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Abstract
In this study, deviation between the articles and Olympic values was reviewed, based on newspaper
reports in Japan and South Korea on the 2010 Vancouver Winter Olympics. The purpose of this study
was to compare the Olympic coverage in Japanese and South Korean newspapers. The result showed that
 from a national point of view, with the nation as the subject of the articles, both countries published
◯
reports focussing on their national players/teams, and this tendency was more pronounced in Korean
 from a gender point of view, although neither Japan nor South Korea showed a diŠerence
newspapers. ◯
in the number of articles, in both countries, the areas covered by the articles, especially photographs, of
 from the viewpoint of expectations for diŠerent events, the expectations
women were larger than men. ◯
for the national players/teams were correlated to the result.
Key words: sports journalism, home bias, gender bias
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緒

言

意図の一部は中継される国や参加国および参加者，
特に女性参加者の増加に見られるように徐々に浸透

「オリンピックは最高のメディアフェスティバル

し て き て い る （ 木 村  水 野 ， 201016)  來 田26) ，

である」（Wannel35), 1984）や，「他のスポーツイベ

2010）。その一方で，人種や性に対する様々な差別

ントと比べオリンピック放送は視聴者の認識に高い

は依然として存在しており，例えば，2008年北京オ

影響力を与えている（ Heistand12), 2006 ）などの言

リンピックの開会式当日に勃発したロシアに対する

説に示されるように，オリンピックは数あるスポー

グルジアの攻撃に見られるように，オリンピズムの

ツイベントの中でもその大会規模や中継国数の点で

思想はまだ十分に普及しているとは言えない。紛争

特別な大会である。さらにオリンピックを特別な大

や差別の撤廃を実現していくには単にスポーツ大会

会にしているのがその根柢を支える
「オリンピズム」

を開催するのみでなく，その趣旨を伝達する必要が

という思想である。オリンピックを統括する IOC

ある。大半の人々がオリンピックに接触する機会が

は国際大会を通じて，近代スポーツの振興と共に紛

テレビ，新聞，雑誌などのメディアを介してである

争やあらゆる差別の撤廃を企図している。 IOC の

ことから，オリンピックの思想を浸透させるために
は各国のメディアの協力が必須である。
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オリンピックには世界各国から中継や取材のため
に多くの人がやってきており，その数は年々増加し
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ている。彼らは取材から伝達に至るまでのあらゆる

な時代や国の放送のあり方についての結果を積み重

局面において IOC 及び NOC から様々な便宜が図

ね相互比較する作業が必要となる。その意味でこれ

られている（木村水野，2010）。メディアに対し

まで欧米を中心として様々なメディアスポーツ研究

て便宜を図ることはオリンピックに限らずほとんど

が実施されてきた意義は大きい。

のイベントで実施されているが，それはメディアに

これまでのメディアスポーツの送り手研究を外観

取り上げられることより，当該イベントの価値が上

すると， Kinkenma & Harris15) （ 1989 ）はスポーツ

がると考えられるからである。オリンピックの場合

を題材とするメディアの研究を国際関係，地域性の

はさらに，その根本原則であるオリンピズムの普及

影響，人種差別，性差別，商業化の影響，勝敗の影

もまたメディアに課せられた任務であり，オリンピ

響，薬物使用，暴力に分類しており，Koh（2004）

ックの指針である憲章（憲章 5 章 49 条付属細則に

はそれらの研究はメディアがイデオロギーを生産及

「メディアによる報道が，その内容によって，オリ

び強化する報道方式に関する研究であると述べてい

ンピズムの原理を普及させることを，オリンピッ

る。特にオリンピック報道に関する研究では，オリ

ク ・ム ー ブメ ント の 目的 の一 つ であ るも の とす

ンピック報道に表れる国家主義や民族主義，性的偏

る｣13) と記されている。これらから導かれるオリン

見に関して数多くの研究がなされている。例えば

ピック報道のあるべき姿は選手の国籍，性，宗教に

Lee （ 2001 )18) はオリンピックのような国際大会の

関わりなく公平に報道し，近代スポーツの振興に寄

報道においては報道の頻度と割愛された紙面の大き

与することである。国際的スポーツイベントを報道

さに関して，自国選手・チーム中心の構成がなされ

するメディアは Dayan &

Katz3) （ 1992 ）が言う直

ていることを指摘している。また内容的にもスポー

核的歴史（ instant history ）の記録者として使命感

ツを題材としつつもあたかも国家間の紛争の様相を

と責任感を担うべきである。

呈しており，自国偏重の傾向を見せていることが指

一方，営利を目的とする企業にとって，収益の向

摘されている。

上は最大の関心の一つであり，国営・公営以外の多

一方差別，特に性的差別に関しては，オリンピッ

くのメディア企業がこれに該当する。経営的に考え

クを含め女性選手のスポーツ参加は増えているにも

れば，人々のニーズに応えることは売上に直結す

関わらず，メディアのスポーツ報道では男女スポー

る。また，メディアの公共性を考慮しても人々が全

ツの露出機会が頻度，一回あたりの量共に男性ス

く興味を持たず，見てもくれない情報の提供は無意

ポーツに偏って配分されていることが指摘されてい

味と言える。両者の視点から自国選手を称え，その

る（Mckay & Rowe22), 1987; Eastman & Billings6),

活躍を期待する記事はメディアの営利性及び客観性

。また内容的には，社会的な固
2001; Vincent, 2003）

の点から理に適うこととなる。つまり，オリンピッ

定観念に基づく性差の強調がなされており

ク報道においてオリンピズムという思想と営利性及

（Duncan5), 1990; Daddario4), 1998; Kinnick14), 1998;

び公共性のそれぞれから導かれる方向性は対立関係

，女性選手の報道
Hardin11), 2005; Tuggle29), 2002）

にあることになる。こうした対立関係を解消し，オ

は女性スポーツとして認識されている競技と女性に

リンピズムの理念を実践するためには生活者全体の

理想的でない競技に対する観念の違いが生じている

意識のグローバル化や差別意識の撤廃が必要であ

ことによる女性のスポーツへの適切性に固執してい

る。情報の内容分析を主たる手法とするメディアス

る（Daddario4), 1998; McGuinnes23), 2003），さらに

ポーツの送り手研究では，時々刻々と変化する社会

女性アスリートに関する記述は，パフォーマンスよ

環境の中でその時点におけるメディアがいかに平等

り外見や性格，服装などが強調され，彼らのパフ

な視座に立って報道を行っているかの指標となる。

ォーマンスの意味が矮小化されていることが指摘さ

しかし，それら指標を有効に活用するためには様々

れている（Stevenson27), 2002）。Messener21)（1996）
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はこの原因として大衆メディアが男性スポーツを選

国の選手についての報道量が同程度であれば，それ

好するように誘導しているとし，スポーツ報道の問

ぞれの件数としては 0.5 ずつ，サイズについては当

題点を指摘している。こうしたメディアとスポーツ

該記事の半分をそれぞれカウントした。記事のサイ

に関する研究はアメリカを中心に各国でなされてお

ズについては，多くの場合段数が用いられるが，日

り，カナダ（Grunean9),

Harvey2),

本と韓国の新聞は段の構成が異なるため，面積を指

，アメリカ（Lucas20), 1984; Rader25), 1984）
1987）

標とした。なお，オリンピック記事の中で結果のみ

イ ギ リ ス （ Hargreaves10),

1982;

&

を記したベタ記事，及び表の形式で毎日掲載された

Whannel30),

1990）など枚挙に暇が

メダル数，総合順位やオリンピックプログラム案内

1984;

1983; Cantelon &

Barnett1),

Tomlinson

ない。その一方で，東アジアでは比較的最近になっ

は分析対象外とした。

て注目され始めたに過ぎない。特に，国家間の比較

また，新聞読者の関心と報道記事の量との関係つ

する研究は翻訳などの手間のためかそれほど実施さ

いては，記事の内容を予測記事（今後実施される種

れていない。

目に対する見通しや期待等）と結果記事（既に実施

本研究は，東アジアの国の中から社会・経済的な

された記事の成績等）に分類し，種目ごとにそれぞ

制度が比較的に類似した日本と韓国における新聞報

れの記事件数及び面積とオリンピック開催前の期待

道を対象とし，両国のオリンピック報道を比較する

との関係を相関分析により検討した。なお，日韓両

ことによりオリンピズムの目指す姿との乖離につい

国の各種目に対する期待について，日本は産業能率

て検討する。

大学スポーツマネジメント研究所33)，韓国はインタ

.

方

法

本研究では日刊紙を対象とした先行研究（ Vincent32),

2002; Lee,

2001飯田28)，2007）を基に分析

が行われた。日韓両国の一般紙発行部数上位 2 紙
（読売新聞，朝日新聞，朝鮮日報，東亜日報）に掲

ネットポータル・サイト34) （ www.Jabkotrea.com ）
の視聴希望種目についての調査を用いた。これらの
結果は順位のみが与えられていることから，相関分
析に除しては，順位相関を用いた。

.

結

果

載されたバンクーバー冬季オリンピック報道記事を

. 記事の量についての概略

分析対象とした。カナダとの時差を考慮し，分析期

分析対象になった記事は日本の新聞が519件（朝

間は 2 月13日からオリンピック記事が姿を消す 3 月

日新聞246件，読売新聞273件）韓国の新聞が377件

3 日までの19日間とした。なお，韓国では14日，15

（朝鮮日報155件，東亜日報222件）である。大会期

日，21日，28日が休刊日であったことから15日間を

間中記事数が最も多かった日は日本の新聞では，3

対象とした。

月 1 日のオリンピック閉幕日翌日であった（41件）

対象期間中のオリンピック関連記事は，記事ごと

のに対し，韓国の新聞は 2 月25日の大会中盤であっ

に1）掲載日，2）新聞名，3）掲載面，4）記事の主

た（41件）。両国共に大会終了後の記事件数は急激

体（選手，チームの国籍，性，種目）
，5）記事の視

に減少しているが，日本については閉幕日翌日に全

点（期待・予想記事，結果記事）
，6）記事サイズ，

体の結果と共に，メダルを獲得した種目を中心に総

7）写真サイズについて，データ化した。複数の記

括記事が掲載されたため，また，韓国については特

事において途中で主体が変化するものも認められた

別に注目され，かつ好成績をあげた女子のフィギュ

が，その場合研究協力者と相談の上，中心となって

アスケートが実施されたためそれぞれ記事の量が多

いる主体を一つに特定した。異なる主体についての

くなったと考えられる。

報道量が同程度と判断できる記事が少数見られた

報道された競技種目については日韓共にメダルを

が，その場合は主体の数で分配した。たとえば 2 ヵ

獲得したフィギュアスケートとスピードスケートが
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上位を占め，日本220件，韓国232件であり，第三位

99

表1

自国選手中心報道の平均記事面積の差

については日本がカーリングであったのに対し，韓
国はショートトラックであった。日本のカーリング

記事件数
新 聞

件数

はメダルが獲得できなかったものの事前に話題を集

平均記事面積
(cm2)

自国

他国

自国

他国

めた種目であり，韓国のショートトラックは事前の

朝日新聞

223

155.5

67.5

310.09

208.29

期待通りにメダルが獲得された種目である。

読売新聞

239

168.5

70.5

354.33

225.89

. 記事の対象選手/チームの国籍の分析

朝鮮日報

140

109.5

30.5

472.99

303.75

記事の主体となる選手/チームの国籍が特定でき

東亜日報

188

150

38

413.81

228.22

た記事は日本の新聞が朝日，読売を合わせて462件
であり（朝日 223 ，読売 239 ），そのうち 70.1 が日

×対象国（2）の分散分析を実施したところ，新聞

本の選手/チームについてのものであった。同様に

間（f ＝1.71）と対象国間（f＝31.07）の主効果は 1

韓国の新聞は328件（朝鮮140，東亜188 ）の記事の

水準で有意であり，交互作用は有意でなかった。

うち 79.1 が韓国選手/チームについてのものであ

新聞間の差についてさらに， Tukey HSD による多

った。記事の主体を自国と自国以外（以下他国と表

重比較を検討したところ，日本の新聞と韓国の新聞

記）に区分し，記事の主体の国籍について国内の新

との間でそれぞれ新聞間に 5水準で有意差が認め

聞間の差を面積の χ2 検定により検討したところ，

られた。これらの結果から，両国共に自国記事は他

日本，韓国共に国内の新聞間に有意差は認められな

国記事より大きく，韓国の新聞は全体的に日本の新

かった。そのため，国ごとに二つの新聞の記事の件

聞より記事面積が大きいと言える。

数を合算し，両国の差を検討したところ，日本と韓

バンクーバー冬季オリンピックは総勢2556名の選

国の間に 1 水準で有意差が認められた（χ 2 ＝

手が参加し，全種目を合わせて258個のメダルが選

8.02 ）。また，写真の件数については，日本の新聞

手/チームに与えられた。このうち，日本選手は94

が 328 件（朝日 157 ，読売 175 ）のうち 74.3 が自国

名が参加し，5 つのメダルを獲得し，韓国選手は46

選手/チームを対象としたものであったのに対し，

名が参加し，14個のメダルを獲得した。両国の参加

韓国の新聞は 262 件（朝鮮 105 ，東亜 153 ）のうち

者が全体に占める比率は日本3.7，韓国1.8，メ

77.0 が自国選手/チームを対象としたものであっ

ダルの数については日本 2 ，韓国 5 に過ぎな

た。記事の件数の場合と同様に主体を区分し，分析

い。一方，期間中のオリンピック報道量の一日当た

をしたところ両国国内の新聞間，両国間のいずれに

りの平均（平均件数×平均面積）は日本の自国選手

ついても有意差は認められなかった。

/チームに対する報道量は5114.89 cm2 に対して，他

次に，写真を含む記事一篇あたりの量について，

国に対する報道量は 1467.14 cm2 であり，韓国の自

自国選手/チームを主体とする記事と他国選手/チー

国選手/チームに対する報道量は8458.33 cm2 に対し

ムを対象とする記事の平均面積の差について検討し

て，他国に対する報道量は 1517.81 cm2 であった。

た（表 1 参照）。日本の場合，一篇の平均面積は自

これらの結果は，両国共明らかな自国中心の報道傾

国選手/チームを対象とするものが 332.82 cm2 （朝

向が見受けられたことを示す。また，日韓両国を比

日310.09

cm2，読売354.33

cm2）であったのに対し，

較すると，記事の件数について韓国の自国記事の比

cm2 ，読売

率が高かったことから，日本と韓国の自国偏重の程

225.89 cm2）であった。同様に韓国の新聞では自国

度については韓国の方がより自国偏重の程度が高か

に つ い て は 436.96 cm2 （ 朝 鮮 472.99 cm2 ， 東 亜

ったと言える。

他国については 217.78

cm2 （朝日 208.29

413.81

cm2 ）， 他 国 に つ い て は 295.13

303.75

cm2，東亜288.22

cm2 （ 朝 鮮

cm2）であった。新聞（4）

. 性差別的報道傾向についての分析
対象となる選手/チームの性別が特定された記事
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について，日本は451 件（朝日217＋読売新聞234）

表2

性別間報道の平均記事面積の差

のうち57.8，韓国は327件（朝鮮日報139＋東亜日
報 188 ）のうち 53.5 が男性選手についてのもので
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記事件
新 聞

記事面積(cm2)

件数
男性

女性

男性

女性

。記事の主体の性差について，日
あった（表2参照）

朝日新聞

217

129

98

253.12

310.81

韓の新聞間の差を x2 検定により検討したところ，

読売新聞

234

134

100

277.71

407.97

両国共に新聞間に有意差は認められなかった（表 2

朝鮮日報

139

70

69

433.50

461.42

東亜日報

188

105

83

356.63

433.87

参照）。また，国ごとに記事件数を合算し，両国の
差を検討したところ，日本と韓国の間に有意差は認
められなかった。また，写真の件数については日本
の新聞では328件のうち50.5が，韓国新聞では262

選手が参加し，その中で男性は1522名，女性は1044

件のうち56.5が男性を対象としたものであった。

名であった。日本は男性49名，女性45名の選手が参

記事の場合と同様に

x2

検定を行ったところ，両国

加し，韓国は男性 26 名，女性 19 名が参加した。ま

の新聞間，両国間のいずれについても有意差が認め

た，両国でメダルを獲得した選手について，日本は

られなかった。

男性 3 個，女性 2 個に対し，韓国は男性 9 個，女性

次に，写真を含む記事一篇当たりの量について，

5 個のメダルを獲得した。両国共に参加した選手の

男性選手を主体とする場合と女性選手を主体とする

数，獲得したメダルの数も男性選手の方が多かっ

場合の平均面積の差について検討した。日本の場

た。一方，期間中のオリンピック報道量の一日当た

合，一篇の平均面積は男性選手を対象とするものが

りの平均（平均件数×平均面積）は日本の男性選手

265.42 cm2 （ 朝 日 253.12 cm2 ，読 売 277.71 cm2 ）で

に対する報道量は 3587.28 cm2 に対して，女性に対

あ っ た の に 対 し ， 女 性 選 手 は 359.39 cm2 （ 朝 日

する報道量は 3639.45 cm2 であり，韓国の男性選手

310.81 cm2 ，読売 407.97 cm2 ）であった。一方，韓

に対する報道量は 4779.91 cm2 に対して，女性選手

国の新聞では男性選手 395.07 cm2 （朝鮮 433.50 ，東

に対する報道量は 4814.23 cm2 で，女子選手に対す

亜 356.63 ）に対して，女性選手は 447.65 cm2 （朝鮮

る報道量は男子選手に対する報道量をやや上回って

461.42 cm2，東亜433.87 cm2）であった。新聞（4）

いる。

×性別間（2）の分散分析を実施したところ，新聞
間の差が 5 水準で（ F ＝ 3.28, PC.05 ）と性差が 1

. テレビによる視聴希望と予測記事と結果記
事

水準で（F＝14.49, PC.01）それぞれ有意であり，

前述のように営利性，公共性の二点から報道差は

交互作用は認められなかった。新聞間の差について

読者が興味を持つものがより多く取り上げられるこ

さらに， Tukey HSD による多重比較を検討したと

とが予測される（Yeo, 2013)37)。換言すれば，事前

ころ，日韓両国共に国内の新聞間では有意差は認め

に読者の期待が高い種目は報道量が多くなると予測

られず，両国の新聞間にそれぞれ有意差が認められ

される。読者の関心と報道量との関係を検討するた

た。両国の男女別の写真の平均面積についてそれぞ

め，日韓の国ごとにオリンピック開催前の視聴希望

れ日本は 120.1 cm2, 128.7 cm2 であり，韓国は 182.5

順位と記事の件数及び面積の順位について順位相関

であった。平均面積を考慮する

を算出した。種目が特定された記事の件数について

と，両国共に女性選手に対する記事は男性選手の記

は日本が442件，韓国は301件であった。順位相関を

事より大きく，韓国の記事は男女いずれについても

算出した結果，日本が0.74，韓国は0.72であり，両

日本の新聞より大きかったが，いずれの国がより女

国共に期待された種目の順位と報道量の順位相関に

性選手の記事が大きいとは言えないことになる。

高い相関が認められた。

cm2,

211.69

cm2

バンクーバーオリンピックには世界から2566名の

さらに，記事を予測記事と結果記事に分類して，
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順位

国

種

目
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日韓の種目別事前視聴希望順位と新聞報道の順位
予測記事順位

結果記事順位

備

考

記事件数

総面積

記事件数

総面積

競技日数

当該国の競技日数

成

績

日
本

1

フィギュアスケート

1

1

1

1

8

8

銀1銅1

2

スキージャンプ

7

8

7

6

5

5

入賞

3

スピードスケート

2

2

2

2

12

12

銀1銅1

4

スキーフリースタイル

5

7

5

3

8

8

入賞

5

アルペンスキー

6

9

6

7

10

10

参加

6

ノルディック

9

4

9

8

3

3

入賞

7

ショートトラック

10

6

10

9

14

5

入賞

8

カーリング

3

3

3

4

12

7

参加

9

スノーボード

4

10

4

5

6

6

入賞

10

クロスカントリー

12

11

15

14

9

9

入賞

11

ボブスレー

8

13

12

13

6

6

参加

12

アイスホッケー

11

5

8

11

16

0

不参加

13

リュージュ

14

14

11

12

5

5

参加

14

スケルトン

13

15

14

10

4

2

参加

15

バイアスロン

15

12

13

15

7

7

参加

0.74

0.72

0.74

0.82

事前期待との相関

韓
国

1

フィギュアスケート

1

1

2

2

8

3

金1

2

ショートトラック

3

3

3

3

14

5

金2銀4銅2

3

スキージャンプ

4

10

5

4

5

5

参加

4

ボブスレー

5

8

11

11

6

1

参加

5

スピードスケート

2

2

1

1

12

11

金3銀2

6

スノーボード

7

7

7

5

6

1

入賞

7

アイスホッケー

6

4

4

10

16

0

不参加

8

スキーフリースタイル

9

9

9

7

8

1

参加

9

スケルトン

14

5

13

13

4

2

参加

10

カーリング

15

15

15

15

12

0

不参加

11

アルペンスキー

8

6

6

6

10

4

参加

12

クロスカントリー

11

12

12

12

9

2

参加

13

リュージュ

10

11

8

8

5

2

参加

14

ノルディック

13

14

14

14

3

0

不参加

15

バイアスロン

12

13

10

9

7

3

参加

0.83

0.71

0.65

0.63

事前期待との相関

註）成績欄の入賞は 8 位まで
事前調査―日本）バンクーバー冬季五輪の選手と競技に関する調査（産業能率大学スポーツマネジメント研究所）
韓国）バンクーバー冬季オリンピックで期待される種目に関する調査（インタネットポータル・サイト
（www.jabkorea.co.kr））
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件数，面積と視聴希望との相関を算出した。ここで

だまだ浸透していないと言える。その中で両国を比

言う，予測記事とは競技についての予想や期待が示

較すると，韓国においてその傾向が強かったことに

されている記事であり，結果記事は結果が出た競技

ついては二通りの解釈が可能であろう。第一の原因

についての記事を指している。

は顕在的なものであるが，競技成績において韓国の

開催前の期待と予測記事との関係については，件

方が日本より優れていたことが挙げられる。優れた

数（日本0.74，韓国0.83）
，面積（日本0.82，

パフォーマンスに対してより多くの称賛がなされる

韓国0.63）とも高い相関が認められた（表 3 参照）。

ことはオリンピズム理想とも矛盾しない。もう一つ

予測記事については，両国共に事前期待が高かった

の原因として両国のオリンピズム理想の浸透の差と

フィギュアスケートの報道が最も多かったが，結果

も解釈できる。韓国は日本から約20年遅れてオリン

記事については日本では最も多かったものの，韓国

ピックの開催都市となったが，そこには国威を発揚

では事前の予想に反して好成績を挙げたスピードス

し，当該政権安定化を図る狙いがあった（ Lee19),

ケートの報道が最も多かった。日韓両国を比較する

1989）。韓国はソウル五輪の後，経済・文化の点に

と，日本については予測記事と結果記事の両方と同

おいて急速に国際化が進んだが，2002年のワールド

程度の関係が認められたのに対し，韓国については

カップサッカーで話題になった FC Korea （サッ

期待記事との関連は高いものの，結果記事について

カー国代表チーム）に見られるように，韓国人の愛

はそれほど高くはなかった。

国意識の高さは日本人のそれを凌駕している。この

.

考

察

ことは未だ意識面での国際化が日本人より立ち遅れ
ていることの証左と捉えることもできよう。

 記事の主体を国
これまでの結果を要約すると，◯

次に，性の側面からについてであるが，これまで

の側面からみると，日韓両国共に自国選手/チーム

多くの研究ではスポーツは男性を中心としたもので

を中心に報道されており，その傾向は韓国の方がよ

あり，報道がそうしたジェンダーバイアスの一翼を

 記事の主体を性の側面から見
り顕著であること，◯

担ってきたことが指摘されてきた。しかし本研究で

ると，両国共に記事件数については差が認められな

は記事の件数については日韓共にやや男性記事が多

いものの，記事の面積，特に写真について女性の写

かったものの，記事一篇当たりの面積については有

真は男性の写真と比較して両国共に大きく掲載され

意に女性記事が大きかった。これは男性優位のス

 記事の主体を種目別に事前期待の側
ていたこと，◯

ポーツ報道というこれまでの指摘とは異なる結果で

面から見ると，自国選手/チームに対する開催前の

ある。しかし，記事面積の大きさが主として掲載さ

期待や競技の結果と関係を持つこと，の 3 点が挙げ

れた写真の面積によることを考慮すると，

られる。以下，それぞれの結果について検討を行っ

Stevenson27) （ 2002 ）が「女性アスリートに関する

て行く。

記述は，パフォーマンスより外見や性格，服装など

まず，記事の主体の国についてであるが，オリン

が強調される（ P. 220 ～ 221 ）。」と指摘しているよ

ピック憲章には「オリンピック競技大会は，個人種

うに，女性選手のビジュアル的側面が強調されたと

目もしくは団体種目での競技者間の競争であり，国

捉えるならば必ずしも従来の知見と矛盾しない。さ

家間の競争ではない」（ 1 章 6 条1 ）と明記されて

らに，選手/チームの性差が顕著でなかった原因と

いる。しかし，これまで度々報告されてきたよう

して，冬季五輪種目の特性も考えられる。

に，本研究の結果においても，この規定がメディア

Daddario4)（1998）が「女性のスポーツは時より男

上では宣言的な意味に留まっており，メディアの主

性の報道以上に大きな報道がされる。確かに，フィ

たる関心は自国選手/チームの勝利，特にメダルの

ギュアスケートや体操は男性がいるにも関わらず，

獲得である。従って日韓共にオリンピズム浸透はま

女性が支配しているスポーツのように報じられてい
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る（ P. 51 ）。」と指摘するように，採点系の種目に

準ずることは理解できないわけではない。しかし，

ついては必ずしも男性優位とは言えない。特にバン

そうした報道のみではなく，オリンピック報道を通

クーバー大会では日韓共に採点系の種目であるフィ

して選手のパフォーマンスそのものや人間ドラマ，

ギュアスケートに注目が集まっており，両国とも記

または異文化理解に価値を付与する人もいる。それ

事全体の三割を超える報道がなされた。このことも

らの声を無視して自国選手の活躍に対する期待を煽

また，男性優位の報道という従来の指摘とは異なる

る報道は，偏狭なナショナリズムと言わざるを得な

原因となったと考えられる。

い。人種や性に対してステレオタイプ的に型にはめ

三点目の開催前の両国国民の関心
（視聴希望種目）

た報道もまた，差別主義的との謗りを免れない。こ

と記事の量との関係については，両国共に比較的高

うした報道はオリンピズムの精神と相いれないもの

い相関関係が認められた。特に競技前に掲載された

である。オリンピック報道に際してはオリンピズム

競技に対する展望や期待についての記事はその傾向

の実現に向けてメディアは再度襟を正して向かう必

が顕著であった。その一方で実施された競技の結果

要があろう。

に関する記事については，日本に比べて韓国ではや

（当該論文は，平成 22 年度順天堂大学大学院ス

や低い相関関係に留まった。このことは，種目ごと

ポーツ健康科学研究科修士論文を基に作成されたも

の実施日数の差，当該国の参加有無及び競技結果に

のである。）

よって説明される（表 3 参照）。競技の実施日数が
多ければ，小さな記事であっても記事は掲載され

文
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