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ロンドン五輪マラソン代表選考における科学性を検証する
池上 孝則（東京大学 工学系研究科）
１．はじめに

する場合と同様、異なる条件下で開催されるマラソン大

日本のマラソン五輪代表選考は、直近の世界選手権

会での記録を相互に比較することも定量的に評価する

及び国内の代表選考競技会から男女各 3 名を選考す

ことも極めて困難な課題である。しかし、異なる容器に

るというシステムを採用している。このシステムはマラソ

入っている液体であっても規格化された容器に移し替

ンの普及に寄与する、複数の大会の繁栄的共存を図

えれば測定が容易になるように、異なる条件下のマラソ

れるなど利点も多いが、五輪代表の選考に際しては、コ

ンの記録も仮想測定系における記録に変換することに

ースや気象などの条件や位置づけの異なる大会での

より、相互の比較や絶対的評価が可能となるのである。

パフォーマンスを如何に評価するかという困難さに加え、
国際大会と国内大会との相違、外国選手との関係、選
考会以外の大会における実績の評価という要素も加わ
り、不可避的に困難な選考を余儀なくされる。こうした従
来からの困難さに加えて、今回のロンドン五輪代表選
考においては複数の選考競技会に出場した選手をどう
評価するかという、いわゆる「追試」の問題が加わり、選
考がより複雑になってきた感がある。
上記の要因により 4 年毎に繰り返されてきた混乱では
あるが、マラソンは基本的に速さと強さを競うスポーツで
あるから、その評価は例外なき思想である科学が担うべ
きであり、普遍性に乏しい思想の介入は徹底的に排除

マラソンのパフォーマンスの評価に関する研究には

しなければならない。本稿では、科学という視点から過

2004 年のアテネ五輪代表選考に係る混乱を契機とし

去の代表選考を検証し、今後における公平性／妥当

て着手したが、それから現在に至る 8 年間に 50 以上の

性を担保する代表選考のあるべき姿を考察する。

フルマラソンの大会に出場し、それ以上の大会を取材
で回り、１万を超すアイデアの試行錯誤を経て、今日、

２ ． 仮 想 測 定 系 シ ス テ ム (Virtual Measurement

実用に耐えるシステムを概ね構築した。

System)®およびフェアタイム

現在、すでに 70 以上の大会について 140 万人を超

仮想測定系システム（以下、VMS）とは、個々の測定

す完走者のフェアタイムを算出している。ここに、任意

系における測定値を仮想測定系（仮想的に構築した基

の 2 つのフェアタイムを比較する場合の組合せの数 は

準となる測定系）における値として変換し、測定値の定

（1.4×106）×（1.4×106－1) ／2 ≒ 1012 に及ぶが、

量的評価を容易にするシステムである。

この 1 兆の組み合わせの全てにおいて整合性があり、

図 1 に VMS の概念図を示す。マラソンという事例を

決定的な矛盾が生じていない。この事実は、フェアタイ

この図にあてはめると、測定系Ａ,Ｂと題した個々の容器

ムが容易に反例を見出すことのできる運動生理学やス

が各地の大会におけるレース条件、個々の容器中の液

ポーツ科学における知見とは桁違いの普遍性を有する

体の量が各地の大会における各選手の記録、そして仮

ことを意味している。

想測定系と題した容器が規格化されたレース条件であ

フェアタイムの精度を定量的に評価することは難しい

り、この容器に移し替えたときの液体の量がフェアタイム

が、感覚的には 2 時間 10 分程度の上位選手において

に相当する。個別の容器に入っている液体の量を評価

当面の不確かさの目標である 0.1％（±7.8 秒）の範囲
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に近づいてきたという感触を持っている。もちろん精度

京 2003 は記念大会として開催されており、規定の持ち

向上の為の研究が収束した訳ではなく、今後も果てし

タイムで筆者を含む多くの市民ランナーも出場すること

なく続くことは言うまでもない。

ができたが、当日は特異日的に気温が上がり、過酷な

すなわち、VMS は科学的システムであり、科学的指

レース条件となった。女子選手の中で自己の出場資格

標であるフェアタイムはマラソンのパフォーマンスの評

記録を更新した人は 4 名であったという事実もその過酷

価において DNA 鑑定的意味を有するのであり、マラソ

さを裏付けている。
当該大会において高橋選手の 2 時間 27 分台の記録

ン五輪代表選考においては決定的とも言える役割を担
うことになる。

は絶賛すべき好記録であることは出場した全ての選手
が認識していたはずであるが、選考では記録と着順を

３．フェアタイムで検証するマラソン五輪代表選考

根拠として落選となった。そして、この陸連の苦渋の決

ここで、フェアタイムという科学の目を通して過去の 3

断に対してプレスや学識経験者は概ね支持を表明し、

大会（アテネ、北京、ロンドン）のマラソン五輪代表選考

国民もそれを追認した。

を検証してみよう。
3.1 アテネ五輪代表選考
表 1-1M〜表 1-4W にアテネの五輪代表選考会にお
ける結果とフェアタイムを示す。アテネ五輪代表選考に
おいては、男子は日本記録保持者であった高岡寿成
選手が、女子はシドニー五輪の金メダリストで 2003 年
の東京国際女子までマラソン 6 連覇を果たしていた高
橋尚子選手が落選ということで国民的議論が沸き起こ
ったことは記憶に新しい。

しかし実際には、表 1-2W と表 1-3W に示す高橋選手
と坂本選手のフェアタイムの比較に示されるように、そ
の不確かさを考慮しても有意な差があり、東京における
高橋選手のパフォーマンスが大阪における坂本選手の
それより上位であることは明らかである。当該大会を体
感しているランナーの直観の正しさが VMS という科学
によって明らかにされたということである。
選考結果に対して「選択枝はこれだけ」と評する”有識
者”もいたが、実は科学は彼等の見解とは異なる形で公
平で妥当な選択肢を用意していたのであり、断片的な
情報のかき集めに基づく判断が如何に事実を誤認し、

女子の代表選考において、高橋選手が出場した東
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非科学的で稚拙な結論を安易に導くことになるのかを
当該事件の推移は如実に示したのである。
3.2 北京五輪代表選考
表 2-1M〜表 2-4W に北京五輪代表選考レースにお
ける結果を示す。北京五輪代表選考が行われた時点
では Web サイトにおいてフェアタイムの提供が始まって
おり、陸上関係者にその有用性を説きつつある時期で
ある。

異論を挟む余地はない。
3.3 ロンドン五輪代表選考
表 3-1M〜表 3-4W にロンドン五輪代表選考競技会
での結果を示す。
男子は、沈滞していた日本のマラソン界に新風を吹
き込んだ川内選手の処遇が注目されたが、東京 2012
の前田選手との比較において、東京 2012 が好条件で
あったことを考慮してもフェアタイムに有意な差があり、
川内選手は前田選手より下位の評価をせざるを得な

男子の代表選考においては、福岡 2007 で好記録を

い。

出して 3 位に入った佐藤選手は問題のない決定であり、

また、前田選手とびわ湖 2012 の山本選手および中

東京 2008 で 2 位の藤原選手とびわ湖 2009 で 3 位の

本選手との比較においては、フェアタイム的には大差

大崎選手との間にはフェアタイムにおいて有意な差が

はないところから、着順やレース展開、および世界選手

ある。また、世界選手権大阪大会 5 位の尾方選手の選

権大邱大会での実績を考慮して山本選手、中本選手

考は陸連の裁量の範囲であり、妥当な選考が行われた

を選考することは陸連の裁量の範囲と考える。選考後

と言えるだろう。

の記者会見において「公平な選考と思っている」と語っ

女子の場合、世界選手権大阪大会で唯一のメダルを

た川内選手の潔さに心よりの敬意を表する。

獲得した土佐選手は規定によるもので、コースレコード

女子の場合、 重友選手は文句なし の成績で大阪

を打ち立てた東京 2007 の野口選手は当然の選考。大

2012 を終えているので、国内の選考会では横浜 2011

阪 2008 の森本選手と名古屋 2008 の中村選手とのフ

の木崎選手と名古屋 2012 の尾崎選手および中里選手

ェアタイムに有意な差はないことから優勝の重み等を考

の比較が問題となる。木崎選手の横浜での記録は平凡

慮すれば中村選手の選考は妥当であり、3 名の選考に

ではあるが、レース条件を加味するとは名古屋の 2 選
3

挟まなかったことは、異なる条件下のパフォーマンスの
評価における共通認識が出来つつあることを感じさせ
る。
ただし、世界選手権で 5 位および 7 位と健闘した赤
羽選手および堀端選手にとって割り切れない選考とな
ったことは否めない。ここに、もしも暑熱環境下で開催さ
れた世界選手権のフェアタイムが提供されていたとした
らその評価は変わっていたであろうし、国内の選考競技
会に出場するか見送るかという選択をする上でも貴重
な情報となったはずである。両選手が世界選手権入賞
というアドバンテージを生かせなかった要因の一端は筆
者の力不足にあったと思っており、国内大会との整合
性を担保し、それらと遜色のない精度で世界選手権や
五輪等の国際大会のフェアタイムを提供するシステムを
確立すべく、研究を更に深化させたい。
４．今後の代表選考の為の提言
VMS の発明により代表選考にフェアタイムという科学
の骨格が出来上がったが、フェアタイムは一定の不確
かさを有する値であって決して万能薬ではない。また、
今回の選考は従来の選考に比べて妥当性が増したと
いうことであって全てが上手く運んでいるわけではな
い。
そこで、今日までの五輪代表選考で指摘されてきた
課題を踏まえ、今後の代表選考を円滑に行うための幾
つかの提言を行う。
①外国選手との関係は考慮に入れない
アテネ五輪代表選考において高橋選手が落選した大
きな理由の一つは優勝を逃したことであろう。ここに、東
京 2003 で高橋選手に先着したエルフィネッシュ・アレ
ム選手はアテネ五輪でも 4 位に入り、土佐選手（5 位）
にも坂本選手（7 位）にも先着している。つまり、アレム
選手が東京 2003 ではなく、大阪 2004 か名古屋 2004
に出場していたとしたら、その大会に出場していた日本
手に勝るとも劣らない記録であることがフェアタイムによ

人選手は代表から外れていたという蓋然性が高い。

って裏付けられている。当の木崎選手であるが、名古

全ての選考レースの中で最高タイムを出しながらアト

屋での 24 分台が 2 人という結果に不安にかられ、選考

ランタ五輪で 4 位のカトリン・ドーレ選手に敗れた大阪

の報に安堵の涙を流したと報じられている。今回、陸連

1996 の鈴木博美選手、好タイムを出しながらシドニー

は横浜のレース条件を踏まえて躊躇なく木崎選手を選

五輪 2 位のリディア・シモン選手に 2 秒差で破れた大阪

考し、プレスも中里選手との記録の比較に関して異議を

2000 の弘山晴美選手など、外国選手との巡りあわせで
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代表に届かなかった選手は決して少なくない。
外国選手のパフォーマンス如何で代表が左右される

④ルールが代表を選考するシステムを確立する

のは不公平の極みであり、これを回避する手段として選

ロンドン五輪代表選考における「各選考競技会の日

考に関しては外国選手との関係を考慮に入れない旨を

本人選手上位者の中から本大会で活躍が期待される

選考基準に明記しておくことが必要である。

競技者を代表選手とする」という基準に照らして選考す
るには如何にも裁量の幅が広すぎる。

②世界選手権の結果にポイントを与える

物事の判定は予め定めたルールが司り、人は遡及

世界選手権にはメダリストは五輪即内定という特別な

的に関与しないのが法治国家の大原則である。すなわ

位置づけがあるが、ロンドン五輪代表選考ではせっかく

ち、順位や記録、世界選手権等の評価基準を細かく規

入賞を果たしても補欠に選ばれる以上の具体的な果実

定しておき、代表はルールが一義的に決定するシステ

はなかった。一方、世界選手権でピークを作った選手

ムを事前に確立しておく必要がある。

が国内選考会を勝ち切り、しかも五輪本番に間に合わ

こうした透明性のあるシステムの存在によって全ての

せるのは至難の業である。

選手が栄冠を掴むチャンスが与えられていることを実感

そこで、世界選手権の結果にポイント（例えば 4 位⇒

することができ、ひいては埋もれていた才能の発掘にも

60 秒、5 位⇒50 秒、…）を与え、世界選手権出場組が

つながるであろう。

国内選考大会に出場する際にはそのポイントを加味し
て評価するようにするのである。

５．おわりに

こうしたポイント制を導入すれば、世界選手権におい

今回のロンドン五輪の代表選考においては、「ロンド

ては少しでも上位に食い込もうとするモチベーションとし

ンに行きたい！」という思いが選手の間に満ち満ちてお

て機能するであるろうし、国内選考会に出場する場合

り、感動を呼ぶ気迫に溢れたレースが多かった。その要

には負担が軽減されて伸び伸びとレースに臨むことが

因の一つとして、川内選手が残した結果や成長の軌跡

でき、代表に選ばれた場合にも五輪でのピーキングが

がエリートランナーを含む多くのランナーの闘争心に火

容易になるであろう。極めて奇抜なアイデアではあるが、

をつけたことが挙げられるであろう。

アフリカ勢が段違いの強さを誇る昨今にあって世界選

そしてもう一つ、陸連、プレス、選手および社会にお

手権でメダルを獲得することは至難の業であり、こうした

いて、マラソンのパフォーマンスの評価における共通認

措置を講じなければ世界選手権が代表選考会の一翼

識が形成されつつあることを感じる。そうした合意形成

を担うという意味は益々薄れていくであろう。

を得るためのガイドラインとしてフェアタイムの存在が果
たした役割は少なくないと考えている。つまり、妥当性
／普遍性を備えたフェアタイムが下記の Web サイト※を

③追試組はベストの大会で評価する
今回のロンドン五輪代表選考においては代表選考競

介して全国に提供され、誰もがマラソンのパフォーマン

技会を複数走る選手、いわゆる「追試組」の評価が新た

スを客観的に評価できる状況になったことが、陸連やプ

な問題として浮上してきた。陸連は「直近の状態を見た

レスに対する縛りになっているということではないだろう

い」ということで国内選考大会の結果を重視する姿勢を

か。

みせたが、この問題の扱いはまだ不明瞭である。

非科学的で理不尽な選考に泣いた多くの選手の無

この追試問題の対策としては、まず複数の選考会へ

念な思いが無に帰すようなことがあってはならず、その

の参加を容認し、その中で最もよかった大会の記録の

為にも実力者を公平に選考するシステムを早期に確立

フェアタイムで追試組を評価するのである。

しなければならない。自由競争を是とする社会におい

こうした措置により、選手は臆することなく複数の大会

て絶対的に保障しなければいけない理念は「機会の平

に五輪代表を目指して挑むことが出来るようになるし、

等」と「評価の平等」であるが、フェアタイムは科学という

その結果として各レースに緊張感と共に競争が生まれ、

武器によってマラソンという競技におけるこうした平等を

世界との距離を埋めるきっかけとなるであろう。

実現しようとしている。
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けだし、公平性を担保する評価インフラの整備は多く
の野心的挑戦者を生み出し、世界で闘う戦士を育む土
壌となるであろう。
※ 《ハートフルランナーズ》 http://www.heartful-runners.co.jp
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