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1．はじめに
　2012 年に開催された第 30 回ロンドン・
オリンピック（以下、「夏季オリンピック」
を単に「大会」という）には、204 の国と
地域から約 10,500 人の選手が参加し、26
競技 302 種目が行われました。
　新たに、ボクシングが女子種目に採用さ
れたことにより、全 26 競技で女子競技が
実施されました。ちなみに、新体操とシン
クロナイズドスイミングでは女子種目のみ
が採用されており、男子の種目はありませ
ん。なお、馬術は、選手の男女が区別され
ていない唯一の競技であり、バドミントン
には混合ダブルスの競技があります。

2．スポーツと宗教
　ロンドン大会の柔道女子に出場するサウ
ジアラビア選手の服装をめぐり、国際オリ
ンピック委員会（IOC）などが、選手がス
カーフで頭部を覆ったまま競技に出ること
を認めたことにより、イスラムの女子選手
の参加の道が開けました。これまでイスラ
ム教の戒律に基づき、女子の出場を認めて
いなかったサウジアラビア、カタール、ブ
ルネイが女性選手を派遣したことにより、
ロンドン大会は、オリンピック史上初めて
すべての国・地域から女性選手が参加でき
る大会となりました（2912 年 8 月 12 日共
同通信）。
　一方、ロンドン大会の陸上女子 3,000
メートル障害で銀メダルを獲得したチュニ
ジアのグリビ選手に対し、セパレートのユ
ニホームが肌を露出しすぎており、反イス
ラム的だったとして国内のイスラム保守派
が国籍剥奪を主張しているとの報道もなさ

れています（2012 年 8 月 15 日日本経済新
聞）。

3．日本代表選手の内訳
　日本代表の選手は総勢 293 名、うち男
子 137 名、女子 156 名で、女子選手の人
数が男子選手数を上回っています。この傾
向は、アテネ大会（2004 年）からで、北
京大会（2008 年）、そして、今大会と続い
ています。
　今大会は、サッカー（18 人）、ホッケー（16
人）およびバレーボール（12 人）などの
女子チームが出場権を獲得したことが大き
かったと思います。
　日本の選手団の総数は 518 名であり、
選手 293 名に対し、役員は 225 名でした。
選手団の約 4 割を役員が占めていることに
ついては批判がありますが、近時の競技は、
科学、情報などの支援を基にした総力戦に
なっているので、人数だけで判断するので
はなく、内容の検証が必要です。
　役員総数 225 名のうち、女性は 34 名

（10.4％）であり、本部役員 10 名のうち、
女性は副団長の 1 名でした。
　なお、監督、コーチ、ドクターおよびト
レーナーの男女別の人数は以下のとおりで
した。
監督：男性 27 名、女性 1 名
コーチ：男性 91 名、女性 15 名
ドクター：男性 8 名、女性 1 名

（ただし、男性の 1 名は馬術の獣医）
トレーナー：男性 19 名、女性 4 名
　女性 1 名の監督は、体操競技女子の監
督です。女性のみがコーチであった競技は、
水泳（シンクロ競技）3 名、新体操 2 名で、

女子のみの競技が行われている競技です。
2 名の女性コーチがいた競技は、水泳（競
泳）、柔道で、その他の競技は女性 1 名で
した。
　以上のとおり、女子選手の参加が多く
なってきたのに比し、女性の指導者が少な
いことがわかります。監督、コーチ、ドク
ターおよびトレーナーを含む女性指導者の
養成のためのプログラムをつくる必要があ
ると思います。

4．女性の参加比率
　IOC は、1996 年に、第 1 回 IOC 世界
女性スポーツ会議を開催し、あらゆるス
ポーツ組織の意思決定機関への女性の参加
比率を 2000 年までに 10％以上、2005 年
までに 20％以上とする数値目標を発表し
ています。
　「スポーツ・ジェンダー　データブック
2010」（日本スポーツとジェンダー学会編・
2009 年調査時）によれば、JOC、日本障
害者スポーツ協会、日本体育協会および
47 都道府県の各体育協会等のスポーツ統
括団体の意思決定機関の役員における女性
の割合は 5％前後であり、スポーツ競技団
体の中央競技団体の女性の割合も 5％ない
しは 10％です。
　1999 年に成立した男女共同参画基本法
は、男女の個人としての尊厳が重んぜられ
ること、男女が性別による差別的取扱い
を受けないこと、男女が個人として能力を
発揮する機会が確保されること、その他の
男女の人権が尊重される社会を形成するこ
とを基本理念としており、同法に基づき、
2010 年に策定された第 3 次男女共同参画
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基本計画は、2020 年までに、あらゆる分
野において、女性の割合を 30％まで引き
上げるとしており、スポーツの分野におい
ても同様です。

5．オリンピックと女性の参加
　近代スポーツは、男性の男性による男性
のための文化として発展してきた歴史が
あり、近代オリンピックもまた同様でし
た。女性がオリンピックに初めて参加した
のは、第 2 回パリ大会（1900 年）ですが、
テニスとゴルフの 2 競技のみであり（男
子は 10 競技）、第 21 回モントリオール大
会（1976 年）で、女子の競技数（10 競技）
はようやく男子競技数（20 競技）の半分
となり、女子の競技数が 20 となったのは、
第 26 回アトランタ大会（1996 年、男子
25 競技）でした（前掲「スポーツ・ジェ
ンダー・データブック 2010」参照）。
　オリンピックにおいては、男女別がない
馬術を除いては、男女別に実施されており、
他の世界のトップレベルが参加する競技会
も同様です。男女が別に競技するのは、競技
の公平性を図るためとされています。なお、
人と一緒に動物も競技を行う馬術は、同一
に論じることはできない側面もあります。

6．オリンピックでの染色体検査
　ロンドン大会において、競泳女子 400
メートル個人メドレーを世界新で優勝した
葉詩文（中国）のラスト 50 メートルのタ
イムが、男子 400 メートル個人メドレー
で優勝した選手のタイムより上回ったこと
について、ドーピング疑惑を疑う報道がな
されましたが、IOC の医事委員長は、記
者会見でドーピング違反はなく、「急な記
録の向上や予想外の勝利の理由としてまず
ドーピング違反が疑われるなら、スポーツ
は危機にある」と述べたとされています

（2012 年 7 月 30 日共同通信）。
　「平等な競い合いを困難にする条件を人
為的に排除することによって、より公平な
条件の下で競技が実施されることをめざす
のが、スポーツのルール上の原則」とされ

ています。そして、スポーツ競技で好成績
を挙げるために薬物を投与するなどの方法
によるドーピングは、競技の公平性を妨げ
るものとして禁止されており、違反者に対
して、厳しい処分がなされていますが、「性
別」も競技の公平性を図るとして問題とさ
れてきた歴史があります（この経緯につい
ては、文献 1）および 2）に詳しく記述さ
れており、本稿も参考にしている）。
　1966 年欧州陸上選手権において、初め
て「女性確認検査」（視認調査）が行われ、
1968 年に開催された第 10 回オリンピッ
ク・グルノーブル冬季競技大会、第 19 回
メキシコ大会から、染色体検査が行われる
ようになりました。
　しかしながら、検査が女性選手のみに対
し、強制的に行われ、競技への有利さがな
い場合にも不適格者と判定されることがあ
り、また、検査により、不適格者と判定さ
れることにより、当該選手の人権が侵害さ
れ、社会的生命を失うという問題があると
批判を受けるようになり、IOC は、第 27
回シドニー大会（2000 年）以降のオリン
ピックでは性別検査を実施しないことにし
ました。
　身体的性別は、外性器レベル・内性器レ
ベル・染色体レベル・ホルモンレベルなど
多様なレベルで把握されており、男性と女
性が二項対立的に存在するのではなく、そ
の間には、さまざまなレベルの人たちが存
在していることは、現在、科学的に解明さ
れています。
　外性器レベルで、男女いずれにも分けら
れないケースがあり、外性器が男女両性の
特徴を持っていたり、卵巣・精巣の両方を
備えていたり、内性器と外性器の性が不一
致であったりする場合などがあります。
　染色体レベルでは、男は 22 対の常染色
体＋ X および Y 性染色体を有し、女は 22
対の常染色体＋ 2 本のＸ性染色体を有し
ています。性染色体の数に異常があるクラ
インフェルター症候群の場合、（47,XXY）
や（48,XXXY）などの染色体があり、Y
染色体の SRY 遺伝子が働いて男性化する

が、X 染色体も同時に働き、女性化も生
じます。外見は男性で、sterile male（不
妊の男性）となることが多いとされます。
　また、アンドロゲン不応症患者は通常、
性染色体として XY 型（男性型）をもっ
ていますが、出生時に発覚することはほ
とんどなく、通常の女児として養育されて
おり、性自認も女性です。しかし、性別検
査が行われると、女性ではないとして失格
とされることになり、実際にもこのような
ケースがあったとされています。

7．性別詐称疑惑
　2008 年、世界最高のタイムで圧勝した
18 歳の女子選手について、性別詐称疑惑
の報道がなされ、国際陸連（IAAF）が調
査に乗り出しました。当該の女子選手（以
下、「Ｓ選手」という）は、「……は女では
ない」、「……は男でないか」という形で、
性別を詐称して競技に参加したかのような
報道が実名で全世界的になされました。
　上記のとおり、男／女という性別の二分
法は自明のことではなく、典型的な男と典
型的な女との中間にいる人たちが一定割合
で存在しているにもかかわらず、あたかも
不正な方法で、競技に参加したような非難
を受けたのです。
　IAAF は世界選手権後に S 選手の性別
検査を実施し、S 選手は検査結果が出るま
で競技に復帰することを自粛してきました
が、2010 年 7 月、競技への復帰を認める
決定がなされました。そして、S 選手は、
ロンドン大会に出場し、銀メダルを獲得し
ています。
　S 選手は、法的には女性として生活をし
てきたのであり、競技会に出場したことに
より、上記のような報道がなされ、差別や
興味の対象とされたもので、人権が侵害さ
れたことは明白です。
　IOC は、2011 年、性別が疑わしい場合
に対応するため、

（1）法律上、女性と認められた選手のアン
ドロゲン値（男性ホルモン）が通常
の男性の範囲を超えない
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（2）各競技団体が選手の匿名性を保った上
で評価

（3）適格性がないと判断された選手は当該
競技に出場できない

とする規定を設けたとされます（2011 年
4 月 6 日産経・共同通信）。
　しかしながら、「各競技団体が選手の匿
名性を保った上で評価」することが、現実
的に可能なのか、また、「特定の女子選手
のみ」、「「女子選手のみ」を検査の対象と
することに、問題はないのかなどの疑問が
あります。
　また、IOC は、2004 年、スイス・ロー
ザンヌで理事会を開き、性別適合（性転換）
手術を受けた選手の五輪参加に備え、手術
後 2 年間を経過することなどを定めた新た
な資格規定を設けたとの報道もなされてい
ます。同報道によれば、

（1）性別適合手術を受ける
（2）法的に新しい性となる
（3）適切なホルモン治療を受けて手術後 2

年間が経過している
という要件を満たせば、男女どちらの性に
変わった選手にも五輪出場を認めるとして
います。一般的に男性は筋肉の量が女性よ
り多く、男性から女性に変わった選手は有
利になるのではないかと言われていました
が、専門家の意見を集約した結果、上記要
件を満たすことにより、競技の公平性は保
たれると判断したとされています（2004
年 5 月 19 日　日刊スポーツ）。

8．スポーツと性同一性障害
　マウンテンバイク女子で世界選手権にも
出場しているミシェル・ダマレスク（カナ
ダ）は、1996 年に性別適合手術を受けた
元男性であると自ら公表しています。
　フェンシングの女子日本代表として世
界選手権に出場した杉山文野は、自身が
性同一障害（Gender Identity Disorder，
GID）であることをカミングアウトしてい
ます。サッカー女子日本代表として 1990
年の北京アジア大会などに出場した水間百
合子も、子どもの頃から自分の性別に違和
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感を持っていた GID であることを公表し
ています。
　ニュースサイトの「バズフィード」

（http://www.buzzfeed.com）によれば、
ロンドン大会に出場した選手で、同性愛者
であることをカミングアウトしていた選手
は 20 数名いますが、女性選手が多く、男
子選手は、北京大会の 10 ｍ飛び込みの金
メダリストのマシュー・ミッチャムのよう
に個人競技の種目であったとし、男子ス
ポーツ界のほうがホモフォビア（同性愛に
対し、否定的な価値観をもつこと）は強く、
カミングアウトしづらい現状があると言わ
れています。
　サッカー欧州選手権の開催中に、イタリ
ア代表選手がゲイ（同性愛者）に対する差
別発言をしたとして、欧州サッカー連盟が
約 150 万円の罰金を課したと報じられて
います（2012 年 7 月 22 日　デイリー・ス
ポーツ）。

9．最後に
　サッカー、バレーボール、フィギュアス
ケートなど、女子選手の活躍は喜ばしい反
面、メディアは、女子選手をアスリートと
しての報道ではなく、「恋愛」「結婚」「ファッ
ション」など「女らしさ」という視点によ
りかかった報道が多く、私たちの意識も含
め、日本のスポーツ団体や競技団体の意識
もその域を出ていません。
　「スポーツ・フォー・オール」というス
ローガンは、スポーツが一部の才能や機会
に恵まれた者だけのためのものではなく、
性・年齢・階層などの差異を越えたすべて
の人々が享受すべきとする理念に基づくも
のであり、2011 年に成立した「スポーツ
基本法」も前文および第 2 条において、「ス
ポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこ
とは総ての人々の権利である」として、ス
ポーツ権を認めました。
　上記のとおり、IOC をはじめ世界のス
ポーツ団体や競技団体は、さまざまな問題
を視野に、対応を模索しています。それら
に到る経緯や対応状況はさまざまであり、

批判もあるかもしれないが、日本において
も、直面しなければならない問題であると
いうことを銘記しておくべきです。


