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1．スポーツ経営学の必要性

　技術消費文明の進展は、人間の生活に利便
性、機能性、快適性の面で計り知れない恩恵を
もたらした。その反面、社会経済構造や生活様
式の急速な変化は、環境汚染、資源枯渇、温暖
化現象などの地球環境問題は言うまでもなく、
都市化による生活環境の悪化、生活習慣病の増
大、犯罪の増加など様々な問題に影響を及ぼし
ている。また、高度情報化社会のなかで、人間
疎外の問題がますます顕著になってきている。
　これらの根本的な解決には、自然対人間とい
う対立概念を基本とするルネサンス的な思想か
ら、グローバルな視点に立って生産と生活の調
和をはかり、共生（シンバイオシス）を目指す
思想への変換が必要である。この思想の具体的
展開をはかる上で、スポーツはなくてはならな
い要素である。社会が知識集約型になり、情報
処理量が飛躍的に増大すると、いわゆるデスク
ワークや管理業務が労働の中心となり、相対的
に身体活動の機会は失われていく。これは、必
然的に人間の精神（神経系統）に多大のストレ
スを強いるものとなる。自由時間活動において
も例外ではない。テレビ、パソコン、モバイル
などが普及し、各種情報処理及び通信システム
は、マルチメディアを通じて、実体ではなく写
像の情報刺激受容処理型の生活を人間に要求す
るからである。最近のヴァーチャルリアリティ

の発達は、このトレンドを急速に推し進めてい
る。
　このような状況に対して、人間の疎外化を防
ぎ、人間回復、つまり自分自身を取り戻すひと
つの手段として、スポーツやフィールドワーク
の果たす役割は極めて大きい。何故ならば、ス
ポーツ活動によって、人間にとって最も重要か
つ基本的な特性である自立性、連帯性、自己形
成性が養われるからである。精神的ならびに社
会道徳的な教育要素も包含するスポーツの優れ
た点は、スポーツが行動の中で、行為を通して
真実の確証を求めうるところにある。また、国
民総医療費が巨額に膨れ上がり（2007年で34兆
円、毎年1兆円ずつ増加する予測）国家経済を圧
迫しているなかで、特に問題である生活習慣病

（運動不足病）を克服しうるという点で、スポー
ツ活動は基軸的な役割を果たすものである。
　以上のような認識のもと、スポーツは、現在
の社会の文化構成要素として大いに振興されね
ばならない。そこで、スポーツ活動領域の全て
を対象とする広義のスポーツ経営学は、情報シ
ステムを含合し、極めて重要な役割を果たすも
のである。

2．発展するスポーツとそのコーディ
ネート

　スポーツ経営学の重要性を認識するには、発
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展し変化しつつあるスポーツの実態を把握し、
そのなかで情報システムがどのような役割を果
たすかを知る必要がある。以下に、現在のスポー
ツの実態と特徴についてまとめた。

①	体育からスポーツへ―教育から自己形成へ

　技術化、情報化の進展により、従来の“体育”
の概念は大きく変化し、見直されるに至った。
それは、従来の社会が肉体労働に耐え、また国
防的な理由から体力の強さ、屈強さを要求した
のに対し、現在では、日常生活を営むのに十分
な健康があればよいとされるようになった。将
来は、めまぐるしく変化する環境への適応能力
が要求されるようになり、人間の脳、神経系の
能力（スキルやブレーンパワー）へと変化する
と考えられ、規範的・画一的な鍛錬、つまりトッ
プダウン的で受け身の“体育”から、立体的・包
括的な人間形成を目指す“スポーツ”へと大き
く転換しつつある。つまり、教育から自己形成
的なものへの変化である。

②	スポーツ特性の変化

　スポーツ活動は、動機別に見ると、かつての
競技中心から健康・遊びが中心となり、名実と
もにみんなのスポーツ（スポーツ・フォア・オー
ル）として定着してきており、この傾向はます
ます強まっている。さらに、スポーツは、根源
的に人間をつくりあげる大きな可能性を有して
おり、国際性、文化性、コミュニティ性、連帯性、
自立性、教育性、倫理性などの様々な特性を包
含する。

③スポーツ学の展望

　体育からスポーツへの展開の過程で、次のよ
うな問題が発生してきている。
・ 従来の体育学からスポーツ学への概念把握

の変更
・ 拡大化したスポーツ学の総合性・有機性の獲

得と新たに発生した未開拓の領域へのアプ

ローチ
・ 他の学問との重なり合いから生ずる学際的

問題
　これらの問題の解決はいずれも重要であり、
早急に学問的見地からの見直し、再編成がされ
るべきであろう。図1は、現代スポーツ学の分
類を示すものであり、図2は、これからのスポー
ツ学のフレームとなる構成的分類を示したもの
である。スポーツ活動振興の基本となるスポー
ツ学は、今後その重要性を一層強めるものと予
測される。

④	学校体育からトータルレジャーの核として

のスポーツへ

　従来、学校のみにとどまっていた体育は、ス
ポーツとして拡大変化し、自由時間活動の中核
的役割を果たすようになりつつある。今後、学
校体育においても、能力的視点のみでなく、健
康・遊びといった分野についても力を入れる必
要がある。また、教育性、倫理性などの側面も
考慮し、真の生涯スポーツを通じて、全ての人々
に幸せを与えうる“ハッピネス・フォア・オー
ル”の前提条件を構築していく必要がある。

⑤	スポーツ人口の増大と自由時間スポーツ産

業の展開

　我が国に先駆けて、欧州の先進諸国では、自
由時間の増大、自由裁量資金の増加、情報化の
進展による行動意識の変化が、自由時間スポー
ツの飛躍的発展をもたらした。一方、我が国の
場合、国や公共団体によるスポーツ活動の環境
整備が、旧西ドイツのゴールデンプランのよう
な国家プロジェクトとして推進されず、スポー
ツ活動の場や施設が慢性的に不足している。ま
た、民間主導の関連産業は、用品・用具などの
いわゆるグッズばかりが出まわるという状況
を呈している。系統的な施設整備が早急に望ま
れるとともに、国や公共団体の支援により、ス
ポーツ活動のコストを下げ、誰でも、いつでも、
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図1　現代スポーツ学の分類

図2　これからのスポーツ学―生命の尊厳をいかに具現化していくかを考える基本原理
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自分の好む形式でスポーツを行うことができる
“スポーツ・フォア・オール”“スポーツ・フォア・
エブリワン”のための環境を整備することが今
後の大きな課題である。
　そのためには、国家レベルでの国民の厚生経
済学的視点まで含めたスポーツ経営学により、
ハード・ソフト・ヒューマン・ウェアのあり方
を考え、公共・民間・地域（コミュニティ）の各
領域におけるマネジメント及びアドミニスト
レーションが求められる。さらに、これらの発
想の原点となる経営学の理念、思想、哲学につ
いても深い考察が必要である。例えば、最近は
マスメディアを通じていわゆる興行的なプロス
ポーツのイベントが盛んに行われ、一般的にス
ポーツとして捉えられている。しかし、スポー
ツ哲学を唱えたクーベルタンやカールディーム
は、興行的に金銭を目的として行われる職業ス
ポーツは、いわば見せ物であり、真のスポーツ
とは一線を隔するものであると明確に言い切っ
ている。従って、新聞のスポーツ欄やテレビを
賑すスポーツと真のスポーツ精神の概念的な違
いや特徴について正確な認識をもつ必要があ
る。

⑥	スポーツ人口の増加と多様なスポーツ指導

者の養成

　スポーツ指導者というと、現場の実技指導者
というふうに短絡的にイメージされがちであ
る。しかし、現在では、指導者はスポーツ関係
のソフトウェア提供者として捉える方が正し
い。指導者をその役割によって分類すると、オ
ペレーション（技術）、ユーティリティ（ライ
フ）、マネジメント（組織）、ディシジョンメー
キング（意志決定）の各ステージに分けられる。
実際には、個々の指導者やオーガナイザーの役
割は極めて多岐にわたっているため、今後はソ
フトウェア開発のためにも各ステージにおける
指導者の役割を明確にする必要がある。それと
ともに、指導者の認定制度だけでなく、養成後

の研修、ライフサイクルに応じてどのように営
存させていくかといった経営的な視点が導入さ
れねばならない。我が国では、指導者養成課程
は手法論、手続論に関する知識の伝達が多く、
人々にスポーツの真の喜びや感動を伝えるとい
う最も本質的な部分が欠落しており、ここに現
状の指導者養成の根本的欠点や誤りがある。

⑦	施設や機器の発達

　施設整備にあたっては、標準化、専門化、簡
素化、直接化、巨大化、省エネ化などにより、徐々
にコストダウンが可能になった。また、TQC

（トータル・クオリティ・コントロール）やVA
（価値分析）やZD（ゼロ・ディフェクト）がよう
やく行われるようになってきた。一方で、用品、
用具、ツールや機器に不要な付加価値を付けた
コストアップ戦略がはかられるという好ましく
ない状況もある。まずは工業化の前提であるIE

（インダストリアル・エンジニアリング）やSE
（システム・エンジニアリング）の手法が応用さ
れるべきで、従来のような施設のモニュメント
化、オーダーメイド化を少なくし、モジュール
化を可能とすべきである。そして、機能的で安
全、利便性・快適性の高い施設をできるだけ安
価に利用に供する必要がある。施設や場の整備
の本質はどこにあるべきかということについて
もポリシーが確立されねばならない。

3．	スポーツ経営システムへのアプロー
チ―情報ユーティリティの整備こそ
第一歩

　情報化は、スポーツのあらゆる領域において
問題を提起するとともに、個々の場の変化をも
たらし、また要求している。従って、スポーツ
の健全な発展をはかるには、従来のような放射
的思考だけでなく、包括的見地からそれぞれの
要素要因の相互関連、位置づけがされねばなら
ない。それには、現代に適応した新しい価値観、
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すなわち自然との共生やJ・ユーフラティスエ
が主張するような実験科学的思考に裏付けられ
た技術との共生という条件を踏まえ、スポーツ
に関わるあらゆる領域における情報ユーティリ
ティの整備をはかる必要がある。
　既にヨーロッパでは、オーストリア、ドイツ、
スイスなどを中心として、スポーツ情報学の研
究がさかんである。これはどちらかというと狭
義のスポーツ学のより効果的な発展をはかるた
めに、学問的データの情報システムを作ろうと
したのがその発端である。しかし、我が国にとっ
て重要なのは、このようなスポーツ情報学とは
性格が異なる。ヨーロッパの場合、スポーツ経
営に占める公的な比重が大きいので、企業経営
学的な視点は未発達といってもよい。我が国の
ように、スポーツ活動の多くを民活、いわゆる
スポーツ産業に依存している状況では、スポー
ツ活動や官民の役割分担について、企業経営学
及び公共経営学の双方の立場からの研究が求め
られる。その際に、スポーツ活動は、本来スポー
ツ・フォア・オールとして考えた静脈産業が正
当な位置づけであり、メディアイベントとして
の興行スポーツは例外的な独立したカテゴリー
に属するものであるという基本的な理解が必要
である。
　情報ユーティリティの整備は、スポーツの活
動領域における情報の量的・質的な分布密度
を、従来のように特定の部分に偏在したものか
ら、均等の最適分布に近づけ、その情報の発生
から、消費・記録（ドキュメンテーション）まで
のフローを秩序化するものである。この結果、
図3のように、感性のみに依存して放射的に拡
がり、それぞれの先端が袋小路になって相互の
コミュニケーションが不足し、発達が滞ってい
るスポーツの各領域は、情報密度の高まりとと
もに、円を描くように循環的・総合的な操作が
可能になる。このように各領域の集積化が進
み、インテリジェント化されたスポーツ経営シ
ステムの整備が行われるのである。つまり、経

営システムとは、理性（ロゴス）による感性（パ
トス）のサポートシステムなのである。
　このようなネットワークシステムに依存した
情報ユーティリティの実現には、具体的には、
次に挙げるような課題を解決することが必要で
ある。何とならば、これらはユーティリティを
構成する重要な与件、あるいは構成要素となる
からである。

図3　体育からスポーツへの発展と情報ユー
ティリティの整備による新しい発展ベース

①	スポーツ・ターミノロジー（用語学）の必要性

　バベルの塔ではないが、現状は実体に対して
概念規定が曖昧で一致していない。国際的なス
ポーツターミノロジーに対応した用語の体系を
整備し、共通理解を深める基盤を作る必要があ
る。これにより、初めて相互比較や分析などが
可能となる。

②	スポーツ活動人口算定の原単位方式の整備

　現在のスポーツ活動人口の算定は、原単位
の取り方に問題があり、正確さに欠ける。例え
ば、スキーの人口想定の場合でも、地元観光課、
JR、警察、旅行者、各種スキー関連団体、各省
庁などの統計はバラツキが大きすぎる。活動原
単位についての標準的な規範づくりとシステム
化が必須である。
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③	各種調査・統計における質（クオリティ）概

念の導入

　例えば、スポーツ施設調査では、量的把握だ
けでなく、質的（定性的）分析が必須である。種々
のパターン化の技法を導入し、デザイン・形態

（モルホロジー）、機能（ファンクション）、快適
性（アメニティ）などについて指数化して評価
できる基準づくりが求められる。むろん質の追
求とともに、全体像（コンセプト）の具体的把
握とその伝達方式についても研究する必要があ
る。

④	セグメント化されたスポーツ経営システム

の必要性

　スポーツの各領域における情報ユーティリ
ティ実現のベースとなる各種情報作成及びファ
イリング状況は雑然としており、基本データが
揃っていない。例えば、国レベル、地方公共団
体レベル、研究者レベル、事業者レベル、指導
者レベル、一般消費者レベルでのセグメントさ
れたデータベースの整備が必要である。現在は
あまりにも民間のフリーマーケットにまかせす
ぎ、ユーティリティの基本となる正確なデータ
が不十分で、そのまま情報を集積化してもあま
り有効、有為なものとはならない。これに加え
て、タテ割り行政が存在し、混乱に一層の輪を
かけている。

⑤	スポーツ活動に関わるパーソナル情報への

アプローチ

　いつ、どこでも、誰でもがアクセスできるよ
うな個人のスポーツ活動に対する情報提供シス
テムを考える必要がある。これらはコンピュー
タ及びコミュニケーションネットワークの整備
により、大幅に改善された。スポーツ活動に関
する情報は、技術・指導法に関するものや、イ
メージ情報が多かったが、今後は活動の場所や
施設など実施やマネジメントなどに関する情報
への要望が高まろう。

⑥	多極的有機的情報ユーティリティの確保

　従来のような官中心の単極的中央集権的発想
ではなく、相互に自由度が高く、各領域の機能・
役割を果たしつつ併存していくネットワーク的
な情報ユーティリティ空間をつくる必要があ
る。例えば、ひとつのセンターに全ての情報を
集中するという発想は、昔の大艦巨砲主義に通
じるものでナンセンスである。それぞれ役割分
担し、セグメンテーションしつつ有機的に関連
を有していくシステムが望ましい。しかも、そ
れらが複層的に存在し、リダンダンシー（ゆと
り）を高めて複眼的な見方ができること、シス
テムの全体的なインテリジェント化が必要であ
る。

⑦	情報経済導入の必要性

　スポーツ経営学を確立するにあたっては、従
来の古典的経済学ではなく、情報経済学的な視
点が重要である。ソフトウェアとして存在する
情報は、基本的に有料である。情報ユーティリ
ティは情報の流通経済学の問題といってもよ
く、どのようにしてデータベースを整え、スタ
ンダード化し、これらを結ぶ情報空間ネット
ワークを形成していくかが重要である。その
際、ソフトウェアやヒューマンウェアのノウハ
ウに対する適切な評価が鍵となるが、残念なが
ら我が国では、知的所有物といえる無形のソフ
ト（例えばノウハウやデザイン）の評価がまだ
低い。ソフトの価値の適切な評価、さらに人間
については、労働力としての評価を超えた人間
性の評価に向けた発想の転換、ルールの確立が
望ましい。
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4．	スポーツ学研究の将来像

　現在までの体育学を総括し、将来への展望を
探るために、より大きなフレームとしてスポー
ツ学というものを考えたい。ここでは、スポー
ツ学の展開について3つの座標軸（A環境軸、B
問題認識軸、C方法論軸）により論じる。これ
に加えて、A'総合的方向付けの軸がある（図５
参照）。

A：環境軸（空間時間性軸）

　主として人間と環境とのインターフェイスの
あり方について、人間の四次元空間（x、y、z、
tn）での挙動に関する研究を行う。変容する社
会のなかで常に生身の人間についてフィールド
ワークを含めてアプローチし、総合的に環境を
評価し、人間のよりよい生き方、行動のあり方
を規範的に明らかにしていく。人間と環境のイ
ンターフェイスには、以下のような項目がある。
・ 人間－自然環境インターフェイス：人間と自

然環境との関わり

図4　スポーツ経営学のテリトリー―マネジメント及びディシジョン・メイキングの現実

図5　スポーツ学の展開
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・ 人間－人工環境インターフェイス：人間と機
械、施設、人工的空間との関わり

・ 人間－社会環境インターフェイス：人間と社
会環境の関わり

・ 時間軸：時間指向の軸。あらゆる専門分野の
歴史学はここに含まれる。例えば前スポーツ
史、スポーツ史、現代スポーツ現象論、スポー
ツ未来史など。

・ 人間－情報環境インターフェイス：人間と情
報環境との関わりを、空間・時間の全てを含
めた統合的なものとして捉える。行動科学な
ども含まれる。

　
B：問題認識軸（分野指向、学際指向）

　現実の環境に立脚し、仮説検証的、課題解決
的に様々な分野についての研究を行う。その対
象は極めて多岐にわたる。Aが縦断的に束ねて
いくとすれば、Bは横断的であり、そのアプロー
チは既存の手法を使ったものが多くなる。Aに
軸を合わせ、BC軸を回転させると様々な学問分
野が発生する。例えば以下のような分野がある。

―政治、―心理、―哲学、―倫理、―運動、―
方法論、―トレーニング法、―バイオメカニ
クス、―教育、―社会学、―法、―経営、スポー
ツ施設、―管理、―運営、―組織、―文化人類
学、―言語、―音楽、―医学、―経済、―情報、
―芸術、―文化、―ジャーナリズム、―工学、
―創造など

　さらに、個々の種目について括りなおした分
野も考えられる。上述の分野でも、それぞれに
ついてのヒエラルキーを上下すれば、さらに無
数の領域を構築することができる。ここで確認
せねばならないのは、自然科学的方法論により
いわゆる学問の分業化がおこっていることで
ある。かつて、ギリシャ時代には一人の偉大な
人間が考えたことが、今日では多数の人間の分
業で行われるようになった結果、複雑多岐にわ
たり混乱しているようにも見える。もちろん、
放射型の研究、すなわち枝としての科学ではな

く、新しい視点から分野を横断的に束ねようと
する総合的なアプローチが行われつつある。こ
うして総合的展望が可能となり、研究の重点化

（ポートフォリオ）により研究効率は相当向上
しよう。しかし、最終的には、常に問題発見は
人間の素朴な観察眼を基礎とすべきことを認識
せねばならない。スポーツ行動それ自体が、ま
さにそのような性格を有している。

C：方法論軸（技術指向）

　第二次大戦後、情報処理技術は飛躍的な進歩
を遂げ、コンピュータを活用して、情報の大小
を問わず情報検索・処理が極めて客観的に行い
うるようになった。特に、シャノン、ノイマン、
ウィナー等の功績は評価すべきものがある。リ
ニアプログラミング、オペレーションズリサー
チ、推計学的手法は、デジタル的・計量的な情
報処理へ大きく道を開いた。それとともに、ア
ナログ的情報処理も発達し、モデル計算やハイ
ブリッドによるシミュレーションも発達してい
る。今後は、ますますアナログ、デジタルのハ
イブリッドによる情報処理が進み、意味論・記
号論的な見方が強まり、AI（人工知能）、AL（人
工生命）への様々なアプローチが行われよう。
また、実験機器についても、宇宙開発などによ
るエレクトロニクスや測定技術の発達により長
足の進歩を遂げた。この方法論の進歩は、情報
の分類、組立て、分析、総合、フレーミングなど
により創造的作業を容易にし、最終的には、人
工知能とスポーツ活動は相互補完的に密接なか
かわりを有するようになるだろう。

A'：総合的方向付け（目的軸）

　　―ソーシャル・ゴール

　哲学は、かつては全ての学問の要であり、世
界の秩序における人間の行為の意味を教えて
くれるものであった。しかし、自然科学の発達
と工業の進展は学問の分業化・専業化をもたら
し、哲学は単なる一分野となったと誤解されて
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いるように思える。しかしながら、一人ひとり
の実存的実感を基とし、自己充足的自己実現を
はかり、さらに自己改革を目指すよき人間のあ
り方、社会目標への人々の共働的フィード・フォ
ワード原理が研究されるべきであろう。それ
は、各人の立場や条件に応じ、共通の目標に向
かって自分の役割を果たすやり方である。この
とき、生命の尊厳というコスモロジー的な哲学
を前提にしつつ、自主性と自己統制とともに相
互協力していくことが原理達成に重要なことで
ある。
　A'軸の仕事は、ABC軸との関連、特に現実
のA軸とのズレを探り、これを高感度・高整合
で修正していくような分野が考えられる。そし
て、我々の時代に応じた、世界と人間に関する
生きた理念のトータルシステム化、即ち全てに
生命を吹き込むことが重要である。つまり、理
念の切れ端のつぎはぎではなく、全てが有機的
に関連していることが望ましい。特に、スポー
ツはあらゆる行動の基幹となる生物の生命力的
充実があるからだ。A軸とのズレ角θは、技術
文明のつくる方向性と無為自然の原始の方向性
との差をあらわす。私たちは、技術文明の進展
とともに開いていくこのズレ角θをどの程度
に保つべきかという考察を常に迫られている。
そして、閉鎖系（クローズドシステム）か、開放
系（オープンシステム）を取るか、あるいはそ
の両者をどの程度の比率にするかの判断を迫ら
れている。

5．	スポーツ経営学の目指す方向性

　こうしてみると、現代のスポーツ学にとって
根本的に問われているのは、何の為のスポーツ
学かという指導的方向性というものである。そ
れは唯物的なものだけではなく、無限の開かれ
た可能性を有するものである。いずれにしても
重要なことは、時代の変化とともに社会構造が
変わる場合、その中で常に生き生きした人間生

活を指向し、その時点で人間にとってかくある
べきスポーツの役割を常に明確に描き出し、位
置づけるべきである。そのときの客観的な根拠
としてスポーツ学は存在すべき使命をもってい
ると言える。これが成功するためには、創造的
研究組織づくり、研究者の優れた理性と感性を
大切にして伸ばすような環境づくりの努力がい
る。
　現代は、グローバルな共生の時代、総合の時
代、また旧来の宗教に裏づけられた倫理観に
とって変わる新しい環境倫理学や生圏倫理学の
ような価値体系を必要としている時代である。
スポーツは、それと密接な関わりをもつことを
関係者は銘記すべきである。そのような理解に
立つと、未来へ向かってスポーツの可能性を探
るのがスポーツ哲学であるならば、スポーツ経
営学とは、現実のパラダイムの中でその具現化
の全体像を明確にとらえ、スポーツ活動の個々
の局面において、どのようなハード・ソフト・
ヒューマン・ウェア、マネジメント、アドミニス
トレーションが可能かということを、個性と調
和という視点から考察するものに他ならない。
　本来の経営学は、ビジネス・アドミニストレー
ションといわれ、社会への影響力を強めつつあ
る企業の行動を研究対象とする学問分野であ
る。資本主義経済のもとでの一般的な企業は、
私的営利を目的として経済活動を営む組織体で
あるが、直接に営利を目的としていない公企業
や公共事業体、共同組合などの行う経済活動も
経営学の研究対象となりうる。スポーツ経営学
という視点に立つ場合は、その見方はさらに拡
大され、スポーツ活動領域が立地する母社会と
の相対性において、スポーツ経営的な諸指標が
決定されることを前提としなければならない。
例えば、途上国と先進国では、スポーツ経営に
おける生存条件は全く異なり、政治、経済、文
化がサブシステムとして介在する。従って、日
本のスポーツ経営について、フレームワークや
本質論的なアプローチをするには、文化人類
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学、深層心理学、人間行動学を含めて、広いベー
スで物事が論じられる必要がある。
　今後の我が国の価値観の決定に寄与する問題
として、ハード・ソフト・ヒューマン・ウェア
を商品として捉えるアウトサイド・イン的なも
のと、個々の商品の独自性から出発し情報発動
をしてマーケットを構築していくインサイド・
アウト的なもの、さらに本来の人間の原始の喜
びを理性的に構築していくスポーツ的行動、つ
まりヒューマン・アウト的なものについて、ど
うバランスをとるかということがある。それに
は、まずスポーツ・ヒューマニティに基づくス
ポーツ哲学が中核になければならない。その上
で、全ての領域を包み込むスポーツ経営学が構
築されねばならない。その点で、経営学という
のが、始めなく終わりなきバランシングと巷談
で言われていることは、ある面では正論をつい
ているといえよう。
　スポーツ経営学というと、とかく施設の維持
管理やフィットネスクラブのマネジメントや
フィージビリティスタディのように安易に受け
止められがちである。だが、スポーツ経営学的
な視点は、これからのスポーツ学が情報化にさ
らされていく中で、その求める要のひとつの方
法論となる重要な分野である。しかし、それが
真に機能を発揮するには、スポーツに対しての
全体像が常に把握されていなければならない。
　本稿が本格的なスポーツ経営学への問題提起
に多少なりとも役立つことを祈念する次第であ
る。
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