
 湘南望星ゼミナール 第 1回講演録 

 

 

柔道との出会い 

・・・女性であることがわかりメダルを返上した悔しさ 

 

 はじめに、この機会を頂いた松前総長及び関係者の

皆様、そして今日参加頂いた学生、教職員の皆様に心

からの感謝を申し上げます。 

 私が柔道を始めたのは 1955 年のことですから、もう 50

年になります。始めた当初は、今のように女子柔道は普

及していませんでしたので、試合もありませんでした。練

習相手は男子だけ。中には素晴らしい柔道家もいました

が、技術のない体力に任せるだけの選手も多くいまし

た。 

 私はニューヨークのブルックリン出身です。ブルックリン

は「タフ・プレース」です。つまり、尐しでも気を抜くと周り

の子供からやられてしまう。強くなければいけない、いつ

でも自分自身を守る準備が出来ていないといけない、そ

ういう雰囲気の町です。路上のケンカがスポーツみたい

なものでした。 

 私は子供の頃からスポーツが好きでしたが、中学、高

校を通じて女性が参加できるスポーツはありませんでし

た。ですから、ケンカでその欲求を発散するしかありませ

んでした。もしバレーボールが出来ればボールを叩いて

いたことでしょう。しかし当時は、バレーボールもバスケッ

トボールもソフトボールもありませんでした。そんな時、柔

道と出会いました。 

 最初に出会った選手のお陰ですぐに柔道を好きになり

ましたが、当時は女子の柔道選手はいませんでした。女

子の練習相手を見つける以前に、女子を受け入れてく

れるクラブを見つけるのが大変なことでした。やっとの思

いで、ブルックリン YMCA に受け入れてもらえました。当

時 YMCA に所属していた選手は男子 40 名、女子は私

だけです。着替える場所すらなかったので、私が更衣室

として使ったのは掃除用具入れでした。私は毎日この 40

名の男子選手と練習しました。中には女子が一緒に練

習するのを好まない人も居たと思いますが、半分以上の

人は私に好意的でした。そのお陰で、私は柔道に対す

る情熱を失うことなく、技術も尐しずつ向上させることが

出来たのです。 

 当時のブルックリンセントラル YMCA はとても強いクラ

ブでした。私も練習を重ね、力をつけるに従ってメンバー

からクラブの一員として認められるようになりました。そん

な時ニューヨーク州選手権があり、YMCA は決勝に駒を

進めました。怪我でチームに一人欠員が出たため、私が

選手に選ばれました。当時女子の選手は居ません。髪

を短くしていた私は、胸にバンテージを巻いて男性のよ

うな格好をして試合に出ました。そして勝ちました。試合

は私の上げたポイントもあって、YMCA が優勝しました。

しかし、その後誰かが私が女性であることを大会主催者

に報告し、私はメダルを返上するか、チーム全体が失格

になるかという決断を迫られました。 

 やっと勝ち取った初めてのメダルを返上しなければい

けなくなり、本当に残念でなりませんでした。自分の人生

にそして柔道にがっかりしました。二度とこんな思いはし

たくない、これから柔道を始める女性にも同じ思いはさせ

たくないと思いました。そして私はこの日の体験をきっか

けに、「女子が男子と練習しなくても良い環境を作ろう」、

「女子の柔道大会をつくろう」と決心したのです。 

 その後米国内で尐しずつ女子柔道が普及し、1970 年

代になって全米選手権が行われるようになりました。70

年代当時、もっとも大きな女子の国際大会はイギリスで

行われていた「ブリティッシュ・オープン」でした。アメリカ

が初めてこの大会に参加したのは 1976年のことで、この

とき私もコーチとして参加しました。その後も続けて毎年

この大会に参加していくうちに、女子柔道のレベルが

年々向上していくことを感じました。しかしこれで満足と

はいきません。私たちはもっと女子の大会を増やして、

女子柔道の普及とレベルの向上に努めなければいけな

いと考えました。1980 年には初めての環太平洋選手権

がハワイで開催されることになりましたが、その頃、日本

の方が国際柔道連盟の会長選挙に立候補するという噂

を耳にしました。 
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女性スポーツの発展と課題 

-女子柔道、オリンピック参加運動を振り返る- 

 

米国・女性柔道家  ラスティ・カノコギ 
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女子柔道の理解者・松前重義先生の協力を得て、

初の女子世界選手権を開催 

 

 尐し時代を戻しましょう。私が柔道を始めたのは 1955

年と最初に申しましたが、練習を重ねるうちにもっと良い

練習環境で自分を鍛えてみたいと思うようになりました。

その場所は勿論日本です。1962 年私は来日し、はじめ

て講道館（柔道発祥の地）で練習する機会を頂きました。

当時講道館で行われていた女子柔道は、「何をやって

はいけない、これをやってはいけない」という規制が多く、

基本動作や形の練習ばかりで、とても試合の出来るレベ

ルではありませんでした。ですから私の練習相手はここ

でも男性でした。皆さんとても激しい練習をされていまし

た。そして私のことも快く受け入れてくださいました。 

 ブリティッシュ・オープンで女子柔道の進歩を感じ始め

た頃、国際柔道連盟の会長に日本の方が就任しました。

私は日本人の会長ということで期待する反面、自分が講

道館で受けた印象から「この方も女子柔道に消極的なの

ではないか」という不安を抱きました。しかし新会長は初

めて会った時から私に同調し、その場で女子柔道発展

の協力者になってくれました。この新会長こそ、東海大

学の故松前重義前総長です。 

 1980 年に初めて女子の世界選手権がニューヨークで

開催されましたが、これは松前先生と私たち本当に小さ

な組織委員会による手作りの大会でした。この大会で日

本の山口香さんがメダルを獲得するのを目の前で見て、

「日本の柔道はこの 20 年間で変わったのだ」と実感しま

した。今日はその大会運営で協力頂いた橋本敏明先生

も同席されていますので、この場で改めてお礼を言いた

いと思います。 

 国際オリンピック委員会には、25 カ国の参加がなけれ

ばオリンピック種目として認めないというルールがありまし

た。これは簡単にクリア出来る数字ではありません。私は

毎日冷や汗をかきながら、申込書が届くのを待ちました。

本当にありがたいことに、最終的には 27 カ国から参加を

頂きこの数字をクリアできました。残念だったのは、第一

回世界女子柔道選手権は主催国であるアメリカの柔道

連盟から後援を受けられなかったことです。彼らは我々

の大会が失敗すると思い、私達とは距離を置くことにした

のです。 

 松前先生は私にとって一番の同志でした。私は先生か

らたくさんのことを学び、先生は私たちの夢が叶うよう女

子柔道を後援してくれました。 

 私は先生の書かれた物もたくさん読みましたが、先生

がどうやって人と人をつなぎ合わせているのかその一挙

手一投足を注意して何年も見続けました。先生は地位の

違う人達、国の違う人達、考えの違う人達を柔道を通じ

てつなぎ合わせました。先生によって繋がった人達はお

互いに尊敬し合い、思い合うようになっていきました。そ

ういう先生の姿は私にとって人生のお手本でした。 

 私は自分の生徒達に柔道の技術を教えるよりも、彼ら

の人間的な成長を考えるようになりました。私が松前先

生から学んだことを彼らに伝えるよう努めています。なぜ

なら柔道が出来るのは人生のごく限られた時間であり、

人生そのものはそれより遙かに長い時間だからです。そ

の長い人生をどう生きるのか、社会のために何が出来る

のか、自分の知らない人達、考えの違う人達とどう向か

い合っていくのか？ 

 私は柔道をやっている皆さん、あるいは他のスポーツ

をやっている皆さんには「試合・大会」という素晴らしい機

会があると思います。どうか試合場に行ったらただ競技

をするだけではなく、知らない人との出会いを大切にし、

彼らと言葉を交わし、そして自分の知らない人達と知り合

う努力をしてください。 

 私は女子柔道がオリンピック種目に採用されると信じて

いました。しかし 1984 年のオリンピック開始直前、IOC

（国際オリンピック委員会）は「1988 年のオリンピックで女

子柔道を採用しない」という決定を下しました。そのとき

の私の気持ちはとても言葉で表現出来るものではありま

せん。松前先生と私の仕事はここで終わりました。 

 しかし、柔道（あるいは他のスポーツ）と同じでギブアッ

プしてはいけないのです。私この後「スポーツ界におけ

る女性差別」という観点から、IOC の決定に意義を申し

立てる活動を始めました。メディアも大変好意的にこの

問題を取り上げてくれました。私たちは法的に訴えること

も考えました。こうした緊迫した状況の中で、松前先生は

国際柔道連盟会長として交渉を重ねました。交渉のポイ

ントは、女子柔道を採用する代わりに男子の階級を一つ

削減するということでした。削減の対象になったのは「無

差別級」でした。無差別級は素晴らしい階級で私も大好

きでしたが、女子柔道を採用してもらうために我々は無

差別級をあきらめました。こうして女子柔道は 1988 年の
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オリンピックで公開競技として初めて採用されたのです。 

 

世界女性スポーツ財団の活動について 

 

 次に私が関わっている世界女性スポーツ財団につい

て話します。この財団はニューヨークに本部があり、女性

スポーツが発展するための活動をしています。世界中の

選手に必要に応じて経済的な援助を与えています。ま

た財団では、優秀な選手や団体、あるいはその分野で

パイオニアとして貢献した人を表彰し、殿堂入りしてもら

っています。光栄なことに私も数年前に今まで柔道を通

じて行ってきた活動を評価され殿堂入りしました。米国で

の柔道はなかなか社会的認知を得られずにいますので、

このことは柔道界にとっても有意義なことだったと思いま

す。 

 皆さんは有名な元テニスプレーヤーのビリー・ジーン・

キングさんをご存じでしょうか？彼女が財団の創立者で

あり会長ですが、以前、1980 年代に彼女がテニスの試

合でボビー・リッグスという男子選手に挑み、勝ったこと

があります。このことがきっかけで、女子テニス、女性スポ

ーツが認知を受け、米国内で急激に普及しました。しか

し大切なことは男子と試合をすることではなく、男子に勝

つことでもありません。女性が男性と同じようにトレーニン

グ出来る環境を確保し、二度と掃除用具入れで着替え

なくてもいいような環境を作ることが財団の目標です。 

 既にご存じの方も居ると思いますが、今週の木曜日か

ら世界女性スポーツ会議が熊本で行われますので、今

回の会議の目的について話します。まずは 2002 年にカ

ナダのモントリオールで行われた前回大会からこの 4 年

間でどれだけ女子スポーツが発展したかそれぞれの体

験を持ち寄りながら検証、確認すると同時に、お互いの

4 年間の努力とその成果をたたえ合いたいと思います。

次の目的は、国際的なネットワークづくりを拡大すること

です。スポーツ界の中は勿論ですが、外部の後援者達

とスポーツ界をつなぐネットワークを拡大させることが大

切です。このネットワークは国際的なもの、国レベルのも

の、地域レベルのものがそれぞれつながり合わなければ

いけません。そしてアジア地域の女性スポーツにおける

ネットワーク作りもサポートしなければいけないと思いま

す。もう一つの目的は、様々なプログラムを継続させなが

ら、国際的な女性スポーツ振興活動を 4年後の 2010年

会議に繋げることです。 

 

福岡女子国際のこと、そしてテレシコワの言葉 

 

 次に福岡で行われている国際柔道大会の話をします。

この大会を作った理由は大きく二つあります。まず一つ

は、その当時はまだまだ女子の国際大会が尐なかった

ので単に国際大会の数を増やしたかったということ。そし

てもう一つは、日本の女子選手に自国で行われる国際

大会を経験してもらいたかったということです。そういう目

的を持って、松前先生は関係者と協力して大会を立ち

上げました。この大会を続ける中で、今では世界中のア

イドルとなった“YAWARAちゃん”こと谷（田村）亮子選手

も生まれました。彼女を初めて見たのは小学生の頃です

が、デモンストレーションの中で人とは違うスナップの効

いた投げ技を見せていました。私は彼女の投げ技に衝

撃を受け、帰国後主人に報告したほどでした。その後彼

女が本当にチャンピオンになり、今では国民的、国際的

ヒロインになったのはご存じの通りです。 

 私のことを今まで話してきましたので、隣で静かに座っ

ている主人、リョウヘイ・カノコギ（鹿子木量平）のことを尐

し話したいと思います。 

 彼は熊本出身です。彼は日本大学の卒業生ですが、

学生時代は 50年代から 60年代前半にかけて学生柔道

界を引っ張った日大のメンバーとして活躍しました。彼の

家系は熊本の士族です。皆さん、今度熊本に言ったら

是非見て頂きたいのですが、お城に入ってすぐの所に

先祖の肖像画が飾ってあります。短い期間でしたが、城

主だったこともあります。 

 最後に世界初の女性宇宙飛行士だった、ロシアのワレ

ンチナ・テレシコワさんの言葉を紹介して私の話を終わり

たいと思います。彼女は「高いところから地球を見て初め

てわかることがある、それは私たちの間の異なる部分が

どれほど小さなものか、そして共通の似通った点がどれ

だけ大きいかということです」と残しました。テレシコワは

1963 年に女性として初めて宇宙に行き地球を４８周しま

した。その後世界の女性達がどれほど彼女に勇気づけ

られ、影響を受けたかわかりません。私の友人でもあるジ

ャネット・ガスリ－さんは女性として初めてインディアナポ

リスのスピードウェイレースに出場し、先日モータースポ

ーツの殿堂入りを果たしました。彼女も多くの女性に影
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響を与えた一人です。 

 今日集まってくれた学生の皆さん言いたいのですが、

東海大学の学生であるということを幸せに思い、誇りを持

ってください。世界中を見ても、これほど社会貢献してい

る大学は他にありません。スポーツの才能を伸ばしてく

れるだけでなく、教育を通じて友情と平和の精神を皆さ

んに与えてくれています。貴方達は本当に幸せです。も

し私があなた達の年齢だったら、今日そちらの席に座っ

ていたかった。 

 ご静聴頂きありがとうございました。 

（翻訳：山口輝義） 

※ なお講演後に質問を受ける。学生他 200人を超える

者が聴講した。 

「望星ゼミナール」は学校法人と東海大学体育学部スポ

ーツマネージメント学科が共催で東海大学体育学部校

舎（7号館）を会場に開催している講演会です。 

 

 

 

〈ラスティ・カノコギ女史略歴〉 

ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリン出身 

ニューヨーク柔道協会（New York State Judo Inc., ）会長 

柔道６段 

現在ニューヨーク市内の学校、道場で指導。受講者の

数は約５００名。 

 

1977-1979 ブリティッシュ・オープン米国代表チームコ

ーチ 

1977  環太平洋選手権米国代表チームコーチ 

1980  第一回世界女子柔道選手権大会 実行委員長 

1991  世界女性スポーツ財団  会長賞受賞 

1994  世界女性スポーツ財団 国際女性スポーツ殿堂

入り 

1996-2001 世界女性スポーツ財団理事 

1999  US Judo Inc., ヘンリーストーン賞受賞（柔道界へ

の貢献） 

2001  国際柔道連盟から女子柔道のパイオニアとして

特別表彰受賞 

2004  アテネオリンピックＮＢＣ放送テレビ解説者 


