、右側
に顔を向ければシベ
リアの大地が広がっ
ているという状況
で、私は、永遠に目
的地に辿り着けない
錯覚を覚えた。
　ちなみに、自宅ではいつでもすぐに眠り
に落ちるものの、乗り物ではなかなか眠れ
ない私が事前にオンラインレンタルしてお
いたのは、「アラビアのロレンス」のほか、
ダニー・ボイル監督の「トレインスポッティ
ング」である。後者は、勿論、ロンドンオ
リンピック開会式の演出と音楽監督のコン
ビがダニー・ボイルとアンダーワールドと
いうことだったので、気分を盛り上げるた
めにレンタルしただけであった。
　そうこうしているうちにアムステルダム
に到着し、飛行機を乗り継ぎ、1 時間弱で
バーミンガムに到着した。
　バーミンガム行きの飛行機の乗客を見渡
すと、日本人どころかアジア系が明らかに
私だけであったので、本当にオリンピック
が開かれている国へ向かうのだろうかとい
う心境であった。

バーミンガム
　ロンドンオリンピックは、本年 7 月 27
日から8月12日まで開催された。私がバー

ミンガムに到着したのは開会式の 3 日後の
7 月 30 日であった。
　バーミンガムは、イギリス中部に位置す
る工業都市で人口は 100 万人ほど、観光
案内ではロンドンに次ぐイギリス第 2 の都
市とされている（イギリスの世論調査では
マンチェスターを第 2 の都市とする意見も
多いようである）（写真 1）。ロンドンまで
は急行電車で約 1 時間半程度の距離であ
る。
　バーミンガムに到着した日は、ホテル周
辺を散策しただけということもあり、正直、
電車で約 1 時間半程度の距離の場所でオリ
ンピックが開催されているという雰囲気は
まったく感じられなかった。滞在したホテ
ルは駅前の旧市街の中心といった趣きのあ
る商店街の一角にあるのだが、商店街には
オリンピックに関する広告もとくになく、
明らかにオリンピックを観に来たとわかる
ような観光客もいなかった。
　もっとも、翌日以降、市庁舎周辺や新市
街のほうに足を伸ばしているうちに、地方
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写真 1　バーミンガム／歴史的建物と現代的建物が並存する街並み
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都市なりにオリンピックを楽しもうとして
いる雰囲気が伝わってきた。
　たとえば、市庁舎前の広場には、大きな
噴水があり、それを囲むように階段が配
置されているのだが、階段の下に大型ス
クリーンが設置され、階段の周りにはヨ
ガマットのようなマットが置かれていて、
人々が自由にマットを階段に置き、大型ス
クリーンで放映されているオリンピックの
試合を観戦できるようになっていた（写真
2）。また、市庁舎のすぐ前には、即席で設
置された30ｍ程度の直線トラックがあり、
走りたい猛者は自由に走れるようであった
が、私が見た限りでは、走っている者は 1
人もいなかった（写真 3）。また、草花で
作られた人間の形をした像があり、何だ？
と思って説明書を読んでみるとウサイン・
ボルト選手のお決まりのポーズの像であっ
た（写真 4）。ボルト選手を含むジャマイ
カ選手団が試合前にバーミンガムで合宿を
しているという報道を想起させた。
　ただ、平日の昼間ということもあったと
思うが、市庁舎前の広場は閑散としており、
大型スクリーンを熱心に見ているような人
は少なかった。
　バーミンガムは、熱気たっぷりのロンド
ンと比較して、よい意味でゆったりとオリ
ンピックを楽しんでいる印象を受けた。イ
ギリスチームを熱心に応援しつつも、日常
生活をしっかり行う、そういう雰囲気に身
を置けただけでもバーミンガムに滞在でき
たことは十分満足だった。

ストラットフォード
　イギリス滞在中、朝起きてテレビをつけ
ると、BBC では、毎朝、オリンピック・
スタジアムを背後に望むスタジオから前日

のイギリスチームの活躍を放送していた。
そのオリンピック・スタジアムの他、競泳
会場となるプールのあるアクアティクス・
センター、選手村、メディアセンターなど
の集まるオリンピック・パークのある場所
は、ロンドン東部に位置するストラット
フォードである（写真 5）。
　ストラットフォードを含むロンドン東部
は、もともと、所得層が低い伝統的に貧し
い区域であり、ロンドンでは開発が遅れて
いた地域であった。ところが、ロンドン東
部の活性化、再開発の一環としてオリン
ピック招致が成功したことにより、スト
ラットフォードは一躍脚光を浴び、ブーム
タウンとなったようである。
　ロンドンオリンピックは、ロンドン東部
の活性化を 1 つの目的としており、オリ
ンピック開催によりその地域の開発と振興
を実現し、これによってソーシャルインク
ルージョンを実践するという理念を掲げて
いる。
　ソーシャルインクルージョンとは、「孤
独や孤立、排除や摩擦に陥った人々を援護
し、健康で文化的な生活を実現できるよう
に、社会の構成員として包み込み、支え合
う」という理念である。
　ストラットフォードは、ロンドン東部と
してはとても交通の便がよいところで、地
下鉄はセントラルラインとジュビリーライ
ンの 2 線の駅があるし、ロンドン南東部の
グリニッチ方面に向かうドックランズ・ラ
イト・レイルウェイやロンドン北部へ向か
うオーバーグランドも乗り入れている。
　そういう交通の便もあり、オリンピック
の主会場が発表されて以降は、不動産の値
段も上昇し、不動産投資の対象となるよう
な高層住宅も多数建設されているとのこと

である。
　また、2011 年 9 月にはストラッドフォー
ド駅とオリンピック・パークの間に「ウェ
ストフィールド・ストラットフォード・シ
ティ」というヨーロッパ最大規模のショッ
ピングセンターができた。19 万平方メー
トル（東京ドーム 4 個分）の敷地内に、
300 の店舗、70 のレストラン、17 スクリー
ンの映画館、3 軒のホテルを備えている。
　ストラットフォード駅を降りてオリン
ピック・パークへ向かう人は、この「スト
ラットフォード・シティ」を通るように設
計されており、私も吸い寄せられるように
この「シティ」内に入り、つい家族へのお
土産を買ってしまった。
　オリンピック・パークから駅へ向かう大
勢の人の群れのなかで、果たして、オリン
ピック終了後にこの街はどうなるのであろ
うかと想像してみた。オリンピック・パー
クはヨーロッパ最大級の公園施設になるこ
とが予定されているようであるが、巨大な
ショッピングセンターはどうなるのであろ
うか。オリンピック開催により、一時的に
ソーシャルインクルージョンの理念は達成
されたかに見えるが、数年後、超近代的な
商業施設とともに孤立化してしまうのでは

写真 2　バーミンガム市庁舎前広場 写真 4　ボルト選手の像
写真 3　バーミンガム市庁舎前に設置され
たトラック

写真 5　ストラットフォード・シティの巨
大ショッピングセンターからオリンピッ
ク・スタジアムを望む
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写真 7　リージェント・ストリート

写真 8　イギリス最高裁判所

写真 6　ロンドン中心部のパブ／ユニオン
ジャックを纏い、イギリスチームを応援

ないか、などと余計なお世話であろうが心
配してしまった。

ロンドン中心部
　ロンドン中心部、とくにウエストミンス
ター、トラファルガー広場、ピカデリー、
リージェント・ストリート周辺は活気に
満ちていた（写真 6）。オリンピック開催
都市の雰囲気とはこういうものかと実感し
た。地下鉄、なかでもストラットフォード
駅に乗り入れているセントラルラインや
ジュビリーラインに乗ると、各国の観戦客、
選手やコーチ等でごった返しており、いろ
いろな国の言語が乱れ飛んでいた。マラソ
ンの終起点となったザ・マル周辺のパブは
昼間から人が溢れていた。
　リージェント・ストリートは、オリンピッ
ク参加国の国旗がずらりと並べられ、圧巻
であった（写真 7）。
　たまたま最高裁判所（写真 8）の前を通
りかかったので、職業柄素通りするわけに
も行かず、時間がなかったものの中に入っ
てみた。
　中に入ると、「スポーツと法」というテー
マで、パネルの展示を行っているとのこと
だったので、これは素晴らしい偶然と感激
し、迷わずその展示室に向かった。
　ところが、展示室には、見学者は 1 人も
おらず、物々しい格好をした警備員が 1 人、
展示パネルに向かって睨みを効かせている
だけであった。
　そのような状況のなか、私も 1 人、パ
ネルの説明を読むのだが、どうも警備員の
視線が気になり、つい慌ててしまった。パ
ネルには、スポーツと法の関わりについて、
その歴史や過去に問題となった有名なケー
スの説明が記載されていた。これがパンフ

レットになって販売されていれば購入する
のにと思い、警備員に尋ねるが、「そんな
ものはない」との回答で、代わりに、テー
ブルに置いてあった紙の束から 1 枚を取っ
て渡してくれた。それは、「Sport & the 
Law Quiz」というタイトルの子どもだま
しのような 8 問のクイズで、展示パネルを
読めば回答できる内容になっていた。
　クイズの一部をそのまま和訳して紹介す
ると、たとえば、「オスカー・ピストリウ
ス選手の夢はどのようにして実現されたの
か？」とか「アンドレーア・ラドゥカン選
手はプソイドエフェドリンを何の目的で使
用したのか？　またその結果何が起きた
か？」などである。興味がある読者の方は
是非考えていただきたい。
　それにしても、展示パネルの内容は非常
に充実しており、パンフレット等の公刊物
になっていないのがとても残念でならな
い。

コヴェントリー
　男子サッカー予選、日本チーム 3 戦目
となるホンジュラス戦が行われたコヴェン
トリーは、イギリス中部に位置するイング
ランドで 8 番目に大きな都市である。バー
ミンガムとロンドンの間にあり、バーミン
ガムから電車で 30 分弱くらいの距離であ
る。
　試合会場は、チケットには、「シティ・
オブ・コヴェントリー・スタジアム」と記
載されているが、このスタジアムの正式名
称は「リコー・アリーナ」と言い、リコー
が 10 年契約のネーミング・ライツを取得
している。
　国際オリンピック委員会（IOC）は、企
業名等を付した会場での開催を認めていな

いため、大会期間中は、「リコー・アリーナ」
ではなく、「シティ・オブ・コヴェントリー・
スタジアム」と呼ばれていたのである。
　このようなスタジアムおよび大会関連施
設内から企業名を排除するという原則（ク
リーンスタジアムの原則）により、会場内
では広告看板が一切認められず、フィール
ドを囲むフェンスには、「London 2012」
という文字とオリンピックマークが記載さ
れているだけであった。
　どうやらこの原則は、何らかの文字が
フェンス上に現れてはならないということ
で徹底されているらしく、私の隣の日本人
の 50 代くらいの女性が贔屓の選手の名前
を記した応援用の横断幕をフェンスに掲げ
たところ、係員から撤去するように注意を
受けていた。なお、この女性は、一度注意
を受けても懲りないらしく、また隙を見て
横断幕を下げたりしていたが、その都度係
員から注意を受け、最終的には諦めていた。
他方、文字が記されていない日の丸をフェ
ンスに掲げた者は注意されていなかった。
　オリンピックの会場に入る際は必ずセ
キュリティチェックがあるのだが、この会
場では、財布や携帯電話以外の所持品をす
べて透明のビニール袋に入れられ、各自で
中に持ち込むというものだった。セキュリ
ティチェックの係員からはＸ線検査がある
と言われたのだが、結局そのような検査は
なかった（写真 9）。
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　試合の観客は、ざっと見渡した印象だと、
日本人は 3 割程度で他は地元の人たちと思
われる。ほぼ満席のようで空席は目立たな
かった。地元の人たちが仕事帰りに、オリ
ンピックのサッカーの試合でも見に行こう
という感じで観戦しているようであった。
　面白かったのは、試合開始直前の時間に
もかかわらず、フィールド外の売店の脇
に設置されているテレビに大勢の地元の
人たちが群がっていたことであった（写
真 10）。みんな何を観ているのかと興味が
沸き、テレビの画面を見てみると、自転車
のレースを中継していた。翌日知ったのだ
が、男子個人タイムトライアルを中継して
おり、イギリスのブラッドリー・ウィギン
ス選手が金メダルを取ったとのことであっ
た。
　地元の人たちはどちらかを応援するとい
うわけではなく、純粋にサッカー観戦を楽
しんでいるようだった。日本チームが後半
40 分過ぎ頃から引き分け狙いのためディ
フェンス陣でボールを回し続けると、会場
内は大きなブーイングで包まれた。ブーイ
ングを気にしたある選手が思わず前にボー
ルを出したところ、相手チームに奪われ、
カウンター攻撃をされた時の関塚監督の怒
りを露にした態度が印象的だった。
　
ノースグリニッジアリーナ
　最終日前日に、ノースグリニッジアリー
ナで男子トランポリンを観戦した。「ノー
スグリニッジアリーナ」は、その名のとお
り、ロンドン南東部のノースグリニッジに
あるのだが、これもまた正式には「Ｏ２ア
リーナ」という名称であるものの、企業名

等を排除する必要から、オリンピック期間
中のみこのように名称変更されているので
ある（写真 11）。
　最大 2 万人を収容できる多目的アリーナ
で、2007 年にリニューアルされた際のこ
けら落とし公演はボン・ジョヴィのライブ
であったという。
　オリンピックでは、体操競技の会場とし
て利用され、内村航平選手が体操男子個人
総合で金メダルを取ったのもこの会場であ
る。
　ノースグリニッジアリーナでのセキュリ
ティチェックは比較的緩いという印象を受
けた。所持品検査はあるものの、とくに透
明のビニール袋に入れるように指示され
ることもなく、単にカバンの中と上着を
チェックして終了、という感じだった（写
真 12）。
　途中から合流した事務所の弁護士から聞
いた話では、ボート競技ではセキュリティ
チェックが厳しく、Ｘ線検査まで行われた
とのことであった。実際、競技ごとにセキュ
リティチェックの内容や程度は異なってお
り、競技の種類や大会期間中における試合
の時期（最初の頃か終盤か等）によっても
差があったようである。オリンピック・パー
ク内へのセキュリティチェックでは、迷彩
服を着用した兵士が担当しており、軍の基
地への入口のような物々しい光景であっ
た。
　試合自体は、大変素晴らしい内容だった。
日本代表の伊藤正樹選手は 4 位、上山容弘
選手が 5 位と惜しくもメダルは逃したもの
の、トップ選手達の本気の演技は素晴らし
く、胸を打つものがあった。なお、金メダ

ルを取った中国の選手の演技では、スタン
ディングオベーションが起きていたほどで
あった。
　この試合の頃、イギリスでも女子バドミ
ントンの無気力試合が問題になっていた
が、やはり本気の勝負を見ることにオリン
ピック観戦の醍醐味があると実感した。　

おわりに
　子どもの頃、学校の授業を中断してクラ
ス全員でテレビ中継を見たソウル・オリン
ピックの陸上男子 100 ｍでの興奮が忘れ
られず、いつかオリンピックを開催してい
る地に身を置き、その雰囲気を味わってみ
たいと夢見ていた。
　今回の滞在は短期間ではあったが、まさ
にオリンピックの雰囲気を体全体で感じる
ことができたと思う。
　本号では、オリンピック期間中に開催都
市や周辺の都市にて感じたことを純粋に書
くことを心がけた。現場の雰囲気を感じ
取ってもらえればうれしい限りである。
　次号ではアカデミックな話題に的を絞
り、SPORT RESOLUTIONS が大会期
間中に実施したプロボノ活動の内容等につ
いて報告することを予定している。

写真 9　セキュリティチェックを行う場所
（スタジアム上部にネーミングライツを有
するリコーの看板があるももの五輪マーク
の横断幕に覆われている）

写真 12　ノースグリニッジアリーナ／セ
キュリティチェックを行う場所

写真 10　シティ・オブ・コヴェントリー・
スタジアム／サッカーの試合開始前に自転
車競技のテレビ中継に熱狂する地元の観客
たち

写真 11　ノースグリニッジアリーナ


