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第 2062回例会  平成 29年 9月 4日（月曜日）第 8号  

 

本日の例会 ９月４日（月） 第１例会 

◎ソング 「それでこそロータリー」 

◎卓 話 

◎ゲストスピーカー 

『 いじめ問題について 』 

澤井 幸男様 

担当：細川勝治会員 

◎本日の献立 軽食カレー 

次回の例会 ９月２５日（月） 第２例会 

◎ソング 「それでこそロータリー」 

◎卓 話 

 

『 未 定 』 

担当：飯田政信会員 

前回の例会 ８月２８日（月） 第３例会 

◎ビジター 東大阪東ＲＣ    北川 忠嗣様 

          吉川 宏 様 

会長挨拶          会長 宮田 照男 

皆さんこんにちは 

今年は猛暑の予測が大当たりして、厳しい残暑が続いて

おりますが、朝夕は涼風も少しは感じられる今日この頃

です。 

さて、本日は国際ロータリーのポリオ撲滅についてお

話をしたいと思います。国際ロータリーはこれまで、122

カ国、20 億人以上の子どもたちへのポリオ予防接種を支

援してきました。わずか 60 円ほどのワクチンで、一人の

子どもを生涯、ポリオから守ることができるそうです。  

パートナー団体と共に活動を続け、全世界でポリオの発

症数を 99.9 パーセント減らすことができ、あと少しまで

来ているそうですが、撲滅を完全に成し遂げるには、皆

さまからの支援が欠かせません。当クラブも地区の方針

額にそって、会費と同時に徴収してポリオプラスとして

寄付していますが、支援にはさまざまな方法があります。 

クレジットカードのカード利用金額に応じて、ポリオ撲

滅の活動資金を支援できる「ロータリーのクレジットカ

ード・プログラム」というのがあります。 

これを利用すると、皆さんのご利用額の 0.3％がポリオ

撲滅の活動資金に寄付されます。利用者には何の負担も

ありません。「ロータリー インターナショナル マスター

カード」に切り替えるだけです。また、このロータリー

マークの入ったカードを使えば使うほど、多くの人にロ

ータリーを知ってもらうことができ「認知度の向上」と

一石二鳥です。詳細についてはマイロータリーのホーム

ページの会員コーナー・アイテム・アンド・サービスに

あります。 

ぜひご検討をしてみてください。 
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幹 事 報 告          幹事 岩橋 竜介 

１、9 月 2 日に開催されます 2017-18 年度 職業奉仕（合

同勉強会）には、鈴木職業奉仕委員長が出席してく

ださいます。 

２、同じく 9 月 2 日に開催されますロータリー財団セミ

ナーには三木ロータリー財団委員長が出席してくだ

さいます。宜しくお願い致します。 

３、次週例会終了後、第 3 回クラブ協議会を 5 階カトレ

アの間にて開催致します。当クラブの百済ガバナー

補佐と鈴木ガバナー補佐エレクトにご臨席頂きま

す。理事役員、各委員長の皆様には宜しくお願い致

します。 

また、先日お配り致しました概況報告書及び計画書

を必ずご持参下さいますようにお願い致します。 

４、クラブ協議会後に第 3 回定例理事役員会を開催いた

しますので、理事役員の皆様には引き続き宜しくお

願い致します。 

出 席 報 告           中村 徹委員 

本日の会員数 ２１名 

本日の出席者数 １９名 

本日の出席規定適用免除会員 ９名 

本日の出席率 ９５。００％ 

７月２４日の修正出席率 ９４．７４％ 

 

ニコニコ箱報告          ＳＡＡ 尾﨑 元 

東大阪東ロータリークラブ  北川忠嗣様 吉川 宏様 

東輪会、宜しくお願い致します。 

岩橋幹事 例会欠席のお詫び 

佐井会員 暑い日が続きますが皆様お身体をご注意下

さい。 

中村会員 東大阪東ＲＣの北川様、吉川様、東輪会のＰ

Ｒ宜しくお願い致します。 

伊藤会員 本日、卓話を宜しくお願い致します。 

 

卓 話          担当 伊東雄一会員 

【サッカーの歴史と今】 

 今回、「サッカーの歴史と今後について」をテーマにお

話しさせて頂こうと思います。 

まず、サッカーとはから始めさせて頂きます。サッカー

は、世界中で最も人々に楽しまれ、愛されているスポー

ツです。世界各国から選ばれた代表３２カ国が４年に１

度世界の頂点を目指して争うワールドカップは、TV の視

聴者数でオリンピックを凌ぐ程に世界大規模のスポーツ

のイベントとなっております。  

 

 サッカーの基本的なルールは３点です。 

①ボールを手以外で扱う 

②ボールをゴールに入れたら１点 

③相手より多く得点を取った方が勝ち 

と言った様に、非常に分かりやすくシンプルなルールの

為、世界中で、支持されている大きな理由の一つで、そ

れを証明する様に、サッカーはルールを定めた正式な競

技規則ですら１７の条項しかありません。この事からも、

世界中で支持されているスポーツの理由があります。 

 サッカーの歴史は長く、人類が文明を築き始めた頃に

は、サッカーに近いものが行われていたとも言われてい

ます。世界各地にこのサッカーの起源となるものはある

様ですが、最も古いと言われているのが、中国の蹴鞠（し

ゅうきく）とする説が近年では有力だそうです。サッカ

ーは基本的にボールを足で蹴って扱うスポーツですが、

最初は手を使う場合もありましたが、手を使って良いの

であれば競技の本質がやはり異なってしまいます。そこ

で手を使わないものと、手を使って良いものが別々のス

ポーツとして新たに生まれたとされています。 

手を使わないのがサッカーに対し、使って良いのがラグ

ビーです。両競技とも（フットボール）と呼ばれたり、

グランドの大きさや、競技時間、用語名など似たような

ところがあるのは、このように最初は同じ競技だった名

残によるものとされています。こうして生まれたサッカ

ーは、1800 年代の終わり頃には、現在とほぼ変わらない

ルールとなって世界中に普及し現在と至っています。 

サッカーは、ボール以外に特に重要な道具を必要とは

せず、ルールも単純な為、11 人でチームを作りグランド

の上でプレーすると言う形態以外にも、様々な姿に形を
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変え、ラテンアメリカやヨーロッパを中心に老若男女を

問わず、世界中の殆どの国でナショナルチームが組織化

されている事は、その現れの１つです。母数が多いため、

純粋な統計を調べる事は、難しいが競技人口および国際

的な認識が最も高いスポーツの一つであるとも言え、

2017 年時点で全世界 200 国と地域でプレーされており、

競技人口は 2 億 6000 万人であると、アナウンスされてい

ます。また、サッカーの祭典でもあるワールドカップは

オリンピックと並ぶ世界最大級のスポーツイベントとな

り、参加国・地域数・スタジアムやテレビでの観戦者数

は、オリ ンピックを凌ぐ程です。サッカーに巻き込まれ

る人の数は膨大である為、サッカーと言うスポーツは、

その時代、地域の歴史、文化やプレーする人々の考え方

等を反映する一種の鏡となり、サッカーと言う世界的な

一つの共通語の上に立ってそれらの間にどのような差異

があるのかを如実に示す一つの装置になっており、この

為、これらの反映される事柄や差異の事から現代のサッ

カーには様々な社会問題が反映される事もしばしばあり

ます。    

 競技の歴史、サッカーは、古代中国、ギリシャ、ロー

マの人々がすでに競技をしていたと言う説がある程、古

くから楽しんでいる競技です。1300～1400 年代のイギリ

スの王様は、暴力的なスポーツだとして、サッカーを禁

止した事もあるそうです。現代のサッカーは 1863 年に設

立されたイングランドサッカー協会と共に始まり、オリ

ンピック競技となったのが、1900 年の第２回パリ大会か

らですが、1932 年第 10 回ロサンゼルス大会では、一度

姿を消しました。1936 年の第 11 回ベルリン大会から再

びオリンピックゲームとなっており、2000 年のシドニー

大会では、サッカーがオリンピック競技になって 100 年

になった事が、祝われました。また女子サッカーがオリ

ンピック競技に登場したのが 1996 年第 26 回アトランタ

大会の事で、その時の、決勝戦の観客数は 76000 人が観

戦し、女子スポーツイベント観戦数の世界記録となりま

した。   

 日本での競技の歴史は、日本にサッカーがやってきた

のは、一説によると 19 世紀、明治時代の事だと言われて

おり、初めて組織化されたのは 1921 年に（財）日本体育

協会、1929 年に国際サッカー連盟（FIFA)に加盟 1936年

には第１１回ベルリン大会に初出場を果たしました。日

本チームがオリンピックで初めてメダルを獲得したの

が、１９６８年の第 19 回メキシコシティー大会でした。 

 少し変わった、サッカーの歴史として、サッカーボール

の歴史についてお話させて頂きます。現在世界で生産さ

れている手縫いのサッカーボールの７０％から８０％程

度が、パキスタンで製造されています。その理由は、１

９４７年まで、イギリスの植民地であった事と、外部パ

ネルの原料となる革、内部を膨らませる膀胱を供給する

牛が沢山いたことと牛を殺すのに対して、抵抗が無かっ

た事が挙げられます。サッカーの黎明期となる１９世紀

末まではこれらの原料をイギリスに輸送した上で、生産

が行われ ていたが、完成品をパキスタンで作る方がコス

トを省けることが分かったため、２０世紀に入るとパキ

スタンでの製造が増大したそうです。現在でも人件費の

かかる手縫いのサッカーボールに関しては、パキスタン

での製造が続けられています。昔のサッカーボールは天

然皮革で作られていた為、雨などでの水分を吸収すると

重たくなっていた為、１９８５年のメキシコ大会からは、

人工皮革製のサッカーボールが、使用されるようになり

天候による影響が受けにくくなったそうです。外部のパ

ネルの構造は、創成期から１９６０年代までは、１２枚

ないし１８枚の細長い革で構成されているボールが、一

般的で１９６０年代になると、黒塗りの五角形の革１２

枚と白塗りの六角形の革２０枚で構成された２０面体の

ボールが登場しました。 

ワールドカップでは、１９７０年メキシコ大会から、

黒と白のボールが採用されました。これは、アディダス

社が大会のスポンサーとなり、ボールの提供を始めるの

と一致します。この形状はアディダス社以外のメーカー

でも、一般的に採用されるようになり、サッカーボール

と言えばこの形状を指さすようになったそうです。以来

長きに渡り、表面のデザインは変更されつつも五角形と

六角形の組み合わせが、支流となりました。最近では、

２００６年でのドイツ大会でアディダス社がこれまでの
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ボールデザインが変更されボールの外部パネルが以前と

は違い、プロペラ形状のパネル６枚と、ローター形状の

パネル８枚の計１４枚で構成されており、より真球に近

い形状に変更されました。 

また近年では、IC チップを内蔵したサッカーボールの

使用が検討され審判の誤審やゴールラインやラインを超

えたのかを判断をコンピューター技術で防ぐ措置の検討

もされるとの事で、２００５年ペルー大会で開催された

U-17 世界選手権では、アディダス社が開発した IC チッ

プ内蔵のサッカーボールが試験的に使用されたが、誤作

動が多い為に、2006 年ワールドカップドイツ大会での採

用は見送られましたが、今後は、この IT の技術により必

ず IC チップを入れての審判の誤審を防ぐ様になると思

います。現在、ゴールラインテクノロジーと言い、腕時

計型の端末を付け、IC チップをボールに挿入し連動させ

て、誤審を防ぐ開発が進んでいるみたいで、現時点でホ

ークアイとゴーレフと言う２つのシステムがあるみたい

です。ホークアイはソニーの子会社で、ゴーレフはデン

マークとドイツの合併企業が開発をしています。会社か

異なる為、システムや技術は違いますがやっている事は

同じだそうです。このゴールラインテクノロジーですが、

現時点で少しずつ導入が進んでいて、2014 年ブラジルワ

ールドカップにも採用されました。毎年開催されている

クラブワールドカップにも採用されているようです。 

 日本の J リーグではまだ先になりそうですが、ヨーロ

ッパのリーグでは導入が始まっているみたいです。 

イングランドのプレミアリーグ、ドイツのブンデスリー

ガ、現在では、チャンピオンズリーグでも導入されてい

ます。ですが、ゴールラインテクノロジーは、導入がな

かなか進んでいないのが、現実です。その理由が、導入

時に莫大なコストが掛かるからです。スタジアム 1 つに

対してのコストが 20 万ドル掛かるとも言われているみ

たいで、予算が豊富にあるワールドカップなら良いです

が、国内リーグだとリーグ側が負担することになり、予

算が多いリーグだと導入も検討は出来ますが、小さなリ

ーグだと厳しいと言わざるを得ません。その為、予算が

多い、FIFA、UEHA、ヨーロッパの主要リーグなどが先ず

は導入しているみたいです。1 点が勝敗を分けるのが、

サッカーの為、それを分かっているからこそ、多額のコ

ストを掛けて導入しているみたいです。技術は年々進ん

でいきますが、反対の意見もあるみたいで、ドイツのサ

ッカーリーグでも、2015 年から、ゴールラインテクノロ

ジーの導入が決まったが、18 クラブ中、賛成が 15 票で

反対が 3 票の結果となったそうです。何故かは、誤審は

確実には減り審判にも選手にもファンにも嬉しいはずの

技術、コストの面にも大きいと言う問題もありますが、

選手やファンの目線からすればどうかと言うと、誤審が

なくなるのは選手にとっても審判にとっても、間違いな

く良い事だが、誤審も含めてスポーツの良さではないか

とか、今のゴールに入ったでしょとかオフサイドでしょ

とか言いながら、審判の判定に対してその場の人と論議

するのが楽しいとかの意見もあるみたいです。 

 このように、少数ではありますが、誤審も含めてスポ

ーツの良さ、楽しさと考える人も存在します。多くの人

が最新技術導入に賛成している事は間違いないが、人間

味がなくなっていくことを危惧する考えもあるようで

す。皆様はどうでしょうか？最新の IT 技術により、スポ

ーツの世界も変わりつつある中、今後、スポーツの見方

が変わっていくかもしれません。私は少なくても、人間

味があった方が、スポーツは面白くはないと思っていま

す。それは、人間対人間で競い合うスポーツで、長い歴

史のスポーツだからでまた、サッカーで有名なマラドー

ナの神の手ゴールなどの伝説も生まれなくなるからで

す。      

 サッカー以外のスポーツでも今後は、必ず変わってい

くと思います。どの様な視点でスポーツを観戦していく

かは、個人次第だと思っていますが人間らしさを残して

ほしいと私は、思っています。   

 毎日の何かのスポーツ番組をテレビで見ていますが、

こうした IT 技術の革新によりスポーツの世界も変わっ

ていってると言うことを、考えながら見るのも楽しいと

思います。     

 


