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〔特別寄稿〕
第 16 回秩父宮記念スポーツ医・科学賞功労賞を受賞して
小林

寛道

（東京大学名誉教授・静岡産業大学客員教授）

Receiving the 16th Conferment of Prince
Chichibu Memorial Sports Medicine and Science Prize with
Distinguished Service Medal
Kando KOBAYASHI
「故秩父宮殿下は、生涯を通じてスポーツに関

はじめに
平成 25 年 12 月に、公益財団法人日本体育協会

心をお寄せになり、スポーツの宮様として親しま

の方から、2013 年度の第 16 回秩父宮記念スポー

れました。また、故秩父宮妃殿下におかれても、

ツ医・科学賞功労者の候補者として、私が推挙さ

スポーツ界に対するご理解が深く、数多くの宮杯

れている旨が知らされた。私にとって思ってもみ

をスポーツ団体へ御下賜くださいました。日本体

ないことであったが、この年に 70 歳の年齢に達

育協会では、故秩父宮妃殿下からの御遺贈金をも

したことから、いろいろと考えてくださっている

とに基金を設立し、スポーツの向上と振興には欠

方々が多くいらっしゃることに改めて気づき、感

くことができないスポーツ医・科学の分野を対象

謝の気持ちを深くするに至った。そして、年齢を

に、我が国スポーツ界の更なる発展を期するた

主たる理由に公職の多くを辞退し、私ができる範

め、「秩父宮スポーツ医・科学賞」を創設し、平

囲のことでこれからの社会とのかかわりを考える

成９年度より表彰式を実施しています。

良い機会を与えていただいた。まだまだやらなけ

本賞には、功労賞と奨励賞を設け、次の要件を

ればならないことは山積しているが、受賞を機

満たす方（グループ）の中から受賞者が選考され

に、特別寄稿の形で、秩父宮記念スポーツ医・科

ます。

学賞の意味を紹介してみたいと思う。

〈功労賞〉多年にわたりスポーツ医・科学分野
において、その向上発展に貢献し、我が国のス

１．秩父宮記念スポ―ツ医・科学賞について

ポーツ界の振興に特に功績顕著な者。

公益財団法人日本体育協会のホームページに

〈奨励賞〉スポーツ医・科学についてよく研究

は、叙勲、褒章、顕彰の項目があり、細目として

し、その研究成果が十分にスポーツの現場に活か

秩父宮記念スポーツ医・科学賞が掲げられてい

され、我が国スポーツの普及発展および競技力の

る（日本体育協会、2014a）。そこには、次のよう

向上に顕著な実績をあげた者又はグループ。」

な説明がなされている（以下「

」内はインター

ネットから引用）
。
Emeritus Professor, The University of Tokyo; Visiting Professor, Shizuoka Sangyo University
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氏（福島大学教授）を中心とした「総合型地域ス

受賞者

ポーツクラブ育成支援に関する実践的研究グルー

歴代の功労賞受賞者は、次の方々である（敬称

プ」の方々に対し、張富士夫（公益財団法人）日

略）
。

本体育協会会長から表彰状と秩父宮家家紋入りの

第 1 回（1998）黒田善雄（東京大学名誉教授）、

クリスタルが、また、久保博読売新聞東京本社常

第 2 回（1999）高澤晴夫（横浜市スポーツ医科

務取締役事業局長から盾が手渡された（写真１）。

学センター長）
、第 3 回（2000）石河利寛（順天

功労者には、副賞として金 100 万円、読売新聞社

堂大学名誉教授）、松井秀治（（財）スポーツ医・

から 50 万円が贈呈された。表彰式後は、受賞者

科学研究所名誉所長）、第 4 回（2001）小野三嗣

による記念講演が行われ、記念講演後に受賞祝賀

（東京学芸大学名誉教授）、第 5 回（2002）粂野

会が高輪プリンスホテルで行われた（写真 2 ）。

豊（ 筑 波 大 学 名 誉 教 授 ）、 第 6 回（2003） 山 川
純（日本女子体育大学名誉教授）、第 7 回（2004）
浅見俊雄（国立スポーツ科学センター長）、第 8

３．第 16 回秩父宮記念スポーツ医・科学賞功労
賞の受賞理由

回（2005）中嶋寛之（日本体育大学教授）、第 9

受賞者の小林寛道の功績について、日本体育協

回（2006）村山正博（聖マリアンナ医科大学名誉

会から公表された内容は次のようになっている

教授）
、第 10 回（2007）加賀谷淳子（日本女子体
育大学客員教授）
、第 11 回（2008）宮下充正（東
京大学名誉教授）、第 12 回（2009）青木純一郎

（以下「

」内はインターネットから引用）（日本

体育協会、2014b）。
︿功績〉

（順天堂大学名誉教授）、第 13 回（2010）福永哲

「小林寛道氏は、昭和 45 年、東京大学大学院

夫（鹿屋体育大学学長）、第 14 回（2011）佐伯年

教育学研究科修士課程を修了後、名古屋大学に着

詩雄（筑波大学名誉教授）、第 15 回（2012）猪俣

任し、昭和 52 年に教育学博士の学位を取得、昭

公宏（中京大学教授）
、第 16 回（2013）小林寛道

和 61 年までの同大学在籍期間中に日本人の有酸

（東京大学名誉教授）
。

素パワーの特性をあきらかにするという壮大な研
究に取り組んだ。当時、有酸素パワーの測定には

第 16 回秩父宮記念スポーツ医・科学賞の表彰式

今日とは比較にならない労力を要したが、幼児、

および受賞祝賀会が、平成 26 年 3 月 26 日（水）
、

青少年、成人、高齢者と数多くの被験者を対象に

東京都港区のグランドプリンスホテル新高輪で行

一人一人を縦断的に追跡測定するという粘り強い

われた。

努力の積み重ねでもあった。得られたデータに基

表彰式では、功労賞を受賞した小林寛道（東京

づき、発育特性を身長発育ピーク年齢（PHV）か

大学名誉教授）
、および奨励賞を受賞した黒須充

ら捉えることによって、思春期における有酸素パ

写真１

写真２
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ワー発達の様相を鮮やかに提示し、その成果は世

展開し、確かな成果を上げていった。そして、こ

界的に高い評価を受けることになった。今日にお

の活動も浅利純子選手の平成 5 年第 4 回世界陸上

いても、本研究は有酸素パワーの発達を論ずる上

競技選手権大会における日本女子初の金メダルと

で欠かせないスタンダードとして広く知られてい

いう輝かしい結果に結びつくこととなった。

る（Journal of Applied Physiology、1978 年）。

さらに、先の第 3 回大会では、国内のバイオメ

さらに昭和 55 年からは、幼児（ 3 歳）を対象

カニクス研究者を結集して一大プロジェクトを編

に、中学 3 年までの成長過程について体力・運動

成し、カール・ルイス選手を始めとする世界の

能力を毎年追跡調査し、延べ 1 万例の測定結果に

トップアスリートの映像の詳細な分析を行い、そ

基づいて幼児期の運動効果を検証した。幼児期に

の成果を世界に向けて発信した。それは、我が国

おける運動経験が思春期以降の発達に大きな影響

の研究水準の高さを世界に誇る契機ともなり、ま

をもたらすという画期的な結果が、実証的に示さ

た第 1 回秩父宮記念スポーツ医・科学賞奨励賞の

れたのである。子どもの体力低下や不活動が問題

栄誉に輝くことにもなった。

視される今日にあって、改めて本研究成果の意義

この他、さまざまな科学サポート活動が時宜に

が注目されてもいる（「幼児の発達運動学」、1990

かなって実践され、その後のオリンピック競技大

年、ミネルヴァ書房）。

会や世界選手権大会での日本陸上競技界の躍進に

昭和 61 年、東京大学教養学部助教授として赴

繋がっていった。ただし、同氏のこうしたトップ

任後は、研究活動の拠点も東京に移すと、早速、

アスリートを対象とした研究活動も、競技成績の

日本陸上競技連盟からの要請を受け、同連盟科学

達成をもって終結するものではない。活動で得ら

委員会委員としての活動を開始した。さらに平成

れた成果を国民に広く還元しようと努力を惜しま

元年には同連盟科学部長に就任し、精力的な活動

ないところにこそ、同氏の研究者としての真価が

を展開した。同氏の研究活動は常に、実践的であ

あったであろう。

り同時に先駆的で斬新なものであった。
例を挙げると、平成 3 年の第 3 回世界陸上競技

例えば、高地トレーニングの科学サポートある
いは常圧低酸素トレーニングの研究から得られた

選手権大会が猛暑の東京で開催されることが決定

知見をもとに、平成 10 年には東京大学駒場キャ

すると同時に、直ちにマラソン選手への暑さ対策

ンパス内に、全長 35m の屋外式「低酸素環境走

サポート活動を敢行した。夏季に開催される北海

路（実験用テント）」を設営し、常圧低酸素環境

道マラソンにおいて、選手の体温、発汗量、飲水

（標高 3,500m 相当）でのトレーニング研究を開

量など種々の測定を積み重ね、それらの科学的

始し、幅広く高地トレーニングの普及に努めてい

データに基づいてさまざまな対策を提言した。そ

る。この活動は、後に、国立スポーツ科学セン

の成果は見事に結実し、同大会での谷口浩美選手

ターでの低酸素環境トレーニング研究へと繋がっ

による世界陸上競技選手権大会日本男子初の金メ

ていった。

ダル獲得という快挙に結びついた。ゴール直後の

また、カール・ルイス選手をはじめとする世界

インタビューにおいて谷口選手は、この科学サ

一流スプリンターの「動き」を分析した結果から

ポートへの感謝の言葉を忘れなかったことから、

は、脚全体を素早く動作させるためには、脚筋

科学と現場の結びつきの強さを伺い知ることがで

ばかりでなく、身体深部に存在する「体幹深部

きた。

筋・インナーマッスル」の有効活用が必要である

また、今日では常識になっている高地トレーニ

ことに着目し、「スプリント・トレーニングマシ

ングを積極的に推奨し、先駆的にそのサポート活

ン」を開発した。これも、万人に向けての「走る

動に取り組んだ。トレーニング拠点は、海外では

技術」の向上や「歩行能力」の改善をねらった取

中国昆明、アメリカ・ボルダーなど、国内では、

り組みに繋がっている。そこから、高齢者、低体

岐阜・飛騨御嶽をはじめ多彩であったが、それぞ

力者にも合理的で効果的な身体の使い方を身に付

れの拠点の特性に合わせた自在なサポート活動を

けることは可能であるとして、そのための装置で
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ある「認知動作型トレーニングマシン」を開発

してきた。併せて、平成 11 年からは、国内に高

し、その普及に努めている。現在は、低体力高齢

地トレーニング場を開発する構想にも着手し、岐

者や知的障害者を対象とした「動作の質 QOM:

阜県飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア（標高

Quality of Motion」の改善や新しい健康増進の方

1,350m～2,200m）の発展にも努め、平成 21 年か

法を開発し実践中である。

らは、文部科学省指定の高地トレーニング拠点と

こうした活動が地域社会と密接に関連して進

して、一層の充実を図っている。

められている点も特筆される。「十坪ジムネット

以上、同氏の学術的功績及び社会的業績、そし

ワーク構想」である。わずかなスペースを利用し

て教育者としての業績は、我が国スポーツ医・科

小規模トレーニング施設を地域内に数多く設置

学の発展に多大な功績を残した。まことに、本賞

し、同氏が開発したマシーンを設置する。いつで

功労賞にふさわしいものといえる。」

も、誰でも、自分のペースで健康づくりが実践で
きるというコンセプトである。また、お互いに
気心の知れたシニアがシニアを指導するという

４．その他のスポーツ医・科学とのかかわり
受賞理由にはあげられていないその他の活動内

システムを構築し、高齢化社会における地域の

容にも触れてみる。

活性化と連携強化を目指している。平成 25 年度

１）栄養サポートについて

で 7 年目を迎えた現在、千葉県柏市内に 8 箇所設

1990 年から開始した「日本陸連高地トレーニ

置され、高齢者を主対象とする十坪ジム会員は、

ング合宿」において、徹底した食事管理を実施し

計 1,700 名となっている（１か月延べ参加人数は

た。当初栄養サポートについて「贅沢だ」との批

6,800 人、年間 8 万人：NPO 法人東大スポーツ健

判もあったが、これを陸連科学部（当時）委員の

康マネジメント研究会が運営）。このような活動

自己負担で実施するうちに、陸連の理解を得られ

に示されるように同氏の研究と実践は、今なおと

るようになった。1962 年バルセロナオリンピッ

どまるところを知らない。

クでは、陸上競技出場全選手をイギリスのヒース

さらに、同氏の学会活動あるいは社会活動への
幅広い貢献も忘れてはならない。

ロー空港近隣の静かな環境にあるホテルを借り
切って試合前の心身のコンディション調整をする

同氏は、日本体育学会会長、日本発育発達学会

とともに、試合前の 4 日間の食事提供を行い、そ

会長などの要職を務め、さらには、文部科学省

の後の栄養サポートのひな形となった。これらの

「幼児期運動指針」（平成 24 年）の策定委員会座

栄養サポートを実行するなかで、選手の疲労回復

長、青少年の体力向上に関する調査研究プロジェ

や障害予防、コンディション調整に、多々問題点

クト座長など、わが国におけるスポーツ施策にお

が存在ことを痛感すると共に、当時、浮上してき

ける重責を担ってきた。また、日本体育協会、日

たドーピングに選手が頼ることを回避する意図を

本オリンピック委員会の科学研究プロジェクトに

もって、正しいスポーツ栄養学の発展や新しい栄

参画して多岐にわたる研究活動に携わってきた。

養補助食品の開発の必要性を強く感じた。味の素

また、平成 15～18 年には日本体育協会スポーツ

株式会社の協力を得て、必須アミノ酸を主成分と

医・科学専門委員会委員を務め、さらには日本体

する 16 種類配合の複合アミノ酸補助食品の開発

育協会公認スポーツ指導者養成講習会講師及びテ

（特許取得）を手掛けた。味の素株式会社は、こ

キスト編集委員会委員を務めている。また、同氏

のアミノ酸含有補助食品の製品化（アミノバイタ

ならではのユニークな学会活動として、平成 10

ルプロ）を図るとともに、これを契機としてそれ

年に高所トレーニング環境システム研究会を設

まで全く無縁であったスポーツ界にアミノ酸市場

立した。16 年間にわたり高所トレーニング国際

を拡大し、栄養サポート活動に大きく貢献すると

シンポジウムを毎年開催し、高地トレーニングに

ともに、今日では、スポーツ界全体に対する財政

関する諸外国の著名な研究者及び指導者を招聘

的スポンサーとしても大きな存在となっている

し、高地トレーニングに関する研究の発展に尽力

（味の素ナショナルトレーニングセンターなど）。
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２）主な職歴・社会的活動

・走る科学（大修館書店 1990）

1989～2003 年：
（財）日本陸上競技連盟（科学部

・発育・成熟・運動（監訳

長 1989～91、科学委員長 1991～99、医科学委
員長 1999～2001、科学委員長 2001～2003）。
2000～2012 年：文部科学省関係委員：文部科学
省中央教育審議会部会委員、学習指導要領作成

大修館書店 1991）

・世界一流陸上競技者の技術（監修

ベースボー

ルマガジン社 1994）
・アジア一流陸上競技者の技術（監修

日本陸上

競技連盟 1997）

協力者、青少年の体力向上に関する委員会（座

・新・知の技法（分担執筆 東京大学出版会 1998）

長）
、体力向上の基礎を培うための幼児期にお

・スピードトレーニング（監訳 大修館書店 1999）

ける実践活動の在り方に関する調査研究（座

・21 世紀と体育・スポーツ科学の発展・日本体

長）、幼児の運動指針策定に関するプロジェク

育学会第 50 回大会記念大会誌（日本体育学会

ト（座長：現在）
、など

第 50 回大会特別委員会

2004～2009 年：
（財）しずおか健康長寿財団

副

理事長

杏林書

院 2000）
・スポーツ認知動作学の挑戦 1。ランニングパ

2001～2004 年：国立スポーツ科学センター運営
委員会委員、業績評価委員会委員
2001～2010 年：独立行政法人スポーツ振興セン
ター

編集委員長

スポーツ振興投票事業助成審査委員会委

員（副委員長 07～10 年）
2009～2012 年：独立行政法人スポーツ振興セン
ター評価委員会委員長
2009～2012 年：文部科学省独立行政法人評価委
員会委員

フォーマンスを高めるスポーツ動作の創造（杏
林書院 2001）
・運動神経の科学―誰でも足は速くなる―（講談
社現代新書 2004）
・Daiyoukin（大腰筋）の歌体操（杏林書院 2006）
・若返りウォーキング（宝島新書 2007）
・スポーツ認知動作学の挑戦 2。健康寿命を延ば
す認知動作型 QOM トレーニング（杏林書院
2013）

2009～2012 年：国立大学法人鹿屋体育大学経営
協議会・学長選考委員会委員

文献
日本体育協会（2014a）秩父宮記念スポーツ医・科

３）主な著書
・日本人のエアロビックパワー（杏林書院 1982）
・高齢者の運動と体力（朝倉書店 1985）
・メキシコの子どもの体力と生活環境（名古屋大
学出版会 1985）
・幼児の発達運動学（ミネルヴァ書房 1990）

学賞． http://www.japan-sports.or.jp/medal/tabid/563/
Default.aspx，（参照日 2014 年 10 月 17 日）.
日 本 体 育 協 会（2014b）http://www.japan-sports.
or.jp/Portals/ 0 /data/somu/doc/ 16 chichibunomiya
（kouroushou）.pdf，（参照日 2014 年 10 月 17 日）
.

