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    国国際際大大会会ののフフェェアアタタイイムム公公開開ににつついいてて  
 

東京大学大学院 工学系研究科 

 池上 孝則 

 

■はじめに 

いよいよ、国際大会(五輪、世界陸上※など)のフェアタイムを公開することになりました。 

（※本稿では、オリンピックは「五輪」、世界陸上競技選手権大会は「世界陸上」で統一します。） 

 

今日まで多数のマラソン大会のフェアタイムを提供して参りましたが、全ては国内の大会が対象でした。 

今度は国際大会です。 

 

このデータに関心を持つ人が世界の各地にいるはずです。 

驚き、疑義、批判、･･････、様々な反応があるでしょう。 

 

そうした世界の声に、あらゆる面で答えていかなければなりません。 

結構、怖いことなんですが、やっちゃいます。 

 

「いよいよやな、頑張ってや！」 

「ありがとう、ゲンさん。」 

 

「応援してます。お役には立てないけど･･･」 

「とんでもない、マコちゃんの一言は天の声。とても助かってます。」 

 

 

ところで、五輪および世界陸上のマラソンに関して気になっていることが 2つあります。 

 

一つは、ロンドン五輪マラソン代表選考レースでもあった世界陸上 2011(大邱)で入賞しながら落選した赤羽

有紀子選手と堀端宏行選手のこと、もう一つは、北京五輪のサムエル・ワンジル選手の記録です。 

 

 

■世界陸上 2011(大邱) 

まず、世界陸上 2011についてお話しましょう。 

 

日本陸連が定めた 2012年のロンドン五輪の代表選考会は、世界陸上 2011(大邱)と、男子は福岡国際 2011、

東京 2012、びわ湖毎日 2012、女子が横浜国際女子 2011、大阪国際女子 2012、名古屋ウィメンズ 2012の各

4 レースです。 

 

世界陸上には、"メダル獲得者で日本人最上位なら内定"という自動内定基準があります。 

http://kotobank.jp/word/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%A3%E8%A1%A8
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%A3%E8%A1%A8
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E9%82%B1
http://kotobank.jp/word/%E6%A8%AA%E6%B5%9C
http://kotobank.jp/word/%E6%A8%AA%E6%B5%9C
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E9%98%AA
http://kotobank.jp/word/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B
http://kotobank.jp/word/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E3%83%A1%E3%83%80%E3%83%AB
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8B%95
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8B%95
http://kotobank.jp/word/%E5%9F%BA%E6%BA%96
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この規定により、野口みずき選手(グローバリー)は世界陸上 2003(パリ)でキャサリン・ヌデレバ選手(ケニア)に

次ぐ 2位となり、アテネ五輪の代表に。 

 

そしてアテネ五輪では、早目とも思える絶妙のスパートを仕掛け、見事優勝。 

シドニー五輪の高橋尚子選手(積水化学)に続き、日本人女性による 2 大会連続の金メダルという快挙を成し

遂げました。 

 

また、土佐礼子選手（三井住友海上）は世界陸上 2007(大阪)で 3位となり、北京五輪の代表となっています。 

 

しかし世界陸上 2011 の場合、男子は堀端宏行選手(旭化成)の 7 位、女子は赤羽有紀子選手(ホクレン)の 5

位が最高で、自動内定の基準をクリアした選手はいませんでした。 

 

世界陸上では、メダルだと自動内定ですが、入賞となると扱いは微妙です。 

 

かつて、尾方剛選手(中国電力)は世界陸上2007(大阪)で5位となり、国内代表選考を回避して北京の代表に

選ばれました。 

 

「尾方選手は世界陸上 2005(ヘルシンキ)で 3位という実績がありましたよね。」 

「マコちゃんの言う通り。世界大会でのこの実績や福岡 2004での優勝も大きかったでしょうね。」 

 

それで堀端選手と赤羽選手ですが、メダルではないので内定は出ません。 

それでも大邱の実績は白紙というわけではなく、何らかのアドバンテージがあったはずです。 

 

だって、世界選手権の選考レースを勝ち抜いた 5 選手(◆男子：堀端宏行、中本健太郎、川内優輝、尾田賢

典、北岡幸浩 ◆女子：赤羽有紀子、中里麗美、尾崎好美、野尻あずさ、伊藤舞)の中でトップであり、世界の

舞台での入賞ですから。 

 

しかし、そうしたアドバンテージが威力を発揮しないのは、世界陸上が夏場のレースであり、記録的に見劣りが

することが影響しているのではないかと思います。 

 

五輪や世界陸上は夏場の過酷な条件下で開催されます。 

また、一般のレースと違ってペースメーカーがいないので、スローな立ち上がりになりがちです。 

 

実際、世界陸上 2011(大邱)では、入りの 5㎞は男子が 15:58、女子は 18:36かかっています。 

 

しかし、もし世界陸上 2011のパフォーマンスが適正に評価されていたのであれば状況は違っていたでしょう。 

 

五輪や世界陸上は世界からの選りすぐりの選手が競う大会ですから、もし世界大会のフェアタイムが公表され

ていたら、相当な好記録に変換されることとなるでしょう。 

http://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E9%AB%98
http://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2
http://kotobank.jp/word/%E9%81%B8%E6%89%8B
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世間に対してはかなりのインパクトがあるはずです。 

 

陸連にとっては、より公平な代表選考をする上で極めて有効な情報となったでしょう。 

 

赤羽選手、堀端選手にとっては、国内選考レースの出場を回避するか出場するかの判断がより的確にできた

でしょうし、国内大会に出場する場合でも「優勝しなくても日本人 2 位なら代表に食い込める」ぐらいの心の余

裕が生まれたのではないかと思います。 

 

現に、中本健太郎選手(安川電機)は、世界陸上 2011 でもびわ湖毎日 2012 でも日本人 2 位でしたが、合わ

せ技の一本で選ばれましたよね。 

 

世界陸上 2011 に対する評価が不明確な中、赤羽選手も堀端選手も潔く国内代表選考レースに出場しまし

た。 

 

その結果は、赤羽選手は名古屋ウィメンズ 2012で 8位、堀端選手はびわ湖毎日 2012で 11位。 

残念ながらロンドンの代表には選ばれず、2人とも補欠という結果となりました。 

 

赤羽選手は、予定していた東京 2012の出場を変更して名古屋ウィメンズ 2012に挑んだ上での結果です。 

堀端選手の場合は、びわ湖 2012で先着した山本亮選手(佐川急便)と中本選手が代表に選ばれました。 

 

2人とも、さぞ無念だったと思います。 

 

要するに、世界陸上が五輪の代表選考レースの一つであるならば、そのフェアタイムを社会に示すことが、公

平な選考をする上で必要不可欠だということです。 

 

しかし、理由は後でお話ししますが、世界大会のフェアタイムを算出することは極めて難しいことなのです。 

 

ロンドン五輪における赤羽選手および堀端選手の落選は、私にとってのどに刺さった骨でした。 

私自身の力不足を実感するとともに、2人に対して申し訳ないという気持ちが払拭できないでいました。 

 

 

「それで先生、頑張ったんだ。」 

「頑張りました。今年の７月はこれでほぼ消えましたね。」 

 

先日の北海道 2013のフェアウェルパーティーの席で、赤羽選手に当時の心境を聞いてみました。 

 

赤羽選手は、「世界陸上の結果だけでは選ばれるという確証が持てなかったので、調整が間に合わなかった

東京をスライドして名古屋に出場した」という当時のことを語ってくれました。 
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「蛇足ながら、赤羽選手との北海道 2013でのツーショット。」 

 

「赤羽さん、ステキ！！」 

「ママさんランナーという点では、マコちゃんと一緒だね。」 

 

「美女と野獣だな。」 

「ゲンさん、余計なお世話！」 

 

 

「そんで、堀端選手はどうなんだい？」 

 

「ゲンさんは堀端選手が出場したびわ湖 2012 をどう見てまし

た？」 

 

「一言でいうとプレッシャーということなんじゃろう。ロンドンに最も

近い位置にいたからね。福岡 2003 の高岡選手もそうじゃったが、

大本命は全員にマークされるし、結果を出すのは大変じゃ。」 

 

「レース展開はどう思います？」 

 

「25km を過ぎてペースメーカーが外れて外国勢が前に出た時、食らいついたのは堀端選手だけじゃった。そ

ういう意味では男気のあるレースじゃったが、日本のエースとしてのレースはロンドンでやるとして、日本選手

に先着すればいいぐらいの余裕がありゃあ、ロンドンに行けたんじゃないかな。」 

 

「ゲンさん、相当にツーですね。」 

「あたりめぇよ。わしゃ、マラソンを 100回以上、走ってんだぜ。」 

「それにしちゃあ、今でもズッコケが多いですね。」 

「言っちゃあなんだけどなぁ、マラソンは生もんなんじゃ。乾きもんと違うんじゃ。何回走っても分からないことだ

らけよ。」 

 

「だから面白いんですね。」 

「そういうこと。」 

 

 

■北京五輪男子マラソン 

北京五輪の男子マラソンは、今思い出しても胸が熱くなるような凄いレースでした。 

マラソンの常識を変えたといわれるのは、そのレース展開です。 

 

スタートからサムエル・ワンジル選手(ケニア)が飛び出して高速レースに誘導し、再三にわたる揺さぶりで並み

居る強豪を振り落とし、2:6:32 という、夏のレースでは考えられない好タイムでゴールしました。 
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脅威なのはそのレース内容です。 

 

スタートは 8月 24日の早朝、午前 7:30。 

 

夏場のレースとしては比較的涼しい気候でしたが、日が昇るにつれて次第に暑さが増し、ゴールの国家スタジ

アム(北京国家体育場)付近では 30℃近くに上がっていました。 

日差しは強く、コース上にほとんど日影はない。 

 

そんな過酷な条件の中で、ワンジル選手はスタートからレースを支配します。 

 

スタートから先頭に立って 5kmを 14:52で入り、次の 5kmを 14:32に上げると先頭集団は 8人に。 

中間点を 1:2:34で通過したときはもう 5人（サムエル・ワンジル選手(ケニア)、ジャウアド・ガリブ選手(モロッコ)、

デリバ・メルガ選手(エチオピア)、マーティン・レル選手(ケニア)、ヨナス・キフレ選手(エリトリア)）に絞られる。 

 

ワンジル選手が後方に下がったときも、他の選手がペースを維持する。 

 

ワンジル選手の再三にわたる揺さ振りに、30kmではワンジル、ガリブ、メルガの 3選手に絞られる。 

 

35kmの給水でメルガ選手はワンジル選手にスペシャルを渡す。 

軽く手を上げて謝意を表したワンジル。 

 

3人の争いは 35km過ぎてもしばらく続くが、ワンジル選手が再度スパート。 

ガリブ選手が食い下がるものの、ワンジル選手との差は今度はジリジリ開いていく。 

 

そして、最終的にはガリブ選手に 44秒の大差をつけ、2:6:32の五輪記録で優勝！！ 

 

ゴール後、ワンジル選手はうずくまって動けない。 

力を出し尽くした。そういう意味でも完璧なレースでした。 

 

私は、マラソン史上最高のレースはこの北京五輪だと思っています。 

そして、紛れもなくマラソンの歴史を塗り替えたレースだと思っています。 

 

 

■歴史的なレースの背景 

ここで、歴史的レースが展開された北京五輪の男子マラソンを、舞台、役者そして脚本・演出という側面から見

てみましょう。 

 

◆舞台 

北京五輪のコースは、高低差がほとんどないフラットなコースです。 
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スタートは天安門広場南側の毛主席紀念堂前。 

走路も、天壇公園および北京大学・精華大学の構内を除けば、殆んどは道幅の広い幹線道路です。 

 

したがって、選手は高速であってもスピード感が余りありません。 

 

コースは違いますが、北京マラソンでも日本選手が好記録を再三に亘って出していますよね。 

(もっとも、"距離が短かかったのでは？"という疑念は払拭できませんが･･･) 

 

気象条件も、通常の五輪マラソンに比べたら走りやすい条件でした。 

 

スタート時の気象条件は、公式の発表では気温 21℃、湿度 72％、風速 0m。 

ただし、25.8℃というレポートもありましたので、実際にはもっと暑くなっていたでしょう。 

 

それでも、通常の夏の国際大会に比べたら凌ぎやすかったはずです。 

 

コース、よし！天気、よし！ 

舞台は整いました。 

 

◆役者 

役者も揃っていました。 

 

中間点を過ぎて残った 5 選手のうち 4 名は、いずれも 4 ヶ月前に開催されたロンドンでの上位入賞者(レル：

2:5:15(1位)、ワンジル：2:5:24(2位)、メルガ：2:6:38(6位)、キフル：2:8:51(7位))。 

 

この４名に、世界陸上 2003(パリ)、2005(ヘルシンキ)と連覇したガリブ選手が加わってトップ集団を形成してい

るのだから、スゴイことになるのは当たり前。 

 

北京五輪で 4位となったメルガ選手は、福岡 2007、ロンドン 2008 とワンジル選手と共に走っており、そして両

大会とも後塵を拝しています。 

北京でワンジル選手に勝ちたいという気持ちは人一倍、強かったでしょう。 

 

しかも、メルガ選手は非常に積極的な選手です。 

びわ湖毎日 2011 で 2 位に入ったときも、優勝したウィルソン・キプサング選手(ケニア)を振り切ろうと再三に亘

って仕掛けています。 

 

北京五輪でも、ワンジル選手が後方に下がったときにはメルガ選手が積極的に集団を引っ張ります。 

好記録が生まれた背景に、メルガ選手が果たした役割は少なくなかったでしょう。 
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◆脚本・演出 

そして当日、筋書きのないドラマの脚本もワンジル選手が書き、自ら演出します。 

 

スタート時の気温が夏の大会にしては気温が低めであったため、選手の間では高温に対する恐怖が幾分、和

らいでいたと思われます。 

 

だからこそ、ワンジル選手が高速レースを演出したとき、「後半に粘りで勝負する選手を早めに振り落しておこ

う」という思惑がスピードがある選手の間で一致し、トップ集団に厚みが増したのでしょう。 

 

女子のレースでコンスタンティナ・トメスク選手(ルーマニア)の独走を易々と許してしまったことも影響したでしょ

うし、ワンジル選手が一人旅をした場合、そのままゴールをする可能性のある実力者であることを誰もが認めて

いたということも忘れてはなりません。 

 

こうして、人類が未だ経験したことのない暑熱環境下での高速レースが始まりました。 

お膳立てが整った舞台で、全員が主役級の役者達が、筋書きのないドラマを即興で演ずることになります。 

 

 

まだ五輪で金メダルを獲得していないケニア。 

「ケニアに金メダルを！」の思いはケニア代表選手には強い。 

 

ケニア vsエチオピアという因果もある。 

 

世界チャンピオンの意地もある。 

個人レベルのライバル関係もある。 

 

並走する選手の手の内は知っている。 

実力も分かっている。 

 

「世界一はオレだ！」 

「金メダルは誰にも渡さん！」 

 

「今度はオレが勝つ！」 

「お前には負けない、死んでも負けない！」 

 

実力があり、それぞれに因果を抱えた役者が揃い、 

意地と意地とがブツかり、身を削る死闘が続く。 
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■ワンジル選手のこと 

ここで、ワンジル選手にスポットを当ててみましょう。 

 

優勝したワンジル選手は日本ではお馴染みの選手です。 

在学していた仙台育英高校時代からその力は抜けていました。 

 

私は広島県の世羅高校出身ですから、高校駅伝には人並以上の興味があります。 

 

ワンジル選手は都大路を３年連続区間賞で走っています。 

  ・2002年：1区で 28:55の区間賞 

  ・2003年：1区で 28:04の区間賞。 

  ・2004年：3区で 22:40の区間新(従来の区間記録は 23:27) 

 

京都コースは１区も３区も登りです。 

この記録で走られては、実業団選手も太刀打ちできないでしょう。 

 

超高校級と言われるケニア人高校生は、1995年に 1区を 27:48で走った仙台育英のジュリアス・ギタヒ選手や、

最近では 2010 年に 3 区を 22:41 で走った世羅のチャールズ・ディランゴ選手などがいますが、ワンジル選手

は高校卒業後も順調な成長を見せました。 

 

2005年 9月にはロッテルダムハーフマラソンで 59:16の世界最高記録で優勝。 

2007年 3月にはハーグのハーフマラソンで皇帝ハイレ・ゲブレセラシェ選手(エチオピア)のハーフの記録を更

新する 58:33で世界記録保持者に返り咲き。 

 

そして初マラソンとなった 2007 年 12 月の福岡国際マラソンで藤田敦史選手(富士通)の大会記録を破る

2:6:39の大会新で優勝。 

 

私も、福岡 2007には取材に行ってました。 
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この大会、佐藤敦選手(中国電力)が 2:07:13という堂々たる記録で 3位に入り、文句なく北京五輪の代表に選

ばれましたが、北京では明暗が分かれました。残念です。 

 

マラソン 2戦目の 2008 年 4月のロンドンでマーティン・レル選手(ケニア)に次ぐ 2位の 2:5:24 で北京五輪の

ケニア代表に。 

 

そして 2008年 8月 24日に開催された北京五輪の男子マラソン。 

ワンジル選手はマラソン 3戦目にして、歴史に残る衝撃的なレースで世界の頂点に立ちました。 

 

21歳 9ケ月は 1932年のロサンゼルスオリンピックでのカルロス・サバラ選手(アルゼンチン)の 20歳 10ケ月に

次ぐ若さだそうです。 

 

 

ワンジル選手はその後、トヨタ自動車九州を退社。 

 

ロンドン 2009年では北京五輪で 3位のケベデ選手とのバトルを制して 2:05:10の大会記録で優勝。 

シカゴ 2009、2010 と連覇するなど勝負強さを見せましたが、2011年 5月 15日、突然の死を迎えます。 

 

ケニアの自宅のバルコニーから転落ということになっていますが、真相はわかりません。 

 

本来であれば世界記録を塗り替えたはずの若き戦士は、天空の一つの星となってしまいました。 

 

真夏を舞台として、北京のような想像を絶するレースは二度と再現されないのではないでしょうか。 

そういう意味において、北京五輪はワンジル選手の生き様そのものであり、彼の形見のようなレースと言えるで

しょう。 

 

レース後のインタビューで、彼は日本で学んだ「ガマン」という言葉を盛んに口にしていました。 

仙台育英における渡辺監督、トヨタ自動車九州における森下監督の指導。 

 

ワンジル選手の類まれなる素質が、日本のマラソン文化の中で花開いたということかもしれません。 

 

客観的に見ると日本に少なからず恩義があるでだろうと思いますが、日本の陸上界に対してフランク意見を述

べ、自分の理想とするところを目指してストレートに行動していきます。 

 

 

常識では捉えきれないデータを一つ、ご紹介しましょう。 

福岡 2007、ロンドン 2008、そして北京五輪と一緒に走ったメルガ選手との比較です。 

 

ここで注目すべきは、2人のタイム差です。 
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福岡 2007では 11秒差の 1、2フィニッシュでしたが、ロンドンでは 1分 14秒差、北京では 3分 49秒差と、わ

ずかの間に両者の差が大きく広がっています。 

 

            表Ⅰ ワンジル選手とメルガ選手の直接対決した大会での比較 

大会名 開催日 サムエル・ワンジル デリバ・メルガ 両者の差 

福岡国際 2007年 12月 2日 2:06:39（1位） 2:06:50（2位）  0分 11秒 

ロンドン 2008年 4月 13日 2:05:24（2位） 2:06:38（6位）  1分 14秒 

北京五輪 2008年 8月 24日 2:06:32（1位） 2:10:21（4位）  3分 49秒 

 

 

メルガ選手は、北京五輪では惜しくもメダルを逸しましたが、最後までトップグループの 3 人に残り、ゴール間

際でケベデ選手にかわされた結果の 4位ですから、決して悪い内容ではありません。 

 

わずか 8月余のことですが、この間にワンジル選手の急速な成長があったと言わざるを得ません。 

五輪が近づくと体調を崩したり、五輪の本番では実力を発揮できない選手が多い中、こんなことが本当に起こ

るのでしょうか。 

 

ワンジル選手のインタビュー記事（朝日新聞、原田亜紀夫記者）を読むと、彼はマラソンをシンプルに捉えて

いたことを伺わせる下りが多く出てきます。 

 

北京五輪のレースも、緻密な計算に基づいた戦略ではなく、極めてラフなゲームプランを頭に描き、実行した

らできちゃったという感じらしい。 

 

マラソンの常識にとらわれない天衣無縫な性格にして、怖いもの知らずで規格外の人物であるワンジル選手

が、初マラソンから僅か 8月の間に急成長し、この驚愕の記録をもたらしたのであろうか。 

 

 

■暑熱環境下のマラソンの過酷さ 

北京五輪の男子マラソンを目の当たりにし、誰もが「夏のレースでもこれからは 2 時間 6 分前後の高速レース

になる」と思っているかもしれません。 

 

夏のマラソンを知らないライターは、「これで夏のレースは変わった」と簡単に書いてしまいます。 

 

しかしそれは間違いです。あのときの選手が凄かったのです。 

正確には、ワンジル選手とガリブ選手がすごかったのです。 

 

その証拠に、最後にトップ集団に残った５名の中で、この 2選手以外は終盤に大きく失速しています。 

 

どんなに強いランナーでも、夏のレースで入りの 5km が 15 分を切るようなハイペースで入ったら、まず最後ま

で走り切ることはできないでしょう。 
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私も何度か暑熱環境下のレースを走っています。ちょっとだけ、自分の経験をお話しします。 

 

「お止めなさい！と言っても話したいんでしょ。長くならないようにお願いしまっせ！」 

「はいはい。」 

 

◆北海道 1990 

まず、初マラソンである北海道 1990年。 

 

初マラソンサブ 3を狙って体を徐脂肪体重＋3kgまで絞り込み、体調万全で臨んだこのレースですが、途中か

ら脱水症状に至り、いくら水分をとっても喉の渇きが収まらず、JRのガードに差し掛かかるころには完全にツブ

レ状態。 

 

歩くようにしてなんとかかんとか中島公園のゴールにたどり着きました。 

3:21:06、ボロボロのゴールでした。 

 

レース後には血尿が出て愕然としました。 

夏のマラソンをなめていたわけではないのですが、改めてその過酷さを思い知らされました。 

 

◆東京国際女子 2003 

二つ目は、「記録の規格化」の研究のきっかけにもなった東京国際女子 2003。 

 

アテネ五輪代表選考を兼ねた東京国際女子 2003 年は当大会の 25 回記念大会で、男子にも出場の機会が

与えられました。男子の出場資格も女子と全く同じ(フルマラソン：3:15:00 以内、ハーフマラソン：1:30:00 以内

など)。 

 

スタートの時間と場所は微妙に違いましたが、ほぼ同じコースで行われます。 

「東京のコースを一度は走ってみたい」とかねがね思っていたので、私も迷わず出場させてもらいました。 

 

調整はまずます。なんとか完走はできるだろうと思っていました。 

 

ところが当日は、11月とは思えない暑さ。 

"インディアンサマー"というやつで、日差しは真夏並みです。 

 

しかもスタートは真昼（東京国際女子：12:10、市民大会：12:25）。 

暑さとの闘いのレースになりました。 

 

暑熱環境下のレースでは、ランナーは飲料用に加えて体を冷やすために一人が何杯も水を使います。 

しかし、この暑さは主催者からすれば想定外。水はすぐなくなりました。 

泡沫ランナーの私は最後尾付近からのスタートでしたので、もう水がありません。 
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このクソ暑いレースで、5km、10km、15kmの給水で一滴の水もないのです。 

 

ついに 15kmの給水ではぶち切れ。 

「殺す気か！」と怒鳴って、道路に転がっていたやかんを思い切り蹴とばしました。 

（大人げないことをしました。スミマセン m(_ _)m ) 

 

そんなこんなで、私は 20kmで関門であえなく収容。 

近くにあったトイレの水をがぶ飲みしました。 

 

私の仲間でも、大半の選手は大崩れ。 

サブ 3の実力のある選手がゴールできないほどの気象条件でした。 

 

あの大会、優勝を疑う人のいなかった高橋尚子選手ですが、終盤にアテネ五輪 4 位のエルフィニッシュ・アレ

ム選手(エチオピア)に交わされ 2位でした。あの気象条件を考えれば、高橋選手のスパート早すぎたということ

でしょう。 

 

それでも 2:27:21。あの条件を考えれば文句のつけようのない堂々たる記録です。 

そしてもちろん、日本人選手では断トツ(3位：嶋原清子選手：2:31:10）。 

 

しかし、東京国際女子 2003 における高橋選手の失速、そしてこの結果を受けてのアテネ五輪代表選考の落

選に対するメディアの反応は冷たいものでした。 

 

「選択肢はこれ（アテネ五輪落選）しかない。」 

「シドニー五輪金メダリストだからと言って驕るなよ！」 

と、こんな感じです。 

 

そもそも、東京国際女子 2003の開催前に、 

「山口衛里選手の大会記録(2:22:12)を破れ！」 

「国内初の 2時間 20分切りを達成してくれ！」 

「とにかく、ブッチギリで勝ってくれ！」 

とあおりまくり、あの失速を演出したのはメディア自身です。 

 

もちろん、そんな声を無視して冷静にレースを運んで勝てばいいのですが、当時はそれを許さない雰囲気が

ありました。うそだと思うなら、当時の記事を読み返してみて下さい。 

 

こうした心無いメディアに対し、私の怒りは今でも納まっていません。 

テレビのモニターを見ながら記事を書く記者に対し、『とりあえず夏のマラソンを走ってから記事を書け！』と胸

倉つかんで言いたい。 
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「まあまあ、先生、落ち着いて！メディアや陸連と喧嘩したって得はないから。」 

「そうなんですけどね･･･。でも、真実と全く異なる報道で人を貶めるようなことがあっていい訳ないでしょ。」 

「それはそうかもしれないけど、時間とエネルギーの無駄だから、今はやろうとすることに集中すればいいの。」 

「そうです、ね･･･」 

 

◆田沢湖 2012 

猛暑に見舞われた田沢湖 2012 も走っています。 

 

途中の道路に設置された温度表示が 33℃を表示していました。 

もっと高温になった瞬間もあったでしょう。 

 

制限時間は 5時間、私自身のグロスタイムは 4:46:46。 

あぶなかったのですが、粘ってなんとか完走しました。 

 

そして、この大会のフェアタイムは 4:05:29±57 となりました。 

皆さんはこのフェアタイムを見て、41分の補正量は多すぎるのでは･･･と思うかもしれません。 

 

田沢湖のコースはアップダウンの多いタフなコースで、2012年はそれに加えて 33℃を超す高温。 

出場した選手の皆さんは、田沢湖 2012のフェアタイムが妥当な値だということがお分かりですよね。 

 

 

その他にも、途中でレースが打ち切りとなり、死者まで出たシカゴ 2007など、お話ししたいことは沢山あるので

すが、この辺りでやめておきます。」 

 

ともかく、夏のレースは過酷です。 

よい子のやることではありません。 

 

夏のレースが過酷なのは、マラソンを走るエネルギーに加えて、体温を調節するためのエネルギーが必要だ

からです。だから、条件のいい大会と同じペースを刻んでいたら、終盤にガス欠になるのは当たり前です。 

 

 

そして何度も言いますが、ワンジル選手の北京五輪の記録はとてつもない大記録だということです。 

 

 

■世界陸上 1991(東京)走り幅跳び ルイス vs パウエル 

ここで、ちょっと話題を変えます。 

世界陸上 1991(東京)の走り幅跳びにおけるカール・ルイス選手とマイク・パウエル選手の歴史的バトルの話を

します。 

 

その訳は、後で分かります。 
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1968年のメキシコ五輪。この東京五輪の次の大会での走り幅跳びで、ボブ・ビーモン選手(USA)は当時の世

界記録を 55cm も上回る 8.90mの驚異的な世界記録で金メダルを獲得しました。 

この大記録の誕生には、開催地が約 2,400mの高地であったこと、そしてこの試技の際に上限ギリギリの追い

風 2.0m/sであったことが背景にあったと言われています。 

この記録は長きに亘って"不滅の記録"として君臨して続けますが、それが破られる瞬間が訪れました。 

世界陸上東京大会。1991年 8月 30日、舞台は国立競技場です。 

 

走り幅跳び 65連勝中。10年間に亘って勝ち続けるスーパーアスリートのカール・ルイス(USA)。 

そして、打倒ルイスに執念を燃やすマイク・パウエル(USA)。 

この 2人のスーパースターが歴史を刻んだのです。 

 

そして私も、偉大なるスーパースターが演じた驚愕の舞台を目の当たりにした、幸運な観衆の一人です。 

 

この大会で、ルイスがいきなり 1回目に 8.68mの大会新を出します。 

そして、それまでのベストが 8.79mであったルイスが、立て続けに 8.80m越えのジャンプを連発するのです。 

 

一方、パウエルは、２回目の 8:54mが最高で、ルイスとの差は開くばかり。 

 

パウエルの４回目。 

リズムに乗った大ジャンプは 9m付近まで距離が伸びていたが、惜しくもファール。 

審判に抗議するも、判定は覆らない。 

 

ルイスの４回目。なんと 8.91mの大ジャンプ。 

ビーモンの不滅の世界記録を超えたのです。 

 

観衆は総立ち。競技場は怪物にでも遭遇したかのような異様な興奮に包まれました。 

 

しかし風が邪魔します。追い風参考記録(＋2.9m/s)です。 

 

そして迎えたパウエルの５回目。ついにその瞬間がやってきました。 

 

不滅の記録を上回るルイスの大ジャンプに、パウエルの闘魂は MAXに達していたでしょう。 

体にはまだ４回目の跳躍の感覚が残っており、踏切さえ合えばルイスの記録を超えられると確信していたはず

です。 

 

 

力強い助走からダンクシュートをするように高く踏み切ると、パウエルの大きな体が宙に舞う。 

踏切板は踏み越してはいない。追い風＋0.3m/s。公認記録となります。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%A8%98%E9%8C%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%80%E3%83%AB
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観衆は騒然。記録を待ちます。 

 

そして電光掲示板に表示された数値は、なんと 8.95m！ 

 

雄叫びを上げ、グラウンドを駆け回るパウエル。 

観衆は総立ち。私も絶叫していました。 

 

      表Ⅱ 世界陸上 1991走り幅跳びの結果 

  マイク・パウエル  カール・ルイス 

１回目 7.85m 8.68m（＋0.0） 

２回目 8.54m（＋0.4） ファール 

３回目 8.29m 8.83m（＋2.3） 

４回目 ファール 8.91m（＋2.9） 

５回目 8.95m（＋0.3） 8.87m（－0.2） 

６回目 ファール 8.84m（＋1.7） 

 

あのビーモンの奇跡の跳躍から 23年。ついに不滅の記録が塗り替えられたのです。 

 

 

しかしまだ終わってはいません。 

ルイスには、あと 2回のチャンスがあります。 

 

「ルイスはパウエルの記録を超える。ルイスが逆転して勝つ。」 

大観衆の多くはそう思っていました。 

 

ルイスは、追い込まれたこの状況の中で、完璧とも言えるジャンプを 2本、揃えました。 

5回目に 8.87m、6回目に 8.84ｍ。 

 

しかし、パウエルの 5回目の記録 8.95mを超えることはできませんでした。 

 

1991年 8月 30日。この日はパウエルが歴史を書き換えた日でもあり、走り幅跳び 65連勝、10年間に亘って

勝ち続けたルイスが敗れた日でもありました。 

 

しかし敗れてなお、スーパースターは輝いていました。 

この大会でルイスは 100m を 9.86 秒の世界記録で勝ち、400m リレーではアメリカチームのアンカーを務め、

世界記録での優勝に貢献しています。 

 

 

2013年 9月現在、パウエルがこの日に記録した 9.95mは未だに破られていません。 
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つまり、1968年から 2013年の今日になる 45年間で、ビーモンの世界記録を超えたジャンプは世界陸上 1991

におけるパウエルの 5回目の試技１回だけなのです。 

 

したがって、ビーモンの 8.90mは今でも世界で 2番目の記録、そしてルイスの 8.87mは世界歴代 3番目の記

録として残っています。 

 

ちなみに、ロンドン五輪の走り幅跳びの優勝記録は、グレッグ・ラザフォード(イギリス)の 8.31m。 

あの日の 2人のバトルが如何にハイレベルの闘いであったかが分かるでしょう。 

 

 

■測定系に隠された真実 

北京五輪の男子マラソンが夏のマラソンの歴史を変えたレースであることは誰もが認めるところでしょう。 

では、この記録は正しく評価されているでしょうか。 

 

「北京五輪の男子マラソンは、人類史上、最高のパフォーマンスを示したレースであり、当大会におけるワンジ

ル選手の記録は歴史的な大記録である」ことを正しく認識している人がどのくらいいるでしょうか。 

 

私は、ほとんどいないのではないかと思っています。 

なぜでしょう。 

 

その理由は簡単です。 

北京五輪の男子マラソンの記録が世界記録ではないからです。 

 

 

世界陸上 1991の走り幅跳びの話に戻しましょう。 

 

もしパウエル選手の 5回目の跳躍のとき 2.0m/sを超す追い風が吹いていたら参考記録になってしまいます。 

また、向かい風が 1m/sでも吹いていたら、世界記録となった可能性は低いでしょう。 

 

そもそもメキシコ五輪におけるビーモン選手の大記録。追い風2.0m/sということになっていますが、もし正確に

測っていたら、ひょっとしたら 2.0m/sを超えていたかもしれません。 

 

また、標高 2,400mのメキシコシティでなかったら、23年も破られず、今なお世界 2番目の記録として君臨する

大記録にはなっていなかったでしょう。 

 

つまり、同じパフォーマンスであっても、測定系のマジックによって、あるときは英雄となって永久に語り継がれ、

あるときは歴史に埋もれてしまうことになるのです。 
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こうした偶然が作り出す歴史を、人は大抵、「運」という言葉で片づけます。 

 

「運も実力って言うからなあ」 

「そうですね。でも自分がその当事者だったらどうです？」 

 

「例えは入学試験。自分が選んだ選択科目がやたら難しくて、平均点も他の科目に比べて 20 点くらい悪くで、

それで不合格になった。それも実力？」 

「そりゃあ、微妙だなぁ。」 

 

私は、自由競争を是とする社会において、保障しなければならないことが 2つあると思っています。 

一つは「機会の平等」、もう一つは「評価の平等」です 

 

ましてスポーツは公平／平等が命です。 

 

IOCのアンチドーピングの普及・啓発活動にもこうした精神が反映されているでしょう。 

競技者に要求されるこうした側面に加えて、スポーツにおけるパフォーマンスの評価という側面においても公

平／平等の精神が貫かれなければならないと私は考えています。 

 

その象徴的な事象が、北京五輪の男子マラソンにおけるワンジル選手の記録なのです。 

 

ところが今までは、記録の評価における公正／平等の精神を貫こうとしても、測定系の違いによって測定値が

変動し、その結果として真実を見極めることができませんでした。しかし、仮想測定系システム(Virtual 

Measurement System）の発明により、測定系に隠された真実が少しづつ見えてきたのです。 

 

今では歴史となった北京五輪男子マラソンの本当の価値を世界に示すことが私の責務だと考えています。 

なぜなら、科学的手続きに基づいて導いた真実を証明する情報を確信をもって世界に発信できるのは、おそ

らく世界で私だけだと思うからです。 

 

「マコちゃん、分かってくれた？」 

「最後はちょっと難しかったけど、だいたい分かりました。」 

「測定系の説明は長くなるので、また別な機会に説明することにします。」 

「サンセイ！！」 

 

 

■世界大会のフェアタイム算出の難しさ 

「ところで、国際大会のフェアタイムを提供することにそんな重い意味があるのに、なぜ今までできなかった

の？」 

「その理由はただ一つ、入手できるデータが限られているからです。」 

 

現在、国内の大会のフェアタイムを算出するために、過去の膨大なデータの全てを使用します。 
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たとえば、北海道 2013マラソンで優勝した五ヶ谷宏司選手（JR東日本）のグロスタイムは 2:14:26。 

そのフェアタイム 2:12:55±9 を算出する際には、10 年前のゲンさんやマコちゃんが出場した全ての大会の記

録も反映されます。 

 

「本当？」 

「信じられないかもしれませんが、本当です。」 

 

ところが国際大会では、わずかな人数しか出場せず、出場した選手のデーダも限られた範囲でしか入手でき

ません。こうした限定された情報を用いてフェアタイムを算出しなければならないのです。 

 

しかも、国内大会と国際大会との整合性を担保しつつ。 

 

「整合性ってなんじゃ？」 

 

「同じ基準で評価できるようにすることです。」 

「物を比較するとき、基準が同じでなければ比較できないでしょう。」 

 

例えば、体重測定を行うとき、A中学では服を脱いで量り、B中学では着衣のまま量ったとします。 

このままでは両校の比較できないので、どちらかの量り方に合わせなければなりません。 

 

通常はこんなとき、B中学の体重から着衣に相当する重さ（例えば 1kg）を差し引けばいいですね。 

こうしたすれば両校が体重を比較できます。これが整合性をとるた為の手続きです。 

 

 

「それで、どうやって国際大会のフェアタイムを出したんですか？」 

「ちょっとだけ面倒ですが、できるだけ分かりやすく説明します。」 

 

まず、国内大会のフェアタイムを通常の処理で、すなわち膨大なデータに基づいて算出します。 

こうして求めたフェアタイムを「フェアタイム A」としましょう。 

 

次に、同じ国内大会のフェアタイムを、国際大会で入手できる範囲の情報だけで算出します。 

こうした求めたフェアタイムを「フェアタイム B」とします。 

 

もちろん、フェアタイム Bは国際大会でも算出できますよね。 

 

それで、フェアタイム Bに基づいてフェアタイム Aを推定するようなことをやります。 

 

料理でいうと、”カレーライスを作ろうと思ったけどカレー粉が手に入らないのでハヤシライスを作るようなもの”

かな。（かなり苦しい・・・） 

 



19 

 

推定したフェアタイムを「フェアタイム C」としましょう 

この「フェアタイム C」が国際大会におけるフェアタイムになります。 

 

ただし、国内大会の場合と違って推定という手続きが余分に入っていますから、不確かさが増加しています。 

そこで、フェアタイムCに対するフェアタイムAのバラツキを求め、それと国内大会にもともと含まれている不確

かさを用いて、フェアタイム Cの精度を新た算出します。 

 

これは、国際大会の精度でもあります。 

言い換えれば、国際大会のフェアタイムの精度を調整することによって国内大会と国際大会の整合性を担保

しているわけです。 

 

 

「Zｚｚ・・・・・・・・・・・・・・」 

「ゲンさん、起きてますか？」 

 

「ああ、すまんすまん。ちょっとうとうとしとった。」 

「終わったかね？」 

 

「終わりました。すみませんねぇ、つまんない話に付き合わせて。」 

「なんのなんの、お互い様じゃ。」 

 

 

■おわりに 

「これで説明は一通りおわりました。お疲れ様！」 

「けっこう長かったわい。」 

 

「国際大会のフェアタイム、Webにアップされるんでしょ。それっていつですか？」 

「それなんですが、一度に出したのではありがたみもないでしょうから、少しずつアップします。」 

 

「そういうの、ありですか？」 

「ありです。ちょっと高ピーな言い方をすれば、神様にも分からないことをお教えするのですから、じっくりと味

わって頂きたいと思います。」 

「その言い方、いやらしいんですけど・・・」 

「いいんです。どうせ捻くれ者ですから。」 

 

公開の予定を表にしておきました。 

ちなみに、先ほどの北京五輪のフェアタイムは 2014年１月１日に公開する予定です。 

 

私のみなさんへのお年玉です。 

それまで、おたのしみに！！ 
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          表Ⅲ 国際大会のフェアタイムの公開予定 

開催年 大会名 公開日 

2004年 アテネオリンピック 2013年 10月 1日 

2005年 世界陸上ヘルシンキ大会 2013年 11月 1日 

2007年 世界陸上大阪大会 2013年 12月 1日 

2008年 北京オリンピック 2014年 01月 1日 

2009年 世界陸上ベルリン大会 2014年 02月 1日 

2011年 世界陸上大邱大会 2014年 03月 1日 

2012年 ロンドンオリンピック 2014年 04月 1日 

2013年 世界陸上モスクワ大会 2014年 05月 1日 

 

 

P．S． 

ところで、2020年の五輪開催地が東京に決まりました。 

これからますますスポーツに対する注目は増してくると思います。 

 

フェアタイムの精神はオリンピック／パラリンピックの基本理念に適っています。 

与えられた条件の中で最高のパフォーマンスを発揮した人を讃えようということですから。 

 

それに、フェアタイムを通してマラソンを見ると、また違った世界が開けてきます。 

きっとフェアタイムを知らない人を上から目線で見るようになりますよ。 

自分が神様になったみたいに！ 

 

 

 

 

 


