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度のオリンピックを見てきた長寿番組︒

企画のラジオ番組

ラジオで感じるスポーツの躍動感

﹂は︑

年 月から始まった
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アスリートの魅力とは⁝

!?

蒲田さんが肌身で感じてきたオリンピック︑そして

案内役の蒲田健さんだ︒

意外な本音や感動の秘話を届けてきたのは︑

アスリートの素顔を引き出し︑

﹁
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﹇番組の案内役として﹈

月曜から金曜まで毎朝︑ラジオから
聴こえてくるフレーズがある︒
﹁マイオリンピック！ さまざまなスポ
ーツを舞台に選手たちのリアルな鼓動
をお届けするマイオリンピック︒蒲田健
です﹂
年以上︑この元気な声で︑スポー
ツの魅力を日本に伝えている︒
◆
◆
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それは蒲田さんの好みですか？
̶̶
蒲田 もちろん僕の好みもありますが
︵笑︶
︒例えば荒川さんが最初に出演し

何 度 も 出 演 し ている 方 はい らっ
̶̶
しゃいますか？
蒲田 過去最多は荒川静香さんだと思
います︒僕の記憶が正しければ５回出
演しています︒それから上村愛子さん
には４回出ていただきました︒

最多出演の荒川さん
初回は緊張の面持ち

年間で８００人以上のゲストをお迎え
してきました︒今 後も︑メダリストに
限らずさまざまなアスリートにお越しい
ただき︑お話を伺っていきたいですね︒

たのはまだ早 稲田 大 学の学 生の時で︑
長野冬季オリンピックに出場したオリ
ンピアンだけれど世界チャンピオンにも
なっていない頃でした︒その次は世界
チャンピオンになる直前に四谷の談話
室のような場所でインタビューしまし
た︒現場に自転車に乗ってきてくれた
庶民的な荒川静香の時代ですね︵笑︶
︒
そして︑２００４年に世界チャンピオン
になった後と︑トリノで金メダルを獲っ
た後︒最近では今年です︒バンクーバー
冬季オリンピック直前の特番に出てい

が真っ青な顔で︑
﹁いま聞いた話が消えてしまった︒どう

すね︒金メダルを獲った後にジャパンハ
ウスでの祝勝会でインタビューをしたの
ですが︑インタビュー後にディレクター

特に印象に残っている選手は誰で
̶̶
すか？
蒲田 ２０００年のシドニーオリンピッ
クの際は現地取材のチャンスをいただ
きました︒柔道が盛り上がった大会で︑
特に印象的だったのは井上康生さんで

金メダル直後の録音を消去
井上康生選手に平謝り

ただきました︒
これまで何人のトップアスリートに
̶̶
お話を聞いたのでしょうか？
５回の間に荒川さんは変わりまし
̶̶
蒲田健さん︵以下︑ たか？
蒲田︶ほとんどの
蒲田 むちゃく ちゃ変 わりましたね︒
メダリストの方に
最初の時はアスリートとしてほとんど
は出演していただ
初めてのインタビューで︑
いたといって も 過 ﹁これで私もアスリートとして世に出て
言ではないでしょ
いくんだ﹂
う︒１９９９ 年に
という緊張した面持ちで臨んだとい
番組がスタートして︑１週間に１人︑オ
うような話をこの間話してくれました︒
リンピック期間中には特別企画で多数
今はもう何を聞いても求める以上の完
出演していただくこともあるので︑
璧な答えを出してくれます︒もともと
頭の良い方ですが︑そこに風格が加わ
りました︒
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（上）蒲田さんが最初に観たモン
トリオールのヒロインといえば、
ナディア・コマネチ選手（ルーマ
ニア）
。オリンピックの舞台で体
操史上初の 10 点満点を記録し
た（２段目右）シドニーの柔道金
メダリスト井上康生選手は、ハー
トも金メダル級（２段目左）馬術
は蒲田さんが生で観戦し感動し
た競技だ（３段目）ボート出身の
蒲田さんは、日本のボート勢を応
援している（下）第１回放送のゲ
ストは伊藤みどりさんだった

p h o to b y A F LO / J O C

﹁饒舌じゃなくても︑
ポロっと出る
違う次元の言葉が
面白い﹂

驚きました︒生きている動物と共に競

さ固めをやられてもおかしくない状況
なのにねえ︵笑︶
︒真の世界一というの
はすごい人物だと思いました︒
現地に行って観戦すると︑臨場感
̶̶
あふれる感動も多かったのではないで
しょうか？
蒲田 そうなんです︒馬術はシドニー
オリンピックの時に初めて生で観戦して
技に出るという︑
過酷さや躍動感︑
パワー
を感じました︒
﹁マイオリンピック﹂の案内役に
̶̶
起用されたきっかけを教えてください︒
蒲田 １９９９年からこの仕事を始め

と打診があって︑本当に棚ぼたです
よね︒だからスポーツについて話す僕の
初仕事が︑この番組だったんです︒

記念すべき第１回のゲストはどな
̶̶
ただったんですか？
蒲田 伊藤みどりさんです︒もう現役
ではありませんでしたが︑オーラがあり
ました︒体は小さい方ですけど︑印象
はとても強かったです︒

トップアスリートの共通点
周囲に感謝できる人

インタビューの面白さはどこにあり
̶̶
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て︑たまたまマネージャーと一緒に営業
しよう！﹂
に行った時に︑番組の担当者と会う機
って言い出したんです︒
会 がありました︒
﹁マイオリンピック﹂
﹁どうしようったって︑いまのは井上康
は４月から始まることになっていたんで
生だぞ！﹂
すが︑そのことを知らずに
って言ったんですけれど︑仕方ないか
らもう一回会いに行き﹁申し訳ございま ﹁ 僕は学 生の時にボートをやっていて︑
ソウルオリンピックの予選には出た﹂
せん﹂と土下座をしたら︑
という話をしました︒それから
﹁そんなことしないでください︒もう一
﹁オリンピックには大きな憧れがあった﹂
回最初からやりますから﹂
という話もしました︒駆け出しの時
と言ってくれたんです︒まだ私も駆
だったので他に話すこともなかったです
け出しの頃だったのでアドリブを効かせ
からね︒そうしたら後日︑
られなくて︑最初から同じ質問をした
﹃マイオリンピック﹄という番組がある
んですよ︵笑︶
︒それでも嫌な顔をせず︑ ﹁
から︑案内役をやらないか﹂
初めてのように答えてくれました︒け

TOKYO FM をはじめ、JAPAN FM
NETWORK 加盟の FM ラジオ全
局の協力を得て 1999 年からス
タート。
放送時間は毎週月〜金の
AM6:55 〜 AM7:00（一部放送局
で PM11:55 〜 AM0:00 に再放送）

﹁一流のアスリートはみな良い人︒
それがトップに登るための
共通項なのでしょう﹂

期待の若手のひとりから、ついにはト
リノで頂点に登り詰めた荒川静香さ
ん。
「マイオリンピック」は、その成
長の過程を追いかけ続けてきた。こ
れは長寿番組だからこそできることだ
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低音の響く声が魅力的ですが︑ご
̶̶
自身ではどう思われますか？
蒲田 声変わりしていないので小学生
からこの声です︵笑︶
︒人前で話すとみ
んなギョッとするので嫌でした︒早生ま
れで体が小さかったのにこの声でしたか
らね︒家でセールスの電話に出ると
﹁奥さまいらっしゃいますか？﹂
って聞かれ︑まだ小学生なのにと思っ
ていました︒ 歳になるまでは人前で

って頼み︑そこから 年以上日本一を
ますか？
続けているんですよ︵笑︶
︒ 世紀でも
蒲田 一流の方が一流である次元が垣間
そういう人間がいるなんて︑ある意味
見えた時に︑それを引き出す面白さが
ファンタジーだと思います︒体もそれほ
ありますね︒饒舌じゃなくても︑ポロッ
ど大きくなくて︑僕と同じくらい︒番
と出る違う次元の言葉に︑素晴らしい
組にも３回ほど出演してもらいました︒
魅力を感じます︒そのためには︑イン
タビューする側がどのくらい予備知識
を持っていくかということと︑それを出
﹇オリンピックファンとして﹈
すタイミングが大事で︑肝心な時に﹁実
はあのときってこうでしたよね？﹂って
続いて︑自他共に認めるオリンピック
切り出すと﹁そうそう﹂と続く呼び水
オタクである蒲田さんの経歴と︑蒲田
になります︒
さんご自身のマイオリンピックについて
トップアスリートの共通点はあり
̶̶
伺った︒
ますか？
◆
◆
蒲田 みんな良い人です︒これは冗談
ではなくて︑完璧な共通項だと思いま
す︒最初はたまたまだと思っていたんで
すが︑ある時から﹁これは必然なんじゃ
ないか﹂と思い始めました︒そうでなけ
ればトップ・オブ・ザ・トップには登り
詰められません︒才能だけだったら︑県
大会優勝くらいはできるかもしれませ
んが︑目をつぶったまま全速力で ㎞な
んて走れないじゃないですか︒ ｍくら
いだったら行けるかも知れませんが︑た
ぶんその違いだと思います︒だから必然
的にみんな良い人なんですよ︒色んな
人のお蔭ということが分かっていて︑周
囲に感謝できる選手が︑そこまで登り
詰めていると感じますね︒
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声を発するのが嫌でしたね︒

オリンピック記録オタク
記憶の糸が太くなる仕事

蒲田さんにとってのオリンピックと
̶̶
は何ですか？
蒲田 もともとは憧れというか︑見る
のがものすごく好きだったんです︒最
初に記 憶に残っているオリンピックは
１９７６年のモントリオールなんです

が︑コマネチ選手が出て︑体操ニッポン

が元気な時で︑僕は 歳でした︒それ
から大会 ごとに観るようになり︑僕は
記録オタクだったりもするので︑資料

を買い集めたりもしましたね︒だから

10

次のロンドンオリンピックで注目し
̶̶
ている競技や選手は？
蒲田 僕はボート出身ですから︑やは
りボートです︒武田大作選手は本当に
面白くて愛媛の山奥から海まで出てき
て︑汽船を相手に練習しているんです︒
個人的な指導者がいないので︑全日本
選手権の時に地元産のオレンジジュース
を何本か持って行き︑指導者の人に
﹁ジュースを差し上げますので︑僕の漕
ぎを見てくれませんか？﹂

20
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蒲田さんは閉会式マニアを自称して
いる。毎回、閉会式には選手達が交
流し写真を撮り合う姿や、ゲストの
ミュージシャンによる演奏を観るのが
楽しみなのだとか。ちなみに、バン
クーバーの閉会式にはニッケルバッ
ク、ニール・ヤング、アヴリル・ラヴィー
ンらが登場した

Ken Gamada

蒲田 健

僕の中では４年ごとに大会についての整
理ができているんです︒
今の仕事は天職ですね？
̶̶
蒲田 オリンピックオタクがオリンピッ
クの番組を持ち︑オリンピアンをインタ
ビューしているのですから最高です︒と
てもラッキーだったと思います︒仕事を
通してオリンピックの深いところまで知
ることもできるし︑必然的に魅力は増
しますよね︒記憶の糸がどんどん太く
なる感覚です︒

シドニーでは閉会式を会場でご覧
̶̶
になったそうですね
蒲田 生で見 たら︑もう 号 泣ですね︒
ライブ感もありますし︑いろんな音や
匂いの臨場感が全然違いました︒閉会
式は生で見るものだと思いました︒
２０１２年のロンドンの閉会式に
̶̶
はどんな期待を？
蒲田 僕はロック好きなので︑どんな
ミュージシャンが出てくるのか楽しみに
しています︒バンクーバーの時も素晴ら
しかったので︑ロックの本場であるロン
ドンだったら誰が出るだろう？ とい
う期待が高まります︒北京の閉会式に︑
レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジ

が出てきたほどですからね︒

テレビ観戦に大興奮
翌週にはスケート場へ

バンクーバーはご家族とテレビ観
̶̶
戦をしましたか？

蒲田 僕には長女 歳︑次女７歳︑長
男４歳︑次男１歳と４人の子どもがい
ます︒子どもにはあまりテレビを観せ
ていないのですが︑バンクーバーの時は

スポーツを通してお子さんに伝え
̶̶
たいことは何ですか？
蒲田 上の２人は︑今︑クラシックバ
レエを習っていますが︑プロになるとい
うことではなくて︑スポーツって語源か
らして﹁ 楽しみ﹂なので︑そこは大切
にしてほしいと思います︒一方で︑もち
ろん世界のトップになったり︑それを仕
事にしたりする人もいる訳です︒バン
クーバーがそんな世界の最高の舞台で
あることを紹介してあげられる良い機
会だったので︑毎日︑テレビの前で正座
して観ていましたね︒
蒲田さんのお子さんたちは︑確実
̶̶
にオリンピックオタクを受け継ぎます
ね︒
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蒲田 そうでしょうね︵笑︶
︒今から楽
しみです︒
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毎日夜７時 分からのハイライト番組
﹁あんなに自由でいいんだ﹂
を観ました︒もう家族で大興奮︒妻の実
閉会式に感動
家が山形なので長女はスキーをするこ
ともあり︑画面に食らいつくようにして
閉会式オタクでもあるそうですね︒ ﹁絶対スキークロスの選手になる﹂
̶̶
蒲田 最初に観たモントリオールで最
と言っていました︒次女はフィギュア
も心を打たれたのは閉会式のシーンな
スケートにはまったので先日︑横浜のス
んです︒みんな一緒に入場してきて︑ど
ケートリンクへ一緒に行ってきました︒
の国の選手もみんなが友達という感じ
同じような親子がたくさん滑りに来て
で一緒に写真を撮ったりして︑あんなに
いて大混雑でしたけれど︵笑︶
︒生まれ
自由でいいんだということに感動しまし
て初めてのスケートは︑なかなか楽しそ
た︒選手自身がその場にいることが楽
うでしたよ︒
しくてしょうがないんだということも︑
子どもながらに感じることができたん
です︒

1966 年 3月19日生まれ。東京
都出身。大学時代はボートの
選手として活躍した。1999 年
から「MY OLYMPIC」の案内
役を務め、2000 年にはシド
ニーオリンピック現地レポー
トを担当。J リーグのジェフユ
ナイテッド市原・千葉のスタ
ジアム DJ をはじめ、テレビ、
ラジオなど多方面で活躍中

The LEGEND
inspired
the next generation
through his acts

伝説のスイマーであり、
積極的な外交家であり、
人生を諭してくれる好々爺。
古橋廣之進さんが私たちに残してくれた
ものは数知れない。

2009 年８月に逝去されるまでの間、
古橋さんが示し続けた
日本のオリンピズムとは何か？
そこで交流の深かった
産経新聞社の金子昌世記者と、
日本水泳連盟の上野広治常務理事に
古橋さんから受け継いだものについて、
お話いただいた。

Hironoshin Furuhashi

（September 16, 1928 - August 2, 2009）

1928 年 9 月 16 日生まれ。静岡県浜名郡雄踏町（現・
浜松市西区）出身。日本大学法文学部（現・法学部）
政治経済学科卒業。 第二次世界大戦終了後、立て
続けに世界記録を更新し「フジヤマのトビウオ」の
異名で国民的ヒーローとなる。 現役引退後は会社員
を経て、日本大学の教授や日本水泳連盟会長、日本
オリンピック委員会会長を歴任。 2009 年、世界水
泳選手権開催中のイタリア・ローマにて逝去。
若き日の古橋さん。その精悍さと向上心は晩年まで変わらなかった

photo by AFLO
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これぞ フジヤマのトビウオ の泳ぎ。その活躍は戦後の日本を元気づけた

産経新聞運動部記者◉
金子昌世

いつものように古橋さんを誘い出し︑
東京・大塚の居酒屋に陣取ったとき

ただその一端に触れる機会もあった︒

古橋さんから話を聞くことが楽し
くて仕方がなかった︒記者クラブ︵岸
記念体育会館︶の仲間３人ほどで勝
手に﹁古橋会﹂を結成し︑機会があ
れば古橋さんを飲みに誘い︑昔話を
聞いた︒１９９８年の夏︑ＪＯＣを担
当するようになって以降︑そうした
関係は 年以上続いた︒驚くほどの
記憶力で︑体験に裏打ちされた言葉
で紡がれる世界は︑戦争も東京オリ
ンピックも知らない世代には新鮮で︑
そして示唆に富んでいた︒
﹁フジヤマのトビウオ﹂
あまりにも有 名なニックネームこ
そ知ってはいたが︑戦後の日本を勇気
づけた実際の活躍は知るよしもない︒

Message from Mr. Furuhashi
橋さんに気づいた︒すると次から次へ

だった︒店にいた年配者の一人が︑古

拾に当たったことなど︑語ってくれた
と︑古橋さんのもとに店にいたお客さ
話は︑自身の体験を通したまさに生
んが集まってきた︒
の戦後史だった︒
﹁あの古橋さんですよね︒どうか名刺
を交換させてください﹂
幻のロンドンオリンピック
隣席に座る若造の私に対しては︑
﹁どんなにすごかったか知らないだろ︒
次の２０１２年ロンドンオリンピッ
一緒に飲めるなんて幸せなんだぞ﹂
クは︑戦後初の１９４８年以来 年
やっかみ半分でからかわれたことを
ぶりのロンドン開催となる︒２００５
覚えている︒
年７月にロンドン開催が決定した際︑
あの世 代にとって︑まさに﹁ヒー
改めて当時の話を聞かせてもらった︒
ロー﹂だった︒そんな雲の上のヒーロー
ロンドンは︑古橋さんに少なからざる
は︑若 者に優しかった︒古 橋さんが
因縁があったからだ︒１９４８年当時
日大の教授時代︑昼過ぎにプールに
は戦勝国の英国でさえ︑食料の配給
併設された準備室に顔を出すと︑水
制が続いていたという︒それでも過去
泳の授業を手伝っているライフセービ
最多の カ国・地域が参加し︑スポー
ング部の学生たちが古橋さんの昼食
ツの祭典の復興を祝したが︑その舞
を作っていた︒といっても仕方なしに
台に敗戦国の日本とドイツの姿はな
ではない︒古橋さんに接したくてたま
かった︒このとき競技者としてピーク
らないといった雰囲気だった︒飲み会
だったのが古橋さんだった︒さぞや無
の席には︑そんな学生たちを連れて
念だったろうと思うのだが︑最初から
きた︒
﹁いろいろ聞いて社 会 勉 強をしなさ
出場はあきらめていたという︒
い﹂
それでも
古橋さんから聞く話は宝の山だっ ﹁タイムがどんどん縮まっていくこと
た︒学 生たちでなく︑こちらの方が
が楽しくてとにかく練習していたよ﹂
勉強をさせてもらった︒東京から兵
まさしく絶頂期を迎えていた︒
庫県の宝塚まで先輩と何本も電車を ﹁われわれは﹃プリンス・オブ・ウェー
乗り継ぎ︑１週間かけてたどり着い
ルズ﹄を忘れない﹂
たという１９４６年の第１回国民体
古橋さんはロンドンオリンピック開
育大会のこと︒１９４９年のアメリカ
催の１カ月ほど前に︑こう記された
遠征の前に︑当時は政府要人ですら
電報が届いたことを聞かされたとい
対面がままならなかった連合国軍総
う︒第二次大戦初期︑日本軍がマレー
司令官のマッカーサー元帥に直接︑﹁行
沖で撃沈した英国戦艦の名前を記し
くからには負けるな︒堂々と戦ってこ
た電報︒ロンドンオリンピック参加の
い﹂と励まされたこと︒この遠征で﹁フ
道が断たれた瞬間だった︒
ジヤマのトビウオ﹂のニックネームを
その前年の８月には︑神宮プールで

ん自身が４００ｍ 自由形で４分

世界記録が誕生していた︒日本選手
権で︑当時日大の学生だった古橋さ

秒

東京オリンピックの経験︑１９７２年

生むことになる︒さらに日本選手団
団長秘書として携わった１９６４年の

４という世界 新をマーク︒日本水泳
連盟が国際水泳連盟から除名されて

59

のミュンヘンオリンピックのテロでは
現地で日本選手団総務としてその収

57

64

38

10

The LEGEND inspired the next generation through his acts

いたため公認されない幻の記録となっ
たが︑日本スポーツ界にとって希望の
灯となったことは想像に難くない︒
当然︑戦後初のロンドンオリンピッ
ク開催を前に︑水泳関係者は必死に
参加の道を探ったという︒古橋さん
は
﹁ＡＰ通信や進駐軍などは﹃日本を参
加させるべきだ﹄と支援してくれてい
た︒だが︑もともとオリンピックは無
理だと覚悟はしていた﹂
という︒結局︑オリンピックへの参
加は断 念せざるを得なかったが︑日
本水泳連盟は妙案をひねり出す︒そ
れが日本選手権をロンドンオリンピッ
クの日程に合わせて開催すること︑い
わば挑戦状だった︒
１ ９ ４ ８ 年 ８ 月 ６ 日︑ 男 子
１５００ｍ 自由形決勝︒神宮プール
は１万７０００人の観衆で膨れ上がっ
た︒古橋さんは予想通り橋爪四郎さ
んと一騎打ちを演じ︑世界記録を
秒８も短縮する 分 秒０という驚
異 的な記 録で優 勝︒ロンドンオリン
ピック優勝のマクレーン︵アメリカ︶
は 分 秒５︒圧勝だった︒
﹁失礼ながら︑そんなに遅くてどうし
てオリンピックで優勝できるのかとい
う思いだった﹂
と古 橋さん︒そして再びめぐって
くるロンドンでのオリンピックに︑
﹁今度はちゃんと招待されるでしょう
から︑後輩たちにはロンドンで活躍し
てほしい﹂
と話してくれた︒
19
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37

征当時の古橋さんの体格は五尺七寸

や大切さを語ってくれた︒アメリカ遠

古橋さんは常々︑気持ちの有り様

﹁
若
力
﹂
と
浜
名
湖
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水泳界にとどまらずスポーツ界全
体のことを常に考え、行動していた

日本のスポーツ界の発展を願った
古橋さんは子どもと接するのも大
好きだった

︑１９３６年ベルリン
８００ｍリレー︶
オリンピックの寺田登選手︵１５００
ｍ自由形︶ら浜名湖育ちのスイマーが

１９５０年の南米遠征時に罹患し
たアメーバ赤痢が古橋さんの現役生

とが好きだった︱︱︒

かった︒だから︑みんな古橋さんのこ

るくて︑話題が豊富で︑決して自ら
の功績を押しつけるような方ではな

50

活 を縮めることになったが︑このア

魚
に
な
る
ま
で
泳
げ
⁝

メーバ赤 痢には後日談がある︒いつ

五 分︵ 約
㎝︶
︑十 九 貫︵ 約
だったか︑古橋さんが目の検査で病院
世界に羽ばたいていた︒小学校４年の
㎏ ︶だったという︒海外の強豪に比べ
に行った際︑
時︑宇八さんと浜名湖で開催された
れば見劣りし︑食糧事情も劣悪な中
水泳大会を観戦した古橋さんはもの ﹁昔︑赤痢に罹ったことはないですか﹂
での活躍︒抜群の運動能力があったの
と問われたというのだ︒南米遠征
すごい速さで泳ぐ選手に感動を覚え
は確かだろうが︑その能力を生かす
から 年以上︑完治せずに菌が残っ
たのだという︒この時︑宇八さんに
上で精神面の強さは欠かせない︒そん ﹁おまえもあんなに速く泳いでみたい
ていたのだから︑その体力たるや⁝︒
な古橋さんを育んだ背景には︑父親
古橋さんから聞いた話は︑数限り
か﹂
の宇八さんの教えと郷里・浜名湖での
と尋ねられた︒これが本格的に水
ない︒どれもが貴重な財産になってい
少年時代が影響しているように思う︒ 泳を始めるきっかけになった︒
る︒２００８年︑スポーツ選手として
﹁五尺八寸︑二十四貫︒おやじは当時
すぐに頭角を現し︑
﹁豆魚雷﹂の異
初めて文化勲章を受章した際︑
としては大きな人でね︒田舎相撲で
名を取った︒それでも宇八さんは
﹁日本ではスポーツの社会的評価が低
は横綱だった︒祭りなんかがあると土 ﹁
﹃自分の決めたことはしっかりやれ﹄ い︒スポーツは社会のためになるんだ
俵に上がり︑
﹃若力﹄というしこ名で
と言うだけだった﹂
と証明したかったので︑受章は光栄で
親しまれていた︒蔵に米俵を運び入
という︒そんな父親を
あり︑ありがたい﹂
れるスピードではだれにも負けなかっ ﹁教育熱心で︑貧乏なくせに︑姉も女
と語っていた︒確かに︑古橋さんは
たぐらいだよ﹂
学校に通わせた︒とにかく弱みを人
この思いを貫いた方だったと思う︒後
父親を語る古橋さんの言葉には尊
に見せない︒お酒も強くよく飲んだ
輩たちには
敬の念がこもっていたのを 覚 えてい
けど︑乱れたところを見たことがない ﹁さすがはスポーツマンだと︑いろいろ
る︒９人姉弟の３番目︑長男に生ま
んだよ︒
正義感が強くて頑固だったね﹂ な手本になるように頑張ってほしい﹂
れた古橋さんは宇八さんに厳しくも
と振り返った︒
とエールを送った︒
温かく育てられたという︒
日 大 在 学 中の１９４６ 年６ 月に︑ ﹁現役でいられるのは︵長い人生から
﹁いい跡取りにしようと思っていたん
母親が亡くなった時︑一番下の妹さん
見れば︶一瞬︑その後の人生の方が長
だろう︒でも︑決して押し付けるこ
はまだ２歳だったという︒古橋さんは
い︒その一瞬に集中しきれないでどう
とはなかった︒小さいころに﹃大きく
大学を諦め︑実家に戻る決心をした
する︒その後の人生のためにも集中
なったら奉公に行くのがいいか︑相撲
が︑宇八さんには許されなかった︒
してやりきってほしい﹂
取りになるのがいいか﹄と聞かれ︑相 ﹁
﹃大学に戻れ﹄と言うんだ︒僕が家
とも話していた︒
撲を選んだら︑身長と体重を毎月測
計を助けなければやっていけないだろ
実際︑古橋さんは就職の際︑
るんだよ︒思うように体重が増えて
うと言うと﹃いいから戻れ︑だめなら ﹁フジヤマのトビウオという名声がほ
いないと﹃もっと食べろ﹄と言い︑強
電報を打つ﹄ってね﹂
しいのではない︒そこまで努力した古
くなるからとマムシを捕まえてきては
全米選手権をすべて世界新で制す
橋が必要なんだ﹂
食べさせてくれた︒うさぎや鶏も自
る大 活躍は︑その３年 後 だった︒中
と言われたことが決め手になった
ら料理したし︑着る物なんかもおや
学時代の勤労動員先で被った左手中
と語っていた︒
じの手 作り︒強いばかりでなく︑器
指欠損のハンディを補い︑工夫した変 ﹁魚になるまで泳げ﹂という言葉は︑
用な人だったんだ﹂
則泳法での快挙だった︒
そ う した思いの表 れなのだと思 う︒
古橋さんが生まれ育った浜名湖岸
精神論のように誤解される向きもあ
は︑昔 か ら 水 泳の 盛んな 土 地 柄で︑
るが︑そこまで努力しろ︑という意味
なのだと受け取っている︒気さくで明
71

の宮 崎 康二選 手︵１００ｍ 自 由 形・

１９３２年ロサンゼルスオリンピック
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［古橋イズムの継承］

〜周囲に感謝し、
重圧に負けない選手が勝つ〜
日本水泳連盟常務理事・競泳委員長

上野広治

「速く泳ぐだけなら、魚には勝てない」
私たち競泳にかかわる者にとって、古
橋廣之進名誉会長の助言は、何よりも
重みのあるものでした。中でも一番心に
残っているのは、メダル「０」と惨敗し
たアトランタオリンピックの翌年、関係
者を集めて言った言葉です。
「速く泳ぐだけなら、魚には勝てない」
オリンピックでメダルを獲るために何
が必要か探求する必要性を、指導者や
選手に問いかけたのです。この言葉↗

は私にとって、オリンピックごとに探求
し、目標を立てる礎となっています。
まずシドニー大会に向け、この言葉か
ら「記録面だけでなく 勝負できる選手
の育成 」という目標を読み取りました。
世界記録保持者が優勝するとは限りま
せん。外国の選手にタッチの差で勝てる
精神力を磨くのです。次のアテネ大会で
は「競技のトップになるとは、成績だけ
でなく、挨拶、言動、礼儀が大切」とい
う意味を読み取りました。周囲への感謝
が出来る人間こそがメダルを獲れると考

（当時）
故サ
IOC 会長
マランチ氏と。古橋
さんの精力的な国
際活動が、日本の
スポーツ界に数多く
のものをもたらした

ことの大切さを教えられました。社会の
中で期待され、それに感謝できる選手は
まだ一握りでしょう。例えば北島康介選
手は、その期待からの重圧と感謝という
精神力を受け継いだからこそ２度の金メ
ダルにつながったと感じています。
また逆境に耐える精神力も同じことで
す。
「オリンピック前は環境を整えるな」
とよく話していましたが、これはオリン
ピックより悪い環境で練習することで甘
えをなくし精神力がつくというもの。逆
境を何度も乗り越えた方ですから、その
大切さも痛感していたのでしょう。
言葉に重みがあるのは、偉大な成績
だけでなく、何事も行動で示す人だった
から。まずどんな大会でも朝の予選第１
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上野広治
1989 年からジュニア日
本代表チームのコーチ
に参画し、その後ヘッド
コーチに。日本水泳陣
のチーム力強化を推進。
2000 年シドニーオリン
ピック以降のメダルラッ
シュの基礎を作った。

えたのです。北京大会では、さらに社会
貢献できるような
「人を磨く」
というのが、
メダルへの方向性と考えました。この言
葉を胸に臨んだ３大会は、連続で複数
のメダルを獲ったのです。古橋名誉会
長が追求した「古橋イズム」
を、私たち水
泳関係者は受け継いでいますし、これは
スポーツ全般に通ずる精神論なのです。
期待を背負い、 重圧に負けない。
選手育成の面では、
「期待を背負い、
重圧の中で結果を出せる選手」を育てる

生涯でなんと 15 度
のオリンピックに選
手、コーチ、役員と
して参加した。アト
ランタでは選手団団
長を務めた

レースからすべて観戦。そんな人は誰も
いません。世界のレースを網羅している
から、世界の潮流、水着問題などもいち
早くキャッチして、選手と食事に行って
は様々なヒントを与えてくれていました。
誰に対しても低姿勢で偉ぶらない、人間
としての見本だったと思います。
一人で泳いでいるのではない。感謝。
そんな古橋イズムの凝縮といえば、
「感
謝の心」でしょう。
「一人で泳いで記録を出しているのでは
ない」といつも言っていました。
競技大会は、水泳を好きな方たちが
半分ボランティアのような形で運営して
いるもの。だから古橋名誉会長は、運営

役員には上下関係を作らず気持ちよく運
営できるよう組織化していましたし、す
べての運営役員に対して同じように感謝
をしていました。
ローマで行われた世界水泳では、お亡
くなりになった前夜も、関係者をねぎら
う夕食会を主催していました。すでに体
調は悪く、レースの観戦をできなかった
というのに。それだけ周囲への感謝の心
というのを大切にされる方。最後まで
「感
謝の大切さ」を示していた姿に、常に日
本を背負って泳いでいたのだと改めて感
じました。感謝の心が、最終的には競技
の強さにつながる。その思いは、確実に
私たちが受け止め、次の世代を育ててい
きたいです。

p h o to b y P H OTO K I S H I M OTO

オリンピックに出場した
アスリートが参加する、
さまざまな市民参加型
イベントが展開された

2007年7月、招致活動のロゴが公開された。水引
をモチーフとしたもので、コンセプトは「結び」

数多くのアスリートが
参加して盛り上げたこ
とが、
今回の招致活動
の特筆すべき点だった

招致委員会理事の室伏広治氏
が、1964 年東京大会の聖火台
を磨き、招致成功を祈願した

東京オリンピック・パラリンピック招致委員会・河野一郎事務総長に聞く

（ブラジル）
、
2016 年のオリンピック・パラリンピックの開催都市は、東京、リオデジャネイロ
マドリード
（スペイン）
、シカゴ
（アメリカ）の
４都市が最終候補に残り、2009 年 10 月の IOC 総会での決選投票で、
初の南米開催となるリオデジャネイロに決定した。
しかし、その３年半にわたる招致活動の中で、日本にさまざまな遺産を残した。
河野一郎事務総長に、活動を振り返ってもらうと共に培われた経験、残されたものについて伺った。

60

活動でも情報戦略を駆使し︑オバマ大
果といえるのではないでしょうか﹂
国家財政保証に前例があるという
統領の誘致演説のタイミングなどをつか
ことは非常に意義がある
むことができました﹂
招致活動を通じて
３年間で﹁勝つ可能性﹂の手応えは
河野さんは多才であり多忙な人であ
国際人としての実力を発揮
あったのだろうか？
る︒ＪＯＣ理事︑
日本ラグビーフットボー
世界の代表的な都市との招致レース
ル協会理事︑日本アンチ・ドーピング機 ﹁当初︑勝つ可能性が二割と言われてい
た時は周囲が見えない状況で︑
その後︑
立
において︑国際派の河野さんの強みが
構︵ＪＡＤＡ︶会長︑世界アンチ・ドー
候補する都市が見えた時点で五分五分
十二分に生かされた︒
ピング機構︵ ＡＤＡ︶ヘルス・メディカ
になり︑それから六割を超えるという ﹁最初のスピーチで︑素晴らしい仲間と
ル＆リサーチコミッティー委員︑ＩＲＢ
ところまで来たとは思います︒
結果的に
招致レースをすることができて大変幸
︵国際ラグビー評議会︶理事︑筑波大学
現時点でで
せだと発言しました︒それを聞いて他
大学院教授などの要職を兼任している︒ は落選してしまいましたが︑
きることはやり尽くした感があります﹂ 国も同様のことを言い出したんです︒足
そんな河野さんに招致の推進役として
決選投票ではまずシカゴが︑次に東
を引っ張り合う招致レースもあるのです
白羽の矢が立ったのが２００６年︒大役
京が︑そしてマドリードが落選し︑開
が︑喧嘩別れしない和やかな雰囲気をつ
に起用された理由をこう振り返る︒
催地はリオデジャネイロに決まった︒
くることができたのは非常にうれしかっ
﹁ちょうど招致委員会が事務総長を探し
たし︑良かったことだと考えています﹂
ていた２００６年 月に︑
ＩＯＣのジャッ ﹁落選が決まった後︑委員のメンバー全
員が同じ部屋に集まって︑それぞれの
さらに河野さんは ＡＤＡで培った
ク・ロゲ会長に筑波大学の名誉博士称
思いと︑これからについて話したことが
ネットワークを最大限に活用し︑東京
号を授与し︑
その記念講演をしていただ
への招致キャンペーンを推進した︒
いたご縁があってのことだと思いました︒ 印象深いですね︒オリンピアンもパラリ
ンピアンも政治家も︑文部科学省や外 ﹁私は ＡＤＡの立ち上げから関わって
それから私が ＡＤＡなど国際的な活
いるので︑ＩＯＣの中に一緒に仕事をし
動にかかわっていたこともあったのでは
務省の担当官もみんないました﹂
た仲間が数人いました︒これは他のス
ないでしょうか︒
他にやる方がいらっしゃ
今回の招致活動では政府の全面的財
ポーツ界の人にはないと思いますね︒い
らないのなら︑
喜んでやらせていただくと
政保証の表明がレガシーの一つとなった︒
ちばん面白かったのは︑招致にかかわっ
いう思いで大役をお引き受けしました﹂ ﹁次にどこが立候補するにせよ︑国家財
ていると言 うと︑ ＡＤＡは世界の統
﹁ 絶 対に勝てない﹂という 厳 しい評 判
政保証に前例があるということは非常に
括組織なのでメンバーが喜んでくれたこ
が 多 かったのに も か か わ ら ず 招 致 委
意義があることだといえます︒当時の政
とです︒ラグビーでもちょうど７人制の
員 会 事 務総長を引き 受けた背景には︑ 局の中で国会採択された点は大きな成
キャンペーンを進行していたから︑ＩＲ
１９９９年のラグビーワールドカップで
Ｂのスタッフもみんな喜んでくれまし
日本ラグビーフットボール協 会の強化
た︒実は国外に東京の応援者がたくさ
推進本部長として︑日本代表の団長を
んいたんですよ﹂
務めた経験も影響したという︒
Ｊ ＯＣ理事も務める河野さんは︑今
﹁ラグビーと同じで絶対に勝つと決まっ
回の招致活動を通じてオリンピックに
ている勝 負はないんですよ︒だからポ
何を感じたのだろう︒
ジティブシンキングでやりました︒ラグ
﹁オリンピックを愛している人がたくさ
ビーの時は歴代のキャプテンを強化委員
んいて︑スポーツの頂点に立った人がい
として全員チームに加え︑競技間連携
る︒何より 素 晴らしいのは︑子どもた
や情報戦略を行いました︒今回の招致

ちがオリンピックに夢を見ることです︒
だからこそオリンピックをより良い形に
しなくてはならないと実感しました﹂

国の品格と国民の自信を
高めるオリンピック

今回の招致活動はオリンピックムー
ブメントという 意味では︑世論の盛り
上がりがいまひとつだったと言わざるを
得ない︒これに対して河野さんはオリン
ピックの意義についてメディアのとらえ
方にも課題があると指摘する︒
﹁国策とかオリンピック招致にお金を掛
けると言うと︑
〝国威発揚はいらない〟
という 論調がメディアから出てきまし
た︒しかし︑今 年の冬 季オリンピック
でカナダが活躍したことが国威発揚に
なっていますか？ オリンピックを国策
でやるということは︑国威発揚ではない
んですよ︒多くの国︑特に先進国が国
策としてオリンピック招致や各競技の
強化を行う目的は︑国民の自尊心を引
き上げるということにあります︒つま
り英語で言うとｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ︒
国の価値︑国の品格を高めるためにオ
リンピックを招 致するんです︒それと
同時に国民が自信を持つためのオリン
ピック招致なのです︒オリンピック教育
やアンチ・ドーピングなど︑スポーツの
コアバリューを明確にする時にきている
と考えています﹂
我々はなぜオリンピックに魅かれるの
か︒そしてなぜオリンピックを招致するべ
きなのか︒日本スポーツ界を代表する国
際人から︑その答えが聞けたことも招致

活動のレガシーのひとつではないだろうか︒
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オリンピック・パラリンピック招 致に参加したアスリ ートの声

招致活動の感動︑
そして経験
年オリンピック・パラリンピックを東京で ︱︱︒

小谷さん︑荒木田裕子さん︑河合純一
さんの３人は︑２００９年 月にコペン
ハーゲンで行われた最終プレゼンテーシ

３年以上参加させていただきましたが︑
計画策定にアスリートの声を反映でき
たことは素晴らしいことでした︒他国の
選手との交流を出来る場所として
〝スパ〟
を選手村の計画に入れたり︑パラリンピ
アンの方の意見でドアの開閉の向きまで
決めたりと︑選手第一の計画を策定でき
たと思います﹂

東京招致のひとつの特徴は︑計画策
定段階からアスリートが参加したこと︒
選手の立場を考えたコンセプトはＩＯＣ
委員からも高い評価を受けた︒
小谷実可子﹁招致委員会立ち上げから

大喝采のプレゼンテーション
涙ぐむＩＯＣ委員も

ョンで壇上に立ち︑一体となって東京招

10

最後に﹃僕は目が見 えないけれど︑目
を閉じると７年 後に東京でオリンピッ

委員もいたという︒
河合﹁僕はパラリンピアンの代表として
の思いを伝えたつもりです︒プレゼンの

あり︑シンクロナイズドスイミングでオ
リンピックに出た時のような一体感でし
たよ︵笑︶
﹂
努力の甲斐あって︑最終プレゼンテー
ションは大喝采を浴びた︒涙ぐむＩＯＣ

けては︑現地に着いてからも全員が必
死になってリハーサルを何度も行い︑ア
スリートだけでなく︑竹田恆和会長や
石原慎太郎招致委員会会長︑河野一郎
事務総長︑そして鳩山由紀夫総理まで︑
皆で一体となって臨む事が出来たのは素
晴らしいことでした﹂
小谷﹁スピーチするメンバーに団結力が

致をアピールした︒
河合純一﹁最終プレゼンテーションに向

招致活動に参加したアスリート達から︑生の声を聞いた︒

スポーツの素晴らしさを訴えた︒

またオリンピアンとパラリンピアンが手を取り合い

その思いを胸に︑今回の招致活動にはアスリート達が積極的に参加し︑

2
0
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6

最終プレゼンテーションを前に、気持ちをひとつにする招致委委員会のメンバーら。向かって右から２人目が荒木田さん、右から３人目が小谷さん、右から５人目が河合さん
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たことで︑招致チーム︑そして日本その
ものを誇りに思えたことが︑素晴らしい
ことだと思います﹂
河合﹁僕は︑
これまで任意団体だった﹃日
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ていき︑今後はともにオリンピックムー
ブメントの推進活動を行っていこうとし
ています﹂

p h o to b y P H OTO K I S H I M OTO

ク・パラリンピックが開かれている姿が
見える﹄と言って︑その言葉で思いが伝
わったのかも知れません﹂
小谷﹁私にとっては︑現 役時代最高の

Junichi Kawai

スポーツの素晴らしさを発信
オリンピック教育を広める

先天性ブドウ膜欠損症のため 13 歳のときに全盲となり、
17 歳でバルセロナパラリンピックの水泳に出場。2008
年北京大会まで 5 大会連続出場を果たし、金 5 個、銀
9 個、銅 7 個を獲得。現在は静岡県総合教育センター
勤務。

違っても︑アスリート同士という意味で
繋がりました︒パラリンピックを成熟さ
せようという熱い思いが︑河合さん達か
ら伝わってきました﹂
荒木田﹁そう︒スポーツを通じ︑努 力

河合純一

荒木田﹁これまでバレーボールの現場の

Mikako Kotani

して自分の限界に挑戦する︑という思い
が一緒︒だから︑スポーツの素晴らしさ
を伝えたい︑それを通して努力の大切
さを伝えたいという思いを共有できまし
た︒パラリンピアンの方々と一緒に活動
できたことが︑何より一番のレガシーだ
と思います﹂
河合﹁パラリンピアンにとっては︑こう

ソウルオリンピックのシンクロナイズドスイミングで、ソ
ロ・デュエットともに銅メダルを獲得。現在はコメンテー
ターや、日本オリンピアンズ協会理事として、スポーツ
の振興に尽力。

舞台はソウルオリンピックでしたが︑今
でも 韓 国 語 を耳にすると感 動で身 震
いするほどの思い出です︒だからこそ
２０１６年︑関係者が生涯の思い出に出
来るような最高のオリンピックを開きた
い︑そうであれば︑おもてなしの心で世
界に誇れるオリンピックを行えるのは日
本だ︑と伝えました﹂
荒木田裕子﹁本当に日本に来て欲しい

小谷実可子

本パラリンピアンズ協会﹄を２月に一般
社団法人にし︑より積極的な活動を行
える体制を作ったところです︒パラリン
ピアンにとっては︑本当に残ったものが
大きい招致活動でした﹂
荒 木田﹁スポーツの素 晴らしさは︑オ
リンピックや招致都市決定の年だけア
ピールするものではありません︒普段か
らもっと︑オリンピアンやパラリンピア
ンが自分達の経験を発信し︑社会のロー
ルモデルとしてオリンピック教育の先導
者になるべきだと思います︒そこで今︑
地元アスリートがそれぞれの地域から発
信する活動を目指し︑そのネットワーク
作りを始めています﹂
招 致 活 動 を 通 じ て 芽 生 え た オ リン
ピックムーブメントは︑未来へ受け継ぐ
ためのスタートを切ったと言える︒

Yuko Arakida

強化が中心で頭が回っていたのが︑招致
活動に携わるようになりバレーボールの
選手に対してオリンピズムを語るように
なりました︒スイスへ全日本女子チーム
で遠征に行ったときも︑
﹃ローザンヌの
オリンピックミュージアムに行こう﹄と
企画したり︒バレーボール以外のことを
教えて︑人間の幅を広げようと考える
ようになりました﹂
招致活動はいったん終わったが︑それ
ぞれの活動は今もなお続く︒
小谷﹁日本は︑おもてなしの心︑食べ物︑
安全性︑国際大会の運営能力︒どれを
とっても最高のオリンピックを開催でき
る国︒そういった計画を立てアピールし

1976 年モントリオールオリンピック女子バレーボールで、
金メダルを獲得。現在はアジアオリンピック評議会（Ｏ
ＣＡ）理事、日本バレーボール協会執行役員、JOC 理
事などを歴任。

という 思いが集結して︑抜 群のチーム
ワークでプレゼンを出来たと思います︒
招致活動に参加したメンバーの間に出
来た繋がりは︑今でも残りました﹂

ンピアンを招いて︑意見や情報を交換し

荒木田裕子

してオリンピアンの方々と繋がり︑今後
の活動に生かせることが本当に財産で
す︒オリンピックが国境を越えて平和を
実現できるなら︑障害の壁だって越えら
れる︒オリンピックとパラリンピックの
壁を少しでも無くすため︑これからも
活動していきたいです﹂
荒木田﹁実際にこの招致が終わってから︑
ＪＯＣのアスリート専門委員会にパラリ

東京オリンピック・パラリンピック
招致委員会アスリート委員会

オリンピアンとパラリンピアン
その繋がりが一番のレガシー
小谷﹁パラリンピアンの方とは今まで交
流がなかったのですが︑お互いの組織は

2009 年 10 月 2 日、IOC 総会で行われた最終プレゼ
ンテーションで、
（上）東京からも多くの人々が応援
に駆けつけた（中）政権交代直後で多忙の折、鳩山
総理も参加（下）日本のプレゼンテーションには会
場から大喝采が起きた

Olympic Congress at Copenhagen

年 月 〜 日の 日間にわたり︑第 回オリンピックコングレスが 年ぶりに開催された︒
年から開かれている会議︒
オリンピックコングレスは︑オリンピック憲章第４条に則り
今回は
名の
委員︑
︑
代表者らが出席し︑
﹁社会におけるオリンピックムーブメント﹂をテーマに５つの視点からのプレゼンテーションが行われた︒
竹田会長はそのうち﹁デジタル革命﹂をテーマに話し︑
デジタル技術は︑選手の環境整備を含むオリンピックムーブメントに大変有効なツールであると語った︒
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◎選手時代 第

おりです︒

回 オ リ ン ピッ

では︑ご説明いたしましょう︒

とができます︒

して公共交通が使え︑迷うことな
く競技会場や観光地に行くことが
出来ます︒さらに競技会場内でも︑
自分の席までナビが可能です︒
ＤＳと呼ばれる装置は︑一見した
ところ︑縦置きのプラズマテレビ画
面のようですが︑
ＤＳ︑
いわゆる﹁電
子情報掲示板﹂には様々な情報を
表示することが可能です︒
また︑ネット経由で最新の情報を
アップデートすることも可能なので︑
ＤＳは︑非常に有効なツールです︒
ＤＳは具 体的にこのように使い
ます︒
駅に到着したらＤＳの前に行き︑
自身のＡＤカード︑競技観戦チケッ
トをかざして下さい︒
チケットであれば販売国の言語
が自動表示されます︒
この言語は変更することも可能
であり︑ 変更後は最初からその言
語で表示されます︒
次に﹁競技観戦﹂か﹁観光﹂を
選びます︒
競 技 観 戦 を選べば競 技 会 場へ︑
観光であれば適宜画面が変わりま
す︒競技 観戦チケットの場合には
自動的に読み取って競技会場が表

されます︒観光情報も同様の操作

り換え情報を含めたルートが表示

次に自分の現在いる駅からの乗

示されます︒

都市でも言語の問題がなく︑安心

ＤＳを利用することで︑知 らない

オリンピック開催期間中には︑選
回１９９ 年にパリで開 催 ︵１９７６／モントリオール︶の馬
術競技に参加
手︑役 員︑スポンサー︑メディア︑
された第 回オリンピックコ
◎ＮＯＣ／ＮＦ役員 Ｊ ＯＣ会長︑ 観客等︑世界中から多 数のオリン
ングレスから︑ 年ぶりに開 催さ
日本馬術連盟副会長
ピック関係者が開催都市を訪れます︒
れる第 回オリンピックコングレス
◎ＩＯＣ調整委員会委員 第 回オ
つまり世界中の様々な国の言語︑
において︑私は︑日本オリンピック
リンピック冬季競技大会︵２０１０
文化︑習慣が開催都市に集中します︒
委員会 ＪＯＣ 会長︑また国内オ
(
)
︑第 回オリンピ
オリンピック会場では︑ＡＤカー
リンピック委員会連合︵ＡＮＯＣ︶ ／バンクーバー︶
ック冬 季 競 技 大 会︵２０１４／ソ
ド と 競 技 観 戦 チ ケッ ト が 重 要 な
理事としてスピーチをさせて頂く
チ︶
ツール と な り︑大 半の関 係 者 は︑
ことを大変光栄に思います︒
今日は︑
これらの経験を踏まえテー
この 点のいずれかを携 帯するこ
日間に渡り開催される本コン
マである﹁デジタル革
とになります︒
グレスのメインテーマは︑
﹁社会に
現状のＡＤカードと
おけるオリンピックムーブメント﹂ 命﹂について︑プレゼン
テーションを進めてまい
競技観戦チケットの機
であり︑私に与 えられたスピーチ
能は︑査証︑身分証明
のテーマは︑
﹁デジタル革命﹂です︒ りたいと思います︒
であったり︑入場確認
今日︑このスピーチ内でご紹 介
まず︑﹁デジタル技術﹂
のツールでありますが︑
する将来のオリンピック競技大 会
に代表される﹁最先端
これにデジタル技術を
にお け る﹁アクレディテーション
技術﹂は︑我々人間の
応用しＩＣチップを付
カード︵以後﹁ＡＤ﹂カード︶
﹂の
ライフスタイルをより
属させることでＡＤカー
システム等については︑ユビキタス
快適で便利な社会とす
ドと競技観戦チケット
の分野で世界的権威でありＥＵの
るための重要なツール
は︑様々なことができ
コンサルタントもされている︑東京
であると考えます︒
るようになります︒
大学教授工学博士 坂村健先生の ﹁ユビキタス﹂の語 源
まず︑
︵既に日本では導入されて
協力をいただきました︒
は︑
ラテン語で﹁至る所に存在する﹂
おりますが︶ＡＤカードや競技観
私とオリンピックのかかわりは︑ という意味であり︑ユビキタス社会
戦チケットにＩＣチップを付属させ
選手時代︑ＮＯＣ／ＮＦ役員また
とは︑
﹁様々な情報が街の至る所で
ＩＯＣ調整委員会委員としての活
入手が可能な社会﹂を意味します︒ ることで公共交通等を利用する際︑
スムーズに通ることが可能です︒
動などさまざまな立場を経ており
この
﹁デジタル技術﹂をオリンピッ
また︑ＩＣチップの付属により
ます︒詳しく申し上げると次のと
クの運営に応用するとオリンピッ
﹂と
クに参加する選手・役員︑観客等︑ ﹁デジタル・サイネージ︵ＤＳ︶
呼ばれるシステムが導入できます︒
すべての関係者が恩恵を受けるこ
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回オリンピック競技大会

「デジタル革命」
をテーマに
竹田会長がプレゼンテーション

●
年テーマ
〜社会におけるオリンピックムーブメント〜

第13回オリンピックコングレス at コペンハーゲン

１．選手
２．オリンピック競技大会
３．オリンピックムーブメントの構造
４．オリンピックと若年層
５．デジタル革命
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て話してまいりましたが︑ここから
が可能です︒
﹁競技の場における﹂デジタル
ま た︑さ らに 選 択 画 面 か らは︑ は︑
革命についてお話をします︒
大会を楽しむ上での競技情報を得
デジタル技術は︑運営面だけで
ることも出来ます︒
なく︑競技の場でも大いに活用さ
オリンピック競 技は全ての競技
れております︒
がテレビ放映されるわけではないの
いまから︑ 年前︑
﹁１９６４年
で︑自分の知りたい競技予定・結果
に東京で開催された第 回オリン
についての情報も入手が可能です︒
ＤＳの更なる機能をご紹介します︒ ピック競技大会で陸上競技１００
m において初めて電子タイミングが
ＡＤ カ ー ド ま た は 競 技 観 戦 チ
ケット保持者が競技会場に到着し︑ 採用された﹂と国際陸上競技連盟
入場ゲートを通過すると︑その情 ︵ＩＡＡＦ︶発行の﹁ＩＡＡＦ世界
記録 2007 年版﹂に記載されて
報が会場責任者の端末に瞬時に伝
おります︒
達されます︒これにより会場責任
勝敗を判定するにあたり︑選手
者は︑入場 者 状況を一元 管理する
のパフォーマンスを敏速かつ正確に
ことができ︑空席対策に大きく寄
計測することは︑ 年が経過した
与するのです︒
今日でも︑大変重要です︒
このようにデジタル技術は︑ＡＤ
特にゴール付近で繰り広げられ
カード︑競技 観戦チケットを保持
る選手の拮抗したパフォーマンスを
する大会参加者また︑運営者にとっ
正確に判定するにはデジタル技術
て大変有益な技術なのです︒
は︑不可欠なのです︒
続きまして︑ここまでオリンピッ
現在︑
﹁ボート﹂
︑
﹁スピードスケー
クの運営面からデジタル革命につい
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●オリンピックコングレス／過去の開催年とテーマ

2. 1897年 フランス(ル･アーブル) スポーツ衛生とその教育
（パリ）オリンピック競技大会の再構築
1. 1894年 フランス

（ブラッセル）スポーツと体育
3. 1905年 ベルギー

（パリ）オリンピック・レギュレーション
6. 1914年 フランス

（ローザンヌ）スポーツ心理学と生理学
5. 1913年 スイス

（プラハ）スポーツ教育学
8. 1925年 チェコ

（ローザンヌ）オリンピック・
レギュレーション
7. 1921年 スイス

（ヴァルナ）
10. 1973年 ブルガリア
スポーツと世界平和-オリンピックムーブメント

（ベルリン）オリンピック・
レギュレーション
9. 1930年 ドイツ

（パリ）100周年記念オリンピックコングレス-結束
12. 1994年 フランス
（バーデンバーデン）スポーツの結束
11. 1981年 ドイツ
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まいりましたが︑我々︑オリンピッ
クファミリーは︑これを総括的に考
える必要があります︒
オリンピックの運営 面︑競 技面
にデジタル技術を応用し︑システム
を構築するためには︑多大な経費
が必要です︒
また︑システムを使いこなすにあ
たり専門家による講習等を開催し︑
教育活動や普及活動や実施訓練も
必要です︒

当然︑資 金面でスポンサーの理
解を得てバックアップも必要となり
ます︒
最後に︑このプレゼンテーション
を締めくくるにあたり︑私が確信
をもって言えることは︑デジタル技
術がどんなに発達し革命を起こそ
うとも︑我々︑オリンピックファミ
リーは常に一体であり︑一丸となっ
て︑この技術を選手の環境整備とオ
リンピックムーブメントに利用する
努力を惜しまないということです︒

1994 年以来、15 年ぶりのオリンピックコングレス。ジャック・ロゲ
会長が 2001 年に就任して以降、初めての開催

またはハンマー等の器具が落下した
地点に﹁光﹂を利用して瞬時に距
離を正確に計測することができる
のです︒
さらに︑
現在では︑
光計測︵ＥＤＭ︶
が進化し新しくビデオを導入したＶ
ＤＭというシステムも開発され︑試
行の段階にあると聞いております︒
これは︑ビデオ映像をコンピュー
ター画面に表示し︑その画像を画
面上で計測することで一目で踏み切
り板から着地点までの距離を瞬時
に判定出来るシステムです︒
このようにデジタル技術により
選手のパフォーマンスは︑正確かつ
敏速に測定され勝敗を判断するの
に︑大変便利です︒
デジタル技術を利用した﹁目﹂と
大会の審判員の﹁目﹂の双方が選
手間の僅かなパフォーマンスの差を
識別することが可能となるのです︒
ここまで︑オリンピックにおける
デジタル技術の恩恵について述べて

（パリ）文化、
芸術とスポーツ
4. 1906年 フランス

トショートトラック﹂
︑﹁自転車競技﹂
等さまざまな競技で採用されてい
る選手のパフォーマンスを判定する
システムの一つに﹁写真判定﹂があ
ります︒
﹁写真判定﹂とは︑
競技におけるフィ
ニッシュ地点の写真を撮影し選手の
パフォーマンスをミリ単位︑コンマ
単位で計測し︑選手間の微細な記
録の違いを把握し︑勝負を判定す
ることが可能な技術です︒
﹁写真判定﹂により大会役員は︑選
手のパフォーマンスを正確に測定す
ることが可能となります︒
また︑
﹁走高跳︑走幅跳︑三段跳︑
棒高跳︑円盤投︑砲丸投げ﹂等の
フィールド競 技では︑複 数の係 員
がメジャーをもって距離を計測して
いますが︑この方 法は︑正確な計
測をするのに時間がかかります︒
このため︑現 在では︑赤 外 線を
利用した光 計 測︵ＥＤＭ︶システ
ムを利用し︑選手が着地した場所︑
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竹田会長の熱のこもったプレゼンテーション。
「デジタル革命」と
いうテーマは、コングレスに出席した 1200 人を超える各国の関係者
たちからも強い関心を集めた
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