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ラグビーはサッカーから生まれたのか？ 

 

 「サッカーの試合中、興奮したエリス少年が思わずボールを抱えて走り出した」ことが

ラグビーの起源であるという説明を見かけることがある。果たして、ラグビーはサッカー

から生まれたのであろうか。 

 

１．フットボールの起源 

フットボールの起源は明確ではないが、太古から球あるいは球状のものを使った遊びや

活動は世界各地に見られる。中国から日本に伝わったといわれる「蹴鞠」もその一つであ

る。1 世紀末から 5 世紀初めのローマ軍がブリテン島を支配した時代（ローマ・ブリテン

時代）、ローマ軍司令官は、兵隊を鍛えるため「ボールをつかんでゴールラインを越えた

地点にボールを運ぶ」乱闘（ハルパスタム）を奨励したと言う。 

「フットボール」という名称の一番古い記載は 1314 年にロンドン市長が出した「フット

ボール禁止令」においてであろうと言われている。そして、13、4 世紀にはイギリスの各地

域でフットボールが行われていた。それらは「Folk Football」と呼ばれ、「祭のフットボー

ル」や「マス（群集）・フットボール（何百人もが一つのボールを追い回す）」などとして楽

しまれた。この「Folk Football」のプレー形態は様々であり、例えば現存するコンウォール

地方の「ハーリング」は、キッキングに加えハンドリングから構成されている。 

イングランド中部のアッシュボーンでは、イースター（復活祭）に関連して「シュロブタ

イド・フットボール」が今でも行われている。これは、町中の住民が川を隔ててアッパーズ

（北側）とダウナーズ（南側）に分かれ、約 3 マイル離れたゴールをめざして一つのボール

を奪い合いながら運ぶもので、一日がかりで催される。 

 

２．校庭のフットボール 

このような「Folk Football」は時代の流れとともに変化していった。18 世紀中ごろか

ら始まった産業革命とそれに伴う社会構造の変化の影響を受け、荒々しさを持ち合わせた

い無秩序なばか騒ぎのようにさえ思える「Folk Football」は次第にその行き場を失い、す

たれていかざるを得なかった。為政者や支配者階級にしてみれば、何百人も労働者階級の

人々が集まるようなイベントが自分たちへの暴動に発展することに恐れを感じたとしても

不思議ではなく、このことも「Folk Football」の衰退につながっていったと考えられる。 

19 世紀に入るとイギリス各地のパブリックスクールの校庭ではでいろいろなスタイルの

フットボールが行われるようになった。そしてそれらのフットボールは、各校の施設や土地

柄などの影響を受け、独自の変化・発展を遂げていった。例えば、イートン校では壁で囲ま

れた場所で競うフットボール「ウォール・ゲーム」が、ウインチェスター校では両サイドに

ネットフェンスが配置された場所でプレーされる「ウィンキーズ」が考案された。これらの

フットボールは今でもそれぞれの学校でのみプレーされている。一方、ラグビー校には広い

芝生のグラウンドがあったために、転んだり相手を倒したりしてもかまわないルールのフ

ットボールが発展した。このラグビー校式フットボールがその校庭を超えて広まっていく

のである。 

 

３．ラグビーの誕生－ウイリアム・ウエッブ・エリスの伝説 

 ラグビー校の壁に埋め込まれた銘鈑には以下のような文言が刻まれている。 
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『この銘板は 1823 年に当時プレーされていたフットボールの規則をみごとに無視し、初

めてボールを両腕に抱えて走ることで他に類をみないラグビー競技の特徴を創始したウィ

リアム・ウェッブ・エリス（1806―1872）の偉業を後世に伝えるものである』 

 

 表１はウイリアム・ウエッブ・エリスにまつわる年表である。 

 

表 1 エリスにまつわる年表 

1816 年 ラグビー校入学 

1823 年 ルールを無視してボールを持って走る（エリス伝説） 

1825 年 オックスフォード大学入学 

1872 年 聖職者となりフランスで死亡 

1976 年 一人のラグビー校卒業生(1821 年卒)によってエリス伝説が紹介される 

1880 年 再びエリス伝説が語られる 

1895 年 ラグビー校卒業生グループがラグビーの起源について調査開始 

1990 年 エリス少年の銘鈑完成 

 

フットボールの試合中に「ボールを手に持って走る」という当時のルールでは禁じられ

ていたプレーをしたことでラグビーが誕生したというのである。この事件が起きたのは

1823 年と伝えられているが、エリスは 25 年にオックスフォード大学に進み、その後聖職

者となってフランスで死去している。彼がラグビーを創始したという話は、事件のあった

と言われる 50 年以上後の 1876 年、一人の同校の卒業生により語られた。その 4 年後にや

はり同じ人物が同様のことを語っている。ところがこの卒業生が直接その光景を目にした

わけではないのは表１の年表を見れば明らかで、この伝説を否定する声も強い。 

1890 年ごろにラグビーの起源を明らかにしようという機運がラグビー校関係者の間で高

まり、95 年にラグビー校の卒業生グルーによる小委員会が作られ調査を開始した。同校出

身者による調査のためその結果に対する信頼性には疑問が残るが、結局エリス伝説は事実

であるとの報告がなされ、1900 年には彼の功績を称えた銘板が制作され校内の壁に掲げら

れた。このエリス伝説が刻まれた銘鈑には「サッカー」という言葉はない。そこに記されて

いるのは「フットボール」である。 

 

４．ラグビー校式フットボールの伝播 

 すでに述べたように、19 世紀のイギリスのパブリックスクールではそれぞれの学校で独

自のフットボールが考案されプレーされていたが、それらがそれぞれの校庭を超えて広が

ることはなかった。そして唯一の例外がラグビー校で生まれたフットボール、すなわちラ

グビー校式フットボールであり、それがやがて「ラグビーフットボール」に発展していく

のである。ではなぜラグビー校式フットボールがラグビー校というイングランド中部の限

定された地域を超えてイギリス国内に広まっていったのだろうか。そこには 3 つの要因が

あったといわれる。 

(1) トーマス・アーノルドの存在 

 直接的ではないにしろラグビーの普及に多大な影響を及ぼしたと考えられるのが、トー

マス・アーノルドという教育者の存在である。1828 年ラグビー校の校長となったアーノル

ドはラグビー校の教育改革を行い、当時必ずしも人気の高くなかったラグビー校を一流校

に発展させた。改革の根幹となった思想は「筋肉的キリスト教主義」であり、その一端を
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担ったのが校庭での「ゲーム」、とりわけ夏は「クリケット」、冬は「フットボール」であ

った。ラグビー校でアーノルドに薫陶を受けたラグビー校の教師や卒業生はやがて他校や

新設校の校長に就任したり教師になったりし、そこでラグビー校式のフットボールを広め

た。 

(2) 競技規則の成文化 

ラグビー校で 1945 年に 37 条からなる競技規則『Football Rules』が制定された。これ

は縦 7.5～9 ㎝、横 5～6 ㎝程度（印刷の年によって若干大きさが変わったようである）、

表紙を含め 24 ページからなる小冊子ではあったが、この競技規則の制定には二つの大き

な意味がある。第一にこれがあらゆるフットボールの競技規則の中で、世界で最初に成文

化されたものであるということ、そして第二に成文化されたが故にその後ラグビー校式フ

ットボールがラグビー校の校庭を超えて普及するうえで大きな力となったことである。 

 この競技規則は競技の方法を詳述することを意図したものではなく、あくまでもすでに

ラグビー校においてフットボールを行っている生徒に対して、とかく議論になりがちなポ

イントを明確にすることを目的として制定されたものであった。それでも紙に文字で書か

れたということで、外部のものがラグビー校式フットボールを理解するうえで大きな助け

になったことは想像に難くない。1847 年に一人の卒業生が競技規則を 50 冊注文したとい

う記録が残っており、おそらく学校外で配られたのであろう。 

競技規則は毎年改訂されていったが、1862 年に大きな改訂がなされ、それが 71 年にイ

ングランドラグビー協会が設立された際の競技規則につながっていく。 

 (3) ベストセラーとなった『トム・ブラウンの学校生活』 

ラグビー校の卒業生であるトム・ヒューズが著した小説『トム・ブラウンの学校生活』が

人気を博したこともラグビー校式フットボールを広く知らしめるうえで貢献した。 

初版は 1857 年に出版されたが、その年の 10 月 9 日の『The Times』(英国最古の日刊

紙、現在も発行されている)には、‘a book that every English father might well wish to see 

in the hands of his son’「イングランドのすべての父親にとって自分の息子が手にしている

姿を見たい本」と記され、年末までに 11,000 部が売られ、19 世紀の終わりには 50 刷を数

えるほどのベストセラーになった。 

この学園小説物の祖とも評される作品になかで、ヒューズは主人公トム・ブラウンを通し

て 1830 年代のラグビー校での学校生活を描いたが、その第 3 章でラグビー校の校庭で行わ

れるフットボール、そしてトムの活躍ぶりを活写した。これによって必ずしもラグビー校に

縁のない一般読者がラグビー校で行われている独特のフットボールを知ることになった。 

余談ではあるが、近代オリンピックの創始者クーベルタンは『トム・ブラウンの学校生

活』に感銘を受け、1883 年にイギリスに外遊した際にラグビー校を訪ねている。そこでク

ーベルタンはパブリックスクールの教育システムにおけるスポーツの役割の重要性を感得

し、それが近代オリンピックにつながっていくのである。 

 

2007 年に出版された『The Original Rules of Rugby 』には、ここに挙げた 3 つの要素

を「アーノルドの教育改革とヒューズのベストセラーがラグビーというゲームの需要をそ

の発祥地を越えて創出した。しかし、その広がりを可能にしたのは一連の成文化されたルー

ルであった」と巧みに表現している。 

 

５．ラグビーの主要年表－黎明期を中心に 

表２は、エリス伝説から始まり、前述のラグビー校式フットボール伝播に大きな役割を果
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たしたと考えられる三つの出来事を含めた、ラグビーの黎明期からオープン化という名の

プロ化に至るまでの極めて大雑把な年表である。 

 

表２ ラグビー年表 

1823 年 エリス伝説 

1828 年 トーマス・アーノルド校長就任 

1845 年 ラグビー校式フットボールルール成文化 

1857 年 「トム・ブラウンの学校生活」出版 

1863 年 FA 設立 

1871 年 RFU 設立 

1886 年 IRFU 設立 

1895 年 ユニオンとリーグ分裂 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1987 年 ワールドカップ開催 

1995 年 オープン化 

 

Football Association（略称 FA、日本ではイングランドサッカー協会との呼称が定着して

いる）が設立された 8 年後の 1871 年に Rugby Football Union（略称 RFU、日本ではイン

グランドラグビー協会との呼称が定着している）が設立され、86 年には 84 年のイングラン

ド対スコットランドの試合をめぐって発生した競技規則に関する論争を受け、国際試合の

調停機関として International Rugby Football Board（略称 IRFB、国際ラグビーフットボ

ール評議会）が設立された。ちなみに IRFBは 1997年に IRB（International Rugby Board、

国際ラグビー評議会）、さらに 2014 年に WR（World Rugby、ワールドラグビー）と改称

され、現在は世界のラグビーの舵取りをする統括機関となっている。 

日本ではあまり知られていないかもしれないが、1895 年はイングランドラグビー界にと

って、そしてその後のラグビーの発展にとって非常に重要な意味を持つ年であった。当時ラ

グビーが盛んだったイングランド北部のヨークシャー、ランカシャー地方のプレーヤーの

大部分は、ロンドンやロンドン近郊のクラブのプレーヤーとは異なり炭鉱夫や工場労働者

といった労働者階級であった。彼らは 80 年代からラグビーの試合に出場することで失われ

る給与の補償を求めていたが、中流階級からなるイングランドラグビー協会はアマチュア

リズムの観点から 93 年の年次総会でこれを認めない裁定を下した。この決定を不服とした

22 のクラブが 1895 年に北部ラグビー・ユニオンを結成し、これが後にラグビー・リーグと

改められ、13 人制のプロフェッショナル・ラグビーを発展させていくことになるのである。 

北部ラグビー・ユニオンの結成はイングランドラグビー協会にとって大打撃であった。所

属クラブ数をみると、1895 年北部ラグビー・ユニオン結成前が 481 であったのに対し、96

年には 383、1903 年には 244 とほぼ半減した。また、有力プレーヤーが北部ユニオンに流

れたことで、国際試合では苦戦を強いられることになった。クラブ数が回復するのには 1925

年まで待たなくてはならなかった。 

「これまですべての歴史は階級闘争の歴史である」（『共産党宣言』）という言葉があるが、

ラグビーの歴史も中流階級と労働者階級との所有権争いであったともいえる。それがユニ

オンとリーグの分裂から約 90 年後の 1987 年にワールドカップが開催され、100 年後の

1995 年にオープン化という名のプロ化が容認され、ラグビーを巡る階級闘争の歴史は終焉

を迎えた。その後の四半世紀でのラグビーの変容ぶりには目を見張るものがある。 
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なお、ユニオンとリーグの分裂とラグビー校卒業生グループがラグビーの起源について

調査を開始した年が同じなのは大変興味深い。両者の関連性を示唆するような記録や文献

は見当たらないが、何らかのつながりがあったことは考えられなくもないだろう。 

 

６．「サッカー」という言葉の由来 

 サッカーの正式名は、Association Football（日本に伝来した当時には「ア式蹴球」と呼

ばれた）である。フットボール仲間が自分たちで協会（Football Association）を設立し、

そこで興じていたスポーツなのである。そこから学生たち（オックスフォード大学の学生た

ちであろうと言われている）の造語で Association→soc＋er→Socker→Soccer と変化して

いった。1891 年には Socker の記述がみられ、遅くとも 95 年までには Soccer という言葉

が使われ始めていた。 

ちなみに、ラグビーの正式名は Rugby Football（日本に伝来した当時には「ラ式蹴球」

と呼ばれた）であり、Rugger とも言われる。ラグビー関係者を含め実に多くの人が勘違い

しているが、Rugger には「ラグビーをプレーする人」の意味はなく、競技そのものを表す

言葉である。 

 前述の通り、Football Association の成立は 1863 年であり、サッカーという呼称が生ま

れたのはそれより 30 年以上後のことと考えられる。ラグビーという競技の成立を Rugby 

Football Union 設立時と考えるならば、「ラグビーはサッカーから生まれた」という表現が

非常に不適切なものであることが理解されよう。 

ところで「Football」の意味するものは時によりまた場所により異なる。例えばアメリカ

で「Football」と言えば「アメリカンフットボール」を示し、オーストラリアでは地域によ

り「オージーボール」であったり「ラグビー・リーグ」であったりする。最近、日本では「フ

ットボール」を「サッカー」の意味で使用することが徐々に増えてきているように感じる。

先に示したエリス少年の銘板に「Football」という語が見られるが、これを「サッカー」と

読み替えてしまうと「ラグビーはサッカーから生まれた」という誤解が生じることになる。 

                      

７．まとめ 

 仮にエリス伝説が事実だったとしても、その時期には現在「サッカー」と表現される競

技は成立しておらず、当然その言葉も生まれていなかった。ましてエリス少年の偉業を讃

える銘鈑には「サッカー」という文字すらない。したがって、「サッカーの試合中、興奮

したエリス少年が思わずボールを抱えて走り出した」ことでラグビーが誕生したとするの

は明らかに無理がある。つまり、古くからあった民衆のフットボールが 19 世紀になると

校庭のフットボールに引き継がれ、やがて 19 世紀中ごろにラグビーとサッカーに分化

し、それぞれがぞれぞれの発展を遂げていったのである。決してラグビーはサッカーから

生まれたのではない。   

 

（川島 淳夫） 


