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東京五輪開幕まで、あと約5カ⽉に迫っている（写真︓ロイター/アフロ）

1年の延期を経て、東京オリンピック・パラリンピック（以下、東京五輪と表記）の開幕
まであと5カ⽉。果たして開催できるのか︖ それとも中⽌にすべきなのか︖ 延期も考えら
れるのか︖ 1年前に「延期すべき」と声を上げたJOC（⽇本オリンピック委員会）理事・

￥890

Yahoo! JAPAN 特設ページ
【#最前線のあなたへ】医療従事者へのメッ
セージ
有識者・専門家がニュースに切り込む

⼭⼝⾹⽒は、いまの状況をどう⾒ているのだろうか。アスリートたちへの思いも含めて話

「Yahoo!ニュース 個⼈」のオーサーに

をうかがった。

よるコメントをチェック

開催でリスクを負うのは私たち⽇本国⺠
──東京五輪は今年開催できるのでしょうか。

個⼈アクセスランキング（スポーツ）

1

「厳しい状況にはあると⾔わざるを得ません。国⺠は疲弊し、医療現場はひっ迫…去年よ
りも状況が悪くなっているという実感です。世論調査によると、国⺠の約８割が『五輪を

近藤隆夫 2/10(⽔) 18:00

2

開催すべきではない』と考えています。このことは重要視すべきです。

3

でもいまは、『若い⼈たちは、それほど重症化しない』ことなどが少しずつ分かってきて

全⽶プロでは試合中も距離測定
器の使⽤OKとなった、その背
景とは︖
舩越園⼦ 2/10(⽔) 9:06

います。各競技の⼤会も開かれるようになり、新⽣活様式も世界的に定着してきました。
ただ、そのことが五輪を、ややこしくしていると感じます」

重賞初制覇を飾った若⼿騎⼿が
ゴール後に派⼿なガッツポーズ
をした理由とは︖
平松さとし 2/10(⽔) 4:50

また、去年と今年ではコロナに対する認識も世界的に変わってきています。去年のいま頃
は、未知のウイルスに世界中が怯えていました。コロナの全容が⾒えなかったからです。

⼭⼝⾹JOC理事「国⺠が五輪開
催のリスクを負うことが問題」
契約の不透明さに疑義

4

──といいますと。

直近５年に先頭打者ホームラン
を「最も多く打った打者」と
「最も多く打たれた投⼿」。昨
年は０本の選⼿が…
宇根夏樹 2/10(⽔) 7:05

「もし、今年の五輪の開催地が東京ではなくてパリだったらどうでしょう。私はスポーツ
関係者として選⼿たちを送り出すと思います。リスクはゼロではないですよ、それでも4

https://news.yahoo.co.jp/byline/takaokondo/20210210-00221417/

5

張本智和「チョレイ︕」の真実
卓球選⼿の掛け声の歴史とその
意味
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山口香JOC理事「国民が五輪開催のリスクを負うことが問題」契約の不透明さに疑...

伊藤条太 2/10(⽔) 19:14

年間がんばってきたんだから、夢を叶えさせてあげたい。⽇本国⺠のほとんどが、そう思
いますよね。『気を付けて⾏ってきてね。私たちはテレビで応援しているから』と。そし

6

て帰国した時は2週間の隔離⽣活をする。ならば、⽇本に⼤きな影響はないわけです。
今年開催した場合、他国から東京に選⼿が来ないんじゃないかとも⾔われていますけど、
そんなことはないと思います。実際、IOC（国際オリンピック委員会）も、そのことは不

史上初の本拠地でのスーパーボ
ウル優勝に貢献した元WWE王
者グロンクが元IWGP＆三冠王
者ベイダー超え
三尾圭 2/10(⽔) 11:46

7

安視していないでしょう。⽇本は世界から⾒れば、感染を⾟うじて⾷い⽌めている国であ
り、多くの国が選⼿を派遣してくれると思います。つまり、選⼿を送り出す国にためらい
はないけれど、受け⼊れる側は⼤変なわけです。問題は⽇本国⺠であり、五輪を開催する
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ファーストラウンドでKO勝ち
した注目のスーパーウエルター
級20歳
林壮⼀ 2/10(⽔) 0:01

8

ことでリスクを負うのは私たち⽇本国⺠だということです」

河村勇輝の才能を認めた上で彼
に挑み続けた寺嶋良が内に秘め
た特別な反骨⼼
菊地慶剛 2/10(⽔) 13:28

開会式の舞台となる新国⽴競技場（写真︓⻄村尚⼰/アフロスポーツ）

9

──受け⼊れ側には感染対策の徹底が求められます。

森⽥泰史 2/10(⽔) 7:30

「IOCのバッハ会⻑は『選⼿の安⼼・安全は担保します』と⾔っていますから、アスリー
トたちにはリスクが少ないかもしれない。でも、五輪後の⽇本は、どうなるのでしょう

10

か。変異種を含めたウイルスが⼀気に持ち込まれて、冬に向かって感染が再拡⼤する可能
性も⼗分に考えられます。そうした事態をみんなが恐れていて、そのことが世論調査『反
対8割』として表れているんだと思います。現時点で『開催国・⽇本の⽴場に寄り添う』
という発想がIOCは希薄です。だから⽇本も、そのことをしっかりと訴えていく必要があ

ルカクとスアレスに漂う「9
番」の矜持。コンテ、アンリ、
シメオネと偉⼤な指導者の薫陶
を受けて。

平昌五輪から3年、韓国カーリ
ング⼥⼦“メガネ先輩”の今。世
界選⼿権中⽌で⽇韓戦は⾒られ
ず（訂正あり）
⾦明昱 2/9(⽕) 7:00

PR 中⾼年のオトコたち必⾒︕再び妻
を喜ばそう
ペプチア

ります」

Yahoo! JAPAN広告

──⽇本⼈のIOC委員は国内世論を伝えていないのでしょうか。

もっと⾒る

「もし伝わっていたらIOCから『⼤会中⽌は考えていない』とか『光明が差した』といっ

個⼈の書き⼿も有料ニュースを配信中

たコメントは出されないと思います。それに五輪に関してオープンにされていないこと

レアル戦で久保建英は（実際のところ）どう
だったのか︖

が、あまりにも多いんです。
たとえば今回、『IOCが中⽌を発表するか、東京が返上するか、それによって違約⾦の問

サッカー界。今夏の注目は五輪より断然ユー
ロ。⽇本はいま欧州を席巻する⼩国３チームに

題が⽣じるからチキンレースだ』みたいに⾔われていますよね。でも本当のところは私も

学べ

知りません。なぜならば、IOCと東京都が、どのような契約を結んでいるかがオープンに

２⽉１０⽇の関連記事スクラップ／旭川医⼤・
学⻑解任求め署名／近ツー親会社・債務超過
３４億円

されていないからです。こんな状況下では開催できないと東京が返上した時に、どれだけ
の違約⾦を⽀払うのかは契約時に決まっているはずです。それを国⺠にオープンにするべ
きではないでしょうか。
それが開⽰されたならば国⺠の判断材料になります。コロナ対策費と⽐べてどうなのか、
五輪を開催すべきかやめるべきなのかを、お⾦＝税⾦の観点からも考えることができま
す。なのに、この部分が国⺠に知らされていないのはおかしいんですよ」

\4,200〜 \2,180〜

──五輪に関してはブラックボックス化されていることが多くあるように思います。今回

見積・注文

を機に、もっとオープンにされるべきですね。
「ええ。私は今回の五輪に関しては、⽇本国⺠の思いが⼤事だと思っています。IOCから
押し付けられるものではないでしょう。そのために、判断材料となる正確な情報が国や組
織委員会から発信されるべきなんです」

IOC会⻑トーマス・バッハ⽒（左）と五輪組織委員会会⻑の森喜朗⽒（写真︓YUTAKA/アフロ）

アスリートは「恵まれている」⾃覚を
──⼭⼝さんもソウル五輪・⼥⼦柔道の銅メダリストです。選⼿たちの思いにも触れたい
のですが、体操の内村航平選⼿は「できないではなく、どうやったら開催できるかを考え

https://news.yahoo.co.jp/byline/takaokondo/20210210-00221417/
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てほしい」と発⾔していました。⼀⽅で「こんな時期に開かなくても」と話す選⼿もいま
す。
「いま、開催するかしないかに関してのコメントをアスリートに求めるのは酷ですよね。
『この状況下では無理だと思う』と⾔えば、スポーツ界から反感を買うし、『やらせてく
ださい』と⾔っても世間から、こんな時に何を⾔ってるんだと怒られてしまう。だから、
アスリートを⽮⾯に⽴たせてはいけません。⾔いにくいことを⾔って悪者になるのは、
JOCやその関係者、私たちの役目だと思っています。こんな状況になってしまいかわいそ
うです」
──そうですね。
「でも、それとは別にアスリートたちに噛みしめてもらいたいこともあります。『⾃分た
ちは恵まれている』という認識ですね。たとえば、プロ野球選⼿、Jリーガー、⼤相撲の⼒
⼠、あるいは柔道の強化選⼿にしても、彼らは合宿をする際にはPCR検査を受けることが
でき、安全な状態を担保された上で、練習や試合ができているんです。それは⼀般の⼈た
ちからしたら、まず得られない⼿厚い保護だということを⾃覚すべきでしょう。
私たちは、アスリートたちのパフォーマンスからエネルギーを与えられることが多々あり
ます。最近でいえば、卓球（全⽇本選⼿権決勝）の⽯川佳純さんと伊藤美誠さんの試合や
柔道（東京五輪代表決定戦）の阿部⼀⼆三と丸⼭城志郎の試合は私も⼼を動かされまし
た。でも、だからといって、⼿厚い保護を受けることは、当たり前ではないんです」

2020年12⽉13⽇、講道館⼤道場で⾏われた阿部⼀⼆三vs.丸⼭城志郎。24分に及ぶ死闘の末に勝利した阿部
が、柔道男⼦66キロ級・⽇本代表の座についた（写真︓千葉格/アフロ）

──みんなにエネルギーを与えるのは、スポーツだけではなく、芸術、エンタテインメン
トなどもあります。
「そうですよね。だから、こんな状況だからこそ、アスリートたちには考えてもらいたい
んです。⾃分にとって五輪とは何なのか、スポーツとは何なのかを。もともとは好きで⾃
分のためにスポーツをやってきたわけですよね。その頂点を目指すのであれば、世界選⼿
権もあります。では、⾃分にとって五輪とは何なのか。五輪に出られる出られないではな
く、もう少し深い部分まで考えて、答えを持って欲しいと思います」
──最後に伝えたいことはありますか。
「物議を醸している森会⻑の発⾔については、森会⻑はJOCの名誉委員としてご出席さ
れ、発⾔の場がJOCの評議員会であったことを考えれば、JOC⾃体が責任を重く受け⽌め
て謝罪し、今後の取り組みについての考えを⽰していくべきだと思います。コロナ以前の
問題として五輪が理念を失くしてしまえば必要のないイベントになってしまいますから」

関連記事︓

東京五輪、中⽌回避のため「思い切った変更が必要」JOC理事・⼭⼝⾹

⽒インタビュー（2020年7⽉20⽇）

オンラインで質問に答える⼭⼝⾹⽒（筆者撮影）

■⼭⼝⾹（やまぐち・かおり）
1964年12⽉28⽇⽣まれ。東京都豊島区出⾝。6歳で柔道を始め、13歳の時に全⽇本体重
別選⼿権で優勝して以来10連覇。1984年の世界選⼿権で⽇本⼥⼦として初制覇した。
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1988年ソウル五輪で銅メダル獲得。翌年現役引退。現在は筑波⼤学の体育系教授の傍ら、
JOCの理事などを務める。
【この記事はYahoo!ニュースとの共同連携企画記事です。】
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近藤隆夫
スポーツジャーナリスト
1967年1⽉26⽇⽣まれ、三重県松阪市出⾝。上智⼤学⽂学部在学中から『週刊ゴング』誌の記者とな
り、その後『ゴング格闘技』編集⻑を務める。タイ、インドなどアジア諸国を放浪、⽶国⽣活を経てス
ポーツジャーナリストとして独⽴。プロスポーツから学校体育の現場まで幅広く取材・執筆活動を展
開、テレビ、ラジオのコメンテーターとしても活躍している。『グレイシー⼀族の真実』（⽂藝春
秋）、『プロレスが死んだ⽇。』（集英社インターナショナル）、『情熱のサイドスロー〜⼩林繁物語
〜』（⽵書房）、『伝説のオリンピックランナー”いだてん”⾦栗四三』、『柔道の⽗、体育の⽗ 嘉納
治五郎』（ともに汐⽂社）ほか著書多数。

近藤隆夫の最近の記事
五味隆典は皇治の咬ませ⽝なのか︖ 42歳になった”⽕の⽟ボーイ”の闘志をたぎ
らせるメイウェザーの影 2020/12/25(⾦) 8:53
朝倉海vs.堀⼝恭司は意外な展開、結末の予感︕⼤晦⽇決戦『RIZINバンタム級タ
イトルマッチ』──。 2020/12/24(⽊) 8:12
「ヒクソンVS.ヒョードル」は14年前に⽶国で実現するはずだった︕その経緯と
消滅した理由──。 2020/12/18(⾦) 8:55
朝倉未来はなぜ敗れたのか──どうなるRIZIN⼤晦⽇決戦︖メイウェザーの対戦
相⼿は果たして誰に︖ 2020/11/22(⽇) 9:40
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