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研究所概要の発刊によせて
� 国際武道大学学長　蒔 田 　 実

　附属武道・スポーツ科学研究所は、国際武道大学の研究部門の中核を担っています。大学創立30周

年を迎える年に、これまでの研究をまとめる小冊子が作られることは、意義深いことです。

　研究所の前身は、1986年に日本武道館が、本学の隣接地に建設された武道科学研究センターでした。

武道の科学的な研究を目指して、最先端の研究施設の施設・設備であり、本学の教員が研究の中心で、

全国の研究者が利用する施設でした。武道の科学研究を確立しようとする意気込みで、いろいろなプロ

ジェクト研究が行われました。武道を指導する教員も研究に協力し、私も実験室で剣道の技術的な測定

をさせられたことを思い出します。

　研究センターは建設から10年を経た1995年６月に日本武道館から国際武道大学に移譲され、同年10月�

から附属武道・スポーツ科学研究所が誕生しました。翌年４月から大学院武道・スポーツ科学科が開設

されました。研究所でのさまざまなプロジェクト研究の成果は、毎年『研究所年報』に掲載されています。

2007年には、トレーニング施設を備えた講義・研究棟が研究所に結びつけて建設されました。研究所は、

現在、大学の研究支援センターの機能も兼ね、文字通り本学の研究を推進する中心となっています。

　日本武道館には大学創立当初から最先端の研究施設・設備を利用させていただきましたが、大学に

移譲後も、『研究所年報』や『武道論集』の出版に毎年多額の補助をいただいております。このことに、

改めて深く感謝申し上げます。今後ともご支援・ご協力をお願い申し上げます。研究所のますますの発

展を祈念しつつ、挨拶の言葉といたします。

研究概要（1986〜2013）について
� 研究所長　魚 住 　 孝 至

　この小冊子は、研究所の研究の過去・現在・将来の概要を示すべく構成しました。

　まず研究所の設立の経緯について、前身である日本武道館の武道科学研究センターから現在に至るま

での歴史を書いています。次いで研究所の各研究室・実験室について、それぞれの施設・設備と研究ス

タッフ、行われている研究の紹介をしています。そして人文科学・武道指導系、運動の基礎研究・健康系、

スポーツトレーナー系・バイオメカニクス系に分けて関係教員による座談会の記録を載せました。現在

のスタッフによるものですが、過去の研究にも触れながら、現在の研究を紹介し、さらに将来の研究を

展望する構成です。さらに大学ホームページの研究所サイトの紹介、また研究所編で刊行した『武道研�

究』、“Budo�Studies”、『武道論集』３集、�“IBU�Budo�Series” ２集の紹介をしています。最後に1986年

度から1996年度までの『武道科学研究センター年報』７号と、1997年度から2012年度までの『武道・

スポーツ科学研究所年報』18号の全ての目次を掲載しています。

　本書によって、これまでの研究をまとめるとともに、将来を見通しながら、研究を進めて行く所存で

す。今後ともご支援の程、よろしくお願い申し上げます。　� 2013年９月

はじめに
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国際武道大学 附属 武道・スポーツ科学研究所に期待する

� 公益財団法人日本武道館　
会長　松 永 　 光

　まずはじめに、国際武道大学が創立30周年を迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます。

　国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所は、1986年５月に日本武道館が大学の隣接地に建設し

た「武道科学研究センター」がその前身であります。

　日本武道館は、国際武道大学の創設とともに、「武道文化研究所並びに武道医・科学研究所」を設置

して、日本における武道研究の中核的な場にしようという構想を持ち、「日本の武道研究者の共同施設」

という位置づけで「武道科学研究センター」を設立いたしました。

　建物は、地上４階、地下１階の鉄筋コンクリート造りで、各研究室・実験室には、当時の最新実験機

器が２次にわたって設備され、国際武道大学の教員が兼任の研究員となって1986年10月から本格的に

研究活動が開始されました。

　武道科学センターは、武道文化研究部門と、武道医・科学研究部門の二部門に分かれ、研究成果は日

本武道館発行の月刊「武道」などに発表され、1989年３月に「武道科学研究センター年報」が発刊さ

れて以降、これが発表の場の中心となっております。

　その後、10年を経過した1995年６月に日本武道館は国際武道大学に土地・建物ともに譲渡・移管し、

同年10月「国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所」として新たなスタートを切り、現在に至っ

ております。

　この間に、研究所編集の『武道論集』第１集「武道の歴史とその精神」（日本語版・英語版）、平成24

年度からの中学校武道必修に対応して、同第２集「中学校保健体育における武道の指導法―武道の必修

化を踏まえて」を発刊するなど、研究活動の成果を年報や論集として幅広く提供してくれています。

　日本が世界に誇る武道は、武技の修練による人間形成の道であり、その学問的な究明は武道の普及振

興に欠かすことのできない大事な要素です。

　21世紀初頭の現在、武道は国内に約500万人、世界に約5000万人の愛好者を持つと言われております。

　国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所がより一層活動の実を上げ、武道の普及振興とともに人

類の福祉と繁栄に寄与されますことを心から祈念申し上げ、祝辞といたします。
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Ⅰ　設立経緯と歴史

国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所は、1986年６月に日本武道館によって大学の隣接地に

設立された「武道科学研究センター」が10年後、国際武道大学に譲渡されて、1995年10月に開設され

ました。研究センターの設立経緯から今日に至るまでの歴史を簡単に振り返っておきます。�

１．日本武道館「武道科学研究センター」の設立（1986年）
日本武道館には、当初は国際武道大学の創設とともに「武道文化研究所並びに武道医・科学研究所」

を設置して、日本における武道研究の中核的な場としようとする構想があったが、1983年４月に大学

の設立とは切り離して「武道科学研究センター」として建設することにし、車輌競技公益資金記念財団

からの補助金を得て、1986年に国際武道大学の隣接地に建てられたのである。こうした経緯から、武

道科学研究センターは「日本の武道研究者の共同施設」と位置づけられ、江崎真澄・日本武道館理事長

が初代所長となり、運営委員には日本武道館と国際武道大学の常務理事、日本学術振興会理事長、日本

武道学会理事長、全日本剣道連盟専務理事、読売新聞社編集委員などが就任し、研究統括委員には東京

大学、筑波大学、埼玉大学などの教授も参加していた。もともと研究センターの施設設計や機器設備の

計画段階から、設立準備委員会が設けられ、ヨーロッパ班、アメリカ班、国内も２班に分かれて２週間

から数日わたる調査を行って、その成果を活かして当時の最高水準の研究所とすることが目指されてい

たのである。

建物は、地下１階、地上４階の鉄筋コンクリート造り、建築面積956.73m²、総延床面積3,433.30m²

である。

地階：�B101運動生理学研究室、B102トレーニング科学研究室、B103体力測定室�

１階：�101保健・心理学研究室、102メディカルチェック研究室（手術室も含む）、

　　　104－107理学療法室（レントゲン室、リハビリテーションプールも含む）�

２階：所長室兼事務室、会議室、

　　　207－208解剖・組織学研究室、209生化学・栄養化学研究室、210視聴覚実験室�

３階：�301データ処理・資料室、303資料保存室、304電算室、305－306運動学研究室（４階に観察

用デッキ）�

４階：401プロジェクト研究室、404特別研究室、405視聴覚研究室�

５階：501実験動物飼育室�

これらの各研究室・実験室には、当時の最新の実験機器が2次にわたって整備され、国際武道大学の

教員が兼任の研究員となって1986年10月から本格的に研究が開始された。

開学当初の国際武道大学には、武道・スポーツ史の岸野雄三、スポーツ科学の松井秀治、スポーツ心

理学の鷹野健次、解剖学の伊藤金得ら斯界の第一線の研究者が集っていた。実技系では、柔道は戦後の

第一回全日本柔道選手権優勝者で東京オリンピックの監督も務めた松本安市八段、第12回世界柔道選手

権優勝者の柏崎克彦七段（当時）ら、剣道は小森園正雄八段（後九段）範士、佐藤清秀八段範士、第５

回世界剣道選手権優勝者の蒔田実七段（当時）らもいたので、彼らの協力を得ながら、研究が推進された。
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研究センターは、武道文化研究部門と、武道医・科学研究部門に分かれ、武道大学教員を中心に５つ

のプロジェクト研究が行われた。

１．武道におけるターミノロジー研究�

２．武道思想の変遷�

３．武道における障害のバイオメカニクス的研究�

４．武道体験の心身論に関する生理・心理学的研究�

５．筋の機能及びその鍛練に関する解剖・生理学的研究�

研究成果は、日本武道館発行の月刊『武道』などに発表されていたが、1989年３月に「武道科学研

究センター年報」が発刊されて以降、これが発表の場となる。

1989年３月には、本研究センターを活用して、日本武道館主催、文部省後援、国際武道大学協力で、

在日外国人武道家を対象として、武道の理論・技術の指導と歴史的研究、科学的研究などの理解を深め

るために、「第１回国際武道文化セミナー」が開催された（19カ国から80余名が参加）。これ以後、国

際武道文化セミナーは毎年３月に開催されている（2011年までに毎年欠かさず計23回開催されている）。

1991年３月に、研究センターの西側に連絡して国際武道大学の４階建ての８号館（講義・研究棟）

が完成し、大学の研究教育との緊密化が一層進んだ。

２．「国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所」の開設（1995年）
日本武道館の武道科学研究センターは、10年間を経過した1995年６月に土地・建物ともに国際武道

大学に譲渡・移管され、同年10月「国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所」がスタートした。研

究所は、武道だけでなく広くスポーツの研究を行うことになり、翌96年４月開設の国際武道大学大学

院（武道・スポーツ研究科）の研究・教育分野に応じて、武道・スポーツ文化、運動健康科学、スポー

ツ科学の３研究部門体制となった。

大学の附属研究所となっても、実験室・研究室の配置は基本的に変わりないが、設備・機器は、必要

に応じて新機種を導入している。プロジェクト室や研究室の一部は大学の教員の研究室や教室としても

使用されるようになった。

国際武道大学附属研究所となったので、研究は大学のプロジェクト研究として行われるようになった。

国際武道大学の研究者も世代交代が進んでおり、運動生理学の成澤三雄が所長となり、武道・スポーツ

文化研究部門は魚住孝至、運動健康科学研究部門は田邉信太郎、小林啓三、スポーツ科学研究部門は大

道等らの助教授・教授が中心となって研究と大学院の教育とを担うようになった。1996年から「武道・

スポーツ科学研究所年報」となったが、日本武道館から出版の補助を受け、プロジェクトの研究成果と

国際武道文化セミナーの資料を掲載した年報は、武道関係機関と関係者に配布されている。

1997年度から、３研究部門に明確に対応した３ヵ年のプロジェクト研究が行われるようになった。

A.�武道・スポーツ文化研究部門　（1）武道文化、（2）武道データ・ベース化、（3）スポーツ文化

B.�運動健康科学研究部門　（1）伝統健康論における運動と健康生活、（2）健康に及ぼす運動の影響

C.�スポーツ科学研究部門　（1）武道・スポーツにおける運動機能の効率的な評価方法、（2）体力の

評価方法、（3）脳の機能の評価方法、（4）内分泌機能からみた運動機能の評価方法などに関する研究
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３．21世紀を迎えてー新学科の設立（2001年）
21世紀を迎えるにあたって、武道大学から広く情報発信するために、1999年度に、武道指導者と人

文系・自然系の研究者を集めた特別プロジェクト「21世紀の武道と研究の課題」を発足、2000年３月に、

武道の古典研究、剣道、柔道の指導法、柔道・空手道のバイオメカニクス研究を載せた英文の論文集 “Budo�

Studies�-An�Anthology�of�Research�into�Budo�in�the�21st�Century” を刊行した。研究所編の最初の小冊

子であったが、大変好評で、翌年、その日本語版『武道研究�―�21世紀の武道と研究の課題』を刊行した。

（同プロジェクトでは、2001年２月にデンマークで開催された松前重義杯国際柔道大会に合わせて、当

地で武道フォーラムを行い、２名が講習会と講演を行い、2003年２月にはヨーロッパ武道フォーラム

との共同主催で、ハンガリーのブダペストで武道セミナーを開催し、3名が講演し、好評を博した。）

2001年度から武道学科、体育学科に加えて、新たにスポーツトレーナー学科、国際スポーツ文化学

科が設立されることになったので、2000年度から研究所プロジェクトは、特定課題の他、新学科の教

育ソフト開発、情報、国際交流の柱と一般公募も加えて行われるようになった。2003年度からの３ヵ

年のプロジェクト研究では、３研究部門の特定課題の他に、13にのぼる一般公募研究（武道・スポー

ツ指導法や外国語による武道・スポーツ指導マニュアルの工夫、地域における健康・体力づくりの企画、

トレーナー教育の実践、スポーツQOLプロジェクトなど）が行われ、研究領域が広がることになった。

2006年度には、「武道と現代に関する総合的研究」として、3研究部門の連携を模索する試みや、「武

道の比較文化論的研究」として、東アジアにおいて日本の武道を性格づける研究もなされたが、研究分

野、研究方法、問題意識の相違は大きく、各プロジェクトを統合した体系的な総合研究はなかなか難し

いのが現状である。

４．附属武道・スポーツ科学研究所の最近の動向（2007年〜現在）
2007年度から、プロジェクト研究は、大学の教育全般に関わる「大学教育研究プロジェクト」を新

たに設けたのに伴い、「研究所プロジェクト」は武道の研究に特化することになった。2008年度から、

研究所は大学の研究全体を統括・支援するセンターの役割を担うことになった。

施設面でも、2007年４月には、大学創立20周年記念事業として、研究所の南側に連絡して地下１階地

上５階の９号館が開所した。９号館には、地下にストレングス、１階にフィットネスのトレーニング室

が置かれ、大規模で本格的な機器が整備され、研究所Ｂ101のトレーニング機器類も移動した。これに

伴って、再配置して、研究所Ｂ101は、手狭になっていた１階のリコンディショニング室の機能を補う第

２リコンディショニング室となった。401室は、地域との連携した幼少期発育・発達プロジェクト室とした。

2007年８月には、長年の研究所プロジェクトの実績を踏まえて文部科学省に申請した「学生によるス

ポーツ医科学サポートシステム〜傷害予防とリコンディショニングの指導実践」が、平成19年度「特色

ある大学教育支援プログラム」に採択された（全国76大学からの申請取組、採択率13.3％）。この取組

は、「特色GP（Good�Practice：優れた取組）」として、３年間の多額の補助金を得て、文部科学省主催

のGPフォーラムや特別企画のセミナー・講習会などを通じて、その内容を一般に広く紹介するとともに、

より一層の内容の充実を図った。終了した2011年度からは、大学教育研究プロジェクトで展開している。

2007年12月には、人体科学会第17回大会が本学で開催されたので、研究所も共催でシンポジウム「動
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きから身体・人間の可能性を考える」を企画、本学教員がコーディネーター・スピーカーとして発表した。

2008年度には、大学ホームページに研究所専門サイトを制作して、研究所ならびに大学全体の研究

を広く紹介していくことにした。

また研究所編集の『武道論集』３巻シリーズを発刊して、武道の振興に寄与することを目指した。

第１集「武道の歴史とその精神」は、武道文化の形成から展開、剣道、なぎなた、弓道、柔道の歴史

とその精神を論じ、略年表や武道団体等の資料も付録に載せて、2008年７月に刊行した。

第２集「中学校保健体育における武道の指導法」は、2012（平成24）年度からの中学校における「武

道の必修化」に対応して、柔道、剣道、なぎなた、弓道の指導法について、中学校の３学年の週13時

間の授業計画案を、写真を多く掲載して示したものである。2009年９月に刊行したが、日本武道館か

ら各種講習会で配布するとして500冊の要望があったのをはじめ、都道府県の教育委員会からの要望や、

全国各地での武道講習会で使いたいとの要望、さらには武道関係雑誌研究所サイトを見ての要望など、

半年間で累計2200冊を配布した。

『武道論集』第１集について、英語版をとの要望が強かったので、2010年９月に、“Budo�Series�Vol.1�

The�Sprit�and�History�of�Budo” を作成・刊行した。この英語版では、海外での普及度が高い空手道の

章を加え、巻末に英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語の武道文献紹介を付した。国際武道文化セ

ミナーをはじめ、日本武道館主催の海外での武道フェスティバルなどでも配布されている。

また2010年12月には、日本語版にも空手道の章を加えて、第1集増補版として増刷した。

第３集『グローバル時代における武道』は、第１部で中国武術や朝鮮・韓国武芸と比較をして日本の

武道の独自性を顕わにし、第２部では柔道、剣道の国際化の実態、海外での展開など示し、武道の将来

を展望した。2012年３月刊行。英語版 “Budo�Series�Vol.2�Budo�in�the�Global�Era” は、2013年３月刊行。

研究所のプロジェクト研究については、2010年度からは大学の教育・研究の中期計画に基づいた、

大学教育研究プロジェクトと研究所プロジェクトの３年間の研究が始まった。武道に特化した研究所プ

ロジェクトでは、武道文化の成立基盤、現代武道の諸問題、武道健康論、武道データベース構築の特定

研究に加え、一般公募の中国武術と障害者武道の研究や普及活動が行われた。

2010年７月、研究所セミナーとして、サッカーワールドカップ南アフリカ大会日本代表チームの帯

同ドクターの講演があった。

2011年８、９月、第44回日本武道学会が、本学で開催された。本学教員は準備・運営に力を尽し、

特別講演ほか、多くの発表、ポスター発表を行った。

2013年度には、学科が再編成され、国際スポーツ文化学科とスポーツトレーナー学科は体育学科に

入る形で、武道学科・体育学科体制となった。カリキュラムも初年次教育を重視して大幅に変更された。

2013年で大学創立30周年となったので、研究所では本冊子「研究概要（1986〜2013）」を作り、研究

所の過去を振り返るとともに、現在の研究を紹介し、将来を展望する、分野ごとの３つの座談会の記録

と、最初の武道科学研究センターからこれまでの年報のすべての号の目次を掲載した。

2014年度から大学院のカリキュラムも大幅に変更する予定です。これら大学の改編も踏まえながら、

当研究所は、研究を通じて武道ならびにスポーツの発展に貢献できるように努めてまいります。

（研究所長　魚住孝至）
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Ⅱ．研究室等の紹介

１．各研究室等の名称と全体図
［地階］　�B101�第２リコンディショニング室�、B102�トレーニング科学研究室、B103�体力

測定室�
［１階］　101�保健・心理学研究室、104-107�リコンディショニング室�
［２階］　�207・208�解剖・組織学研究室、209�生化学・栄養化学研究室、210�視聴覚実験室�
［３階］　307�資料保存室、308�電算室、309�運動学研究室�
［４階］　401�プロジェクト研究室�

■　B1

■　1F

総合研（1）
第2リコンディショニング室

B101

総合研（5）
リコンディショニング室1
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W.C
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B階段
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W.C
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■　2F

■　3F

■　4F

207
総合研（7）
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　　401
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B101号室　第２リコンディショニング室

【概要】　研究センター開設当初は、運動生理学研究室で、エルゴメーターなどが揃えられ、各種実験が

行われていた。またＢ102、Ｂ103と連動してトレーニング関係の実験のほか、運動生理学や体力測定

関係の教育など、多目的実験室としても使われていた。

2006年にトレーニング専用施設・機器を備えた９号館が建てられ、トレーニング関係の機器がそち

らに移されて以降、利用者が多くて手狭になっていた１階のリコンディショニング室に増設する形で第

２リコンディショニング室として活用している。第２リコンディショニング室は主に競技復帰に近いア

スレティックトレーニングができるよう施設配備をし、2008年からは、リコンディショニングの中で

も特に、アスレティックリハビリテーションの最終段階を目的としたトレーニングおよび運動機能チェ

ックが行えるようなスペースをとして活用している。�

【主な設備・機器】

　トレッドミル、各種フリーモーションマシン、パワーマックスV、スクワットラック　など

【スタッフ】　山本利春（責任者）、小西由里子、笠原政志

【研究・教育・利用状況】　開設当初からトレーニング、運動生理学、体力測定の実践的な研究・教育が

行われていた。2006年度の配置転換以降はアスレティックトレーナー、ストレングス＆コンディショ

ニングに関わる分野の研究スペースとした活用しており、現在はスポーツ選手のトレーニング実験や測

定評価、コンディショニングに関わる研究を中心に実施している。

2006年までは運動生理学や体力測定に関わる『人体基礎実習』などの実習授業に使用する多目的に

活用していた。2007年からは2006年までと同様に運動生理学や体力測定に関わる実習授業として活用

しつつ、学内スポーツ医科学サポートシステムの一環として行われている、リコンディショニングサポ

ートをする実習室兼実験室として活用している。

【主な研究成果】
著書：山本利春著『知的アスリートのためのスポーツコンディショニング』山海堂，2004．
論文・学会発表：笠原政志ら：「大学弓道選手における体力特性」『武道・スポーツ科学研究所年報』第15号，
p.74-80，2010．笠原政志ら：「反復性肩関節脱臼術後の柔道選手の競技復帰までの実践報告」第８回肩の運
動機能研究会2009．

フリーエクササイズスペース エアロビックエクササイズスペース マシンエクササイズスペース
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B102号室　トレーニング科学研究室

【概要】　2007年度から、新館の９号館のトレーニング施設の整備に伴い、それまでの B101にあったト

レーニング科学研究室の一部の機器類がこの B102に移され、体力測定を行う研究室となった。体力測

定の中でも、形態計測、筋力、パワーなどを中心とした測定で主に使用されている。

【主な設備機器】　バイオデックス、キックフォース、チェストフォース、パワーマックスVⅡ、レッ

グパワー、骨密度測定装置など。

【スタッフ】井上哲朗、谷口有子　他

【研究・教育】　健康・体力科学実習、人体基礎実習などの実習系の多くの授業や演習で使用されている。

また、卒業研究や修士論文のための測定に使用され、時期によってはかなりの利用頻度がある。

【主な研究成果】
論文：谷口有子、小西由里子、井上哲朗ら「地域における健康・体力づくりの企画と実践・成果」『国際武道大
学研究紀要』第26号�131-144・2010.

B103号室　体力測定室

【概要】　本実験室には、大型のトレッドミルが設置されており、走運動時における全身持久的能力など

の測定に主に利用されている。また、エルゴメーター（パワーマックス）を用いての無酸素性運動能力

の測定および関連実験等も、学部生・大学院生を中心によく行われている。

【主な設備機器】　トレッドミル、呼気ガス分析器、パワーマックス

【スタッフ】　刈谷文彦　他　�

【研究・教育】　主にトレッドミル上での競技者の全身持久的能力

に関する研究が行われている。

健康・体力科学実習Ｉの有酸素作業能力分野の実習場所として利

用されている。また、卒業研究などの学生の研究活動や選手の最

大酸素摂取量の測定などにも活用されている。

【主な研究成果】　多くの学部卒業論文、大学院修士論文で本実験室で

実施された研究結果が残されている。
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101号室　保健・心理学研究室

【概要】　研究センター開設にあたっては、スポーツのメンタルトレーニング、メンタルプラクティス研

究を目的としてバイオ・フィードバック、リラクセーション機器が導入された。その後、武道研究に寄

与するために、武道体験における心身問題、とりわけ武道の黙想や呼吸法の研究に焦点をあてることに

なった。武道の実践を通して得られる体験が、実践者にいかなる影響を与えるのか、生理心理学的に明

らかにするためである。これら研究を充実させるために、シールドルーム（脳波測定のために電気的に

隔離された部屋）と脳波計が導入された。現在では黙想、呼吸法の研究の他に、ストレスと感情につい

ての研究もなされている。

【主な設備機器】　多用途脳波計（日本光電 EEG4421D）、データ処理装置（日本光電ATAC450）、計算

機（DEC製�Micro�Vax Ⅱ）、ADコンバーター、データーレコーダー、PC３台

【スタッフ】　石塚正一（責任者）、阿久津洋巳（岩手大学）、園部豊（日本体育大学）

【研究・教育】　プロジェクト研究として、当初は鷹野健次教授（当時）を中心として「武道体験の心身

論に関する生理・心理学的研究」（1988年度〜）、その後は石塚教授を中心に同テーマで引き続いて研

究された（〜1996年度）。続いて田邊信太郎教授を中心として「伝統的健康論における運動と健康生活

に関する研究」（1997年度〜1999年度）、および「呼吸法に関する文化論的、及び生理・心理学的研究」

（2000年度〜2002年度）、石塚教授を中心とした「東アジアの女子競技選手のジェンダーについての国

際比較」（2003年度〜2005年度）を行ってきた。また2005年からは、小林啓三教授を中心とした「武道

健康論」研究（2007年度〜）、田邊教授を中心とした「武道体験の心身論的研究に関する諸課題―主と

して心理学的立場から―」（2007年度〜）などを行っている。

　人体基礎実習では「脳波活動の測定」、「血液型を科学する」、「デマの心理学」をテーマに実験の方法

とデータ処理の指導を行っている。「スポーツへの心理学的アプローチ」ゼミでは川津茂生教授ととも

に学生の指導にあたり、関連書籍の講読、調査や実験、データ処理の指導にあたっている。

【主な研究成果】
論文：田邊信太郎、石塚正一「伝統的健康論の現代的見直し―科学的、文化的観点から―」『武道・スポーツ科
学研究所年報』第10号，p.9-29．石塚正一、阿久津洋巳「武道に特徴的な基礎的身体運動と人格に関わる予
備的研究」『研究所年報』第12号，p.98-105．石塚正一、阿久津洋巳「武道体験の心身論的研究に関する諸
課題―主として心理的立場から―武道を行う学生のポジティブ感情、ネガティブ感情、ストレス反応」『研
究所年報』第13号 ,�p.89-104．

脳波計 データ処理装置 データーレコーダー
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104‐107号室　リコンディショニング室

【概要】　研究センター開設当初から、健康管理室・レントゲン室・医務室（手術室も含む）と一体化

したリコンディショニング室として開設された。最先端の欧米の研究施設も実地調査した上で設計され、

当時最新の研究・治療機器を備えた広いリコンディショニングエリアに、レントゲン室とリハビリテー

ション用のプール、渦流浴槽も併設されている。整形外科医、アスレティックトレーナー、理学療法士、

ストレングス＆コンディショニングコーチなどの資格を有する教職員と看護士らが共同して、研究・教

育と学生の健康維持・アスレティックリハビリテーションに携わってきた。

　開設当初から今日に至るまで、武道・スポーツを専門とする学生のアスレティックリハビリテーショ

ン施設としての利用頻度は非常に高い。上記の専門スタッフがこれらの設備・機器を使って、学生トレ

ーナーを教育・養成して、学生がリコンディショニングに関わるシステムを構築した。こうした努力の

積み重ねを基にして、2001年には日本で最初のスポーツトレーナー学科が開設され、2006年には文部

科学省の特色GP（Good�Practice ＜優れた取り組み＞の略）に選ばれた。�

【主な設備機器】　リハビリテーション用プール、渦流浴槽、レントゲン室、Cybex6000、OMNITRON、

各種身体計測機器、各種筋柔軟性機器、各種運動療法用機器

【スタッフ】　山本利春（責任者）、小西由里子、笠原政志

【研究・教育】　整形外科医とアスレティックトレーナーの連携で、主にスポーツ選手の傷害予防とアス

レティックリハビリテーションに関する研究・教育が行われている。歴代の整形外科医の教授・助教授

が、山本利春（講師・助教授を経て）教授とともに研究と学生の実地指導を行っている。研究内容とし

ては、新入生に対する整形外科的メディカルチェック、アスレティックリハビリテーション、体力測定

など、スポーツ選手のコンディショニングに関わる研究を中心に実施している。�

2001年のスポーツトレーナー学科開設に伴い、トレーナー教育関連授業やコンディショニングに関

する各種の実験・実習も行われており、卒業論文や修士論文の作成に活用されている。

また、学内スポーツ医科学サポートシステムの一環として行われているリコンディショニングサポー

トは主に当研究室で行われている。学生トレーナーは、担当教員の指導を受けながら選手のリコンディ

ショニングサポートを行っている。以上のようなコンディショニングルームとしても利用されている。
【主な研究成果】
著書：山本利春著『スポーツ指導者のためのコンディショニングの基礎知識』大修館書店、2010．
論文・学会発表：笠原政志ら：「距離法を用いた指椎間距離測定の信頼性と客観性」『日本臨床スポーツ医学会誌』
19巻３号，534-539，2010．笠原政志ら：「デイトレーニング中のストレッチングが筋量に及ぼす影響」『体
力科学』59巻５号，541-548，2010．

科学研究費等：平成19年度文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」（特色GP）「学生によるスポーツ医
科学サポートシステム」
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207・208号室　解剖・組織学実験室

【概要】　研究センター開設当初から、当時の最新の機器を備えた解剖学実験室として設置され、人体の

構造を研究・教育することを目的としている。マクロ解剖のための無影灯が装備された手術室、さらに

組織研究のための各種器機が完備されている。また発生学研究のための孵卵器などもある。�

【主な設備機器】　光学顕微鏡、実体顕微鏡、蛍光顕微鏡、クリオスタット、パラフィン包理作成、薄切

機、ディープフリーザー、薬品冷蔵庫、標本用冷蔵庫、無影灯、全身骨格標本、局所骨格標本、全身筋

標本、遠心分離器。

【スタッフ】　立木幸敏（責任者）、高橋正人、河野俊彦（千葉大学）�

【研究・教育】　初代の伊藤金得教授（〜1992年在任）を中心に、「骨格筋支配神経の組織学的研究」を

行っていた。また1992年からは、２代目の河野俊彦教授（〜2006年在任）を中心に、特に呼吸器系の

組織学的研究、骨格筋再生の研究を行った（「骨格筋再生の機序とそれに影響する要因に関する基礎的

研究」など）。また1997年からは立木幸敏准教授とスポーツ医学の高橋正人教授（医師）を加えた共同

研究でアナボリックステロイドを用いたドーピングの副作用の研究を行っており、現在に至っている。

講義においては「解剖学」、「人体基礎実習」「演習（ゼミ）」などで活用されている。

【研究成果】
論文：
M.Takahashi,Y.Tatsugi�and�T.Kohno�;�Investigation�of�the�Attitudes�of�Japanese�Physical�Educational�University�

Students�toward�Doping�in�Sports�;�J�Sports�Med�Doping�Stud�2013,
立木幸敏、高橋正人、河野俊彦；「蛋白同化ステロイドの大量投与が雌ラットに与える影響」『国際武道大学研
究紀要』第26号：162-165.2009

M.Takahashi,Y.Tatsugi,T.Kohno�;�Harmful�effects�on�organs�and�tissues�were�evident�in�rats�during�the�first�“steroid�
cycle”�with�the�use�of�andorogenic�anabolic�steroid.�GAZZ�MED�ITAL-ARCH�SCI�MED.;168-129-41・2009�

M.Takahashi,Y.Tatsugi,T.Kohno；‘Endocrinological�and�pathological�effects�of�anabolic-androgenic�steroid�in�male�
rats.�’；“Endocrine�J.”・51（4）,425-434・2004.�

著書：高橋正人、立木幸敏、河野俊彦著　『ドーピング』　講談社ブルーバックス　2000、高橋正人、立木幸敏、
河野俊彦著『新版これでなっとく使えるスポーツサイエンス』講談社サイエンティフィック　2007

科学研究費：平成13年度　基盤研究（C）；河野俊彦「アナボリックステロイドのドーピングが生体に及ぼす影
響について（内臓の病理組織学的検索を中心として）」�

平成14年度　若手研究（B）；立木幸敏「成長ホルモンを使用した筋力強化がRat の生体に及ぼす影響」�

ドーピングの副作用研究
人体模型・無影灯 光学顕微鏡 組織標本作成器
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209号室　生化学・栄養化学研究室

【概要】　1986年武道科学研究センター開設当初から、当時の最新の機器を備えた生化学・栄養化学研

究のための実験室として設置された。生理・生化学的分析を通して、生体機能の適応反応を研究するこ

とで、本学における科学的な視点から健康・スポーツを探求できる人材の育成の一端を担っている。

【主な設備機器】　分光光度計、電気泳動装置一式、ゲル撮影装置、ディープフリーザーなど�

【スタッフ】　小林啓三（責任者）、刈谷文彦（以下共同研究者）、湊久美子（和洋女子大学）、山内秀樹（東

京慈恵会医科大学）、町田修一（順天堂大学）、関和彦（国立精神・神経医療研究センター・神経研究所）、

福典之（東京都健康長寿医療センター研究所）

【研究・教育】　本実験室の大きな研究テーマは、「身体運動が骨格筋の形態・機能的特性に及ぼす影響」

である。現在は、自発運動ラットの骨格筋を用いて、身体活動量と骨格筋の形態・機能的特性における

適応反応の関連性を代謝酵素活性、ミオシン重鎖アイソフォーム組成、およびウエスタンブロッテング

を用いてのエネルギー代謝関連タンパク質の発現量の変化から検討している。本学プロジェクト研究と

して、｢本学学生の栄養調査に関する研究 ｣を、湊久美子氏を共同研究者に迎えて行った他、山内秀樹

氏との共同研究においては、「筋萎縮時におけるミオシン重鎖アイソフォーム組成の変化に関する研究」

を行い、多くの成果を残している。過去においては、関和彦氏は本学在職中に「随意的筋力発揮時にお

ける運動単位の動員パターンに関する研究」で、また町田修一氏は、研究生・特別研究員として在籍中

に「老齢ラットの骨格筋を用いてのサルコペニア予防に関する基礎的研究」などで、多くの成果をあげた。

　センター開設当時から運動生理学演習（現、応用生理学演習）の実施場所として、多くの演習生が本

実験室を拠点として研究活動を行ってきた。卒業生の中には、ヒトミトコンドリア遺伝子多型の研究を

行っている福典之氏のように、若手研究者の第一人者となって活躍中の研究者もいる。また、大学院の

「健康スポーツ特論・特演」などでも本実験室は活用されている。

【主な研究成果】
原著論文：Kariya�F,�Yamauchi�H,�Kobayashi�K,�Narusawa�M,�Nakahara�Y.;�Effects�of�prolonged�voluntary�wheel-

running�on�muscle�structure�and�function�in�rat�skeletal�muscle.�Eur�J�Appl�Physiol.�92:90-97�（2004）.�
刈谷文彦、北川淳、小林啓三、成澤三雄、中原凱文．長期間の自発運動が pQCTによる成長期ラットの脛
骨骨量に及ぼす影響．体力科学�53:107-114�（2004）.��Kariya�F,�Yamauchi�H,�Kobayashi�K,�Narusawa�M,�
Nakahara�Y.;�Functional�alterations�in�rat�skeletal�muscle�in�the�period�following�prolonged�voluntary�activity.�
Proceedings�of�XXVII�FIMS�World�Congress�of�Sports�Medicine�C605C0193:103-107�（2002）.�

科学研究費：平成13年度　若手研究（B）；刈谷文彦「成長期から成熟期にかけての身体活動レベルとラット骨
格筋機能の関連性について」�

分光光度計 ゲル撮影装置 電気泳動結果（足底筋MHCアイソフォームを分離）�
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210号室　視聴覚実験室

【概要】　研究センター開設当初から、視聴覚実験室として、二つの部屋の壁にワンウェイ・ミラーが取

り付けられ、観察室から実験室の様子を直接観察できるようになっており、観察室にはVTR編集機器、

音声機器等が、実験室にはビデオカメラが設置されていた。これらにより、人間の行動やコミュニケー

ションのあり方・特質等について、社会心理学的観点から、さまざまな観察や実験が行われていた。大

学に移管された1995年ごろから、上記の観察室と実験室から構成され、廊下から奥まった位置で扉２

枚を介した静かな環境下で実験を行うことができる点から、視覚刺激や聴覚刺激を用いた運動と知覚に

関する研究が継続的に行われている。近年は、視覚刺激や聴覚刺激に対する反応時間課題等を用いて脳

波を測定し、トレーニング効果に見られる特異性のメカニズムに焦点を当てた研究が行われている。

【主な設備機器】　脳波計EEG-1000、Power�Lab、刺激提示・反応時間測定装置、示指外転筋力測定装置

【スタッフ】　谷口有子　他

【研究・教育・利用状況】　当初は視聴覚関係機器を使用して、主に映像を介したノンバーバル・コミュ

ニケーション研究を行い、同時に国内では当時萌芽期にあった映像社会学の方法論的可能性の検討も行

った。1995年ごろから、「運動によって誘発された刺激に対する反応時間 ｣（川津茂生・石塚正一）、「動

作の素早さに関する研究〜素早さのメカニズムとトレーニング効果について〜」（谷口有子ら）等のプ

ロジェクト研究が行われ、近年は、後者の研究を発展させ、「両側体肢同時動作時に見られる機能低下

現象に及ぼすトレーニング効果の生理学的機構」（科研費）についての研究が主に行われている。

当初は田邉の演習を中心に、研究テーマに関するデモンストレーションや、学生による教育ビデオ

制作を行った。近年は、谷口の演習（トレーニング科学）の卒業研究や修士論文の実験を行っており、

国際学会においても研究成果を発表した大学院生もいる（Shibai,�K.�and�Taniguchi,�Y. ‘The�effect�of�

training�in�bilateral�and�unilateral�reaction�time�tasks�on�the�motor�cortical�activity�during�bilateral�and�

unilateral�reaction�time�tasks.’ “Abstract�Book�of�13th�Annual�Congress�of�the�European�College�of�Sport�

Science”・374・2008）。

【主な研究成果】
著書：谷口有子（分担執筆）『入門運動神経生理学―ヒトの運動の巧みさを探る―』、市村出版・2003�
論文・報告書：Taniguchi,�Y.,�B.Burle,�F.Vidal,�M.Bonnet.:�Deficit�in�motor�cortical�activity�for�simultaneous�
bimanual�responces.�Exp.�Brain�Res.,�137:�259-268,�2001.��川津茂生、谷口有子「運動と知覚の関係に関す
る実験心理学的研究―運動によって誘発された刺激に対する反応時間（4）―」『武道・スポーツ科学研究所
年報』第５号・161-167・2000�

科学研究費：平成12〜14年度、16〜18年度、20〜22年度、23〜25年度　基盤研究（C）；谷口有子「両側体肢同
時動作時に見られる機能低下現象に及ぼすトレーニング効果の生理学的機構」�
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307号室　資料保存室

【概要】　研究センター開設当初から、大学図書館と一体で人文科学系の研究の基礎となる資料・図書の

収集が開始された。岸野雄三学部長（当時）の下、魚住孝至を中心に、武道文化とその背景の日本文化

の図書収集の基本方針を作成して収集、武道および日本文化の外国語文献は、村川久子教授（当時）を

中心に収集した。江戸時代の古文書は、日本武道館の協力も得て、流派武術の巻物・写本等が300点近

くある。また古川哲史東京大学・本学名誉教授から寄贈された『甲陽軍鑑』など武士道関係の古文献も

160点ある。

【主な設備機器】　マイクロフィルムリーダー・プリンター、マイクロフィルム作成機裁断機、製本機、（資

料収集用）デジタルビデオカメラ、文献接写機材

【主な文献】　武道古文書、武道関係図書、武道関係資料（木刀・袋撓他）、旧武道専門学校収集『鈴鹿

家武芸伝書』コピー、東北大学「狩野文庫」マイクロフィルム（兵学部門）、外国語武道・日本関係書他

【スタッフ】　魚住孝至（責任者）、田中守、羽賀久人、林伯原、吉田鞆男（古流武術研究会・研究所客

員研究員）、大保木輝雄（埼玉大学）他

【研究・教育】　研究センター時代から、「武道思想の変遷」プロジェクト研究で武道の古典の研究を行

っていた。また古川哲史名誉教授の指導の下、江戸初頭の軍法書『軍法侍用集』の翻刻・研究を魚住と

羽賀が行って、年報に連載、科研費出版助成を得て刊行した（『戦国武士の心得』ぺりかん社・2001）。

外国語による武道ターミノロジー研究が村川教授を中心に行われていたが、村川氏らの転出により中断

の形になっている。また魚住は、特に宮本武蔵研究を中心に全国各地の武道関係文献の調査をして研究

書を公刊した（『宮本武蔵』ぺりかん社・2002）。また2003年からは「東アジアにおける武術の交流と展開」

のテーマで、吉田鞆男氏や大保木輝雄氏らとともに、プロジェクト研究を行った。この研究を展開させ

て比較文化論的な視野を持ちながら、「日本の武道文化の成立基盤」のテーマでプロジェクト研究を行

っているが、2008年に科研費・基盤研究（C）に採択されて、一層の深化・発展させている。

【最近の主な研究成果】
研究書：古川哲史監修　魚住孝至・羽賀久人校注『諸家評定―戦国武士の「武士道」』（新人物往来社・2007）、�

田中　守『武道―過去・現在・未来』（日本武道館・2005）、魚住孝至『宮本武蔵』（岩波新書・2008）�
論文：吉田鞆男監修・魚住孝至論述「新陰流勢法研究」１〜４『武道・スポーツ科学研究所年報』第９、11、
12、14号（2004〜09）、魚住孝至「東アジアにおける武術の交流と展開　覚書」『研究所年報』第11号（2006）

科学研究費：
平成12年度研究成果公開促進費；古川哲史・魚住孝至・羽賀久人「戦国武士の心得―『軍法侍用集』の研究」
平成19〜22年度　基盤研究⒞　魚住孝至「日本の武道文化の成立基盤―新陰流と一刀流剣術の研究を中心に」

307室の蔵書 マイクロフィルムリーダー 伝書（卜伝末後流1624）流派の木刀・袋しない等
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308号室　電算室（プロジェクト室）

【概要】　本研究室は、研究センター開設当初は電算室としてコンピューター関係の管理室として使われ

ていたが、大学に移管された1995年からは学生トレーナー教育あるいは学生トレーナーによる学内ス

ポーツ医科学サポート活動に関連する教員の研究室兼その活動に関連する事業を実施するプロジェクト

室として活用されるようになった。

2007年度、本学の「学生によるスポーツ医科学サポートシステム〜傷害予防とリコンディショニン

グの指導実践〜」が、文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」（特色GP）に採択されたこと

を機に、特色GPにおける事業プロジェクト室として、学生指導や教育内容の検討などの事業推進にお

いて、その企画・運営の拠点として利用されていた。特色GP事業終了後は、大学教育プロジェクトと

して特色GP事業を継続し、更なる学生による学内スポーツ医科学サポート体制の構築ならびに、体育

系大学における学生トレーナー教育の有効性等について研究を進めている。学生トレーナーによる学外

活動に向けての準備や、各指導教員との打ち合わせを行う場所としても利用されている。

【スタッフ】　山本利春�（責任者）、笠原政志　他　

【研究・教育】　体育系の本学においては、授業やクラブ活動でスポーツ活動が積極的に行われるため、

スポーツ傷害の予防と治療・リハビリに対するニーズが高い。他方、学部全体でもトレーナーの勉強を

志す学生は多いため、トレーナーとしてスポーツ現場で選手と直接関わる実践的な経験の出来る場を求

めている。この双方のニーズを体育大学の教育の現場で融合・システム化し、スポーツ傷害への対応力

を持つ学生の育成、トレーナー能力の向上、人格育成を図ることを目的として行っている試みが「学生

によるスポーツ医科学サポートシステム」である。本システムは、予防からリコンディショニング体制

まで一貫したコンディショニングシステムを日本でもいち早くシステム化した例として注目されている。

本室は、実施事業の企画及び運営に関する打ち合わせ、事前準備、さらに過去の10数年間に渡る学

生トレーナー教育及び学生トレーナーによる医科学サポート活動に関連する資料、物品、文献、報告書、

教材などが保管・管理など幅広く活用されている。
【主な研究成果】
研究論文：山本利春ら：「学生トレーナーによる学内スポーツ医科学サポートシステム」『武道・スポーツ科学
研究所年報』第12号，135-141,2006.�

科学研究費等：平成23〜25年度　基盤研究（B）山本利春「スポーツ医科学サポートを通じたトレーナー教育シ
ステム構築に関する研究」

平成25〜27年度　挑戦的萌芽研究　山本利春「小・中学校におけるトレーナーによるスポーツ医科学サポート」
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309号室　運動学研究室

【概要】　研究センター開設以来、各種動作のバイオメカニクス的研究を進めるために専用の実験室が設

置されている。実験室の中央にフォースプレート３枚が設置されており、床反力を計測できるようにな

っている。またハイスピードカメラとモーションキャプチャーシステムなどの装置により、ほぼリアル

タイムでの動作解析が可能である。フロアは衝撃吸収性に優れたゴム素材を使用しており、さらに実験

室の入り口を開けると同一階の廊下部分は同じ素材を使用した床になっているため、走路としても利用

することができるようになっている。メインフロアである3階部分に対して４階部分は吹き抜けになっ

ており、高い天井部分を確保しており、4階部分から被検者の動作を上部からハイスピードカメラで撮

影できるようになっている。計測されたデータ処理および分析、球技のゲーム分析のソフトウェアを搭

載したパソコンも置かれている。

【主な設備機器】　フォースプレート（Kistler ×3）、モーションキャプチャーシステム (VICON�MX、�専用

カメラ12台 )、ハイスピードカメラ (NAC　K5×2）、フットグラフ、マルチジャンプテスタ、筋電図セン

サ、パワーラボ、マルチテレメータシステム、加速度トランスデューサ、フレネルスポットライトなど

【スタッフ】　眞鍋芳明、神事努

【研究・教育】　実験室開設以来、大道等教授（1986年〜2003年）を中心に研究が行われてきたが、

2005年に石毛勇介准教授が着任してから、モーションキャプチャーシステムなどの機材の整備を進め、

各種スポーツを最新鋭の実験機器を用いてバイオメカニクス的な観点から研究を行うようになった（〜

2010年）。2011年度は眞鍋芳明准教授が責任者となり、柴山一仁非常勤職員と共に、授業・演習・修士

論文研究などで、陸上競技を中心とした様々なスポーツ・武道種目に関する研究に着手した。2012年

度より神事努助教が着任し、眞鍋准教授と共に研究・教育を推進することになった。
【主な研究成果】
発表論文：櫻井健一、眞鍋芳明、長濱秀紀、石毛勇介：第17回学術集会 /シンポジウム�「110mHのハードリン
グにおける下肢関節角度変化が身体重心水平速度に及ぼす影響」　陸上競技研究�83（4）：2010.

櫻井健一、下道翔太、芝山一仁、百武憲一、眞鍋芳明：「ハードリング走におけるハードル高の違いがハードリ
ング動作へ及ぼす影響－骨盤と体幹の回旋動作に着目して－」　陸上競技研究�93（2）：2013

書籍：眞鍋芳明「Ⅲ．４．スポーツ動作の観察・分析　（2）走　（3）跳」（小林寛和編『アスリートのリハビリ
テーション＆リコンディショニング』，文光道，2010�所収）

科学研究費：平成19年度〜平成21年度　若手研究（B）；眞鍋芳明「軽重量反動トレーニングが疾走パフォーマ
ンスに与える影響〜腱組織の強化に着目して〜」

平成24年度〜平成25年度　若手研究（B）；神事努「投球におけるスナップ動作のメカニズム解明とその役割の
同定」

ハイスピードカメラ モーションキャプチャー 足圧
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401号室　幼少年期発育・発達プロジェクト研究室

【概要】　この研究室は、幼少年期の発育・発達を総合的に研究し、体力向上や健康つくりを推進してい

くプロジェクトのために活用されている。この部屋を拠点として、幼児から小中学生の体力及び健康に

関する膨大なデータを蓄積するとともに、保健体育科教育のための教材・教具の開発を積極的に行って

いる。このプロジェクト室の利用目的は、実践と研究の融合を図り、その成果をまとめ内外に発信して

いくことにある。研究および実践の対象は、おもに幼児から中学生まであり、さらに高校生も含まれる。

【主な設備機器】各種体力測定用機器（握力計等）、PC等、カメラ等一式、歩数計、心拍計、図書資料

【スタッフ】　小磯　透（責任者）、中西　純、高木誠一

【研究・教育】　2004〜2006年度の３年間にわたって「子どもの体力向上推進事業」（文部科学省受託研究；

いすみ市教育委員会・国際武道大学連携）を実施し、報告書にまとめた。またほぼ同時期に、千葉県旭

市内中学校と連携し、体力向上に取り組んだ（2003〜2008年）。

さらに、2007〜2009年度は、「体力向上の基礎を培うための幼児期における実践活動の在り方に関す

る調査研究」（文部科学省受託研究；いすみ市教育委員会・国際武道大学連携）に採択され、その成果

を報告書としてまとめた。2010年度には、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査に基づく子どもの体

力向上支援事業」（2010年度文部科学省委託事業；千葉県教育委員会・国際武道大学）に参加し、千葉

県内の小中学校で出張授業を行った。幼児の体力向上に関しては、いすみ市だけでなく勝浦幼稚園との

連携もスタートした。教職を志す学生達が中心となり、幼・小・中の幼児、児童生徒への指導を行って

いる。例えば、学生が幼児向けのリズム体操を考案し、これをDVDに収録したり、指導に活用できる

教材を手作りで制作したり、保管している。また、小学校の体育授業に参加し、走運動の授業や体つく

り運動の授業サポートや幼児から中学生の体力測定サポートなどを行っている。これらの活動は地域貢

献の一環としても評価され、複数校からの協力依頼が続いている。さらに収集した体力測定データの集

計、分析を通して、幼児や児童生徒の体力や健康の変化を追跡し、研究を進めている。

【主な研究成果】

学会発表：高木誠一ほか「幼児の社会的発達の準備性と順序性」　日本発育発達学会第11回大会　2013

論文・報告書等：中西　純、小磯　透、鈴木和弘「小学生の歩数と体力及びライフスタイルの関連－千葉県 S

小学校での取り組みから－」: 千葉県学校保健研究　Vol.4�,No.1�15-25, 千葉県学校保健学会　2010

小磯ほか「中学校長距離走授業におけるイーブンペース走学習の成果」：発育発達研究No.55　11-22　2012

科学研究費等：平成23〜26年度　科学研究費　基盤研究（B）、研究代表者：鈴木和弘、連携研究者：小磯　透、

高木誠一、中西　純「幼少年期のライフスタイル改善教育および体力向上プログラムの追跡的研究」�
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Ⅲ．座談会
　　「研究所の研究―過去・現在・将来」

魚住　今日はお忙しいところお集まりいただき、あり
がとうございます。研究所の研究を外に発信すると
いうことで、大学創立30周年の記念に小冊子を発
刊したいと思っています。
　　設立当初より研究所の研究は、人文科学系の研究、
スポーツ医科学系の研究という２つの部門から発足
していました。
　　今日は人文科学系と武道の指導法をテーマとして
座談会を開催いたします。

＜研究所の歴史＞
魚住　これまでの研究所の研究の歴史を考えると、お
おまかに４つの時期に分けられると思います。
　　特に人文科学系と武道指導系に関係した事柄を挙
げると、表１のようにまとめられると思います。
　（職名は当時。敬称略、研究題目メモ）
　第Ⅰ期．�1986年～95年　日本武道館・武道科学

研究センター時代
　　�　研究基盤形成期、図書・鈴鹿家伝書など収集、
岸野雄三学部長（月刊『武道』国際武道大学特集

シンポジウム主催）、古川哲史東京大学名誉教授
の下、魚住講師と羽賀久人助手で江戸初頭の軍法
書『軍法侍用集』翻刻、村川久子教授（英語教育）、
剣道の大矢稔講師らとともに英語による武道ター
ミノロジー研究、柏崎助教授ら『実戦イラスト柔
道』刊行、1993年日本武道学会、本学で開催

　第Ⅱ期．�1996年～2000年　国際武道大学に移管、
附属研究所になる。大学院開設

　　�　石川佾男、林教授など着任。大学院生。田中助
教授武道概論（96～）、松尾講師99年着任。魚住、
武蔵関係調査、『武道』に連載

　第Ⅲ期．�2001年～2006年　国際スポーツ文化学
科・スポーツトレーナ―学科新設

　　�　21世紀の武道プロジェクト（“Budo�Studies”）、
新学科体制での準備プロジェクト、2003年魚住
「東アジアにおける武術の交流と展開」、田中助教
授『武道』に連載

　第Ⅳ期．�2007年～現在　研究支援センター機能　
研究所プロジェクト、武道に特化

　　�　『武道論集』発刊（第１～３集、英語版２冊）、
魚住「日本の武道文化の成立基盤」、柏崎「現代
武道の諸問題」、林「中国武術史」、松井「障害者
武道」など。松尾助教授『武道』連載、11年日
本武道学会、本学開催、13年学科改組、新カリ
キュラム、13年朴助教着任

＜研究センター設立当初＞
魚住　研究センターの施設でも、人文系の研究は実験
機器ではなく、図書を集めることがまず大事なこと
になります。３階の資料保存室（307）に、武道文
化およびそれに関連する図書を長年かけて集めてき
ました。

　　田中先生は岸野先生の指示の下、研究センター設
立時にご尽力されましたが、武道関係の資料収集・
整理されたことなどのお話下さい。

田中　岸野先生は、スポーツ史・武道史の大家でした
が、国際武道大学というものを、単なる武道・実技
だけを一生懸命やる大学にはしたくない、むしろ武
道の教育・研究、そこで日本をリードする大学にし
たいというお考えでした。

　　その大前提として、その時点で入手可能な資料、

研 究 所 座 談 会
「武道の指導系および　　
　　人文科学系の研究」

　出席者；魚住孝至、柏崎克彦、田中守、
　　　　　松尾牧則、林伯原、朴周鳳

（2013年7月11日）　



22

研究のための基盤作りとして、まず資料の収集や整
理に手をつけようとなさったわけです。その中で１
つ大きな存在になるのは、戦前に武道専門学校が全
国の武道佾伝書を収集した鈴鹿家文書、もちろんコ
ピーですが、私が取り掛かったのは、その膨大な量
の整理・製本作業です。約700冊の古文書を150巻
にまとめて整理しました。
　　そうやって集めたものが実はその後、どれほど活
用されているのか、研究であったり、学生の教育に
フィードバックするという段階が全くといってよい
ほど進んでいないというのが実情かと思います。逆
に言うとこの辺りが、大学・研究所で取り組むべき
１つの大きな柱になるのかと考えます。
魚住　田中先生が整理された資料は、私自身の研究で
は非常に活用させていただきましたし、大学院生に
も調べさせています。
　　また鈴鹿家文書の古文書については現在、全日本
剣道連盟より解説した４冊の本が出版されているの
で、外部から閲覧できないかという問い合わせがよ
くきます。希望者にはお見せしていますが、そうい
う点でよく活用されていると思います。
田中　国際武道大学という立場からすれば、学生の教
育にまで下ろして来れなければ、本当の意味の活用
にはならないのだろうなという気がします。
魚住　その辺り田中先生は、武道伝書講読などの授業
もお持ちですので、活用が進めば良いなと思います。

＜研究センター時代のプロジェクト研究＞
魚住　研究センター時代のプロジェクトとしては、研
究センターの時代は、武士道研究の大家であられた
古川哲史先生（東京大学名誉教授）の指導の下で、
羽賀久人先生とともに江戸初期の軍法書を翻刻しま
した。『戦国武士の心得ー『軍法侍用集』の研究』
にまとめましたが、これで古文書が大体読めるよう
になり、また戦国時代の合戦のやり方がかなり具体
的に分かったように思います。
　　また当時は英語の村川久子先生が中心で、剣道の
大矢稔先生に聞きながら、剣道の基本用語を注釈し
ながら正確に訳す「武道ターミノロジー」のプロジ
ェクトもありました。研究成果を毎年少しずつ年報
に掲載されました。92年に村川先生が転出されて

から高橋守先生が引き継がれましたが、高橋先生も
転出され、これらの研究成果がまとまった書物にな
らなかったのは残念でした。

　　またプロジェクトではありませんが、本学の岸野
雄三先生と西村勝巳先生、羽川五郎先生らが中心に
なって昭和62年（1987）に「武道憲章」がまとめられ、
武道とは何かの指針を示したことは、武道界にとっ
て意義が大きかったと思います。

＜開学当時の柔道指導＞
魚住　さて、柏崎先生は開学当初から武道大学で柔道
の指導をされていますが、初期の頃についてのお話
をお聞かせください。

柏崎　30年前ですか
らね。我々も若か
ったし、ここにい
る先生方も皆現場
を持っていて、直
接道場に行って学
生を教えている時
間が長かったもの
です。そうすると興味があるのは間違いなく指導法
についてでしたね。ですから当時の研究目的はだい
たい、この手元にある『実戦イラスト柔道』（1988）
のような、技術指導書の作成に集中していました。

魚住　この本はイラストで、相手がこんな体勢の時に
は、どう攻めるのか、３つ、４つの攻め方の例が示
されていて、非常に分かりやすく出来ていますね。

柏崎　ここに書いてあるイラストなども、私達の柔道
研究グループが作ったものですね。メンバーに松本
安市先生もいらっしゃいました。松本先生は当時、
柔道指導法については間違いなく日本のトップでし
たから。松本先生に監修をいただいて、私と中西英
敏先生の２人で相談しながら作った本です。これは
英語版にもなりまして、海外にも出て行きました。
このような感じで、当時の我々は、こういった指導
法の普及のための本を作る事などが、仕事や研究と
なっていました。

＜国際武道大学の印象＞
魚住　林先生は元々、中国の北京体育大学で教えられ
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ていて、筑波大学に外国人研究員として来られ、本
学には大学院ができた1996年に着任されましたが、
本学の印象はどのような感じでしたでしょうか？
林　　私は中国大陸と
台湾で、中国体育史
と中国武術史につい
て研究し出版しまし
た。それらの本は、
これまで多くの大学
で教科書として使わ
れてきました。1993
年に日本に来て、筑波大学の外国人研究員として中
国武術史に関する史料を収集しながら、日中間の武
術交流について研究を始めました。そこでは資料
も豊富で、研究者同士もお互いに協力し合ってい
て、活発に研究活動が行なわれているといった印象
でした。また、研究に関する新しい情報を発信した
り、他大学と情報を交換したりが盛んだと感じまし
た。筑波大学の先生から貴重なご助言をいただき、
近代中国の武術をテーマに博士論文を発表しました。
それが『近代中国における武術の発展』（1999）です。
国際武道大学は新しい大学ですが、日本武道やアジ
アの武術に関する史料はほかの大学と比較してもか
なり特色があり、また、大学では様々な武道活動が
実際に行われているので、私の東北アジアにおける
武術交流の研究にも良い影響を与えてくれました。
　　武道大学に来て今年で17年目になりました。中国
武術を中心に研究を続けていますが、日中韓間の武
術交流の研究も行なってきました。そして現在、中
国先史時代から19世紀の清までの武術に、日中韓
の武術交流を加えた内容をまとめています。
魚住　松尾先生は、同じく筑波大学で研究されて、
1999年に本学にいらっしゃいましたが、いかがで
したでしょうか。
松尾　国際武道大学では図書館等に武道関係の貴重な
書籍をはじめ、様々な資料が揃えられているかと思
います。ただし、弓道に関しては、私の研究室の方
が多いかなと（笑）。先ほど田中先生が言われたよ
うに、せっかく良い資料があるわけですから、学内
での活用のみならず、学外への発信をもっと積極的
に行っていくべきだろうと考えています。

　　赴任当初から「弓道理論・実習」の授業を担当さ
せていただいて、常識にこだわらず、いろいろなこ
とを学生と一緒に試しながら授業をすすめてきまし
た。様々な課題や疑問が出てきたことを、武道文化
に限らず、用具・指導法・技法などにも着目しなが
ら「本当にそうなのか？」と問い直してきたつもり
です。授業の中で学生と共に試しながら取り組んで
きたことは、なかなか研究発表にまではつながって
はいないのですけれど、新たな視点を持ったり、見
方や考え方を変えたりすることに大いに役立ちまし
た。そのアイディアはまた次なる視点を生んでくれ
ます。指導方法についても、本当にそれで正しいの
か、常に検証しながらやってきました。

　　私が学生当時の筑波大学には、現在の本学と同様
に弓道の専門の授業がありました。本学と筑波大学
の弓道の専門特化の授業は、他大学に無い特殊なカ
リキュラムであったと思います。

　　武道伝承や武道文化の研究についても身近なでき
そうなものから取り組んできまして、最終的にはそ
の積み重ねが一つのまとまりとなって大きな成果に
なればと考えています。

魚住　朴先生は、韓国の龍仁大学校から交換留学生と
して本学に来られ、別科から大学院に進まれていま
すが、武道大学の印象はいかがでしたでしょうか。

朴　　私が武道大学に来たのは2000年度ですが、韓
国では武道やスポーツというのはだいたい体さえ丈
夫であればできるものとして、環境はあまり重要で
は無いと思っていました。しかし武道大学の道場や
研究所などの施設・設備を見て韓国とはだいぶ違う
なあ、と驚きました。例えば私の母校でもある龍仁
大学での柔道の稽古は（90年代）、クーラやヒッタ
ーなどの設備がなく、ものすごく暑くても寒くても
根性で乗り切るという雰囲気でした。交換留学生と
して武道大学に来た時は、充実した施設・設備を見
てうらやましく思いながら、今の時代こういうもの
も必要なんだ、こういうところで練習すればもっと
上達するのではないかと考えさせられ、とても良い
勉強になりました。それで別科生として本学に残り
ました。

　　ただ別科は、外国の人に日本の武道と文化を同時
に教える意味では凄く良い制度だと思いますが、な
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ぜか柔道と剣道の専門しか無いのは非常に残念と思
いました。海外では合気道やなぎなたなど色んな武
道を習っている人がいるし、きっといずれかは日本
で修行したいと思っている人も多いと思います。そ
ういった人たちをもっと多く受け入れることによっ
て、現在の日本武道に対する国際的な事情がより分
かってくるし、別科という制度ももっと活性化され
るのではないかと思いましたが、今でも変わりはな
いですね。
魚住　その辺りは、別科長でもあった柏崎先生、いか
がですか。
柏崎　私もそう思いますね。柔道はオリンピック種目
として世界に広まりましたから、どの国でも学ぶこ
とが出来ます。日本的な柔道を学ぶのであればもち
ろん日本でしょうけれども。しかし、弓道や合気道、
なぎなた、剣道等の普及はまだまだでしょうから、
日本に来て学べばその国に帰って指導者になる確率
は高いと思います。柔道の場合、将来その国の指導
者になる可能性の高い若くて強い選手は、その国の
ナショナルチームに属して世界を相手に多くの試合
をしなければなりません。一年間来日して学ぶこと
には無理があります。そういう意味で、別科の学生
を募集するなら、他の武道の方に注目することも必
要だと思います。ただし、受け入れる大学にその体
制があるかという問題も存在します。
田中　開学当初は理論実習というのは柔道と剣道しか
無かった。それは教員の関係や競技人口などいろい
ろな事情がありましたけれど、現在はいろいろな武
道の理論実習の時間を設けるようになった。そのよ
うなことも含めて、立ち上げ当時からずっと同じ形
でやり通す必然性はないですね。むしろ武道という
全体を捉えた活性化を考えたら、マイナー種目（と
いう表現は適切ではないかもしれませんが）に目を
向けることは非常に大事だという気がします。

＜国際スポーツ文化学科―国際交流について＞
魚住　本学が出来て30年経ちますけど、時代ととも
にずいぶん事情も違うと思います。2001年に４学
科体制になり、田中先生は国際スポーツ文化学科の
副学科長を務められましたが、新学科開設時どうで
したでしょうか。国際的な形で出していくとか、海

外研修とかを言っていましたが。
田中　国際武道大学
と国際を掲げる中
で、あえてもう一
つ国際と称する学
科、それまであま
り具体的な取り組
みの無かった学生
を海外交流として
派遣して勉強してもらう、これは制度としては大き
く動き出しました。続いて武道学科も海外研修とい
う形で実施しだした。ただ、それまで手を付けてい
なかった海外での活動、そこに着手したことが最大
の成果で、なかなかこの大学が本来求めていた武道
と国際という形までは至っていなかった。それから
文化という視点、スポーツ文化、あわせて武道文化、
これを真正面から捉えて教育に結びついたかという
と、まだまだ不十分な形で終わってしまったのかな
というのが感想です。

魚住　弓道は国際交流を今まであまりやっていなかっ
たのが、その頃からやりだしたのではないですか？

松尾　私自身、個人的には海外に行って指導等を行っ
ていましたけど、学生の国際交流はほとんど無かっ
たと思います。海外研修を設けたことによって学生
も海外へ出て行くようになり、海外への関心も高ま
ったと感じます。また、海外研修で学生が訪れたこ
とがきっかけとなって、弓道に関心を持った外国の
方が、短期の研修で本学にやってくるようにもなり
ました。そこにまた、学生も啓発されるという、良
好な循環が生まれました。卒業後に、JICAの青年
海外協力隊で活動したり、語学研修のために留学し
たりする卒業生もその頃から増えてきました。

魚住　柔道の場合は、初めから海外に学生が出て行っ
てますよね。

柏崎　今日の様に単位化はされていませんでしたが、
柔道部は１期生から海外研修を行ってきました。30
年前は部員数が非常に多かったですけどほとんどの
学生が参加していました。それは多少バブルの時代
という影響もありましたけれども、創立者の松前重
義博士が、IJF（国際柔道連盟）で会長をされてい
た関係で、たくさん海外の方が来学しました。その
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ため交流先が多く、我々も海外に行きやすかったで
すね。受入の間口が広かったということです。そう
いう意味では柔道に限ると国際交流は開学と同時に
非常に積極的に始まっていました。
魚住　教育の面とともに学術交流という面があります
けれども、最近、林先生は本学と中国と学術協定に
活躍されているようですが。
林　　以前の国際スポーツ文化学科の海外交流授業や
現在の短期スポーツ文化交流では、毎年学生を引率
して天津体育大学へ行き、中国武術の授業を見学し
たり参加したりといった形で交流しました。これは
学生にとって貴重な経験になったと思います。逆に、
あちらの学生が来日した場合には、柔道や弓道の授
業を受けてもらったりしました。
　　研究に関しては、中国国内の資料と日本にある資
料に多少差があります。中国武術に関するものも他
の資料もそうですが、中国で懸命に探しても発見で
きなかった資料が、日本では容易に閲覧できた例も
あります。こうして新たに発見した資料は中国の学
者と交流して研究情報を共有しています。さらに、
私は東北アジア体育・スポーツ史学会に参加し、情
報交換や研究論文の発表をしています。非常勤講師
として、以前は中央大学で、現在は早稲田大学で授
業を持っていますので、そちらの先生方とも様々な
形で交流があり、非常に有意義だと思っています。

＜プロジェクト「日本の武道文化の成立基盤」＞
魚住　国際交流という点に話が行きましたが、改めて
研究所の研究に戻って話をいたします。
　　私が代表となった研究所プロジェクトでは、長年、
武道伝書を調査・収集するとともに研究していま
したが、1995年は宮本武蔵没後350年ということで、
月刊『武道』に武蔵研究を連載しました。
　　2003年から、埼
玉大学の剣道文化
論の大保木輝雄先
生と相談して、新
陰流で尾張柳生の
技を継承され、か
つ研究を進められ
てきた吉田鞆男先

生、文化人類学の阿部年晴先生（埼玉大学）、哲学の
髙橋克也先生（同）、韓国武芸史の大石純子先生（八
洲学園大学）などにも加わっていただいて、「東ア
ジアにおける武術の交流と展開」のプロジェクトを
組みました。これは武道文化が形成された江戸時
代に戻って、中国武術や韓国武芸とも比較しなが
ら、その独自性を見定めようとするものでした。こ
うして切り開いた広い視野から、改めて2008年か
ら日本の武道文化の成立基盤について、特に主導的
だった新陰流と一刀流の古流剣術を中心に、その技
を踏まえてそこにどのような思想が現れているのか
を研究しています。これらは技も伝承されていますが、
300年以上の間に変わっていることもあるので、出来
るだけ古い文献に基づいて元来の技を考え、その技
の方から思想を考えてみようという研究をしています。
　　流派武術の元へ戻って研究をしている。改めて思
うのは、木刀や袋

ふくろ

撓
しない

でやっていた流派剣術と、今
の防具を着けて竹刀で打ち合う撃剣、これは18世紀
から始まりますが、２つでは技のやり方も考え方も
かなり違うのではないか。流派剣術というのは、武
士の精神というものを養成するのに重要なものであ
ったのではないか。これらが、プロジェクト研究の
結果、明らかにしたいというところです。

　　これについて、田中先生コメントをいただけましたら。
田中　とても難しいところで、技を通してどこまで読
み取れるのか、教習のあり方、特に江戸時代以前の
もっと象徴的にいえば戦国時代のまさに命をかけた
その戦いの為の修行と全く違ったものと位置づけら
れる江戸時代。しかも前時代の形を通しての修行が
防具、竹刀を用いた撃剣。それぞれが大きく目的も
内容も違ってくるわけですよね。そこで技を通して、
どれほどの違いというのは、比較して中身が読み取
れるかというとかなり難しい、推測の域を出ないも
のになっていくんだろうなという気がします。

　　むしろ修行、稽古のあり方、求め方、そのあたり
にそれぞれの時代の武術、ここの場合剣術ですが、
剣術のおかれた立場、社会的評価、位置づけ、その
あたりが明らかになっていくという期待はできます
が。技そのものから、そこへ結びつけようとするの
は、正直にいってかなり強引な無理矢理な部分がで
てくるんだろうなという感じですが。
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魚住　私は、むしろ逆で、たとえば武道の古典とし
て『兵法家伝書』とかありますよね。それを読むと
きにも、彼らが実際に稽古していた流派の技という
ものが、どういうものだったのかを前提にしないと
読めない。いま、流派の技は伝承された形はありま
すけれど、時代によって技も変わってきているから、
古い時代で遣い方が詳しく書かれているものを手掛
かりにしながら当時の技を推定・復元して、そこで
考えてくるという形で。
田中　同時に、魚住先生がおっしゃったところによる
と、実は形稽古の教えをそのまま竹刀討ちの撃剣に、
スライドさせて共通のものとして、大事に取り扱お
うとしすぎる部分が確かにあるわけですよね。根本
的な考え方の理合、原理、原則が共通であっても使
う道具がちがう、しかも長さの違う木刀、竹刀。重
さの違い。それをそのまま昔の教えがすべてその通
りだと強引に、ここでいうと18世紀の10年代ごろ
から出てきた竹刀稽古に無理矢理当てはめすぎてい
る部分を感じます。そのあたりをきちっと整理する
ことが糸口になるのかと思います。
魚住　朴先生は、同じプロジェクトで研究されていま
すが、どうですか？
朴　　 日 本 武 道 に
様々な技法が存在
しているのはもち
ろんのことですが、
特に剣術では太刀
の打ち方を含めて、
技が成り立つため
にはいくつかの重
要な要素があり、それらを極意と呼んでいます。新
陰流では「転（まろばし）」・一刀流では「切り落し」
とされていますが、そうした極意のエッセンスを考
え出した昔の人達の哲学に対しては、いつもすごい
なと感じています。
　　そしてこのプロジェクト研究を通して韓国の武道
を見ると、韓国にも様々な剣術の流派が存在します。
だが元々文の文化であったため、古くからの流派の
存在はあまり確認されていません。こうした状況の
中で、彼らの流派の基になる思想がどこから始まっ
ていかなるものであるかについては一度考えるべき

問題だと思います。
　　また日本の武道が追及してきた術から道への過程
に対して、従来何とか道という道をつける習慣がな
かった韓国にとって、実際に何をもって武道の道と
いうものにたどり着いているか、あるいはどのよう
なものが道として定義されているかについては、や
はり検討する必要があると思います。

＜プロジェクト「現代武道の諸問題」＞
魚住　今は、伝統的な武道文化のプロジェクトの話を
しましたが、柏崎先生は、「現代武道の諸問題」と
いうプロジェクトの代表者ですが、そちらはいかが
でしょうか。

柏崎　柔道に絞ってお話ししますと、ご存じの様に柔
道は東京オリンピック頃から世界に広まってきまし
た。柔道は、日本古来の技術の他に、いろんな他の
格闘技の技術を取り入れることが可能です。たとえ
ばロシアであればサンボ、韓国であればシルム、モ
ンゴルではブフ（モンゴル相撲）が盛んですが、多
くの国はそれらの格闘技の技術を柔道に生かして戦
っているというのに非常に興味をもちまして、中盤
からは、格闘技の宝庫である東アジアからいくつか
ピックアップして、比較してみたということです。

　　後半になりますと、世界に広まった柔道ですが、
その理由はどこにあるのか、武道としての柔道の本
質を世界の人はどのように理解しているのかとい
うことを知ることは重要なことであると考えました。
また、武道の国際化には多くの問題も伴います。柔
道がその先頭に立って多くの問題と対応しています
が、課題と今後の対応について研究を進めてきまし
た。もちろん、海外ばかりでなく日本国内にも多く
の問題があります。よく使われる表現として、柔道
は漢字の「柔道」から英語の ‘Judo’ になったとい
いますけれども、私はもっとも変化して、スポーツ
化しているのは、むしろ日本国内でないかと思って
います。それに対する警告を発したいという意味で
取り上げて発表してきたと云うこともあります。

　　先日、フランスの高段者研修会に講師の一人と
して行ってきました。150名、50歳から90歳までの
6段から10段までの有段者が集まっての研修でした。
指導法、日本の武道史、嘉納治五郎の思想、もちろ



27

んフランスの柔道の将来どうあるべきか討論する時
間もあり、それを熱心に一週間かけて行う。それを
見ていて、さらに日本との距離がひろがるというか、
我々日本の柔道家が大きく遅れを取るという感じを
受けて帰国しました。
魚住　日本人の方が柔道の文化や歴史への興味が浅い。
柏崎　日本の方が、文化的なものに興味が無くなって
きているのではないか。むしろ、海外の方のほうが、
武道を評価してくれている。そして注目してくれて
いる。日本は、競技としての柔道に偏りすぎたこと
によって、国内の武道人の評価が下がってきている。
そういう傾向にあるのではないか。武道大学は原点
にかえって、もう一度武道とは何ぞやということを
国内に発信していく必要があると思います。
田中　たとえば日本で、剣道は少し違った要素がある
のですが、柔道をやっている方の多くが、順番に選
手としての取り組み、そこから離れていくと同時に
柔道そのものから離れる。柔道人口というのがだん
だん年齢とともに、極端に減少していきます。とこ
ろが柏崎先生のおっしゃるように、フランスで日本
の三倍以上の柔道人口があります。
柏崎　60万人くらいです。
田中　日本は、17万人くらい。それというのは、若
い層がそれだけ多いのではなくて、ずっと継続して
柔道に取り組む。けっして年齢とともに極端に減っ
ていくことは無いということだと思うのですが。そ
のあたりも含めて武道というものの根本の特性とい
うか本質というか、それこそ、国際化ではなく、改
めて国内化というか、日本の中での武道の理解、位
置づけというものをもう一度見直していかなければ、
世界の中で日本人が一番、単なるスポーツ競技とし
ての武道に接しているんだということになりかねな
いと思います。
魚住　毎年、日本武道館が国際武道文化セミナーを武
道大学も使って行っていますが、在日の外国人武道
家のいろんなジャンルの人達がやってきて専門種目
な技も学ぶこともできるし、武道の文化的な事も学
ぶ事ができるという、非常に貴重な場だと思うので
すが、外国人向けだけなのですよね。もっと、国内
の武道人に向けてのものがあってもいいんじゃない
かという気がするのですが。

田中　たぶん、外国でいろんな武道をやっている人。
たとえば剣道をやっている人、嘉納治五郎という名
前をどこまで知っているかはともかく、知っていま
すよ。ところが、授業で嘉納治五郎の名前を出して、
武道学科の学生、もちろん柔道の学生は理解してく
れているとは思うのですが、剣道や他の武道をやっ
ている学生は嘉納治五郎を聞いたことがない、知ら
ないという学生がたくさんいます。それが現実なん
です。それが、うちの学生だけではなく、武道とい
うものへの理解が、それぞれ自分がやっている競技
としての理解しか意識されていない、その象徴的な
ところだと思います。

　　たぶん外国でなんだかの武道をやっている人、た
とえば嘉納治五郎はよく知っていますよという状態
だと思います。それだけ武道そのものであったり、
日本文化、東洋文化それも含めて自分がなんだかの
武道に取り組んでいるという意識があるんだと思い
ます。

魚住　日本では、武道という言葉はあっても、実際に
はそれぞれの武道、つまり柔道があり、剣道があり、
弓道があるというだけですので、専門の武道だけし
か見ていないというところが非常にあると思います。

田中　それが今の日本の実状だと思います。むしろ海
外の方が、その一つの種目と同時に武道全体や日本
の事という、広がりを持った姿勢というのが外国人
のほうがあるんだと思います。

魚住　そのあたりは、武道文化という研究が重要な話
だと思います。松尾先生は、柏崎先生のプロジェク
トに参加されておられますが、どうでしょか？

松尾　いまの話の続き
になりますが、私
の学生時代は、高
校から大学、弓道
を一生懸命にやっ
てきて、他の武道
は正直うちの学生
と同じく知らない、
嘉納治五郎も知らないという状況でした。大学の授
業で初めて嘉納治五郎という名前を知ったというの
が現実です。そういうことを考えると、本学の学生
達に専門種目の授業だけではなく、ほかの武道全般
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についても幅広くも学ばせていくことが必要だと思
います。そのことは単に幅広い知識を得られたとい
うことだけではなく、結局は自分の専門種目をより
深く考えられる素養を養うことにも繋がっていくと
思いますので、やはりそのような幅広く学ばせる教
育をしていく必要があるのだと思います。
　　「現代武道の諸問題」のプロジェクトに関わらせ
ていただきましたが、そこで弓道に関していくつか
問題点をあげました。その中でも、特に大きな問題
としてあげたのは、弓道の宗教性の問題と矢羽根に
関する問題です。宗教性の問題については、それが
いい悪いというのではなくて、弓道が少なからず宗
教に関わってきたのは事実ですので、それを今後、
弓道が国際化されるときに、宗教性も含めて国際化
するのか、そうではなく競技を中心として宗教性を
取り除いて普及するのか、論議をしていないことに
対して問題として取り上げました。
魚住　もう少し具体的にいうと？神棚とか、礼法とか
ですか？
松尾　全日本弓道連盟の中央道場には神棚があります
し、それがそのままでいいのかどうか？何も論議さ
れていないままに、国際化が進んでいる現状があり
ます。それをもう一度論議し、宗教性も含めて国際
化しようという決断をするのか、そうではなく宗教
性を省いて国際化しようとするのか、日本の立場を
明らかにしておく必要があります。世界に向けての
発信と同時に、日本国内にも関わってくることだと
思いますが、国際化を契機として、しっかり論議し
た方がよいのではないかということで問題提起をし
ました。
　　矢羽根については、ワシントン条約で国際的な取
引が制限されているような猛禽類の羽根が現実には
矢羽根として使われておりまして、弓道家は、私も
含めてそういった珍しいきれいな矢羽根を珍重し、
欲しいと思うのも正直なところです。それが競技、
それから特に審査や演武などで、高段者になると高
級な矢羽根を使っていない事が高段者としてふさわ
しくないかのように評される現状があります。これ
は考え直す必要があります。時代とともに変わって
いくべきものもあるのは、やむを得ないことと思い
ます。そういったことで矢羽根について問題提起を

しました。その後、国際連盟の方では、使用を制限
することが決定されまして、その影響が国内にも及
んでくるのではないかと思います。国内でも、もう
一度考え直そうとする気運もあります。問題を抱え
ながらも、弓道家の中にも問題意識が芽生えて来て
いることは、いい方向に進んでいるんだろうなと思
います。

魚住　この大学でこそ、柔道家がおり、剣道家がおり、
弓道家がおり、それぞれの人が同じ大学の教員とし
ていますから、話すことができる、そしてこういう
プロジェクトができる。たとえば柔道の話を聞いて
みたら、自分の専門の武道とは全然違うとか、そう
いう話がたくさん出てくるという気がします。そう
いう点でこの武道大学の研究であったり、プロジェ
クトのところでの発信というものも非常に重要な話
ではないのかと思いますが。

＜武道というものに関する意識＞
柏崎　話は戻ってしまいますが、開学当時は、柔道部
の学生は全員剣道の授業をとらなくてはならなかっ
た。クラブも必修でした。剣道の学生は柔道、柔道
の学生は剣道を他の武道を勉強し、幅広く知識を広
めていく体制でした。今は義務づけていない。義務
づけなくてもとっていますか。

田中　かなり減っているでしょう。
柏崎　我々が指導する場合でも、同じ武道をやってい
る武道学科の学生ですと、指導内容を幾分変えて比
較武道的な要素を盛り込んで指導していましたが、
体育学科の学生と同じとなると、武道という意味で
は薄くなってきたのではないかと思います。授業内
容が。

田中　去年からの中学校の武道の必修化と考えたとき
に、武道大学で武道の実技指導をする力は、全学生
に、もちろん教職の希望者、そうでない者もある程
度、全学生に勉強して欲しいし、今の話で、柔道専
門にやっている学生は剣道と限定しなくてもいいけ
れども、他にもどんどん触れて自分の専門種目だけ
ではない、剣道やっているものは、柔道だ、弓道だ
といろいろな求め方、システムとしても必要だと思
います。事由にしなさいだと、よほど意識の高い子
以外は、そうは動かないですからね。そのあたりが
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学生の自主性に任せるのは結構なんだけれども、結
果的には、あまりいい方向では機能しない状態がで
きてしまっているのかなという気がします。
柏崎　たとえば、剣道やっている人が柔道やる、柔道
やっている人が剣道をやるということは、武道の共
通項を見つけることができる。それが出来て初めて
武道を多少理解できる。
田中　共通項であり、同じ事でもそれぞれ、そういう
見方が出来るんだという、いろんな発見というかア
プローチの仕方がでてくると思います。
柏崎　開学当時の方が、建学の理念が色濃かったよう
な気がします。たとえば、全学生に柔道と剣道の初
段を取らそうと言った試みもありました。しかし、
それも１セメスターでは無理でしょう。
田中　本質的な部分を見据えている状態ですよね。
柏崎　だんだん時代が変わって、社会の求めるものが
違ってきているのかもしれない。建学の理念がだん
だん薄くなっている。
田中　大学の名前として武道大学といっているけれど
も、それを取ってしまっても成り立つような。あま
り武道大学としての武道そのものの、特性というも
のが全面に押し出せてないのかなという気がします。
魚住　そのあたり、教育と研究というものと両方ある
と思うのですが。

＜武道の研究について＞
柏崎　魚住先生から配布された、開所当時の座談会資
料（「武道を科学する」『武道』1986年７～９月号；
松井秀治、伊藤金得、大道等、田邉信太郎氏座談会）
を読ませていただきました。
　　当時の先生方が国際武道大学の今後の研究の在り
方について議論されています。率直な感想を言わせ
ていただくと、先生方が謙虚だなと思いました。座
談会の中で「我々研究者もアスリートの仲間に入れ
て欲しい」という言い方をしています。また、武道
の研究に当たっては、例えば剣道でしたら「気剣体
一致」となって完成された技が施されますが、その
レベルに我々の研究は追いつくだろうかなどと論じ
ています。我々研究者もこのレベルまで研究を頑張
ろうという姿勢はすごいと思いました。こういう姿
勢は大切だと思います。

魚住　この当時、新しい武道科学をやろうという、そ
の為にできた研究所ですからね。その意識は非常に
あったと思いますね。

　　では、現在の研究について簡単にお話しいただき
たいと思います。

　　松尾先生は、月刊『武道』の弓道のことを連載を
されましたが、その時、特に強調したかった事と、
連載後に考えられたことはどういったことでしょう
か。

松尾　ええ、「弓道―その歴史と技法」ということで、
月刊『武道』に2010年10月号から30回ほど連載を
いたしました。それをまとめて単行本（日本武道館・
2013）にしていただきましたが、タイトルに『弓
道―その歴史と技法』とあるのですが、正直なとこ
ろ「技法」を論じるというのはなかなか難しいこと
でした。先ほどの話で、魚住先生は技にこだわって
研究をされておられますが、私は、技法の詳細につ
いては若干避けてしまった面があります。これは、
流派の問題でなかなか触れにくかったり、記述だけ
では理解しにくかったりという点もありまして、十
分には書ききれなかったというところです。今後の
課題としては、書ききれなかった技法について、も
う少し踏み込んで論じられるように研究をすすめて
いく必要があるとは思っております。先送りです
（笑）。
　　いろいろな流派もありますし、技法については、
伝書等に書いてあるものを正確に理解するには、実
際に自分の体験がないと難しい部分があります。曖
昧な体験だけで解釈すると大きな間違いを犯してし
まう恐れもあるので、そういった意味で踏み込みに
くかったところがあります。誰かがやっていかなけ
ればならないことですから、可能な限りチャレンジ
していきたいと思っています。

魚住　田中先生も、2003年頃から月刊『武道』連載
されておられて、『武道―過去・現在・未来』（2005）
を出されていますが、そこで考えられた事はどうい
ったことでしょうか。

田中　武道の世界全体がそうなのですが、特に剣道
は、ことさらに人間形成ということを強調するので
す。たとえば、全日本剣道連盟は、「剣道の理念」
というのを制定しています。「剣道は剣の技法の修
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練による人間形成の道である」。とても崇高な文言
なのですが、しかし理念は理念であって、読み替え
たら目標なんです。ところがあまりにも一人歩きし
て、剣道イコール人間形成。中にはいろいろな講習
会で話をして、その後でテストがあった時に、「剣
道の理念として人間形成といっています。だから剣
道は人間形成なんです。」というような理解をする
人が少なからずいる訳です。
　　そうではなくて、剣道が、武道が、人間形成とい
うものを大きく捉えているところ、一つは、そうい
う方向に位置づけなければ、明治以降の時代を生き
抜けなかった。その要素も間違いなくあるし、もう
一つは、その方向に剣道の、武道の将来を見据えよ
うとしたわけですよね。そのへんを改めて、今の剣
道界、武道の世界、少しそちらに傾きすぎて間違っ
てるぞ、ということをもの申したいなと思っている
ところです。結局、取り組み方次第ですよ。
魚住　「剣道の理念」は、標語的な形のスローガンで
すからね。
田中　なのに、それをイコールで扱おうとする傾向が
非常に強くなっています。武道には取り組み方次第
で、人間的な成長ということが、大いに望めること
の要素も含まれている。でもそれは、やり方次第、
修行の仕方次第というところも含めて武道の教育と
か指導の考え方。ここに武道史、剣道史の研究の立
場（？）、決して歴史と専門とは思っていないので
すが、その教育指導のところについて、啓蒙の要素
が強くなると思うのですが、今の一般的な傾向に対
して、もう一回考え直し、見直そうというところを
整理したいと思っています。
魚住　林先生は、いかがでしょか。中国武術史につい
ては。
林　　中国武術史はもちろん時系列で構成されますが、
日中間の武術交流が密接に関わっているという面が
あります。このため、各時代に東北アジア諸国との
交流内容を取り入れています。定年退職が近づいて
いますから、今、三本の柱を中心に研究をまとめた
いと考えています。
　　まず中国武術史。研究所年報にも毎年論文を書い
ていますが、中国先史時代から19世紀の清までの
武術に、日中韓の武術交流を加えた内容を出来るだ

け早くまとめて出版したいと考えています。
　　もう一つは、５、６年前にプロジェクトとしてス
タートさせた中国武術用語に関する研究です。ほか
のメンバーと意見交換した結果、日本では、すでに
太極拳の愛好者が130万人を越え、非常に人気があ
るとのことで、また本学でも、来年４月から大学の
授業として太極拳がスタートする予定がありますし、
『中国武術・太極拳用語辞典』として企画しています。
すでに３分の１は作業が終わっています。日本体育
協会の下に、日本武術太極拳連盟があります。日本
では武術と太極拳が並んでいることには違和感があ
るかも知れませんが、中国の場合は、太極拳も武術
の一種とみなされていますから、『中国武術・太極
拳用語辞典』という形で詳しく紹介したいと考えて
います。

　　そして三つ目ですが、10年前から田邉先生、小
林先生と一緒に、養生術の研究を続けています。中
国の養生術は、すでに魏晋南北朝までの内容を整理
しました。もし時間があれば、養生術史を武術史と
同じように出版したいと思っています。

魚住　朴先生は、いかがですか。
朴　　私のこれまでの研究は『武道論集』にも書いた
ように、主に現在の韓国武道の事情について研究し
ていました。韓国の武道は数少ない史料を根拠にそ
れを復元して行っているものが多いです。やはり昔
からの武道が伝わっていないことが一番大きな難点
だと思いますが、そのため様々な流派が乱立してい
ることも現状です。だが一方では武道というものを
社会のニーズに合わせて展開させることで、一般の
人が受け入れやすくもしています。一言に言うと、
武道の伝統化と大衆化を同時に求めているのが、今
の韓国武道であると言えます。

　　また最近の研究としては、日本の植民地期に朝鮮
に伝えられた日本の武道が独立後の韓国社会の中で、
どのように展開したかについて研究を行っています。
戦後、日本の残存文化を取り除く中で、日本の武道
がどうやって生き延びたかが明らかになると思うし、
これまでとは異なった視点から日韓の武道を見るこ
とができると思います。
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＜日本武道学会との関係＞
魚住　松尾先生は日本武道学会の理事・監事をされて
いますが、どうでしょうか。
松尾　日本武道学会では、私が会計を担当していたこ
ろ、若手研究者の育成と収入源確保の一貫として、
学生会員の制度が出来ているのですが、それに関わ
らせていただきました。本学の学生も学生会員とし
てもっと多くが入会してほしいところです。新しい
武道の研究情報等に学生もふれてほしいと思います。
研究情報にふれることがきっかけとなって、最新の
武道研究情報を得ながら、卒業研究につなげていく
ような形になればいいなと思っています。
　　残念ながら、まだなかなか学生はそういったとこ
ろにまで関心が及んでいないかと思います。関係さ
れる先生方から学生会員制度を学生に紹介していた
だいて、学会にかかわる学生もだんだん増えていっ
て、学生の武道研究が盛んになっていくことを期待
しています。
魚住　柏崎先生も武道学会の理事でいらっしゃいます
が、武道大学と関係して何かございますか。
柏崎　武道学会東京支部会の私が支部長で、田中先生
が事務局長で二人三脚でやっていた時代があるんで
す。そのような流れもあって、平成23年に本学で2
度目の日本武道学会が開催されました。
松尾　日本武道学会の理事や評議員に本学の先生方が
たくさん入っておられるので、いい方向だと思いま
すけれど、武道を専門とする以外の先生にも学会に
入っていただいて、その先生の専門分野から武道を
題材にした研究にもアプローチしていただけると、
本学の武道研究の活性化に繋がっていくと思います。

＜武道とは何か？＞
柏崎　先ほどの田中先生の話に絡めると、日本は武道
を生き残こすために、武道はスポーツだと言い始め
た。ところがまったく同じ時期に、フランスは、柔
道はスポーツではないと。武道だと。「More�Than�
Sports」という言葉を使い始めた。スポーツよりも
もっと得るものが多いということ。具体的に3つぐ
らいあげていますが。日本は、スポーツと言わざる
を得なかった歴史があったことを忘れてしまってい
る。もう今はその必要もなくなっています。もちろ

ん武道にスポーツ的要素が含まれていることは当然
のことですが、そろそろ日本でも武道としての議論
を深める必要があると思います。

田中　戦後、武道が禁止されていた、その時代の中で、
それ以前の内容と大きく変えざるを得ない。結果的
に格技、スポーツとして学校教育で。その中では、
もちろんスポーツとしての取り組みということで認
められた。しかし、そこから抜け出したのが平成元
年（1989）の格技からの武道への切り替え。

　　実はそれまでの間、何の抵抗感もなく、工夫もなく、
むしろそれを増幅させる形で、柔道は、剣道は、武
道は、スポーツとしてだと。昭和43年（1968）の
日本武道学会の立ち上げの頃から、武道はスポーツ
か否かなどという議論もあったこともいつの間にか、
それすらも議論のテーブルにのらない。つまりもう、
戦後の流れの中で、日本人が、武道に対して競技と
して、スポーツとしての見方しかしなくなってきた。
それがあまりにも強く定着しすぎてきて、今突然気
がついたかのように、平成元年から、格技を武道に
切り替えられたところで、中身は何の変化もない状
態。それでずっときてしまっている。

　　いよいよもう一度、本質の部分で武道としてのあ
り方というのを、見直していく必要があるんだと思
います。一時期、生き残るためにやむを得ずという
のは仕方がない事で、これは歴史の中での事実とし
てとらえて、今、求められているのは、制限の無い
ところで、自分たちが主体性を持って、どちらの方
向に行きたいんだ、どういくべきなのか、という議
論をしなければならないのだと思います。

柏崎　武道は、むしろ本来の武道の思想を打ち出さな
ければ生き残れないと思います。

田中　生き残るためには、本質をちゃんと抑えなけれ
ばならない。

柏崎　徹底的に武道の教育性を強調してフランスは国
内３番目の登録人口に柔道を押し上げた。上手に武
道の良さを利用して生き残ったのが、ヨーロッパで、
武道の良さを失ったことで、さらに衰退を始めたの
が日本国内における武道であると感じます。

田中　たとえばそのスリッパを通して、武道としての
あらゆる事が、一言で通じるのか、日本でスリッパ
と言ったら、並べればいいんだろうで終わってしま
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うのか。そこも問題です。

＜武道研究の将来＞
魚住　そういった文化的なところですよね。グローバ
ルな時代になっているから、改めて武道の根本的な
ものは何なのかというところが問われているような
気がします。武道と言っても、海外に行ったら、中
国武術とか韓国武術を含めて一緒に見られますから
ね。そして日本の武道はいったい何なのか。本質的
なところをもっと研究していく。武道大学の研究所
はこれからももっと研究を深めなければならないと
思います。
柏崎　将来、研究所が生き残っていくためには、この
研究所でなければ出来ない事はなにか、ここが他に
負けないものは何があるのかということを考える必
要があると思います。本学には多くの先生方が揃っ
ています。そういう先生方が集まって一つのテーマ
で話し合ったときに、現場に役立つというか、学生
が耳を傾けてくれるような研究テーマが見つかる。
そのテーマに多くの先生方が知恵を出し合ったなら
素晴らしい研究ができると思います。
魚住　こういう形で、話し合える事はないので。
柏崎　そういった話し合いができる環境がここにはあ
る。それを生かしていくには、研究所がさらに舵を
取っていくことが必要であると思います。まだまだ
先生方の結びつきが薄く、研究が細切れになりすぎ
ていると思う。
林　　研究所だけではなく、大学全体がそうではない
か。
田中　根も大学の存在がですね。
柏崎　もっと気楽に言いたいことを言い合い、その中
でまとまっていけたら良いのではないでしょうか。
研究者と実技を指導する先生方との距離をなくし互
いに協力し合うことが出来たならさらに大学も研究
所も発展すると思います。
魚住　国際武道大学は、国際と武道と続いているので、
そのあたりを研究所はまさに研究して深めていかな
ければならないところだと思います。
　　本日は、長時間にわたってお話しいただき、あり
がとうございました。

――――――――――――――――――――――――
関係文献紹介

１）古川哲史・魚住孝至・羽賀久人著『戦国武士の心得
－『軍法侍用集』の研究』（ぺりかん社・2001）

２）古川哲史・魚住孝至・羽賀久人著『諸家評定－戦国
武士の「武士道」』（新人物往来社・2007）

３）魚住孝至著『宮本武蔵－日本人の道』（ぺりかん社・
2003）

４）魚住孝至著『宮本武蔵－「兵法の道」を生きる』（岩
波新書・2008）

５）松本安市監修・柏崎克彦・中西英敏著『実戦イラス
ト柔道』（五月書房・1988/ 新装版1999）

６）柏崎克彦著『寝技で勝つ柔道』（ベースボール・マ
ガジン社・1998/DVD・2007）

７）林　伯原著『近代中国における武術の発展』（不昧堂・
1999）

８）田中　守著『武道ー過去・現在・未来』（日本武道館・
2005）

９）松尾牧則著『もっとうまくなる！弓道』（ナツメ社・
2007）

10）松尾牧則著『弓道－その歴史と技法』（日本武道館・
2013）

11）国際武道大学研究所編『武道論集』第１集「武道の
歴史とその精神」（2008・増補版2010）

12）同編『武道論集』第２集「中学校保健体育における
武道の指導法」（2009）

13）同編『武道論集』第3集「グローバル時代の武道」
（2012）

書記：江澤弘美、渡邉敏成（写真撮影も担当）
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魚住　今日の座談会は、運動の基礎研究、トレーニン
グ科学、健康に関する研究についてお話しいただき
たいと思います。

＜研究所の研究・実験室体制＞
　　本研究所は、1986年の設立当初は日本武道館の
武道科学研究センターでした。設立前に当時の分野
の専門家で編成した準備委員会では、ヨーロッパや
アメリカ・カナダの施設も調査して、当時最先端の
施設・設備を整えられました。地下１階、地上４階
の建物ですが、本日に関係する部分では、地下の
B101に体力科学研究室、B102�にトレーニング科学
研究室、B103に体力測定室がありました。その後、
2007年に９号館が完成後、トレーニング科学研究
室は９号館地下１階に移ったので、B101は第２リ
コンディショニング室に、B102は体力科学研究室
になっています。研究所の１階101に保健・心理学
研究室、２階の207に解剖・組織学研究室、209に
生化学・栄養化学研究室、210に視聴覚実験室があ
ります。
　　これら研究室での研究については、後で先生方か
ら紹介していただきます。

＜研究所の歴史＞
　　研究所の歴史について、四つの時期に分けて表２
によって簡単に紹介しておきます。

　表２．研究所の研究史（B班用：敬称略、職名は当時）
第Ⅰ期．�1986年～95年　日本武道館の武道科学研

究センター時代
　　研究基盤形成期（研究施設・設備）、松井秀治セ
ンター長（バイオメカニクス）、伊藤金得教授（解
剖学）、鷹野健次教授（運動心理学）、成澤三雄助教
授（運動生理学）、田邉信太郎講師（健康論）、金久
博昭講師（トレーニング科学）、石塚正一講師（運
動心理学）、山本正嘉助手（運動生理学）など。

　　プロジェクト研究；「武道体験の身心論に関する
生理・心理学的研究（黙想研究への脳波の活用）」、「運
動が生体におよぼす影響、特に筋機能への影響から」、
「運動が生体におよぼす影響、特にトレーニングと
コンディショニングから」

　＊�１期生（井上、刈谷、立木）、1990年井上助手、
1993年谷口講師、立木助手、1994年小林教授、
1998年刈谷助手、それぞれ着任。

第Ⅱ期．�1996年～2000年　国際武道大学に移管附
属研究所、大学院開設

　　大学院の３系に合わせて３研究部門に分ける。
　Ｂ�運動健康科学研究部　１．伝統的健康論における
運動と健康生活に関する研究、東洋的行法（田邉・
石塚）、２．健康に及ぼす運動の影響の研究発育・
発達（小林・刈谷）、

　Ｃ�スポーツ医科学研究部　３．脳の機能の評価方法
に関する研究：運動と知覚―脳神経―筋系への影響
（谷口・川津、関）、４．内分泌機能からみた運動
機能の評価方法に関する研究：ドーピング・内分
泌（河野・高橋・立木）、剣道竹刀振り下しのモ
デル化（清水・井上）、ラット筋収縮（刈谷）

第Ⅲ期．�2001年～2006年　スポーツトレーナー学
科など開設

　　新区分＜21世紀の武道―特定研究―情報―学術
交流─�一般公募＞　プロジェクト研究；呼吸法（田
邉・石塚）、動作の素早さ（谷口ら）、学術交流（小
林ら）、薬物副作用（河野・高橋・立木）、運動―筋
発達（刈谷）、武道競技者体力（井上）等

　＊2003年３月大道教授急逝

研 究 所 座 談 会

「運動の基礎研究、トレーニン
　グ科学、健康に関する研究」

　出席者；魚住孝至、小林啓三、谷口有子、
　　　　　井上哲朗、刈谷文彦、立木幸敏

（2013年7月18日）　
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　　栄養摂取と食生活改善（成澤・湊ら）、伝統的健
康論（田邉・石塚ら）、地域の健康・体力づくり（谷
口・小西・井上ら）、運動機能評価（井上）、武道の
総合的研究（田邉ら）、武道健康論（小林・田邉）、
武道のデータベース（石毛）等
第Ⅳ期．�2007年～現在　９号館、プロジェクトは研

究所（武道に特化）と大学教育研究に分化
　・�研究所プロ；武道健康論（小林・田邉・石塚ら）、
武道のバイオメカニクス（石毛ら）、武道体験の
心身論（田邉・石塚）、

　・�大学教育研究プロ；地域における健康づくり（谷
口・小西・井上ら）、蛋白同化ステロイドのラッ
トへの影響（立木）、発育期ラット骨格筋（刈谷）、
女子剣道選手の体力特性（井上）等。

　＊2012年３月成澤教授、田邉教授退職

＜第Ⅲ期の研究所体制の変革＞
魚住　このように歴史を振り返ると、今の研究所の体
制が作られたのは、第Ⅲ期が大きな画期だったと思
います。年報を見ましても第Ⅰ期から第Ⅱ期につな
がりがありますが、第Ⅲ期が転機になっているよう
です。第Ⅱ期から第Ⅲ期にかけて研究所長であられ
た小林先生がいらっしゃいますので、当時、研究体
制を大きく変えられた意図や企画されたことなどあ
りましたら、お話しください。
小林　私が研究所長を
務めたのは、1998年
から2004年までで
す。この時代、社会
的に非常に大きかっ
たことは、大学改革
が叫ばれていたこと
と、20世紀が終焉し、
いよいよ21世紀を迎えることです。
　　私はこの第Ⅲ期では、特に研究所の体制を大きく
変えたつもりはありません。ただ、一番大きく大学
自体が問われていたのは、社会貢献ですね。大学が
地域とか世の中にどの様な貢献ができるのか。あと
21世紀になって、なんとなく新しいことをしなけ
ればならないという雰囲気がありました。もう一つ、
当時学生から「先生の研究室のある研究所はどこで

すか？」とか、また「研究所って何をやっているの
ですか？」と聞かれたことがありました。研究所は
本学の学生でさえこの程度の認知度なのか、と思い
ました。大学院ができるから大学院の教育も含めて
研究所が何かお役にたたなくてはいけないという、
社会的な背景と個人的な問題意識があって、少しは
変えてみなくてはいけないな、という諸要因が条件
としてありました。

　　実際に研究所長に就いて、最初の数年は今までの
流れの中で役割の遂行をしなくてはならなかったけ
れども、数年経って、私の考えが反映できるような
時が成熟しました。そこで、「研究所自体が社会に
何ができるだろうか、研究所としての社会貢献と大
学教育の立場ということで、おおまかに言えば研究
所としての予算があるので、研究所としての色を
出す研究をしようじゃないか。」ということでした。
それは魚住先生にもご助言いただきましたが、今ま
で公募方式でプロジェクトを組んでいたのを、公募
研究と併せて『研究所としての色を出せるような特
定研究を持とう』というのが最大の特徴であったと
思います。

　　特定研究でいろいろな方々の意見を頂戴すると、
キーワードとして挙げられるのは、国際武道大学な
ので「国際交流」、また研究所の名称が「付属武道・
スポーツ科学研究所」なので、「武道」と「スポーツ」
でした。そして今までの研究の流れから考えてその
当時最初に作ったのが、武道、スポーツを新たな視
点から見直そうではないかということで、魚住先生
を代表にした特定研究「21世紀の武道の研究と課題」
を立ち上げました。

　　また、特定研究の他に、本学の研究所の存在感を
海外に知らしめようということと、IT 化が流行り
言葉でもあったので、情報発信にも着目しました。
情報化・学術交流を図るために、韓国龍仁大学に学
生を連れて行き、武道、特に剣道のデータを取得し
分析したというようなことも行ないました。

　　あと、ハード面での改革では、研究所の中に研究
成果のポスター発表の場を設置しました。今までは
プロジェクトの発表は、口頭発表で１日時間を設け、
プロジェクトの発表者が各10～20分の話をして終
わっていました。それでは参加者の都合に左右され、
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ポテンシャルの高い人達しか集まらない。そこで今
までのプロジェクトの内容や学会で発表した内容、
また大学院生の発表をポスターにして、一般の学生
の目に着くようにしました。
魚住　特定研究と一般公募もはっきりと出されたのは
非常に大きな改革であったと思います。ポスター発
表の方式は今も続いております。

＜209生化学・栄養化学研究室の研究＞
魚住　では、それぞれの方に、実験室の内容も含めて
研究をご説明いただきたいと思います。刈谷先生は
本学の第１期卒業生でありますが、その当時も含め
てお話し下さい。
刈谷　209実験室の設
備自体は研究所開設
当時の物がまだまだ
使われている機器が
ありますし、いくつ
か代替えしたものも
ありますが、基本的
に測定項目は当初か
らそれ程変化していない状態です。主に生化学的な
分析、成澤先生の代から、骨格筋だとか心筋だとかの、
細胞レベルのタンパク質の適応の変化といったとこ
ろを研究しているので、それに関連する現有の設�
備・実験機器等でできる範囲の実験を進めています。
　　特に動物実験がメインですね。動物実験を用いた
テーマを選択するゼミ生はさほど多くはないですけ
ど、自分自身の研究としては、身体活動に対する骨
格筋中の機能的な適応に注目していますので、動物
実験は必要不可欠なものです。
魚住　209実験室は同時に栄養化学という分野で、成
澤先生の時代は「栄養摂取と食生活の改善」という
テーマでもプロジェクト研究をされていましたが、
現在そういう方面はどうなんでしょうか。
刈谷　栄養素の摂り方によって骨格筋の機能の変化は
出てくるものですから、ラットに与えるエサの組成
を変えてみたりとか、その辺のアプローチから栄養
摂取と骨格筋の機能的な変化に関する研究に取り組
んでいます。あと、大学院の非常勤で来ていただい
ている和洋女子大の湊先生と成澤先生が共同研究と

いう形で、本学のクラブ活動の食事の実態調査や、
その対策などをプロジェクトのテーマとして研究し
ました。

魚住　209実験室は、小林先生も武道健康論の研究な
どでかかわりがあるかと思いますが。

小林　私自身は209の機械を使って行なった研究とい
うのは特に無いですね。ただ湊先生が栄養の調査を
した時に一緒にお手伝いしたことはあります。あと
は刈谷先生のネズミと骨格筋の調査に興味がありま
すので、お手伝いしています。

＜207解剖・組織学研究室の研究＞
魚住　では、お隣の207の解剖学実験室はどうでしょ
うか。立木先生お願いします。

立木　伊藤金得先生以来続いている解剖学教室であり
ますけれども、体育大学でこれだけの規模を抱えて
専任教員がいるのはおそらく本学だけではないかと
思います。もちろん専任教員がいる体育大学もあり
ますけど、この規模ではありません。

　　当初から行っている実験は、肉眼解剖学的なこと
と組織解剖学的なことです。ですからマクロ解剖と
言われている動物の解剖、それからミクロ解剖とし
て顕微鏡を使った組織の研究を軸にしています。伊
藤先生は前任校から引き続き脊髄神経の研究をずっ
とされてきて、助手の小宮山正敏先生もそういった
マクロ・ミクロの研究をされていました。

　　私が着任した1993年には、教授は河野俊彦先生
になっていましたけれども、河野先生は解剖学と病
理学を専門とされていたので、解剖・組織的な分野
から病理学的分野まで研究分野が広まりました。ち
ょうどその後、高橋正人先生も講師として着任しま
したので、我々３人で、それまではかなり基礎的な
研究を行ってきた解剖学実験室ですが、臨床的な研
究ということで、ドーピングの副作用の研究を始め
ました。これは元々、高橋先生が研究テーマとして
持っていたものを、病理学で少し切り口を変えて組
織学的な事も含めて行ってきました。

　　ドーピングの副作用については、何件かの科学研
究費補助金とプロジェクト研究費を使って、かなり
大がかりな研究ができました。それにより、いくつ
かの論文と一般社会への啓蒙の意味を含めて講談社
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から著書を発行することもできました。そして現在
に繋がっています。
　　また、学生の教育面では、今、肉眼解剖学的な事
を中心にしてゼミや授業を実施しています。実物の
骨模型も豊富にありますし、勝浦市の協力で有害鳥
獣として駆除された、ニホンザルの標本提供を受け
ていましたので、それを使って解剖実習を行ってき
ました。顕微鏡もかなり性能の良いものが揃ってい
るので、授業等、学生の教育にも使っています。

＜101保健・心理学研究室・210視聴覚実験室＞
魚住　その他、研究所の特色ある研究室としては、
101の保健・心理学研究室があります。本日は、御
都合が悪く出席できなかったのですが、石塚正一教
授が中心で研究されています。武道体験の身心論の
生理・心理学的研究で、脳波計を使って黙想とか呼
吸法などの研究がされています。
　　また210視聴覚実験室は、設立当初、ワンウェイ・
ミラーを付け、ビデオカメラを装備して人間の行動
を社会心理学的な実験が行われていましたが、10
年後に大学に移管された頃から視覚・聴覚刺激への
反応などを脳波計を使った実験などが行われていま
す。近年は、谷口先生が脳波計を使ってトレーニン
グの効果なども実験されていますね。

＜トレーニング科学の研究と健康作り教室＞
谷口　私は最初から
一貫してトレーニ
ング科学が専門で
すが、脳波の解析
もトレーニング効
果のメカニズムの
研究です。たぶん
私が一番いろいろ
な実験室を好き放題使わせていただいてきたのかと
思います（笑）。
　　赴任した１年目は、握力計２台を使って両側性一
側性トレーニングを始めまして、その時使用したの
は研究室と教室だけです。そこから研究所地下１階
の体力科学研究室（B101）ですね。あそこは山本
正嘉先生たちが中心に使われておりましたけれど、

恐る恐る腕伸展・脚伸展パワーの装置を使ってトレ
ーニング実験などを地道に行ってきました。

　　それから、反応時間の研究については、これもま
た初めは部屋がありませんでした。今使っている
210視聴覚実験室は、以前は田邉先生や川津先生た
ちが使われていて、私が使い始めたのは確か2000
年くらいからです。しかしその前から反応時間の研
究はやっていまして、一番最初は、大道先生の309
運動学研究室の一角、カーテンで仕切った小部屋を
お借りしていました。ただここは、向こう側に実験
が入ったり学生たちが来ると騒音が大きかったので、
210を川津先生が使われていることを耳にして、そ
れでは私も使わせてもらおうという事になりました。
210はドアが２枚あり防音性に優れた非常に静かな
環境で、反応時間の実験にうってつけでした。視聴
覚実験室という名称も、視覚刺激、聴覚刺激を使い
ますので、まんざら的外れでも無いでしょうし（笑）、
この部屋で脳波を取りながら反応スピードのトレー
ニングなどの実験を行うようになりました。

　　そして現在まで、コツコツと科研費に申請して、
少しずつ設備を揃えていき、まあなんとか一通り実
験設備は揃いました。最初の頃は全て手作りで、秋
葉原でスイッチやパーツを買ってきて、自分でハン
ダ付けしたりして装置を作っていました。あとは心
理学実験室から機器を借りてきたりもしました。心
理学実験室には音刺激装置、光刺激装置、デジタイ
マーなどがあり、それらを自作のスイッチと組み合
わせると反応時間が計れるようになります。そうこ
うして最近はぼちぼちと道具が揃ってきて見栄えも
良くなりましたので、実験室の紹介の写真を撮られ
ても大丈夫です（笑）。

　　そのような感じで自分のテーマはずっと継続して
来ているのですが、あとそれ以外には、209生化学・
栄養学研究室で、94年頃から97～98年前半くらい
ですかね、関先生がいらっしゃった時に、関先生と
成澤先生と私でモーターユニットの実験をやってい
ました。少し難しくなりますが、脊髄の中にある運
動神経から神経線維（ニューロン）が出ていまして、
筋線維に繋がっているのですが、その運動神経とそ
れが支配している筋線維を合わせて運動単位と言い
ますけれども、それの動員、力を出すときにどれ位
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使われているかとか、発火頻度がどれくらいかとか、
そういうので、関先生は廃用性筋委縮の方、私はト
レーニングの方でという感じで、どのように発火頻
度とか筋収縮特性が変わっていくのか、といった実
験も一時期やらせてもらっていました。
　　そして第Ⅲ期になって、新学科、スポーツトレー
ナー学科ができてからは、井上先生や小西先生達と
共に、フィットネストレーナー志向のプログラムが
ほぼ全く準備が無い状態でしたので、早急に学生が
学べるフィールドを作らなくてはならないというこ
とになりました。
　　ちょうどその頃が小林先生もおっしゃられていた
社会貢献が大学に求められた時期だったということ
もあり、それからまた、社会的に一般の人々の健康
づくりが脚光を浴びてくるようになり、そしてまた
タイミング良く勝浦市・御宿町・いすみ市（旧岬町）
から大学に共同で健康づくりができないか、とお話
がありましたので、市や町と組んで＜健康作り教
室＞の事業を始めました。それが学生にとってとて
も良い学習の場になりました。特定研究や大学教育
研究プロジェクトとして採託され、フィールド研究
としてもたくさんのデータが得られて、論文発表、
学会発表や学部生の卒業研究、大学院生の修士論文
など、たくさんの成果を出すことができ、学生の教
育にも非常に還元できました。プロジェクト室とし
ては、９号館が完成した後、アリーナ準備室（授業
の準備室と兼用）が割り振られました。そして今も
この取組は継続しています。

＜B102トレーニング科学研究室―剣道の科学的な研
究＞
魚住　では次に井上先生は体力科学ということで、Ｂ
102やＢ103でされていますし、谷口先生と一緒に
健康づくりもされていますけれども、その辺りにつ
いてご紹介ください。
井上　私は自分自身が剣道の出身で、学生の時に松井
秀治先生のゼミでしたので、その時に、剣道の体力
的な研究をしたいという話をしました。それはなぜ
かと言うと、自分の剣道の経験からすると、武道の
指導者というのはあまり理論的ではない人も多い。
「やれば良いんだ」、「やれば体調悪いのも治るんだ」

とか、「水を飲むな」
とか、そういう指導
方法に疑問を感じて
いました。武道大学
には新しい武道を求
めて入学しました。
そして松井先生に出
会って、そういう研
究をしたいんですと話をしたら、「いいね」と。剣
道に関しては伝統的な面もあるし、体力的な面より
も技術的な要素の方が重いし、あまりそういったこ
との研究はされていないから、良いのではないかと。
その頃は高校の先生になりたかったので、子供達に
うまく指導して早く上達させてあげたいという考え
もあり、そのような剣道の研究をしたいというのが
スタートでした。

　　実際に大学院で剣道の研究をずっとやってきて、
一つの柱としてこれからも剣道の研究を続けていき
たいと思いました。強い選手と弱い選手の違いはど
うなっているのだろうかと。

　　そしてもう一つは、スポーツトレーナー学科が出
来てから、地域の健康運動指導を始めて長くやって
いるので、そういった方々をできるだけ元気に長生
きさせるためには、どういう運動をしてどういう体
力要素が必要になるのか、ということに興味があり
ます。自分も歳を取ってきたということもあります
けど。そのような取り組みを行っています。

＜現在の研究―「武道健康論」＞
魚住　一通り今までの研究についてお話しいただきま
した。では次に、最近の研究内容をお話しいただき
たいのですが、小林先生は特定課題研究で「武道健
康論」を研究されていますが、いかがでしょうか？

小林　私自身は自然科学の研究で、だんだん歳をとっ
てくると、動物実験というのは非常にパワーがいる
んですよね。若い頃は自然科学の人間というのは、
数字でなんでも表すことができると思っているわけ
です。今でも思っているかもしれないですけど。た
だ武道大学で一番相談したのはここ何年かで田邉先
生です。そして魚住先生が所長になられて、武道と
健康というキーワードで何か考えなくてはいけない
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という時に、今の井上先生のお話じゃないですが、
武道の事は武道をやっている人にしか分からないよ
とか、武道をやっていれば健康になるんだよとか、
だけどそのアプローチは運動生理学的なアプローチ
ですよね。そしてストレスだとか健康だとか調べた
時に、どんな文科省の資料を見ようが、（財）日本
武道館の資料を見ようが、「日本の固有文化で素晴
らしい…」と書いていますが、心や体に素晴らしい
と客観的なデータを示しながらはどこにも書いてい
ないんですよね。
　　魚住先生は武道の文化を調べられた時に、体にと
って良いというのはありますか？
魚住　いえ、僕の研究の方面ではどちらかというと精
神論ばかりですね。
小林　はい。その精神的な事は書かれていて、皆、体
に良いというのは体験的に分かっているけれども、
やはり一般の人たちを納得させる客観的なデータが
どこかに無いのかな、ということで田邉先生と相談
したところ、アントノフスキーの「健康生成論」を、
武道をやっている人達に応用することはできないだ
ろうかと考えました。
　　私がとても興味を持ったのは、アントノフスキー
は、ホロコーストを体験した心に非常に大きな傷を
持った人達が多い中、心に全く傷を持って無い人達
に焦点を当て、何故心に大きな傷を持っていないの
だろうか？　と考えた訳です。「健康生成論」には、
ストレッサーに対する抵抗力を、数字に置き換えて
導き出すというアンケートの手法があったので、い
ろいろな武道の経験者にそのアンケート調査を実施
しました。対象は、高段者、いわゆる師範と呼ばれ
ている人達、そして本学の現役学生、それから海外
で武道をやっている方々などです。
　　その結果、非常に面白いことに、武道を実践する
目的によって、アントノフスキーの「健康生成論」
のポイントが違うことが分かりました。それは「勝
敗のため」という目的論を持つ現役学生のポイント
は低く、「健康のため」とか、「日本の文化を学ぶた
め」という目的論で武道やっている人達はポイント
が高い。しかしそこには一つ問題があって、若い人
は勝負を目的にやるのですが、高齢になるに従って
健康のためとか日本文化を理解するためとなってき

て、「健康生成論」のポイントは年齢が増すに従っ
て高くなっていく傾向があります。そこで、統計学
を使って石塚先生に分析してもらうと、年齢の要素
を除外しても武道をやっている人はポイントが高い
ことが分かりました。今はそこまで研究の成果は出
ましたが、なぜ武道をやっている人が高いのかは、
まだ全く解明されていません。

　　武道の本質に関わるところがなぜ健康に良いのか、
武道が健康に対して好影響を与えているという数字
で表したデータは今までに無いので、今後、研究所
の独自性をアピールしていくテーマとしては非常に
面白いと思います。

＜武道と健康に関して＞
魚住　そういう武道と健康に関して、立木先生は、武
道でも競技を行わない合気道の指導者ですが、何か
ご感想はありますか。

立木　近代の武道は競
技スポーツ的に発達
したところが大きい
のですが、どうやら
江戸時代に生成・熟
成された武道という
のは、ちょっと違っ
た側面があるのでは
ないか、一つは形稽古の文化の中に出ているのでは
ないかと考えます。それは実はあまり研究されては
いません。唯一、合気道とか居合道とか形を中心に
やっているような武道に少し見られるようなところ
があります。武道の本来持っているような価値観を、
もう少し掘り起こすとあるのではないかと、私は合
気道をやっている中で感じています。

魚住　井上先生は剣道をされていますけど、剣道は生
涯剣道ということで70、80歳の方もやっていますし、
そのあたりの健康についてお聞かせください。

井上　以前、剣道の高齢者・高段者の方の体力測定を
実施したことがありますけれども、やはり一般の高
齢者よりもはるかに高いということは明らかですね。
ただ、若い人よりはもちろん劣ってはいます。あと
は、剣道は直接組み合って力を発揮するわけではな
く、竹刀を媒介とした対人競技ですので、多少体力
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が若い人よりも低くても、技術や読みなど心理面で
カバーできます。高齢者・高段者になってくると体
力よりも、技術・精神的な面で上に立つことができ
る。それが面白くて、歳をとっても剣道を続けてい
るのではないか、というのはあります。
立木　形稽古の特性でいうと高齢者が多いというのは
ありますよね。合気道や居合道などは他の武道に比
べて年齢層は高いです。

＜高齢者の健康作りに関して＞
魚住　谷口先生は健康づくりということで高齢者に教
室をされていますが、何か特色のあるトレーニング
方法などはあるのでしょうか。
谷口　これまで行ってきた研究の範囲で言うと、まだ
分析していない部分もかなりありますが、それほど
凄く画期的な成果というのは得られていません。健
康運動教室は、毎年、半年毎に新規の受講者を募集
しています。この地域で40歳以上の一般市民を集
めると平均年齢64、65歳位で、その方達を対象に
実施しているのですが、過去10年分のデータをプ
ールしてみて分かったことは、半年間の運動教室で
はっきり体力は伸びるということです。また、身体
組成はどうかというと、通常何もしないと筋量は落
ちますけど、それが週に２回運動していれば全然減
っていないということが判明したのが成果の一つで
す。週１回だとちょっと足りなくて、筋量は少し落
ちます。
　　あともう一つ面白い結果があります。半年間大学
と運動教室を続けていると自分でも分かるくらいは
っきりと体力が伸びますので、その後有志の作った
自主サークルで運動を継続するわけです。そこから
は自主運営になりまして、自治体側は場所の提供の
便宜を図ったりだとか、大学側は指導者の派遣とう
ことで学生指導者を派遣したりして、継続しやすい
ように支援をしています。体力測定も半年ごとに希
望する方は受けても良いことにしています。そこで
修士論文の研究で認知機能の調査をしたのですが、
同じように総合的な体力向上のための運動プログラ
ムを１年以上継続している人達だけを対象に分析し
たところ、同じ有酸素運動を行うにしても、自転車
をただ漕いでいるだけの場合と、指導者を見てすぐ

動きをマネして動くタイプの運動の場合とを比較す
ると、後者の方が認知機能が高いという成果が得ら
れました。もっとも、有酸素運動をすれば持久力も
向上し血流も良くなるでしょうから、ある程度認知
機能が向上することは、外国の研究などでも分かっ
ていたのですが、運動の種類によって差が出るとい
うことは大変興味深い結果でした。

魚住　井上先生は、一緒にプログラムでやってこられ
て、トレーニングという観点からいかがですか？

井上　我々が運動教室をやっておりまして、参加者は
60代の女性が多いです。体力初期値が低い人ほど、
一番効果が現れます。上体起こしは、初期値ゼロだ
った方が、半年間の運動教室をおこなうと、十回以
上出来るようになります。いかに普段やっていなか
ったかということと、筋力トレーニングすると、高
齢者の方でもアップするという事。ただ、若い人と
違って、筋肥大ではなくて、神経系の改善等によっ
て、筋力はアップするという事です。教室の皆さん
に、初めに、必ず私が言うのは、亡くなられました
女優の森光子さんは、毎日、150回スクワットをや
っていたという事。とても若々しかったし、高齢者
には筋力トレーニングが必要だと思います。ただし、
激しいのはやらなくてもいいのです。自体重、自分
の体重を使って、トレーニングするだけでも、高齢
者は筋力アップするということは私も勉強になりま
した。腹筋に関しては、やれば増えるし、ストレッ
チもすれば、体も柔らかくなるということがわかっ
てきました。

＜運動強度に関する研究＞
魚住　運動を、どれくらいの強度で、どれくらいの頻
度でやればよいのかというのは非常に難しい問題だ
と思いますが。刈谷先生は、ラットを使いながら、
若年期のラットとか、成熟期のラットとかに、どれ
くらいの運動負荷をかければよいのか等の研究をさ
れていると思いますが。

刈谷　一般的に研究をするには、まず条件を一定にし
ないとならない。たとえば、走らせるにしても、ど
のくらいの速度でどの位の時間走らせるかは、条件
間で幅があるものですから、ジャストで、どの程度
の運動条件が骨格筋の適応反応を引き起こす閾値
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（いきち）になるのか、一番効率的な運動条件はど
の程度なのか、というのがなかなかわからないとこ
ろであります。その幅の中で、動物用のトレッドミ
ルがあってそこで走ってもらう。水泳運動をやった
りする場合もありますが、私の場合は、やはりトレ
ッドミルを使用することが多いですね。また、強制
運動ではなくて、動物自体が自主的に走る、運動出
来る環境をこちらが整えるだけという形で自発運動
装置を用いた研究もやっていますが、結構大きく運
動の量が個体によって違うというのがあります。そ
の違いが骨格筋の適応にどう関連してくるのか。さ
ほど運動量が多くなくとも、ある程度の身体活動量
の範囲を超えれば、適応反応が生じるということが
証明できれば、そんなに一生懸命にやる必要がない
というところがわかってくる。従いまして、現在は
閾値となる運動強度レベルや運動量レベルの明確化
をすることを当面の研究目的として、研究を続けて
います。
谷口　運動好きなラットとそうでないラットがいると
いうのは、何が違うのですか？
刈谷　一般的に、たとえば自発だけど、走らすために、
餌を抜くという方法があるのです。餌を探すために、
自発運動量が増える。という事があったりするので
すが。わたしの場合は、全くそのようにはしておら
ず、餌は自由摂取で常に食べられる状態にしている
のですが、走るのと走らないのでは、５倍くらい活
動量が違ってきます。でも、その原因が何によるの
かという事が、なかなか難しいですね。小動物でも、
意欲はあると思います。それらの違いは、脳内物質
の作用や分泌量の違いだとか、そういった事が原因
としてあげられるのかなと思います。
谷口　動物も走っているうちに、エンドルフィンが出
るとかそういうことはどうでしょうか？
刈谷　そのへんはわからないですね。ただ、走ってい
るラットが、突然走らなくなるということもあるの
で、そこは、何かのきっかけが、身体的な、脳の物
質的な変化というか、そういったことがわかればお
もしろいと思います。他の研究者の方達の、先行研
究では、走るラットをブリーディングしていくと、
走るラットが生まれる。身体活動量に遺伝的な要素
が効いてくるというのは、特定のタンパク質の機能

的な違いに要因があるのだという感じはします。

＜筋肉の研究＞
魚住　立木先生も、動物実験で筋肉を精密にみられて
いるのではないですか？

立木　ラットにジャンプトレーニングを行わせた研究
をしたことがあるのですが、飛ぶラットと飛ばない
ラットがいて、飛ばないラットは飛ぶまでずっと待
っているような事もしました。同じ系のラットでも
個性があるのだという気がしています。それが何か
は、私にはわからないのですが。

魚住　研究センター
当時の座談会で、伊
藤金得先生は、筋
肉には赤筋と白筋、
中間の筋肉がある
けれど、それらは
運動によって変わ
るのかどうかとい
う疑問を立てられていましたが、トレーニングによ
って筋肉の種類が変わるものですか？

刈谷　変わります。タイプ自体は変わります。中間筋
という言い方をする場合と言わない場合があります
が、大きく分けて赤筋と白筋という分け方をします。
赤筋は、遅筋です。遅筋の場合はタイプは一つです
が、人の場合、白筋はタイプが二つあって、遅筋に
近い白筋というのが存在していて、それが中間筋と
呼ばれる物だと思うのですが。もう一つのタイプが、
速筋らしい速筋で、収縮速度が速くて、高いパワー
が発揮出来るのですが、非常に疲れやすいという特
徴があります。運動をすると、ラットの場合は、速
筋のタイプが三つあるのですが、一番速筋らしい速
筋がだんだん組成的に割合が減ってくるというのは
明らかです。特に持久的な運動をすればという話で
はなくて、ジャンプだとか、スプリントだとかそう
いった運動様式でも、同じ傾向が認められる。

魚住　筋肉は、いろいろな運動によって変わってくる
ということですか。

刈谷　体の中で、一番可塑性が高い。高齢者になって
くると筋肉が細くなってきて、サルコペニアという
現象が起こってくるのですが、それを予防するため
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に、トレーニングをすることによって、筋量が維持
できてくるというのが、うちでもそうですし、他の
体育系大学でもメインの研究テーマとしてやられて
いる事です。

＜剣道の動きについて＞
魚住　剣道などで、高段者の方はそんなに動く訳では
ないけど、見事に行くというのは、筋肉の組成とい
うのはどこか変わるのですか？
刈谷　そこは、井上先生がおっしゃった、技術的なも
のだとか、剣道は、対人のものなので、高い段位の
方と対する相手方との精神的なものだとか、経験的
なものだとか、高い体力レベルは必要ない。当然、
運動をやられていない方よりは、体力レベルは上だ
と思いますが、それほど群を抜いてという程ではな
いですよね。
井上　高段者の場合は、攻め勝ってから打突します。
剣道の場合、中心の取り合いです、そこで攻め勝っ
ているので勝てるということです。若い人の場合だ
と、勢いとかタイミングで打突をしてしまうのだけ
れど、高段者は見極めているので、若い人でも負け
てしまうことがある。
魚住　剣道では、打突する前に勝ってから打つという
かたちの運動体系ですね。そうでしたら、通常とは
違った独特の形のトレーニング論はできないのかな
という気がするのですけど。
井上　興味があるので剣道は続けていきたいと思いま
すが。一般高齢者に比べれば体力はあるわけで、以
前、蒔田学長が44歳くらいのときに、被験者をし
ていただいたことがありますが、背筋とかは、強い
です。下半身の筋肉、脚の筋肉は弱まっていたので
すが、上半身の筋肉は、剣道をやっていれば低下は
少ないのと、背筋と腕の筋肉は強いですよね。
谷口　でも、瞬間的に踏み込んだりしなければいけな
いのでは？
井上　剣道の場合は、やったことの無い人からすると、
そう見えてしまうのだけれど、やってる人からすれ
ば、出ばなを狙うことが多いわけです。相手が打っ
てきてくれるわけです。そこを、中心を取っていて、
相手が来たところを、面とか、胴とか、小手とか打
てるので、上半身は強いのだと思います。

＜合気道の動き、太極拳の動き＞
魚住　立木先生は、いかがでしょうか。合気道の動き
ではだいぶ違うと思いますが。

立木　職業にしている様な方を除き、一般の修行者は
体力的には、測れば少しは高いのではないのかと思
いますが、競技的ではないので、それぞれの体力水
準に合わせて合気道をやっているので、極端に一般
の人より高いかというと、保証の限りではない。ま
だ研究は行われていませんが、なにもやっていない
方に比べれば少し高いかなというくらいのデータは
でてくると思います。

谷口　太極拳などは、非常に健康づくりによいと注目
されていますよね。ゆっくりした動きで、相手はい
ないし、形だけで。

立木　太極拳は、どれだけ健康の数値を上げているの
かは、データはあるのでしょうか？

谷口　太極拳は、結構研究されていると思います。
井上　私も太極拳をやったことがありますが、アイソ
メトリックな状態でゆっくりやるから、そこの筋に
負荷がかかっているので、きついですよ。ゆっくり
な動きですが、いわゆるスロートレーニングという
状態になっているのです。

魚住　武道の運動特性を踏まえながら、それをどう解
明していくか、これからぜひやっていただきたい研
究だと思います。

＜現在の研究―ドーピングの研究、武道における頭部
外傷の研究＞

魚住　さて、現在の研究として、立木先生のところは、
ドーピングですとか内分泌系の研究をやっていらっ
しゃいますが、先ほど仰っていたことを、もう少し
紹介して下さい。

立木　時間があればやりたいことはたくさんあるので
すが、ドーピングでみているのは、内分泌というこ
となんですけれども、ホルモンを産生する臓器には
下垂体を中心とした古典的な内分泌器というものが
あるのですが、最近はそれ以外の他の臓器でもホル
モンの産生とか代謝というものをだいぶ確認されて
きているので、おそらくは研究をそちらにうまくシ
フトしていくとかなり発展的にできる可能性がある
と思っています。
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　　もう一つは、最近はかなり脳の研究が進んでいる
ので、おそらく、違法薬物、麻薬類が中枢神経に与
える影響が、かなり組織学的にわかってきています。
ドーピングなどの副作用などが出ているのは脳など
を調べるとかなりデータがでるのだと思っています。
我々の業績を見てくれた他大学からも声をかけられ
ているのですが、なかなか時間がとれずにいます。
　　よって今後は内分泌学的な研究を発展的にやって
いくことと、中枢神経系に対するドーピングの影響
というのをやっていきたいと思っています。それに
より、かなりわからないことがそこからはっきり出
てくるような気がしています。
　　また、昨年、文部科学省の研究班で、頭部外傷予
防の仕事もやったので、継続的に研究していきたい
と思っています。近年問題になっているコンタクト
スポーツにおける重症頭部外傷は、脳の周辺にある
架橋静脈が損傷するのですが、頭部打撲や頭部打撲
を伴わない身体への衝撃で起こることがわかってき
ています。この問題はアメリカンフットボールで問
題になり脳しんとうの予防で死亡事故が減らせるこ
とがわかっており、その流れがラグビー、柔道とき
ています。原因となっている血管系の詳細な研究と
いうのは、まだ明らかになってないところがあって、
千葉大医学部と協力して人体例での検討や、動物実
験系で詳細にやるともう少しクリアな研究ができる
のかなという気がしています。

＜現在の研究―両側性・一側性トレーニングの研究＞
魚住　谷口先生は、脳波を使って両側性・一側性の研
究をずっとされていますが、いかがでしょうか？
谷口　ここに着任してから一貫してずっと取り組んで
いるテーマですので、今年度で科研費が終わります
が、次のステップで同じ様なテーマの延長上でやろ
うかなと思っています。
　　一番最初のきっかけは、大築立志先生の『たくみ
の科学』という本があるのですが、その中の一部で、
両手同時に筋力を発揮したときに、片方ずつ最大筋
力を発揮したときの合計の筋力よりも小さくなると
いう抑制の作用があるということがあって、指も五
本ありますが、いっぺんに出すよりも、一本ずつ出
したほうが力が大きいということもあります。周辺

抑制とかいろいろな抑制の機構があるといった話か
ら着想を得て、ではそれはトレーニングしてどう変
化していくのだろうかというところで、私は両側性
と一側性というトレーニング効果の特異性について
ずっとやってきています〔関連文献３）参照〕。

　　最初の方は現象として、トレーニング効果の特異
性が筋力トレーニングにはあるけど、反応時間の方
には特異性はない。その現象について今度は、なぜ
そうなのかというメカニズムについて、最初は、実
験デザインを工夫する事によってメカニズムを推測
するところまでやったのですが、今度は脳波を使っ
て実際具体的に、大脳皮質レベルでどの程度の抑制
なりが、本当に起こっているのかをやりたいと思っ
ているのです。ヨーロッパの学会で発表したことも
あります〔関連文献５）参照〕。なかなかうまくい
かないのですが、それを続けていきたい。

　　もう一つは、ディ・トレーニング、トレーニング
をやめた後というところですね。メカニズムを知る
ことは、非常に重要なところなので、やりたいと思
います。　　

　　さらにもう一本の大きな柱となっているのが、大
学教育研究プロジェクトになっている、地域の健康
づくりですね。ただ、これが今年度一年のプロジェ
クトになっていて、来年度以降は、どうなるかわか
らないので、気にはなっているところです。

　　立木先生のおっしゃるように、来年度以降の時間
割は殺人的な時間割になりそうなので、研究をする
時間があるのだろうか？そこが一番心配なところで
す。時間さえあれば、やりたいことは、山程あるん
ですよね。やっていないことが山積みになっていて、
それがストレスになるのですが。

＜現在の研究―剣道に関する研究＞
魚住　井上先生の最近の研究を紹介いただけますか。
井上　今、興味があるところは、本来正式名称は、剣
道具なのですが、みんな防具と言っているんですが、
今、軽量防具というのが出てきていて、試合に特化
した、試合のための防具が出てきました。実際に稽
古で使うと薄いから痛いんです。軽量防具の運動効
果を調べていきたい。

　　あともう一つは、熱中症の問題で、今は、大学で
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も、高校でも道場にエアコンを入れはじめています。
ただ武大の場合、７号館を建てるときに、１階の柔
道場は、エアコンを入れました。理由はサッカー場、
ラグビー場の砂が入ってくるから。ところが２階の
剣道場には、小森園先生が、「剣道にはエアコンは
いらない」とおっしゃって入れなかった。
　　実際に、２号館の剣道場と７号館の剣道場では風
の通り抜けが全然違います。２号館は風が通り抜け
るのです。涼しく感じる。それに対して７号館は、
２号館と５号館の間にあるため、風が抜けないので
す。夏に大会があるのですが、中学生が７号館で、
高校生が２号館で行う。中学生の方は、暑くて見て
いられないくらいです。
谷口　昨年の、教員免許更新講習は、９号館のアリー
ナで冷房をかけて行っていましたよね。
井上　それでも防具は着けずに、教職の講習はやって
いましたね。木刀とかを使ってやっていましたが、
暑かったですね。今年、ＷＢＧＴの測定器を買って、
２号館と７号館、毎週測定しています。気温の違い
を測ろうとやっていたのですが、今年は当初涼しか
ったので、そんなに違いはない、風速計を買いまし
た。調べてみると風の通りが全然ちがう。７号館は
風速ゼロでも、２号館は、風速２メートルあったり
するときがある。それで感じ方が違うのかなと思い
ました。
谷口　体感温度が違う。
井上　ただ、人のいない昼休みに測っているので、稽
古中とは違うと思います。今興味があって、個人的
に安い機械ですが買って、道場の環境を調べていま
す。
谷口　計算した値がでてくるのですか？
井上　出てくるのは熱中症指数。あと温度と湿度と、
WBGTという熱中症指数のようなものが出てきます。

＜研究所の研究の将来＞
魚住　時間も残り少なくなってきたので、今後に向け
て、出来ればこんな研究をなってみたいとか、研究
所でもこんな研究をやって欲しいなというような意
見がありましたら。小林先生いかがでしょうか？
小林　今、一番、健康づくりといわれているのは、「行
動変容」ですよね。運動はよいとわかっているけれ

どやらない。行動変容が日常生活に全部、自分の行
動を自分から変える。それがどういうところに影響
しているか、体でいえば頭ですね。それから運動指
導のプログラムでも行動変容をさせるようなプログ
ラムなのか。一つは研究所として、一般の方々への
フィードバックということを考えれば、運動の効果
というのは、谷口先生とか井上先生がやれば、今測
れるものの範疇でいえば、いいですよとなる。これ
は、ほぼいわれている。それをどう並べるとか、そ
ういう、行動変容に関わること。一つは、一般の健
康づくりということはいえるだろうなと思います。

　　それから、骨格筋等のことでいうなら、遺伝子レ
ベルのことですよね。本学の卒業生（大学院修了生）
の福典之君は、彼が今、日本で一番オリンピック選
手などの遺伝情報の仕事を最先端でしている。

　　最先端ということでいうならば、今、普通の大学
で手をつけていない部分をやっていかなければいけ
ないなと思います。これは夢かもしれませんが、ま
ったく発想を転換して、今ある手法を武道とかにア
プローチするのではなくて、まったく違う手法を武
道とかにアプローチしていくと、今まで誰も想像も
つかなかったような物の見方が出来ればと思う。

魚住　それは、おもしろいですね。今まで、スポーツ
科学は、スポーツ競技に合わせて展開してきた感じ
ですが、武道には独特な動きや技があるので、そこ
からの発想した科学的な研究というのはおもしろい
のではないか。

小林　数値で表せるものは、今までと同じアプローチ
をしていては、数値で表せるものだけれど、数値で
表せなかったもの、できないと思われていたものを
客観的な方法で、アプローチする手段を考えていく
必要があると思います。

魚住　刈谷先生は、いかがですか？将来、こんなこと
を研究していけたらというようなことは。

刈谷　大学の学部のころから、ずっと骨格筋の研究を
やってきたので、出来る範囲でこれを続けていって、
先ほどいわれたように、遺伝子レベルでの解析もほ
とんど多くのところでやられていることなので、そ
ういったところもやっていけたらいいなと思うので
すが、機器があってもマンパワーがいるのもですか
ら、他の先生方もそうだと思いますが、研究室や研
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究所自体をどうやって高めるかと言うことが重要か
なと思います。
　　研究所自体がいろいろなことをやっているぞとい
うようなところを、外に向けて発信していくことが
重要かと思います。私は卒業してから、研究生とし
て本学に在籍していた期間が長かったのですが、そ
のときは、先ほど谷口先生がおっしゃられた関先生
もおられましたし、福君ともいましたし、順天堂大
学で教鞭をとられている町田先生も研究生としてい
らっしゃり、町田先生は、現在、骨格筋の筋萎縮に
ついて日本の最先端の事をやってらっしゃる先生な
のですが、非常に研究室のアクティビティが高かっ
た。関先生とは分野が違うのですが、そこからいろ
いろな良いサゼッションをもらったりして、切磋琢
磨できた時代がありました。今は、なかなかそうい
う状況を作りづらい。皆さん忙しいところがあった
りして、そこが少し残念かなと思います。
魚住　立木先生は、いかがでしょうか？
立木　ドーピングは、海外では研究が進んでいて、そ
れの専門誌も出来ました。今回、高橋先生がアクセ
プトしたのがその雑誌ですけれども、どんどん投稿
してくれと、向こうからコメントが返ってくるぐら
いです。実際、ドーピングの違反者に関しては、あ
まり今、マスコミも取り上げないですけれども、海
外の短距離の一流選手が、ドーピング違反で摘発さ
れるばかりではなく、国内においてもオリンピック
種目の競技者からも違反者が出ているような状態で
すね。まだ、世界的には、問題が継続していて、研
究が進んでいる分野です。せっかく先に手つけた
我々としては、継続して副作用の実験研究、薬物乱
用の調査研究、臨床症例報告なども含め、もう少し
やっていきたいと思っています。
魚住　井上先生は、いかがでしょうか？
井上　私がこの大学の卒業生で、ずっとやってきたと
いうことで、この大学自体、武道に関して、実技も
研究も日本一、世界一になりたいという思いでやっ
てきました。けれども現実的には、皆さん忙しかっ
たり、学生も先生も、部活をする時間もなくなって
きて、実技の方も、下り坂に入ってきている。研究
も当初は、金久先生や伊藤金得先生等、武道出身の
先生も結構おられて、松井秀治先生も武道をやられ

ていて、研究もされていました。私は、国際武道大
学は、武道に関しては、研究も実技もトップをとり
たいというふうには思っています。

魚住　確かにそうありたいと思いますね。谷口先生は、
いかがでしょうか？

谷口　個人的には、今までやってきた研究を続けてい
きたいと思っています。また、地域の健康体力づく
りについては、今関わっているのが、私と井上先生
と小西先生とで、先ほど言ったように、始めてから
10年以上経過しています。その間、メンバーの入れ
替えもなく、補充もなく、我々自身も時間の経過し
た分年齢が上がった訳で、教室には私たちより若い
方がきていたりするので、新勢力も欲しいと思いま
す。始めた以上、途中で終わりというわけにはいか
ないと思いますし。地域貢献としては意義があると
思いますし学生の勉強の意味でのトレーニングとい
う意味でも、非常に利用価値の高いフィールドワー
クができるところなので、学科が再編されたとはい
え、そういうコースもありましたよね。そういう志
向の学生が少なくてもいるのであれば、こういうと
ころも残していったほうがいいと思うのですが、や
はり補強が必要なのかと思います。

魚住　確かに、この研究所の研究を活性化するために
も、いろんな意味でも、新しい人にぜひ入っていた
だきたいと思います。

　　研究センターが設立されてから、ほぼ30年近く
になりますが、設立当初の夢が、コピーでお配りし
た月刊『武道』の座談会で語られていました。以前
に語られていた夢が少しでも、実現できるようにこ
れからもまた、新たな形で、努力してほしいと思い
ます。大学創立30周年という一つの節目ですから、
もう一度初心に戻って研究を考えたいと思います。

　　本学はまさに武道という名を冠する唯一の大学で
す。スポーツとはかなり違う運動形態で行う、さま
ざまな武道がされている大学ですから、その独自性
を解明するような研究をこれからも活発にやってい
ただきたいと思います。

　　本日は長時間、ありがとうございました。
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101号室　保健・心理学研究室の研究
石塚正一　

初めの20年間は脳波活動を中心に研究を行い
ました。その第一は、武道実践者（剣道家と武
道家）を対象にした「黙想時の脳波活動」に関
するものです。この研究を通して呼吸法の重要
性が明らかになりましたので、次の課題として
「逆腹式呼吸時の脳波活動」の研究に着手しまし
た。この研究では一般学生を対象にして呼吸法
の訓練過程に伴って逆腹式呼吸時の脳波活動が
どのように変化するかを明らかにしようとした
ものです。その結果、逆腹式呼吸を行っている
間は、リラックス時の脳波活動であるアルファ
波の活動が顕著になることが明らかになりまし
た。したがって逆腹式呼吸法はリラックス状態
を作り出す効果があることを明らかにできたの
です。
その後は受傷やスポーツ活動にともなう感情

の変化を質問紙調査によって研究してきました。
受傷した経験のある学生はネガティブ感情が強
いこと、熟練した選手は試合の前後の感情の変
化が少ないことが明らかになりました。またア
ントノフスキーの健康生成論にもとづいて、武
道体験が健康維持に役立つことを多変量解析に
よって明らかにしました。健康生成論に SOCと
いう健康維持能力を示す指標があります。この
SOCを比較したところ、青年よりも成年、老年
で高く、年齢の上昇に伴って向上します。これ
は SOCが健康そのものの指標ではなく、健康を
維持し、健康が崩れたときには回復するための
対処行動をとる能力を測るものだからです。そ
して SOCの向上には武道体験が役立っており、
スポーツする人よりも武道をする人の SOCが
高いことがわかりました。現在は、武道体験が
なぜ役立つのかを調査研究中で、運動の自己決
定動機づけ理論を援用して研究を進めています。
この研究は端緒についたばかりで、今後も続け
ていくつもりです。
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魚住　本日は、研究所の自然科学系のアスレテック・
トレーンング、およびバイオメカニスクの研究につ
いて、これまでの研究と現在の研究、今後の研究課
題をテーマとしてお話しいただきたいと思います。

＜研究所の研究・実験室体制＞
　　まず研究所の施設ですが、本日の出席者の関係で
は、１階にリコンデショニングルーム（104～107）
と健康管理室があります。３階には運動学実験室
（309）がありますが、４階まで吹き抜けの構造で、
４階の真中に橋が通されていて、運動を真上から撮
影できるようになっています。これらの研究・実験
室に、機器類は後から新たしいものも整備されまし
たが、最初のコンセプトは活きていると思います。
大学創立20周年記念事業で2007年に９号館の地階
と１階に２つのトレーニングルームが開設されまし
た。これを機会に、B101はトレーニング科学研究
室だったのを第２リコンデショニングルームにしま
した。

＜研究所の歴史の概観＞
　　研究所の歴史について、四つの時期に分けて簡単

に紹介しておきます。表３．にこの班関係をまとめ
ました（研究題目メモ、敬称略。当時の職位）。

第Ⅰ期．�1986年～95年　日本武道館の武道科学研
究センター時代

　　研究基盤形成期。松井秀治センター長、黄川昭雄、
大道等助教授。坂本静男、金久博昭講師、山本正嘉、
山本利春助手ら。プロジェクト研究；「武道におけ
る障害予防」、「柔道における膝障害と下肢筋力の関
係」（黄川）、「柔道における足関節テーピング法の
比較」、「剣道における踵障害と衝撃吸収材の効果」
「柔道の障害予防のための筋力トレーニング」「高齢
剣道高段者における体力特性」（山本）、「武道のバ
イオメカニクス（大道）など。トレーナーチーム結成。

第Ⅱ期．�1996年～2000年　国際武道大学に移管、
附属武道・スポーツ科学研究所誕生。大学院
開設

　　プロジェクト研究；「体力の評価方法」「トレーナ
ー教育」（山本）、スポーツ科学「スキル」「動作の
素早さ」「重心運動の動作学」（大道）など。1998
年第１回学生トレーナーの集い（全国の大学生125
人参加、現在は第16回、50校約500名参加）

第Ⅲ期．�2001年～2006年　新学科（スポーツトレ
ーナー学科など）―新カリキュラム体制　　

　　プロジェクト研究新区分：「トレーナーの現状調
査」「コンデショニング環境調査」（山本）、学術交
流（小林、山本）、「反復動作の運動制御」（大道）など。
＊2003年大道教授急逝

　＊�2005年、石毛勇介助教、眞鍋芳明助教、笠原政
志教務職員着任。

　　＜教育（ソフト）充実＞新設。「学生トレーナー
による医科学サポートシステム」（山本）、「武道の
データベース」（石毛）など。

第Ⅳ期．�2007年～現在　９号館トレーニング室開設。
文部科学省特色GP事業

　　９号館トレーニング室（地下 STルーム、１階
FTルーム）開設（森実由樹氏出向）。平成19年度文
部科学省・特色GP採択授業「学生のよるスポーツ
医科学サポートシステム」（2007～2010年度）

　＊�2008年、笠原助教、井下佳織助教着任。
　　309にモーションキャプチャー、ハイスピードカ
メラ設置。プロジェクト研究；「武道のバイオメカ

研 究 所 座 談 会

「武道・スポーツのトレーナー活動・
教育とバイオメカニクス研究」

　出席者；魚住孝至（司会）、山本利春、笠原政志、
　　　　　井下佳織、眞鍋芳明、神事努、森実由樹

（2013年７月25日）　
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ニクス」（石毛ら）、「大学弓道選手における体力特性」
（笠原）、「中学校武道必修化に向けた100年後の武
道構想」（井下）など。
　＊�2012年、神事努助教、森助手着任。プロジェク
ト研究；「一流投手の球質」（神事）など。

　　�2013年、学科改組（スポーツトレーナー学科、
体育学科へ統合される）、新カリキュラム開始

　　ではまず、開学からリコンディショニング関係で
中心的に努力されてきた山本先生に、第Ⅰ期から第
Ⅲ期までについてコメントをお願いします。

＜武道科学研究センター時代のこと＞
山本　ただ今、魚住先
生から研究所の歴史
的な経緯をお話しい
ただきましたけれど
も、当初、1986年に
武道科学研究センタ
ーができた時、松井
秀治先生がセンター
長をされておられて、金久先生、坂本先生、あるい
は黄川先生、大道先生といった、当時は助教授、講
師の先生方が、まだ30代だった頃に、日本武道館
の援助を受けながら非常に精力的・意欲的に研究を
されていました。
　　競輪振興会より多額な寄付をいただいて、高額機
器を備えた、すばらしい施設でした。私の分野のリ
コンデョショニングルームもできた当初驚いたのは、
中にレントゲンもあり、リハビリ用のプールもあり、
理学療法室にはスポーツリハビリテーションに関す
る様々な機器が設置されていたことです。また同時
に内科的なメディカルチェックに関する負荷心電図
をとるためのトレッドミル、それに連動した心電計、
血圧計、また電気ショックまで置いてありました。
スポーツ医学の内科・外科に関しては非常に画期的
な施設でした。
　　今から30年前に既に、怪我をした選手たちがリ
ハビリをする場所が体育大学の中に設置されていて、
その中にリハビリ用プールがあり、その隣にレント
ゲン室があり、そして遠心分離器と尿分析や血液検

査の機器があり、負荷心電図もあり、治療スペース、
手術室も完備している。医学部でもない大学に、こ
こまでスポーツ医科学に関して揃っている施設は、
まず日本には無いのではないかという施設だったと
思います。当時も多くの方が施設に見学に来られま
したし、様々な大学の研究所の方々も見えました。

　　もう一つは、当時は、まずはお互いにどのような
研究をしていて、どういったリンクができるのか、
もっと知り合うということで、それぞれの分野で研
究されている方々が、週１回、研究センターの会議
室に集まって、研究ミーティングをしていました。
そこでそれぞれの研究紹介をやっていました。

　　その成果の一例として、私は、運動生理学が専門
の山本正嘉先生とお話をする中で、アクティブレス
ト（疲労回復）の研究として、マッサージ、ストレ
ッチング、ホットパックで温める、あるいは軽運動
といった回復手段の中で、どの方法が一番回復が早
いのか調べてみようということになり、二人それぞ
れの分野のリンクするところで協力することになり
ました。地下のトレッドミルのある実験室（B102）
で、本学の学生を被験者にして共同研究をしました
（『体力科学』の原著論文：関連文献３）参照）。
　　また当時は、日本武道館からの研究費ということ
もあり、武道に関わる研究をやろうということで、
私は黄川先生と一緒にスポーツ医学的な研究をさせ
ていただきましたが、例えば柔道選手の膝の怪我と
筋力の関わりはどうなのかとか、武道ではまだまだ
普及していないテーピングと古くからの包帯法の固
定力の違いを、練習前後にレントゲン機器を使って
比較したりしました。それは武道とスポーツ医科学
の接点となる、現場のニーズから発案された研究で
した。後年、武道学会で発表したときには国際武道
大学らしい研究という事で好評をいただきました。

　　また剣道では、怪我が多い踏込時のかかとの衝撃
を調べるために、バイオメカニクスの大道先生、黒
川貞夫先生達とフォースプレートを用いて、井島章
先生、大矢稔先生といった剣道の高段者の方に踏み
込んでいただいて、足袋の中に衝撃吸収材を入れた
場合とそうでない場合では、どのくらい衝撃波形が
異なるのか、ということなどを研究したりしました。

　　当時はやはり日本武道館とのからみで研究センタ
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ーが機能していましたので、我々も武道に何かサイ
エンスが寄与できないか、武道科学の研究ができな
いか工夫や模索をしていました。
魚住　研究センターは、日本武道館が競輪振興会から
多額の助成金をいただいて設立したもので、武道大
学だけでなく、他大学の研究者と共同研究をすると
いう前提で作られました。ですから、できるだけ最
先端で進んだ施設・設備が整備されていました。当
時の教員は30歳前後で若く、武道大学で新たな研究
を開拓するという気概があったように思います。当
時は教員がほぼ教職員宿舎に住んでいたので、生活
面でも近しい関係で、共同の研究会がありましたよ
ね。そういう背景もあって、今とはちょっと雰囲気
が違っていたという気がします。

＜第Ⅱ期、研究所への移管、大学院の設立＞
魚住　その当初から10年経って、研究センターが武
道大学に移管され、武道・スポーツ科学研究所とな
ります。同時に大学院が出来て、感じはやはり変わ
りましたか？
山本　そうですね。大学院生の修士論文に絡めた様々
な研究が指導教員の先生方と進めるようになりまし
た。特に大道先生が非常に精力的にやられて、大学
院への勧誘も凄かったですが（笑）、バイオメカニ
クスに関する修士論文を学会で精力的に発表してい
まして、院生との共同研究や学会活動が盛んでした。
同時に、池上晴夫先生という筑波大学の運動処方の
先生も本学に来られて、大学院の教育や研究所でも
関わられました。
　　1996年に大学院ができて、やはり少し色合いが
変わったと思いますね。共同研究では若手のエネル
ギーをとても感じました。ただ、学部の先生方と大
学院の先生方や、実技系教員と研究所教員で隔たり
があったようで、共同研究するというところまでな
かなか発展しなかった気がします。その点、今は剣
道や野球など共同研究が進んでいるので良い傾向で
すね。
魚住　井下先生は、学部では学生トレーナー活動をさ
れた後、大学院は日本体育大学で学ばれて学位を取
られましたが、学外から見られて本学のトレーナー
活動や大学院について、どのような感想をお持ちに

なられたでしょうか、ご自身の研究も合わせて話し
て下さい。

井下　私は1998年学
部３年の時から山
本先生の元で学生ト
レーナーとしての活
動を行いながらスポ
ーツ科学を学ばせて
頂きました。その後、
2000年 か ら2008年
まで日本体育大学大学院で、博士前期課程、博士後
期課程に在籍し、スポーツ選手の減量による運動機
能および筋体積の変化などをテーマに研究に取組み
ました。この８年間は学外での研究活動の原点は、
科学的な視点と実際のスポーツ現場との橋渡しの役
割をし、スポーツ現場に役立つ研究をという志から
成るものでした。日体大大学院では急速減量時にお
けるMIRを用いた筋体積と筋力、無酸素性作業能力、
有酸素性作業能力などの研究も行いましたが、学部
のときにトレーナー活動としての各種体力測定、フ
ィードバック、トレーニングプログラムをデザイン
する経験をさせていただいたことが基礎となってい
たことは間違いありません。研究と同時に自分が携
わる空手道競技を中心にトレーナー活動を進めてき
たのも、山本先生の下で学んだ「全てのスポーツ選
手にトレーナーサポートを受けられる機会を」とい
う考えを受け継いだからです。2005年から非常勤
講師として、2008年からは任期制助教として、今
日まで武道・空手道におけるスポーツ障害・外傷に
関する研究をしていますが、今年度からは小・中学
校におけるスクールトレーナー制度に関する研究を
進めています。今後の行政改革にもつながるよう10
年のマスタープランを計画し、取組んでいきます。

＜第Ⅲ期、スポーツトレーナー学科の開設＞
魚住　笠原先生は1999年に入学され、2003年に大学
院に進まれましたが、いかがでしょうか。

笠原　私が３年生の時にスポーツトレーナー学科がで
きました。その当時からスポーツトレーナーに関係
する授業も増え、またトレーナー活動をする人数が
増えてきたため、2002年に大学側からの要請でト
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レーナーチームが学
友会登録の登録組織
となりました。当時
よりトレーナーチー
ムの人数は150人程
と多く、外部活動も
増えてきました。現
在もトレーナーステ
ーション活動や外部のサポート活動を行っています
が、2002～2003年くらいからこのような学外活動
が活発に行うようになりました。すなわち、トレー
ナー活動に対する社会的認知が少しずつ出始めた時
だと感じております。
　　そして、その活動を文字で残すことが大事である
ことから山本先生が研究代表で2001年～2006年の
特定課題研究プロジェクト「トレーナーの現状調査」
また、2005年の「トレーナー教育の実践報告」と
いうところに繋がってきています。トレーナー活動
の必要性を社会的に伝えることだけではなく、日々
進化するスポーツ医科学の情報をアップデートし、
トレーナーの知識技術であるスポーツ医科学に関す
る知見を相手にわかりやすく伝えていくことが必要
であるため、その能力を更に高めることを目指して、
私も大学院に進学しました。
魚住　森先生も元はトレーナーチームに入られていた
んですね。
森　　僕は1997年入学ですが、元々、トレーニング
コーチに興味を持っており、武道大学に入学しまし
た。武道大学の学生の時は、野球部で選手をやって
いました。トレーナーに興味を持っていたので、野
球部の練習後にトレーナーチームの先輩方が行って
いた勉強会のような物に参加し、腹筋のトレーニン
グを教えてもらったのを今でも覚えています。実際
にトレーナーチームに入ったのは４年生のときで、
本格的なトレーナーの勉強はそれからになります。
卒業後、ウエイトトレーニングの勉強をしたくアル
バイトをしながら東海大学スポーツサポートスタッ
フ活動（当時スポーツボランティアスタッフ）に参
加をしました。当時は、いろいろなところからサポ
ート活動に参加している人が多く、そこで活動され
た方々は、今では日本代表などトップレベルのトレ

ーニングコーチになっています。当時活動で得た知
識やネットワークとても大切な財産となっています。

　　2007年からトレーニングルームのＳ＆Ｃ（スト
レングス＆コンディショニング）コーチとして活動
させていただいていますが、トレーニングルーム運
営の為のアルバイトスタッフの教育、トレーニング
ルーム利用者へのトレーニングアドバイスや各クラ
ブの学生Ｓ＆Ｃコーチの相談が中心です。スポーツ
現場では授業で教わったこと以外の事を行わなけれ
ばならないことも多く、まだ授業で勉強していない
事も選手に指導しなければならないことがあります。
それで私が直接選手にトレーニング指導をしたり、
東海大学時代に行っていた定期的な勉強会を参考に、
本学での学生Ｓ＆Ｃコーチを対象に勉強会開催して、
学生間で課題を共有したり、指導方法を勉強したり
しています。

　　私が武道大学を卒業後にスポーツトレーナー学科
が出来ましたが、カリキュラム等を聞いて非常に羨
ましく思いました。AT志向、FT志向、SC志向と
３つありますが、「トレーニング」というキーワー
ドはどの志向にも共通するものだと思います。よく
「トレーニングに正解はない」といいますが、学生
にはいろいろなトレーニング器具やトレーニング方
法、トレーニング理論などを体験してもらい、今後
に役立ててもらいたいと思っています。

＜スポーツトレーナー学科の立ち上げ＞
魚住　スポーツトレーナー学科というのは全国で初め
ての学科でしたね。2001年にこの学科ができたこ
とは大学にとって重要だったと思います。そのあた
りのお話を山本先生、お願いします。

山本　僕は新学科の立ち上げのためのプロジェクトに
参加していたのですが、まず名称を決めるのに問題
がありました。通常だったら学問名称が入らなくて
はいけない。例えば普通はアスレティックトレーニ
ング学科とかスポーツトレーニング学科という名称
にならなくてはいけないんですけど、スポーツトレ
ーナーでは専門家の名称になってしまいますね。こ
の時はかなり議論になったのですが、当初最初の案
としては、スポーツトレーニング学科というのがあ
りました。ですが、高校生にスポーツトレーニング
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学科と言っても、おそらくこれはウェイトトレーニ
ングとかランニングトレーニングとか、そういった
イメージが日本人にはあると。アメリカではアスレ
チックトレーニングという分野がアスレチックトレ
ーナーの学問分野・領域なのですが、日本ではまだ
馴染んでないということで、冒険だけれども、あえ
てスポーツトレーナー学科という名称に決定したと
いう経緯があります。
　　カリキュラムに関しては、僕に内容を任されてい
ました。スポーツトレーナー学科の３つの志向と、
それに関する専門科目、実践科目に関してのカリキ
ュラム構成のほぼ大枠を作りました。それも、アメ
リカのアスレチックトレーナーや体育系大学の養成
科目の内容を一通り見て、カリキュラムを組みまし
た。当時の体育系の大学ではそういうカリキュラム
構成は無かったので非常に斬新なものになりました。
　　例えば解剖学や機能解剖学で人間の体の仕組みを
知った上で、ストレッチングだとかテーピングだと
かを学び、ストレッチングやテーピングやウォーミ
ングアップなどのコンディショニングの基礎を学ん
だ上で、アスレティックリハビリテーションのよう
な実践的な内容を学ぶといった形で、段階的にしっ
かりとした履修順序が網羅されているという特徴が
あります。
　　これも最初は「これで本当に学生が集まるのか？
うまくいくのか？」と模索状態でしたけれど、当時
の日本では例が無かったもので、注目度は非常に高
く、本学の構想やカリキュラムはその後多くの大学
で参考にされ、マネされるようにもなりました。

＜バイオメカニクスの研究＞
魚住　トレーナー活動と同時に一方では、研究所には
最初から運動学・バイオメカニクスという柱があり
ます。眞鍋先生は2005年に筑波大学から来られて、
この研究施設についてどのような印象を持たれまし
たか？
眞鍋　実は、僕が一番最初に武道大学の事を知った
のが、1998年第１回学生トレーナーの集いでした。
そこで山本先生ともいろいろ本格的なお話しができ
まして、その時に施設も見学させていただきました。
その頃僕は大学生で、その後、筑波大学の博士課

程に進学して、何年
間か学会で研究発表
をしていました。そ
の時ちょうど大道先
生の教え子さんが物
凄い人数で発表され
ていて、素晴らしい
研究もありましたし、
逆に勢いだけは凄いな（笑）という人もいて、国際
武道大学は面白い大学だなと思っていました。

　　こちらに赴任させていただいて、大道先生は亡く
なられていましたので、最初に石毛先生と取り組ん
だのが運動学研究室のリニューアルです。研究室に
大道先生独自のものがかなり置いてあり、ログハウ
スや畑まであるというすごい状態で（笑）、本当に
いろんなことを研究されていたんだな、というのが
まず最初の印象でしたね。

　　そこから現在の神事先生までたくさんやって下さ
ってますが、使う機材の変化というのは、イコール
人の歴史の変化なんだなと実感しています。先ほど
山本先生がおっしゃったように、昔レントゲンとか
いろいろあっても今はほとんど使われていない。そ
れはそれを得意とする先生がいらっしゃったので使
っていたからであって、今はまた別のものを得意と
する方がいるので、そういう意味でどんどん機材が
アップデートされてきています。特にバイオメカニ
クスは、大道先生から石毛先生の体制に移って、同
時に機材も大幅に進化しました。動作分析はそれま
でマニュアルだったものが自動化されてきて、まだ
とても高価でしたけど、石毛先生が科研費を取った
り、メーカーとの繋がりもあってなんとか導入した
ので、最新の機材が揃いました。そこからさらにこ
の５年間で機械が進化し、現在、神事先生が使われ
ている機材は、ワールドワイドでスタンダードなも
のが入っているので、現時点でも日本のどこの大学
と比べてもかなりいいモノが揃っています。

　　ただ、動作分析の観点からすると、機材が素晴ら
しく、また屋内の廊下から実験室に走りこめるよう
に最初から設計されているという、元々のコンセプ
トも素晴らしいのですが、他のバイオメカニクスの
分野、例えば筋電図とかフォースプレートとかにな
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ると、扱う人材が少ない、もしくはいない、いたと
してもメインではなく、手法として利用しているに
過ぎないという、人材の所が少し弱まっている印象
が強いです。
山本　本学には以前、関和彦先生という筋電図のスペ
シャリストがいらっしゃいました。当時は助手でし
たが、現在は他の研究所（※独立行政法人国立精神・
神経医療研究センター）で御活躍されています。筋
電の解析力はトップレベルで学会賞も受賞したりと
活躍されておりました。また、山本正嘉先生、金久
先生、坂本先生らの各分野のスペシャリストがいら
っしゃって、当初は比較的にバランス良くいろいろ
な分野の人材を揃えていたんですね。
魚住　そうですね。最初は大御所の先生方が必要な人
材を選んで揃えた形になっていました。そのあたり、
新しく来られた神事先生はいかがですか。
神事　眞鍋先生がおっ
しゃったように人の
変化もあると思いま
すし、テクノロジー
の変化、特にコンピ
ューターの発達がバ
イオメカニクスの研
究に大きく関わって
きていると思います。
　　まず大道先生は、フォースプレートを用いて何か
がぶつかる時の衝撃力を計測した研究が多く、バイ
オメカニクスの「メカニクス（力学）」を大切にし
ていた印象を持ちます。
　　そして石毛先生は、スキーの現場を持たれていた
関係から実験室以外でも活躍されていました。スキ
ーの現場で活用できるセンサーを使用した研究も行
っていました。また、ハイスピードビデオカメラの
性能が飛躍的に上がったということから、映像を使
った研究もされていました。しかし、映像を使った
計測にシフトすることで問題も出てきます。映像デ
ータから力を算出するとき、微分という数学的な処
理を行う必要がありますが、この微分という作業は
ノイズが増幅してしまうという問題があります。で
すから、力の分析をする場合、映像データ計測の精
度が重要になってきます。近年までは、精度の良い

映像データが計測できなかったため、映像から算出
した力は精度が低く、映像データと力とは多少乖離
している部分がありました。

　　しかし、最近導入された動作解析システムの
VICON（バイコン）は、映像データを非常に高い
精度で計測でき、微分をしてもノイズが少ないとい
う特徴があります。ですので、大道先生が大切にさ
れていた力の計測の部分に、映像データからもアプ
ローチが可能になったと思います。映像を使って力
を計測する、そしてフォースプレートでも計測でき
るという点では、研究所開設当初のコンセプト、ま
たバイオメカニクス本来の力学という部分を大事に
できる環境にあると考えています。

＜韓国・龍仁大学校との交流＞
山本　表の第Ⅲ期になりますが、一つ付け加えさせて
ください。資料に学術交流とありますが、プロジェ
クト研究と絡めて、2000年から韓国の龍仁大学と
共同研究をしていたことがあります。笠原先生が当
時大学２年生で、学生トレーナーチームと、小林啓
三所長、小西由里子先生、助手だった宮崎善幸先生
らの20人くらいの集団で、龍仁大学校の剣道部の体
力測定を行いました。本学の剣道部の測定値と比較
しようということで、ただ単に測定を行うだけでな
く、剣道特有の選択反応時間の装置を自作して持っ
て行ったり、四肢の筋量を図れる装置を持って行っ
たりしました。あるいは日本語で作った柔道選手や
剣道選手の怪我やコンディショニングに関するアン
ケート用紙を韓国語に訳して韓国の選手に対して調
査したりしました。こういった交流をこちらが行っ
たり、向こうから来たりして６年間くらい行い、年
報に研究成果を載せたりもしました。国際武道大学
の国際という部分で、今までは海外をまたいで何か
をするということは無かったのですが、第Ⅲ期に当
たる部分で国際交流ができたのは大きいと思います。

魚住　それ以降、韓国の龍仁大学校と本学の関係は、
学術交流の点では密になりましたよね。大学の交換
留学生や研究所の客員研究員として、龍仁大学校か
ら来られる人もいました。



52

＜特色GPに至るまでの実績＞
魚住　さて、2007年から特色GPになって、また大き
く展開しますね。
山本　特色GPとしての取り組みは、2007年から３年
間行いました。特色GPとは、文部科学省が全国の
大学の中でも特色ある教育研究事業を行っている
ものを奨励するためのもので、GPは Good�Practice
の略称です。これはある種大学としても非常に大き
なアピールになる事ですので、申請の際には、魚住
先生や石毛先生にも加わっていただき、また研究所
のメンバーなど非常に多くの方々のご協力のおかげ
で採択されることが出来ました。
　　ただ、「学生によるスポーツ医科学サポートシス
テム」というテーマは、もう既に開学当初から継続
してずっと行っていた内容ですし、研究所を母体と
して、黄川先生という開学当初からおわれた整形外
科医（スポーツドクター）の先生が、「スポーツ医
学的健康管理」というキーワードを当初からずっと
持ってやってこられたことでした。いわゆる体育大
学というのは、学校保健法の中で義務付けられてい
る、応急処置・健康相談・健康診断の３つだけでは
不十分で、スポーツ医学的な健康管理が必要である
と。たとえば、スポーツ選手がスポーツをする上で、
怪我をしないような体の機能を持ち合わせているか
どうか、筋力、柔軟性、関節不安定性だとか。あと
内科的にも運動することによって、例えば循環器系
のトラブルが起きないかとか、貧血の問題とか、そ
ういったことをきちんとチェックして、スポーツを
する上での準備状態を整える。あるいは怪我をした
場合の適切な応急手当と、その後の復帰のためのア
ドバイスとか援助、そうしたことがちゃんとできる
ような体制を持ってこそ、体育大学の健康管理だと。
日本の大学ではそうした健康管理が、普通の大学も
体育大学も変わりないじゃないかということで、問
題提起をされていました。
　　それで、この研究所の中の１階のリコンディショ
ニングルームを、この建物ができる前から、それを
見越して、学内でスポーツ医科学的な健康管理、そ
してスポーツ医科学サポートシステムを作るんだと
いうことで、この設備を作られました。
　　ですので、本学では既に1987年からメディカル

チェックという形でスポーツ傷害の予防のための運
動機能の評価を全学生に対して実施したり、それを
基にしたリハビリなどの医科学サポートが行われて
いました。

　　また、現在、５号館プールは週３回夜間に一般開
放していますが、当初はたくさんの一般学生が泳ぎ
にきていました。その時に、内科医のスポーツドク
ターである坂本先生が、突然死の予防ということで、
学生達全員に、ダイビング・リフレックス（潜水反
射）という、洗面器の中に氷水を入れて、その中に
息を止めて顔を入れた時の心電図を取りました。そ
の心電図波形のRR間隔が過度に延長すると、突然
死のリスクがあるということで、次は運動負荷心電
図検査やホルダー心電図で日常生活の長時間心電図
を取って不整脈をチェックしました。つまり運動負
荷テストをやるべき人材かどうかということや、心
電図の異常波形や循環器のトラブルがあるかという
ことを、あらかじめチェックしておくという内科的
メディカルチェックをプール利用者に義務づけると
いうことまでされていました。

　　そういう意味では研究所の中のスポーツ医科学サ
ポートシステムというのは、1980年代後半から取
り入れられていて、その流れで学生たちはスポーツ
医科学サポートシステムを受けつつ、さらにまた学
生の中にこれらのことに興味を持ち、選手をサポー
トしたいという集まりがトレーナーチームという形
で発足して、学生のトレーナーが学生のアスリート
をサポートする。現場ではスポーツ医科学サポート
を欲している、トレーナーの方では自分たちが学ん
だことを実践でき経験値を積んでいくことができる
という、お互いの需要と供給というスタイルは、徐々
にこの研究所を拠点として出来上がっていきました。

　　ただ、それを発信するチャンスや、もっとシステ
ムを構築していくには、機器整備や人材確保が必要
だということがずっと懸案としてあったのですが、
特色GPの申請で大きなチャンスが訪れました。そ
して、これまで20年近く積み重ねてきた活動が評価
されて特色GPの採択に繋がり、さらにまた、研究
所を拠点として多くの方々の協力を得てスポーツ医
科学サポートシステムが発展できたという面で、特
色GPは非常に大きな役割を果たしました。
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魚住　特色GPは３年
間で4800万円くら
いの大きな補助金が
出るので全国の大
学が応募してました。
この時も同じ分野で
75件ほど申請があ
って、採択されたの
は10件だけで、13%ぐらいです。事前審査会でプ
レゼンテーションをして、学生を主体にして大規模
に行っている特色について非常に評価が高かったの
ですが、スポーツ医科学と言っているが、本当に医
科学と言っていいのか？という質問がありました。
けれども長年の実績があると言うことが、非常に大
きなポイントでしたので、研究センター以来の積み
重ねというもので取れたのではないかと思います。
　　笠原先生は、この時期に実務的に動かれていらっ
しゃいましたが、いかがでしょうか？
笠原　ちょうどその頃、９号館トレーニングルームが
できたのですが、測定機材やその他トレーニングル
ーム運営に必要な機材まではそろってはいませんで
した。ちょうどそのとき特色GPの予算があったこ
とで、トレーニングルームやリコンディショニング
ルームを拡張するにあたって必要な機材をそろえる
ことが出来ました。これは非常にタイミングが良か
ったと思います。当時この予算がなければ大変なこ
とだったと改めて感じます。
　　その時の時代のタイミングとしては、研究者が扱
う研究機材から、実際の指導者が扱う測定機材にち
ょうど移り変わってきたところだった印象を感じて
います。すなわち、簡略化されたもの、もしくは安
価なものというものが多く出てきた時代だったので、
研究ベースから、より現場指導者が扱うような機材
を、どう取り入れて教育にいれていくかという転換
期にあたったというのが非常に大きかった印象があ
ります。
　　たとえば、光電管という機材は、昔高かったのが、
だいぶコストも減ってきましたし、パワーを測定す
る機材とか、そういったものに関しては、安価にな
ってきて、扱いやすくなってきたというところから、
研究者が扱うものから大学院生、もしくは学部生が

扱うぐらいのレベルになってきたというところに予
算がついたというのは非常に大きかったという印象
があります。リコンディショニングルーム関係です
と、超音波検査機器という診察する機械に関しても
体育大で、いわゆるドクターではない方が使ってい
るというところはまだないと思いますし、そういっ
た面でのハード面の充実はあったと思います。

　　また、スポーツトレーナーと言うことを、社会的
にアウトプットするために「トレーナーってどん
な人」ということがわかるようなマンガを作った
り、トレーナー活動の意義を執筆した内容を冊子に
したり、いろいろな意味での広報をする媒体を大
学のトレーナー教育の中で作ったのはおそらく国際
武道大学が第一人者だと思います。さらに各種で学
会発表や講演活動をすることで多くの教育機関に国
際武道大学の取組を伝えることができました。現在
ではこれらの取組により多くのトレーナー養成機関
でトレーナーステーション活動をしていたり、学生
トレーナーが学内クラブをサポートしたりすること
は、当たり前になっております。そういった意味で
はハードの充実だけに限らず社会貢献する媒体を作
成し、様々な場面で情報をアウトソーシングできた
のは、当時はGPの活動に浸る余裕はなかったので
すが、改めて考えると大きな成果ではないのかなと
思っています。

魚住　特色GPでは、整形外科のドクターの荻内隆司
先生とか、理学療法士の小西由里子先生にもご協力
いただきました。また井下先生も加わっていただい
ましたが、井下先生は、一緒にされていて、どんな
感想をお持ちでしょうか。

井下　全国でも特徴的なトレーナー教育システムは、
過去25年以上にわたる歴史があり、少しずつ築き
上げられてきたことを大切にしたいと思っています。
スポーツに打ち込む学生アスリートを学生トレーナ
ーが支える、またそれをスポーツ医学のドクターを
はじめとする、トレーナーの教職員が直接支えるす
ばらしい循環ができています。しかし、これは各ク
ラブのチーム単位での活動とトレーナーチームとス
ポーツ医科学関係の教職員とが上手く連携してはじ
めて成立するものです。この仕組みができたのは、
そこに困っている選手がいるという認識する力。ト
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レーナーが介入する余地があることへの気づき。ト
レーナーが選手に尽くす気概。これらがあって上手
く連携できなくてはなりません。この環境づくりこ
そが大変重要であり、難しいことであるということ
を今でも実感することがあります。

＜特色GPでのバイオメカニクス＞
魚住　この事業では、将来展望として309のバイオメ
カニクスのデータも取り入れて、データベースを構
築しようという狙いも初めからありましたけれども、
そのあたり、眞鍋先生いかがでしょうか？
眞鍋　もともと、石毛先生が主で、私がサブという形
でやっていきましょうという話になっていたのです
が、ちょうど実験機材が新しく入れ替わって、さら
にその後も石毛先生が学外に出られると分かってい
たときだったので、なかなか連携がとれなかったと
いうのが実際あったのです。
　　ただそれでも外部に論文とか、学会発表しようと
か、まとめてはないんですが、たとえばバスケット
ボールの選手が片脚で着地する際に膝の動揺がどう
なっているとか、足圧の分布で半月板損傷の履歴の
あるものは、こういう足圧分布になっているという
のは以外といろいろなものをすでに、測定してあっ
たのです。それを使って学生が卒業論文をまとめて
やっていたと言うことがあったので、データとして
は、いろいろ蓄積はされていて実際に現場にも落と
されていて使ってはいます。ただ、形としてまとめ
て論文とかになってはいないだけの話しであって。
　　もう一つ、GPだからだと言うわけではないので
すが、山本先生たちがご尽力なされて積み上げてこ
られた歴史の中で、実は、今年の陸上世界選手権の
日本代表のトレーナーに砂川君という本学OBでト
レーナーチームで活動していて、陸上部のコーチも
していたので我々と協力していたりとかして、日本
代表のトレーナーに選出されているんです。陸上の
世界は、いわゆる世界のトップの代表のトレーナー
になるには、原則、鍼灸の資格を持っていないとい
けないのです。彼は、卒業してから鍼灸の資格を取
って、その間も陸連のトレーナー活動にずっと携わ
りながらやってきたんです。高校生は代表のトレー
ナーになりたいと思ったときに、最初に専門学校に

行きたいんです。鍼灸の資格を取って、それがトレ
ーナーの近道だというんですが、実は、砂川君をは
じめとして、日本トップで活躍している方は、ほと
んどが体育大出身で体育大の中で、さらにトレーナ
ーチームのように充実した環境の中でいろいろなも
のを、見て感じて経験してきて、トレーナーとして
の対応性というんですかね、応急救護のできる鍼灸
の資格を持って治療家としての素養もある、さらに、
現役で選手と関わって、選手の気持ちとか、競技レ
ベルまでよくわかる。そういったものをまんべんな
く持っていて、さらに一個人としての優れた能力が
あって、トップレベルで活躍することができる。最
近は砂川君が活躍していますが、他にもたくさんい
るのですが。

山本　他にも、なでしこのトレーナーが、中野さんと
いう陸上部のOGです。

眞鍋　種が花開いてきている状況が今もどんどん出て
きていると、実感としてあります。

魚住　やはり、スポーツトレーナー学科ができて、専
門的な教育を受けた上で、実際の現場としてのトレ
ーナーチームでの活動というのは、非常に大きいと
いう話ですね。

山本　私は、スポーツトレーナー学科が出来たことよ
りも、この研究所を拠点とした、医科学サポートシ
ステムというか、センター方式の存在が大きいと思
います。通常、他大学だとサッカー部のトレーナー、
陸上部のトレーナーといった各クラブごとに学生ト
レーナーが活動する。私の大学の時もクラブの中の
学生トレーナーだったのですが、本学の場合は、セ
ンター方式で、トレーナーの拠点があって、そこか
らそれぞれのクラブについて担当したり、あるいは、
怪我をした学生を集めて治して現場に戻したりする
システムがあるということは、それが母体となりい
ろいろなことを経験していくシステムがある。また
全員卒論を手がけることもいいことだと思うのです。
データを見てまとめたり、人前でプレゼンテーショ
ンしたり、いろいろな経験ができる。なかなか専門
学校とか治療系の学校へいくと卒論のような研究を
通した学びがあるわけではないし、現場で選手が練
習しているところを見る事がないということもあっ
て、そういう意味では体育系の大学で実践的な学び
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をして、そして治療系に行きたければ資格を取りに
行けばいいし、場合によってはトレーニング領域で
あれば、森先生のようにストレングス＆コンディシ
ョニングコーチの分野をさらに学ぶベースとして、
体育大学独自の実践的で現場に密接な学びの経験を
持ったトレーナーを育てていく、本学がそういう意
味では、モデルケースといっていいのかわかりませ
んが、トレーナー教育の参考にはなると思います。

＜９号館トレーニングルームに関して＞
魚住　特色GPの時は同時に９号館が出来ましたから、
そのデータも共有して一緒にやろうという話があっ
た。９号館のトレーニングルームを運営していた立
場から、森先生いかがですか？
森　　９号館が出来た
当時は、学生も喜ん
でよくトレーニング
ルームを利用しにき
ていて、その中でト
レーニングに対して
の質問とかよくあっ
たのですが、今は逆
に落ち着いてきている感じはあります。使えて当た
り前というような環境になったので、トレーニング
をしている学生に対して、どういうアプローチをし
ていくかを考えていいかなければならないと思いま
す。
　　後は、学生から言づてですが、地域の方が使いた
いといっているのですが無理ですか？というような
ことも言われ、今回は関係ないかもしれませんが、
総合型地域スポーツセンターの役割にもなるような
トレーニングルームも検討課題になっているのでは
ないかと感じています。
魚住　あの時に、トレーニングにしても、専門の人を
クラブでも養成して、そしてそれぞれ責任を持って
やってもらうというような体制をつくりましたよね。
森　　学生Ｓ＆Ｃ指導コーチですね。
魚住　それも、トレーナーチームのシステムを一つの
モデルとしながら、作られた感じかと思いますが。
森　　トレーナーと兼務している学生が多くて、トレ
ーナーの武器としてコンディショニング中心で考え

るか、トレーニングを中心として考えるかという、
学生がどちらの足に軸を置くかという形になってい
ると思うのですが。当時の学生で４年間経つといな
くなってしまうというところから、クラブによって
トレーニングに対して、がんばろうという学生がい
る時期があったり、卒業してしまうと次の代は違う
方向になったりという事もあり、まだクラブに関し
ては、学生 S＆ Cコーチを通じてトレーニングど
のように考えて行くかが課題であります。

魚住　システムとしても、それぞれ積み上げていって、
作り上げていかなければならないと思います。

＜最近の研究、将来の研究に関して＞
魚住　さて、時間がなくなってきましたので、では最
近の研究とこれからの研究についてもお聞きしたと
思います。神事先生は最近赴任されて、ご自身の研
究とこれからやっていきたいことについて、どうで
しょか？

神事　プロジェクトにもあるのですが、野球ボールの
球質を評価する研究を行いたいと思っています。今
まで評価出来ていないところ、感覚的にしかわかっ
ていないところを量として評価して、そこから新た
な指標を作り、そしてトレーニングに結びつけたい
なということを考えています。150km/h 投げても
打たれる人がいるのに、120km/h を投げても打た
れない人がいるのはなぜかといわれたときに、突如、
球質という質的な評価でお茶を濁すことが今までで
した。質で評価されてきたものを、出来るだけ数字
で評価して、そこから先のトレーニングに結びつけ
るというところまで、落とし込みたいと考えていま
す。そのためには、動作解析システムが必要ですし、
野球部さんにも協力していただき進めていきたいな
と考えています。

魚住　今まで球技の研究がなかったですから、そうい
う点では貴重だと思います。

　　眞鍋先生は、いかがでしょうか？
眞鍋　私自身が、研究室でというよりは、現場で動く
人間なので、陸連と学連の中では、スタッフとして
はコーチとしての強化担当とトレーナー担当なので
すが。学会活動としては、陸上競技学会の研修委員
と技術者、同じく「陸上競技研究」、これは学連の
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機関誌なのですが、こちらの研究の方も年４冊、雑
誌の編集員も努めていますので、陸上に関する研究
はそちらで研究を広めたり、我々のやっているもの
をそちらに出したりとしています。あとは、研究で
はないのですが「陸上競技マガジン」という雑誌に
も６年前ぐらいから毎月連載をしています。あとは、
東京マラソンの第一回大会からトレーナーを統括し
ていますので、それのくくりで東京マラソンのホー
ムページに、ミスターマラソンマンとしてマラソン
に向けたトレーニングの在り方とかを連載していた
ので、どちらかというと基礎的な研究ではなく現場
に近い、応用力的な研究、現場にフィードバックし
やすい研究をメインでやっているので、続けていき
たいと思っています。
魚住　近く本にまとめるという予定はないのですか？
眞鍋　本にして欲しいと頼まれてはいるのですが、な
かなか忙しくて出来ていないので、近いうちにまと
めたいと思っています。
魚住　笠原先生は、いかがですか？
笠原　眞鍋先生と同じようにこれからも現場にフィー
ドバックしやすい研究をベースとして考えておりま
す。やはり、山本先生とずっとやってきていますので、
臨床現場に近いようなところの部分をフィードバッ
ク出来るようなものが大きいですし、まだまだやら
なければならないことはたくさんあります。細かい
ところに関しては、武道やスポーツ実技指導の現場
の方々と一緒にリンクしたうえで、現場の方が、“素
朴に感じる疑問” を形にするということです。私た
ちが持っているものを提供して、それを現場に還元
する。それを形に残すことが最も理想だと思います。
　　個人的に現在取り組んでいることは、子供の投能
力の向上とスポーツに対する認識を高めることです。
投球障害予防や投球パフォーマンス向上に関する点
においては、神事先生など様々な角度からの研究情
報が現場に還元されていますが、小学生を中心とし
た子供の投能力をいかにして向上させるかが、今求
められていると感じております。ハイパフォーマン
スを高めるというところも必要ではあるのですが、
体育・スポーツを好きになってもらいたいという部
分の裾野を広げたいというところもあります。その
中で、「投げるということが苦手な児童が非常に多

いので、現場の先生方はこれどうにかしたい」とい
う現場からの声があります。実際、投げる能力が高
い子供は、比較的どの運動能力も高いという報告も
あることから、投げる能力を高めると自然と総合的
な運動能力が高まる可能性が十分あります。この課
題を解決することも、我々の役目の１つであると思
います。具体的には、投げるという楽しさを伝える
ような何かができないかというところで、道具を作
ったりとか、○○のドリルを作ったりすることをや
っていきたいと思っています。パフォーマンスとい
う観点からは、ハイパフォーマンスというのは高い
値を出せばいいというよりも、同じ動作を繰り返し
できる事も、いわゆるハイパフォーマンスという位
置づけだと思うのです。このような動作の再現性に
関する知見をまとめていきたいと思っています。

魚住　井下先生は、いかがですか。
井下　武道とくに空手道に関するケガの問題やスキル、
中学校武道必修化に関する指導上の問題を解決�す
るための研究は、自身がコーチとして、トレーナー
として、指導者養成の役割を担うためにも必要なこ
とだと感じております。トレーナーやス�ポーツ医
科学スタッフが殆ど存在しない空手道競技では、課
題も多いので今後も、未来の空手道界のために現場
が求めている研究テーマを続けていきたいと考えて
います。　

　　また、山本先生とともに空手道に限らず、トレー
ナー界の次世代を考えながら、いかにトレーナーの
職域の場を拡げ、より�多くの人がスポーツ医科学
サポートを受けられる社会の仕組みをこの地域から
全国へ発信できるように進めていきます。

魚住　森先生は、今年から筑波大学大学院で研究を始
められていますが、いかがですか？

森　　分野としては、コーチング原論トレーニング学
ということを勉強させていただいております。その
なかで、思うところは、パフォーマンスを自分自身、
追求していきたいというところが一番あります。そ
の中で、パフォーマンスは、複合的なもので、色々
な物が合わさって表れると思います。野球の投手で
言えば、球質とか体力と心理面など、いろいろなも
のが合わさってパフォーマンスができるので、いろ
いろなところから情報を集めて、うまくその選手に
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会ったものを提供できることを心がけていきたいと
思っています。トレーニング方法とか、エクササイ
ズとか情報が多く発信されているのですが、その情
報を整理するということ自体が今、選手が悩んでい
ることかなと思います。新しいものだからやってみ
よう、こう言われているからやってみよう。でもそ
れが自分にとって必要かどうかというところがわか
っていないことがあるかなと思います。その選手に
何が必要かという事を研究で明らかにして、どのよ
うなトレーニングをしたら良いかということをやっ
ていきたいなと思っています。実際の現場で、何を
したらよいのか、こういう事をしたらどんな結果に
なるのかという、実践的なことに取り組んでいきた
いと思っています。

＜研究を広げる努力＞
魚住　山本先生、これからの研究については、いかが
でしょうか？
山本　研究としては、一人でやるより多くの分野の方
達と、こういったことがわかったら非常に多くの人
に喜ばれるのではないかな、役に立つのではないか
なと思うことをみんなで、チームを組んでやる、あ
るいは協力しながらやるというのは、楽しいし、や
りがいがありますね。たとえば、どうやったら強く
なれるかといったことも、ウォーミングアップを工
夫したらどうかとか、試合と試合の間の休憩時間に
アイシングをしたらよいのか、ストレッチングをし
たらいいのか、あるいは、どんなものを飲んだらい
いのか、その順番はどうすればいいのか、そういう
ことを大学院生や学生、それぞれの得意分野を持っ
ている先生方とディスカッションしながら、今度こ
んな実験をやってみようかとか、こんな調査をして
みようかとか練り上げながら実現していく。また、
それを学会とか研究会とかあるいは紙面上で、多く
の方々に伝えて活用してもらう。人の体をよりよい
状態にすることをコンディショニングといいますが、
競技力向上のためのトレーニングのようなポジティ
ブなプラス面のコンディショニングと、怪我や疲労
によるマイナス面のコンディショニングの両面を考
えながら、それを科学と現場をつなぐ架け橋のよう
なところをもっともっとやらなければならないと思

っています。
　　その為には、対外的に研究成果をアウトプットし
ていって、その成果を発信していくということも仕
事だと思います。卒論レベルでも修論のレベルで
も、あるいはちょっとした事例研究のようなプチ研
究でも、それらをできるだけ体系化したり、統合し
てアウトプットしていく。コンディショニング科学
という太い幹があり、枝があり、小枝があって葉っ
ぱがあるわけで、出来るだけたくさんの葉っぱがつ
くように、それぞれの方々の分野のお手伝いをした
り、助言したり、協力しあいながら出来るだけふさ
ふさと葉をつける。理想的には研究所が支点になっ
て、それをどんどんアウトプットしていければもっ
といいのですが。　

　　我々が昨年立ち上げた日本アスレティックトレー
ニング学会というのも、いわゆるトレーナーの領域
の学問分野の学術組織として、トレーナーの方々が
一同に集まって情報交換する場であり、そういう研
究を披露したり、プロジェクトを組んだりすること
もできるとよいと思う。

　　最近は、オリンピック選手だとか、国体選手だと
かということの支援も確かにすばらしい仕事だし、
やらなければならないのですが、元々自分のベース
は高校時代に怪我ばかりしていた自分がいて、怪我
をしない、苦しんでいる学生を助けたいという思い
で、医学的知識を身に付けた体育の先生になりたい
というのが、最初のスタートだったので、50歳過
ぎてもう一回、学校の中の、教育現場といったとこ
ろの小学校、中学校、高校の学校の先生方にも落と
し込めるような研究成果を、出来るだけかみ砕いて
伝えていきたい。アイシングにしてもストレッチン
グにしても応急手当てにしても、リハビリにしても、
たとえれば、F1レーシングカーの整備の持つ高度
なテクニックを大衆車に落とし込んで、そしてそれ
を末端に広げていくような普及の配慮が必要だと思
います。体育大学だからそれをやるには、すごくい
い場所で、体育の教員の卵がたくさんいますので、
我々の研究成果を授業の中に落とし込んで、それら
を知った学生を教員として現場に輩出していくとい
うことも我々の役割ではないのかなと思います。目
線をトップアスリートから、一般学校の部活動の現
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場など、トレーナーとかコーチのいないような所で
も、体育の先生にも活用してもらえるような、研究
成果の落とし込みをしていくことをこれからはさら
にやっていきたいと思っています。

＜国際武道大学での教育と研究＞
魚住　研究所の将来ということも含めて、お話しいた
だきました。そのあたりは、笠原先生も子供の楽し
みを教えたいというところで、リンクするところも
あるかと思いますが。
笠原　武道大でずっとやってきた中で感じることは、
一つのフィールドに収まっているところと、すなわ
ち勝浦のように、同じ時間を共に過ごすことができ
る環境という点を考えると、臨床・研究・教育が一
緒に出来るというところが私は非常にいいところで
はないかと思います。臨床は臨床のスペシャリスト。
研究は研究のスペシャリスト。教育は教育のスペシ
ャリスト。現在は分業制になって、各分野のスペシ
ャリスト化しております。これにより、特定の専門
家のスキルが高くなっていることは素晴らしいこと
だとは思います。しかし、いくら素晴らしい能力が
あっても。それらがリンクしなければ大きな成果を
上げることはできないと思うのです。人間の体も同
じように、各身体部位の能力が非常に高くても、そ
れぞれがうまく連動しなければ大きなパフォーマン
スは発揮されません。ここにいる先生方は、臨床・
研究・教育を一緒にやっているというところが、大
変ですけど昔ながらであり、逆にいいところではな
いかと思っています。臨床や現場に出るからこそ、
疑問や課題が生まれ、研究をするからこそ、その奥
深さや新たな考えが生まれ、最後にその成果を教育
につなげる。これを１連の流れで出来ることがいい
所だと思います。
　　そして、以上の点が出来る環境だからこそ、学生
もしかりですし、我々もしかりですし、対象もしか
りなのですが＜武道＞というキーワードを考えると、
一連の流れを “道” としてとらえ、「人間味ある人
材（武道精神を持つ人材）育成」というのが一つの
武道大学の役割であり、それを研究ベースで形にす
ることだと思うのです。例えば対象者（選手や学生）
が学生生活を経てどのように変わっていくかを形に

する。すなわち、選手の行動がどう変わっていくか
（行動変容）を示すことが武道大学のやるべき１つ
の役割であり、武道大学研究所が出来る、臨床・研
究・教育の１つだと。したがって、ドクターにおけ
る手術の一例報告と同じように、選手やリハビリト
レーニングの一例報告であったり、考えがどう変わ
っていくかを形にできるとオリジナリティのあるも
のになるのではないかという印象を持っています。

魚住　眞鍋先生は、将来の夢も含めて、いかがですか？
眞鍋　今実際、大学院生とかも、何名か指導担当させ
ていただいておりますが、国際武道大学卒の学生ら
しさというものを身に付けていって欲しいなと思い
ます。それは決して、研究の成果が高くて、研究者
として優秀だとかではなくて、笠原先生がまさにお
っしゃった通りなのですが、現場に出て、その現場
で生きる力を発揮出来る人材、新しく何かを切り開
らける能力。能力というよりエネルギーですかね。
打たれ強い、へこたれない。何か足りないものがあ
ればそれを自分で獲得していく努力ができる。もと
もと高い能力を持っている必要は、もちろん高い能
力はあるに越したことはないのですが、そういった
ものをしっかり身に付けていって、卒業してからも
どんどん成長していける素養を持っている人間を育
成するのが、我々の役目だと思います。

　　ですので、私は主に陸上をメインでやっています
が、少なくとも本学の陸上の選手達には、インカレ
に出て勝つ、オリンピックに出る、それはそれで素
晴らしいけれども、そうではなくて、根底にある人
を感動させるとか自分が感動できる、もしくは努力
をすることで何かを切り開く。その姿勢が一番大事
なんだと指導しているんですが。それを特に、大学
院で研究科に進学した学生達には、もっと色濃く、
今度は自分が表現するだけではなくて、周りを巻き
込んでそれを発信出来るような人材になってほしい
なというのがあるので、そういった協力を今後も続
けていきたいと思っています。その一助として修士
論文を自分で出来る範囲でしっかりまとめる。そう
いうつもりで努力をしていきたいと思っています。

魚住　武道というところで、道を極めるというところ
がありますが、そのあたり研究という事を通じても
極めるというところがあるかと思いますが。森先生
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は、卒業生としていかがでしょうか？
森　　研究はまだ始めたばかりで、わからない点も多
くあるのですが、研究を通じて学生にどう教育して
いくか。もちろん、いい教育をしてあげて、その学
生が将来社会に出たときに、自分がされたことを次
の代にしてあげて、そういうものが一回りして、自
分の子供が出来て、武道大学に入れたいと思うよう
になって欲しいと思っています。
魚住　井下先生は、いかがでしょうか。
井下　武道科学・スポーツ科学を実践の場にどう活か
すかが重要だと思います。この国際武道大学でま�
ずそれを実践し、研究発表を全国へ、世界へと発表
し、世界の武道・スポーツ界のネットワークをひろ
げられたらいいと思います。
魚住　神事先生はいかがでしょうか？ 将来に関して、
こういうふうにありたいという事を含めて。
神事　山本先生もおっしゃった、ひとつの幹のパーツ
として、バイオメカニクスを活用してもらいたいな
と感じています。やはりバイオメカニクスという科
目の特性上、数学とか物理を不得意に感じている学
生が多く、バイオメカニクスの研究は敷居が高いと
思われているのが現実です。ですので、学部の教育
を丁寧に行う必要があると考えています。そうすれ
ば、目的を持った大学院生が増え、マンパワーが高
まることで研究がさらに発展していくのではないか
と考えています。
　　自分の研究としては、現在も行っている野球ボー
ルのキレ・ノビというところに引き続きフォーカス
を当て、データベースを作っていきたいと思ってい
ます。これは、誰も取り組んでこなかったところで
す。データベースを作ることで、一流な人はどうな
のか、そうでない人はどうなのか、いろいろな人の
バリエーションがわかり、それがあることで指導に
生かせるデータになると考えています。
魚住　武道の技というのも、スポーツにはない特殊な
ところもあると思いますけれども、そういうものも
含めてご研究いただければと思います。
　　最後に、山本先生、何かございましたら。

＜国際武道大学附属研究所の使命＞
山本　今後、国際武道大学の研究所がどうやって存在

感を示していくかということは、武道の世界にとっ
て、とても重要な使命を担っているのではないかと
思います。

　　たとえば、柔道選手であればどんな怪我が多くて、
体力でいうとどのような体力が優れているか、とい
った競技特性上の情報やデータに関することです。
柔道、剣道でもまだ十分でないと思いますし、合気
道だとか、少林寺拳法、空手となると、極めてデー
タが少ない。スポーツの中でも特に武道系種目に関
しては、どこの部位のどんな種類の怪我が多いとか、
調査結果で見ても、ある特定のチームデータはある
のですが、日本の多くの選手やチームの集計、体力
測定値でいえば、各競技の標準値、トップアスリー
トの値として、発表されたものが少ない。先ほどデ
ータベースの話が出てましたけれど、怪我の統計だ
とか、コンディショニングのいろいろな調査にしろ、
そういったものをしっかりここから発信していくの
が、使命ではないかと思います。合気道であれば、
立木先生がいらっしゃり、弓道でしたら松尾先生が
いらっしゃるので、そういったネットワークを駆使
して、ここから武道に関するデータが発信出来るよ
うな環境が整えば理想的だと思います。

　　先日韓国の龍仁大学に60周年記念の講演で行か
せていただいて、向こうの研究成果とか、実験室と
か、実験のデータを取っているところを見せていた
だいたのですが、すごいですね。龍仁大学にはエリ
ートアスリートがたくさんいて、国内のトップ選手、
オリンピック選手がごろごろいるんです。大学ナン
バーワンの種目が、５，６種目あるんです。韓国ナ
ンバーワンというチームもある。そこのエリートア
スリート全員の体力測定をやっているんです。動作
分析、血液性状、骨密度の測定、体力面ではアイソ
キネティックの筋力、有酸素能力、無酸素パワーを
測り、それをデータベースにして、毎年その結果を
冊子にして出しているんです。剣道で１冊、柔道で
１冊というように各種目ごとに。これは本来日本で
いうと、国立スポーツ科学センターがやらなければ
いけないと思うような、いわゆる各競技種目別のデ
ータベースをまとめているんです。

　　そういう意味では、本学は龍仁大学とせっかく提
携しているのですから、龍仁大学と連携をしながら、
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そこのデータを参考にさせていただいたり、あるい
は国内で我々がそういった情報発信を担ったり、あ
るいは、国立スポーツ科学センターと連携しながら、
武道に関する領域を色濃くリンクしながら、協力さ
せていただいてデータ分析するようなことがここか
らできないかというのが一つです。
　　もう一つは、先ほど武道の怪我のことが出ました
けれど、サッカーだとかバスケットだとか陸上とか
という競技においては、各連盟のスポーツ医科学班
がしっかりしているので、それぞれのスポーツの怪
我の予防プログラムとか出ているんです。たとえば、
武道必修化に伴う、柔道選手の頭頸部外傷に関して
は、最近すごく話題になっていますけれども、そう
いったものに関しての研究成果とか予防プログラム
などは、日本で先んじて、ここから発信していかな
ければいけないと思います。もう１つは柔道選手の
膝関節外傷の予防です。本学の柔道部の特に女子は
膝の怪我をしていない学生を捜す方が難しいぐらい
ほとんどの学生が膝の靱帯損傷の経験を持っていま
す。これだけ頻度が高くて、時間も掛かるような怪
我をなんとか予防できないだろうかという課題も、
せっかくこれだけのハードとソフトがありますので、
研究を進めて発信出来ないだろうかと思っています。
まとめると、武道選手のデータベースづくりと武道
傷害予防に関する研究が、ここから発信できればと
いう、将来展望としての期待があります。
魚住　この研究センターは、日本武道館の長年の夢だ
ったところです。武道大学を建てることと、武道を
専門にした研究所を作ることは、両方が軸になって
いて、武道関係者は非常に期待していた場所だった
んです。ですから、武道科学研究センターを受け継
いだ研究所は、武道の医科学部門での情報を発信で
きる一つの場ですから、研究を盛んにして情報発信
が出来るようになっていければ、非常にありがたい
と思います。研究所は、元来そういう存在でしたし、
大学としても唯一の武道を冠した大学ですから、こ
れからその特性を発揮した研究や教育を展開してい
きたいと思います。
　　本日は、長時間ありがとうございました。

――――――――――――――――――――――――
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Ⅳ．研究所専用サイト

　国際武道大学ホームページに研究所専用サイトを掲載しています。研究所は大学の研究支援センター

を兼ねているので、大学全体の研究を合わせて紹介している。

　本サイトは、「設立経緯と歴史」、「実験室等の紹介」、「関連するセミナー・学会」、「国際武道大学研

究紀要」、「研究所年報」、「『武道論集』等」、「研究論文・資料紹介」、「IBU�BUDO�RESEACH」、「文部

科学省　特色GP」の10のボタンから、各項目の内容が開くようになっている。

　「設立経緯と歴史」は、1986年に日本武道館が大学隣接地に当時最先端の「武道科学研究センター」

を設立し、本学の教員が主となって研究が始まったこと、10年を経た1995年に本学に移譲され、「附属

武道・スポーツ科学研究所」になった経緯と歴史を書いています。

　「実験室等の紹介」は、地階３室、１階２室、２階３室、３階３室、４階１室の計10室の施設・設備

と主な機器を写真入りで紹介し、そこでの研究と主な研究成果一覧を掲載している。

　「プロジェクト研究」は、2007年度から2010年度までの研究所プロジェクトおよび大学教育研究プロ

ジェクトの題名と組織を一覧表にして示している。

　「関連するセミナー・学会」は、研究所を主たる会場として開催されたセミナー・学会の紹介している。

国際武道大学ホームページのトップページ「附属武道・スポーツ科学研究所」サイト
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2007年度人体科学会第17回大会、2008年度日本発育・発達学会第７回大会、2011年度日本武道学会第

44回大会等を、写真や発表要旨なども交えて紹介している。

　「国際武道大学研究紀要」は、紀要の第１号（1985年刊）から第28号（2013年刊）までのすべての目

次と第23号からの日本語要旨を掲載している。

　「研究所年報」は、前身の「武道科学研究センター年報」の第１号（1987年刊）から第７号（1994年刊）までと、

「武道・スポーツ科学研究所年報」の第１号（1995年刊）から第18号（2013年刊）までの目次を掲載している。

　「『武道論集』等」は、研究所編集で刊行した “Budo�Studies�–��An�Anthology�of�Reseach� into�Budo�

in� the�21st�Century”（2000年刊）、『武道研究　21世紀の武道と研究の課題』（2001年刊）、『武道論集』

第１集「武道の歴史とその精神」、第２集「中学校の保健体育における武道の指導法」、第３集「グロー

バル時代の武道」の表紙の写真と目次を紹介している。

　「IBU�BUDO�RESEACH」は、英文での武道研究紹介で、“IBU�BUDO�SERIES�Vol.1.�The�History�and�

Sprit�of�Budo”,�“Vol.2�Budo�in�the�Global�Era” の各 Contents,�Chapter�1,�Appendix を紹介している。

　「文部科学省　特色GP」は、平成19～21年度文部科学省特色GP採択「学生によるスポーツ医科学サ

ポートシステム」およびその継続事業の内容を紹介している。

　「研究論文・資料紹介」は、上記の紀要、年報、論集等に掲載された論稿を PDFにして紹介しる。現

在、『武道論集』第１集所載の「武道の歴史とその精神　概説」、「武道のあゆみ（年表）」と、研究所プ

ロジェクトの４つの特定課題研究の研究成果（「東アジアにおける武術の交流と展開」、「現代武道の諸

問題」、「「武道健康論」研究」、「武道のバイオメカニクス研究」、資料紹介として、武士道の古典紹介と

新陰流および一刀流剣術の研究資料を掲載している。

Ⅴ．研究所編集　刊行物

　研究所編集の刊行物としては、『武道・スポーツ科学研究所年報』がある。これには、毎年度のプロ

ジェクト研究の研究成果が発表されており、毎号500冊が印刷され、学内への配布の他、全国の関係機関、

大学図書館等へ約350冊を発送している。日本武道館の『武道科学研究センター年報』７号分の全目次

を本冊子のⅥに、年報18号分の全目次をⅦに掲載する。

　研究所では、より広く武道の普及、研究の発表を図るために、小冊子を刊行している。

　その最初は、2000年の “Budo�Studies�-An��Anthology�of�Research�into�Budo�in�the�21st�Century” で

あった。これは、武道の古典研究、剣道の技法と心法、柔道上達論、柔道・空手道のバイオメカニクス

研究の４つの論文集であるが、国際武道大学であるので、英文に訳して刊行したものであった。2001

年には、これの日本語版で内容を増補した『武道研究─21世紀の武道と研究の課題』を刊行した。

　2008年からは『武道論集』３巻シリーズで、第1集「武道の歴史とその精神」（2008年７月、増補版

2010年12月）、第２集「中学校保健体育における武道の指導法」（2009年）、第３集「グローバル時代に

おける武道」（2012年）を刊行した。この3巻によって、武道の過去・現在・将来を捉えようとしたので

ある。また第１集、第３集は英訳して、“IBU�Budo�Series�Vol.1�The�History�and�Spirit�of�Budo”�(2011),

“Vol.2�Budo�in�the�Global�Era” (2013) を刊行した。これらについては以下、紹介する。
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“Budo�Suudies”、『武道研究―21世紀の武道と研究の課題』

研究所では、1999年度から「21世紀の武道と研究の課題」とす

る特別プロジェクト研究を始めて、柔道と剣道の指導者、また武

道の人文科学系と自然科学系の研究者を集めて、最前線の柔道・

剣道の指導法とともに、武道科学研究センターで行われてきた人

文科学系と自然科学系の武道研究の内容も紹介して、研究の深化

と一般への情報発信も行うことにした。その成果として、2000年

６月に、武道の古典―『五輪書』の研究、剣道の技法と心法、柔

道上達論、柔道・空手道のバイオメカニクス研究の4つの論文を、

英文にした�“Budo�Studies�―�An�Anthology�of�Reserch�into�Budo�

in� the�21th�Century” を刊行した。当時大学院にイギリス海軍の

情報将校であったイギリス人がいたので、彼ともう一人のイギリ

ス人に訳で、国際的に武道の最前線の情報を発信すべく英語版に

したのである。

これは好評であったが、日本語版をという要望が各方面から寄

せられたので、翌2002年3月に『武道研究―21世紀の武道と研究

の課題』を刊行した。これには、上記の4つの論文の他に、プロ

ジェクト会議での討議内容の概要、それに2001年２月にデンマー

クで開催された松前重義杯国際柔道大会に合わせて開催した国際

武道大学セミナーで行った、柔道の講習会と柔道のバイオメカニ

クス研究の講演の内容も合わせて載せた。

なお、同プロジェクトは、2003年２月にもヨーロッパ武道フォ

ーラムとの共同主催で、ハンガリー・ブタペストで国際武道セミ

ナーを開き、剣道の講習会と『五輪書』研究、武道のバイオメカ

ニクス研究の講演を行った。
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第１集「武道の歴史とその精神」（増補版）　

第１集「武道の歴史とその精神」では、武道の歴史を概

観した後、柔道・剣道・弓道・空手道・なぎなたの５つの

武道についてより詳しい論を掲載しています。これらは、日

本で伝統的に展開したものであり、戦前から戦後も武道とし

て学校教育に取り入れられていたものなので、本学の専任教

員と研究所のプロジェクト研究に関わる講師の方に執筆して

いただきました。今日、武道には、これ以外に、相撲、合気

道、少林寺拳法、銃剣道を含めるのが一般的ですが、多岐

にわたるので、これらについては今回は武道の歴史を概観す

る中で簡単に述べるに止めざるを得ませんでした。

第１章は、武道全体が展開した背景に日本の社会の時代

背景も関係するので、武道の概念と武道の歴史的な展開を

概説しています。

第２章以下は、剣道・なぎなた・弓道・柔道・空手道に

ついて、「はじめに」でその特徴を書き、「Ⅰ．各武道の伝

統」で、その淵源から江戸時代における発展を概観した後、

「Ⅱ．各武道の展開」で、近代以降、戦前までの確立と、

戦後の禁止時代を経て、スポーツ化し、国際化して現在に

至るまでの展開を述べ、「Ⅲ．各武道の精神」で、各武道

の目指しているもの、「理念」、教本などに強調されている

ものなどを示し、「おわりに」で、歴史を踏まえて学生へ

のメッセージという構成で書いています。

（2008年に第５章までと付録の内容で刊行しましたが、

2010年に第６章を増補して増刷しました。）
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第２集「中学校の保健体育における武道の指導法」

　平成20年３月に中学校学習指導要領が改訂され、平成24

年度から中学校で武道が必修化されることになった。必修

化により、全国の中学生全員が武道を学習することになる

ので、武道が専門ではない体育教師が、これまでより多く

の生徒の指導にあたらなければならない場面が考えられる。

　学校現場で武道をどう指導すればよいのか。柔道・剣道・

弓道・なぎなたの各専門の教員に中学校の年間13時間、３

年間の指導法を、写真を多く載せながら具体的に例示して

もらうことにした。

　教科体育の年間13時間位の時間では、武道のごく初歩

に触れることができるだけであろうが、武道では伝統的に

も基本的な構え・動き方が身に付いた上で、形を稽古させ、

その後に自由に技を行うようにしていた。そうした初心者

指導の重要性をよく心において指導にあたるべきであろう。

　武道には生涯教育という理念もある。武道は、若い時だ

けではなく、年を取ってからでも技量をますます深めてい

くことができる。強さを誇るのでなく、深いものがあるこ

とを高齢の高段者は示している。

また、生活の中で伝統的なものに触れる機会が少なくなっ

ている現在、武道は正座や座礼などの礼法を身に付ける貴

重な場となることも心得るべきであろう。

　執筆者・監修者は、武道大学だけでなく連盟においても

指導の中心におり、指導経験も豊富なので、本書を大いに

参考にしていただければ幸いです。

　７．稽古法（１）打ち込み稽古　（２）約束稽古　（３）掛かり稽古　（４）互格稽古
　８．応用動作（対人的技能）（１）連続技　①小手→面　（２）引き技　①引き面
　９．攻防を楽しむ　10．評価とまとめ
Ⅲ．第２学年� ………………………………………………………………………………………82
　１．打突の稽古　（１）自分の間合　（２）攻める　（３）打突の機会
　２．しかけ技　（１）出ばな技　①出ばな小手
　３．応じ技　（１）抜き技　①面抜き胴　②小手抜き面
　４．試合（攻防を楽しむ）　５．評価とまとめ
Ⅳ．第３学年� ………………………………………………………………………………………87
　１�．攻め合い　２．打突すべき機会　３．応じ技　（１）すり上げ技　①小手すり上

げ面　②面すり上げ面（２）返し技　①小手返し面　②面返し胴
　４．試合を楽しむ　（１）有効打突の要件　（２）審判法　（３）試合における指導
　５．日本剣道形　６．評価とまとめ
　　おわりに
　　付録．参考となる書籍・ビデオ・DVDの紹介

第3章　なぎなたの指導法―木村恭子
　　はじめに　　
Ⅰ．なぎなたの特性と教育上のねらい� …………………………………………………………98
　１．なぎなたの特性
　　（１）なぎなたの歴史　（２）技術の特性　（３）身体・精神の発達効果からみた特性
　２．教育上のねらい
Ⅱ．第１学年及び第２学年�………………………………………………………………………100
　１．授業計画案の例
　２．基礎的学習内容
　　�（１）伝統的な行動様式とその意味を知る　（２）なぎなたの服装とつけ方　（３）

なぎなたの構造と安全上の留意点　（４）礼法　（５）技能の学び方　（６）学習内
容と指導の要点

　３．基本動作
　　（１）自然体と礼法　（２）５つの構え　（３）体さばき　（４）打突　●振り方　
　　　�●打突部位と打ち方・受け方　●打突（面打ち、側面打ち、すね打ち、小手打ち、

突き）　●受け方　●打ち返し　●打突棒による練習方法　●打突台による練習
方法

　４．対人的技能
　　（１）しかけ技　（２）応じ技　（３）しかけ応じ　１本目、２本目
　５．評価基準
Ⅲ．第３学年�………………………………………………………………………………………119
　１．授業計画案の例
　２．しかけ応じ　３本目、４本目、５本目
　３．防具　（１）防具のつけ方　（２）防具の扱い方　（３）防具着用での練習方法
　　　●防具着用での打ち返しならびに小手打ち、胴打ち
　４．攻防（試合）を楽しむ
　５．評価基準
　　参考；学習ノート、個人学習カード、自己評価カード

はじめに　研究所長　魚住孝至�…………………………………………………………………………�i���������

第１章　柔道の指導法―柏崎克彦
Ⅰ．第１学年及び第２学年�…………………………………………………………………………8
　１．学校柔道の特性と教育上のねらい
　２．柔道の知識と態度
　　（１）講道館柔道の歴史とその理念　（２）礼の精神　（３）柔よく剛を制す柔道の技
　　（４）名称と分類　（５）柔道衣の名称と帯の結び方　（６）礼の仕方・立ち方と座り
　　（７）柔道の試合ルール　（８）柔道の用語
　３．柔道の技能
　　（１）投げ技の基本動作　（２）受け身　（３）総合練習　（４）基本となる投げ技
　　（５）投げ技の練習方法　（６）基本となる固め技　（７）固め技の練習方法
　４．評価方法　　
Ⅱ．第３学年� ………………………………………………………………………………………45
　１．第３学年での学習
　２．柔道の技能
　　（１）新たな投げ技　（２）新たな固め技　（３）得意技をつくる練習方法
　３．評価方法
　　引用・参考文献

第２章　剣道の指導法―蒔田実監修・魚住孝至
　　はじめに
Ⅰ．中学校３年間の学習内容� ……………………………………………………………………59
　１．学年別学習内容　２．担当教員と指導協力者　３．単元の計画　４．授業の計画
Ⅱ．第１学年� ………………………………………………………………………………………62
　１．剣道の歴史と特性
　　�（１）刀（剣）　（２）木刀による剣の体験　（３）形の稽古―流派剣術の歴史と日本

剣道形　（４）竹刀と剣道具の工夫―撃剣の始まりと近代剣道　（５）現在の剣道―
剣道の学び方　　　全剣連「剣道の理念」「剣道修錬の心構え」

　２．竹刀・剣道具とその安全確認
　３．礼法　（１）立礼　（２）座り方・立ち方　（３）正座　（４）座礼　（５）蹲踞
　４．基本動作　（１）姿勢・構え　（２）足さばき・体さばき　（３）素振り　
　５．剣道具の着装　（１）垂と胴　（２）面　（３）小手　（４）剣道具の結束法
　６．基本となる技
　　�（１）間合　（２）打突部と打突部位　（３）打ち方―打たせ方　（４）「気剣体一致

の打突」を心掛ける　（５）受け方　（６）切り返し

目 次

中学校保健体育における武道の指導法
―武道の必修化に向けて―

第４章　弓道の指導法―松尾牧則
　　はじめに
Ⅰ．第１学年及び第２学年�………………………………………………………………………132
　１．学習指導計画の要点
　２．伝統的な行動様式とその意味を知る
　　（１）礼法　（２）施設・弓具の名称と取り扱い　（３）安全上の留意点
　３．技能の学び方
　　（１）弓道の技能　（２）基本体（基本の姿勢・基本の動作）　（３）射法八節
　４．射法の指導　（１）練習方法　（２）立射射法の指導要点
　５．試合　（１）簡易な試合の仕方　（２）役割分担
　６．評価方法　（１）評価の観点
Ⅱ．第３学年�………………………………………………………………………………………149
　１．射法の指導
　　（１）第３学年で新たに取り扱う内容　（２）座射射法の指導要点　　
Ⅲ．学習計画の例　弓道学習ノート、弓道学習カード�………………………………………153
　　まとめ
　　参考文献

付録� ………………………………………………………………………………………………160
　　　〔解説　中学校における武道教育〕
　１．教育基本法（抄）
　２．中学校学習指導要領（抄）
　　　　第１章　総則　
　　　　第２章　第７節　保健体育
　　　　　　　　第１　目標
　　　　　　　　第２　各分野の目標と内容（F武道）
　３．中学校学習指導要領解説（抄）
　　　　F武道

　　　　１．技能（１）柔道　　第1学年及び第２学年、第３学年
　　　　　　　　 （２）剣道　　第1学年及び第２学年、第３学年
　　　　２．態度
　　　　３．知識、思考・判断
　　　　４．内容の取扱い

著者・監修者紹介�…………………………………………………………………………………182
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�第３集「グローバル時代の武道
─比較文化論的考察とグローバル化に向けての課題─」　　

　現在、伝統的な武道も急速にグローバル化しています。外国では

武道人口が非常に増え、日本とは違った形で武道が展開しつつあり

ます。では、日本の武道の独自性は何か、比較文化論的に捉えると

ともに、現代武道の指導の現場で直面している諸問題を考えてみる

必要があります。

　第一部は、東アジアの日本武道・中国武術・韓国武芸を比較文化

的に論じています。第１章は、日本武道の伝統的な基盤と近代化の

過程、さらに戦後国際化していく流れを、中国・朝鮮武術や近代ス

ポーツとも比較しつつ論じます。第２章は中国武術史の大家が中国

武術と日本武道との比較をしています。第３章は韓国人研究者が戦

後に再編・展開する韓国武芸について論じています。

　第二部は、現代武道の現場で生じている諸問題です。

　第1章は、元世界チャンピオンで海外での指導経験豊かな柔道家

が、国際柔道連盟創立以降、最近までの展開と日本の対応を論じま

す。第２章は、ドイツ人研究者が、少年期から綿密な教育指導法を

工夫しているドイツ柔道の現状を紹介します。第３章は、ハンガリ

ーで長年指導する剣道家が、外国での剣道指導で直面する問題と解

決の一方策を論じます。第４章は、武道家でかつ武道研究者が、外

国人が武道を始める動機などを論じます。

　付録では、15世紀以降の日本、東アジア、欧米の社会の動きの

中で武道・武術・スポーツがいかに展開したのかの年表とともに、

英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語の主な武道文献を紹介し

ています。

『武道論集』第３集刊行にあたって　研究所長　魚住孝至�…………………�i

第一部　東アジアにおける武道・武術・武芸

第１章　日本の武道の比較文化論的考察
　　　　─グローバル時代の武道に向けて─ ―魚住孝至
　はじめに
Ⅰ．近世武術文化──武道の伝統的基盤� ……………………………13
　　１．近世武術文化の成立
　　２．近世流派武術の性格
　　３．中国・朝鮮の武術との比較
　　４．近世後期、撃剣の展開
Ⅱ．武道の近代的再編� …………………………………………………22
　　１．武術の近代化
　　２．柔道の誕生――伝統性と近代性、国際性
　　３．武道の近代社会への定着――武徳会・学校教育・競技会
　　４．戦時中の精神主義化
Ⅲ．現代武道の展開――競技化と国際化� ……………………………31
　　１．戦後、武道の禁止から復活へ
　　２．東京オリンピックの前後
　　３．武道が行われる環境――学校の部活動と町道場
　　４．武道の国際的展開
Ⅳ．海外での武道――２つの流れ� ……………………………………38
　　１．競技化の追求――IJF の展開
　　２．武道の精神性の強調 ――『弓と禅』を中心に
Ⅴ．グローバル時代の武道� ……………………………………………43
　　１．武道をめぐる国内状況の変化
　　２．海外での武道をめぐる状況
　　３．武道界の新たな動き
　おわりに　
　注

グローバル時代の武道 ─比較文化論的考察と
� グローバル化に向けての課題─

第３章　朝鮮半島における武芸の伝承と
� 韓国武芸としての展開 ―朴　周鳳
　はじめに
Ⅰ．朝鮮半島における武芸の歴史伝統� ………………………………87
　　１．三国時代の武芸
　　２．高麗時代の武芸
　　３．朝鮮時代の武芸
　　４．日本の植民地時代の武芸
Ⅱ．戦後の韓国武芸の成立と展開� ……………………………………91
　　１．今日における伝統的武芸の現況
　　　　（１）シルム　　（２）弓術　　（３）二十四班武芸
　　２．テコンドーの誕生の展開経緯
　　３．重要無形文化財としての武芸「テッキョン」
　　４．海東剣道の創造と展開　　
　おわりに
　注
　韓国武芸についての主な文献（韓国語文献）

第二部　武道のグローバル化に向けての課題

第１章　柔道における国際化の諸問題 ―柏崎克彦
　はじめに
Ⅰ．柔道の国際的普及と発展�…………………………………………114
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　参考文献
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　　第２期　（第二次世界大戦終結～1980年代まで）
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　参考文献
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“IBU�BUDO�SERIES�Vol.�1”‘The�History�and�Spirit�of�Budo’

　『武道論集』第１集「武道の歴史とその精神」の英語版です。

武道全体の歴史を概説した後、剣道、なぎなた、弓道、柔道

を論じる内容は、日本語版と同じだが、空手道の歴史とその

精神の章を新たに加えました。特に海外では、海外では武道

としての普及が著しい一方、中国武術や韓国のテコンドーな

どとの区別もよく知られていないことも考慮しました。空手

道は、沖縄で成立し、20世紀初期に日本本土に紹介されてか

ら武道化していくが、流派ごとの違いが大きいこと、戦後に

競技化されてから、最近は格闘技的な動きも合わせて、本学

大学院修了した専門家に書いてもらいました。

　英語版では表紙、章には、各武道の様態を示す絵を使い、

またビジュアル的にも理解しやすくなるように写真も一部入

れ替えました。日本語版の英訳は５人の外国人にお願いしま

したが、当研究所の客員研究員のアレキサンダー・ベネット

氏が最終チェックした上で、それぞれの著者が確認して、正

確を期すことにしました。

　また付録として、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン

語の武道文献も掲載しました。

　本学には、別科も含めると、外国人留学生が毎年20名を越

していますし、短期研修生としてナショナルチームも含めて

多くの外国人武道家が何百人も訪れています。各武道の歴史

や精神を外国人に簡単に示す本書が、今後大いに活用される

ことを期待しています。
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“IBU�BUDO�SERIES�Vol.2”‘Budo�in�the�Global�Era’

『武道論集』第３集「グローバル時代の武道―比較文化論的考察

とブローバル化に向けての課題」の英訳版です。伝統的な武道も、

現在急速にグローバル化しています。外国では武道人口が非常に増

え、日本とは違った形で武道が展開しつつあります。では、日本の

武道の独自性は何か、比較文化論的に捉えるとともに、現代武道の

指導の現場で直面している諸問題を考えてみる必要があります。

第一部は、東アジアの日本武道・中国武術・韓国武芸を比較文化

的に論じています。第１章は、日本武道の伝統的な基盤と近代化の

過程、戦後に国際化していく流れを、中国・朝鮮武術や近代スポー

ツとも比較して論じます。第２章は、中国武術史の大家が中国武術

と日本武道との比較をしています。第３章は韓国人研究者が戦後に

展開した韓国武芸について論じます。

第二部は、現代武道の現場で生じている諸問題です。

第１章は、元世界チャンピオンで海外での指導経験豊富な柔道家

が、国際柔道連盟創立以降、最近までの展開と日本の対応を論じま

す。第２章は、ドイツ人研究者が、少年期から綿密な教育指導法を

工夫しているドイツ柔道の現状を紹介します。第３章は、ハンガリ

ーで長年指導する本学卒業の剣道家が、外国での剣道指導で直面す

る問題と解決の一方策を論じます。第４章は、武道家でかつ武道研

究者が、外国人が武道を始める動機などを論じます。

付録では、15世紀以降の日本、東アジア、欧米の社会の動きの

中で武道・武術・スポーツがいかに展開したか、年表を付けました。

英語版で海外でも広く読まれることを願っています。
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Ⅵ．武道科学研究センター年報第１号～第７号　　目次一覧

　凡例　１．年報第１号（1988年度）～第７号（1995年度）までの目次一覧である。

　　　　２．発刊の言葉、運営委員会議事録、研究センターを利用した活動などは割愛した。

　　　　３．論文題目、副題、著者名などを同一行にまとめた場合がある。

　　　　４．明確な場合には研究代表者、共同研究者、研究分担者などの表記を省略した。

　

第１号・センター概要と昭和63年度（1988.4～1989.3）のプロジェクト研究

　Ⅰ．武道科学研究センター設置の経緯　　Ⅱ．武道科学研究センターの構成と運営

　Ⅲ．武道科学研究センターの施設の概要

　　（1）施設　　（2）研究室の仕様の概略と設備機器　　（3）センターの管理運営にかかわる施設

　Ⅳ．昭和63年度（1988.4～1989.3）のプロジェクト研究

　　（1）武道におけるターミノロジー　　　　　　　　　　　　● 研究代表者　村川久子

　　（2）武道思想の変遷　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 研究代表者　岸野雄三

　　（3）武道における障害のバイオメカニクス的研究　　　　　● 研究代表者　黄川昭雄

　　（4）武道体験の身心論に関する生理、心理学的研究　　　　● 研究代表者　鷹野健次

　　（5）筋の機能及びその鍛練に関する解剖・生理学的研究　　● 研究代表者　伊藤金得

第２号・平成元年度（1989.4～1990.3）のプロジェクト研究

　（1）武道におけるターミノロジー（人文科学系）

　　　１．剣道技術用語の研究　　　　　　　　　　　　　　　● 研究代表者　村川久子　

　　　２．五輪書について　　　　　　　　　　　　　　　　　● 研究代表者　村川久子

　（2）武道思想の変遷（人文科学系）

　　　１．近世剣術における修行論の成立とその展開　　　　　● 田中　守

　（3）武道体験の身心論に関する生理・心理学的研究（自然科学系）

　　　１．黙想研究への脳波の活用について　　　　　　　　　● 鷹野健次

　　　２．武道熟練者黙想時の姿勢と脳波　　　　　　　　　　● 研究代表者　石塚正一

　　　３．脳波からみた黙想と安静の違い　　　　　　　　　　● 研究代表者　佐久間春夫

　　　４．わが国近代の民間修養法・健康法における調身・調息・調心の基礎的検討　　● 田邉信太郎

　（4）武道における傷害の予防に関する研究（自然科学系）

　　　１．柔道における膝傷害と下肢筋力の関係　　　　　　　　　　　　● 研究代表者　黄川昭雄

　　　２．自然体の研究　―運動と腰部傷害の関係からの解析　　　　　　● 研究代表者　黄川昭雄

　　　３．剣道における踵障害と衝撃吸収材の効果　　　　　　　　　　　● 研究代表者　山本利春

　　　４．柔道における足関節傷害に対する包帯法とテーピングの比較　　● 研究代表者　山本利春

　（5）運動が生体におよぼす影響（自然科学系）

　　　１．ラットにおける下腿三頭筋のアキレス腱移行部の組織学研究　　● 研究代表者　伊藤金得

　　　２．持久的トレーニングが心筋及び骨格筋ミオシンタイプ変化に及ぼす影響　　　● 成澤三雄
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　　　３．武道および長距離走トレーニングが体内鉄動態におよぼす影響　　● 研究代表者　坂本静男

　　　４．運動及び減量が女子の生体に及ぼす影響について　　　　　　　　● 研究代表者　佐藤みどり

第３号・平成２年度（1990.4～1991.3）のプロジェクト研究

　（1）武道におけるターミノロジー（人文科学系）

　　　１．A Report on Technical Teams in Kendo 　　　　　　　　 ● leader 　Hisako Ｍ URAKAWA

　　　２．A Report on the Translation of the Gorin no Sho

　　　　　　● Hisako MURAKAWA，Hidesuke OSAWA，Toshiharu TAKEYAMA，

　　　　　　　 Reiko SHIMIZU，Katsuhiro NOGUCHI，Atsuko KURODA and Atsuhiko OYAGI

　（2）武道思想の変遷（人文科学系）

　　　１．武道の「修行」的性格に関する研究

　　　　　「無心」への道　―ヘリゲルの弓道修行に即して　　　　 ● 魚住孝至

　　　２．『軍法侍用集』の研究　『軍法侍用集』解題　巻第一　解題・本文・注解

　　　　　● 監修・解題　古川哲史、翻字　魚住孝至、翻字・注解　羽賀久人

　（3）武道体験の身心論に関する生理・心理学的研究（自然科学系）

　　　―黙想研究のための脳波の活用（その２）―

　　　　　● 鷹野健次、石塚正一、佐久間春夫、田邉信太郎、樗澤隆治、大矢　稔、杉浦正輝、伊藤金得

　　　１．柔道における黙想　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 樗澤隆治

　　　２．黙想時脳波の記述的研究　　　　　　　　　　　　　　　● 石塚正一

　　　３．剣道における「呼吸」の諸問題―実践者の立場から―　　● 大矢　稔

　　　４．黙想の比較研究への視点―瞑想・修養法・健康法との関係に基づいて―　　● 田邉信太郎

　（4）武道における傷害の予防に関する研究（自然科学系）

　　　１．自然体の研究　―その２．腰部障害予防の観点から　　　● 宮腰浩一、山本利春、黄川昭雄

　　　２．柔道における膝関節傷害後の早期競技復帰のための下肢筋力強化

　　　　　● 山本利春、黄川昭雄、春日　俊、樗澤隆治

　　　３．柔道における足関節テーピング法の研究　　　　　　　　● 山本利春、黄川昭雄、宮腰浩一

　　　４．空手の力学的研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 大道　等

　（5）運動が生体におよぼす影響（自然科学系）　　

　　　　　● 共同研究者　成澤三雄、黒川貞生、関和彦、山本正嘉、石井兼輔、奥山秀雄、金久博昭

　　　１．若年期での持久的トレーニングが心筋ミオシンタイプの加齢性変化に及ぼす影響

　　　　　● 研究分担者　成澤三雄、黒川貞生、関　和彦

　　　２．ハイパワーの持続能力と乳酸発生の関係―武道、球技における乳酸発生―

　　　　　● 山本正嘉、石井兼輔、黒川貞生、奥山秀雄、金久博昭

第４号・平成３年度（1991．4～1992．3）のプロジェクト研究

　（1）武道におけるターミノロジー（人文科学系）

　　　１．Kendo Terminology: Debana-waza and Hiki-waza
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　　　　　● Yuzo KISHINO，Hisako MURAKAWA，Shoko OSHIMA，Minoru OYA，

　　　　　　 Atsuko KURODA，Mamoru TAKAHASHI，Thomas ORR，Harold SUNOO

　（2）武道思想の変遷（人文科学系）

　　　１．『軍法侍用集』の研究　『軍法侍用集』巻第二　解題・本文・注解

　　　　　● 監修　古川哲史、翻字　魚住孝至、翻字・注解　羽賀久人

　（3）武道体験の身心論に関する生理・心理学的研究（自然科学系）

　　　１．黙想研究のための脳波の活用（その3）

　　　　　● 石塚正一、田邉信太郎、大矢　稔、樗澤隆治、伊藤金得、杉浦正輝、　鷹野健次、佐久間春夫、

　　　　　　 辻田哲郎

　　　２．黙想時脳波のトポグラフ的研究※１　　● 石塚正一、大矢　稔、樗澤隆治、田邉信太郎

　　　３．剣道の技法にみる「気」の働きについて（その1）　　● 大矢　稔、辻田哲郎

　　　４．東洋的行法とホリスティック療法―我が国での高齢化社会に向けての新しい健康論―

　　　　　● 田邉信太郎

　（4）武道のバイオメカニクス関連研究（自然科学系）

　　　１．剣道の跳躍素振りにおける身体重心の三次元分析　　● 大道　等

　　　２．武道・スポーツにおけるコンピュータ・シミュレーションによる研究

　　　　　―竹刀片手振り降ろしのモデル化の試み―　　　　　● 清水宣雄、井上哲朗

　（5）武道における傷害の予防に関する研究（自然科学系）

　　　１．肥満体育大学生の体脂肪率、血中脂質および Apolipoprotein

　　　　　● 坂本静男、山本利春、尾方啓純、金久博昭、武藤正博、朝日洋一

　　　２．階級別にみた柔道選手の脚筋力と体組成　―傷害予防の観点から―

　　　　　● 山本利春、宮腰浩一、春日　俊、尾方啓純

　（6）運動が生体におよぼす影響（自然科学系）

　　　１．持久的トレーニング開始時期が心筋ミオシンアイソザイムに及ぼす影響について

　　　　　● 成澤三雄、黒川貞生、関　和彦

　　　２．乳酸の効果的な除去に関する研究

　　　　　―最大酸素摂取量、軽運動、ストレッチング、スポーツマッサージとの関連から―

　　　　　● 山本正嘉、山本利春、王　偉、加藤健志

第５号・平成４年度（1992．4～1993．3）のプロジェクト研究

　（1）武道におけるターミノロジー（人文科学系）

　　　１．Kendo Terminology: Oji-waza (Nuki-waza，Suriage-waza)

　　　　　● Yuzo KISHINO，Hisako MURAKAWA，Minoru OYA，Atsuko KURODA，

　　　　　　 Mamoru TAKAHASHI，Thomas ORR and Harold SUNOO

　（2）武道思想の変遷（人文科学系）

　　　１．『軍法侍用集』の研究　『軍法侍用集』巻第三、巻第四　解題・本文・注解

　　　　　● 解題・監修　古川哲史、翻字　魚住孝至、翻字・注解　羽賀久人
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　（3）武道体験の身心論に関する生理・心理学的研究（自然科学系）

　　　１．武道高段者を対象とした黙想、気、集中力及び武道と健康に関する調査

　　　　　● 石塚正一、田邉信太郎、樗澤隆治、大矢　稔

　（4）武道のバイオメカニクス関連研究（自然科学系）

　　　１．銃剣道の突き動作　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ● 大道　等

　　　２．武道・スポーツにおけるコンピュータ・シュミレーションによる研究

　　　　　―竹刀片手振り降ろしのモデル化の試み（第２報）　　　　● 清水宣雄、井上哲朗

　（5）武道における傷害の予防に関する研究（自然科学系）

　　　１．女子柔道選手における傷害予防のための筋力トレーニングの効果

　　　　　● 山本利春、小野崎　晃、坂本静男、春日　俊、尾方啓純

　　　２．剣道における踵部傷害

　　　　　● 小野崎　晃、山本利春、坂本静男、岡　憲次郎、大矢　稔

　（6）運動が生体に及ぼす影響、特にトレーニングとコンディショニングから（自然科学系）

　　　１．大学運動部新入生におけるトレーニング効果

　　　　1）新入生における入学前のトレーニング実施状況に関する調査結果　　 ● 井上哲朗、金久博昭　

　　　　2）大学柔道部新入生におけるトレーニングの効果　　 ● 金久博昭、石井兼輔、井上哲朗　

　　　２．食生活との関連からみた大学運動部選手のトレーニング効果　　 ● 山本正嘉、前河洋一　

　　　３．期分けに伴う体力の推移

　　　　1）空手道選手のパワー発揮能力における脱トレーニングおよび再トレーニングの影響

　　　　　● 金久博昭、井上哲朗

　　　　2）女子バスケットボール選手の準備期および試合期におけるコンディション作りに関する研究

　　　　　● 奥山秀雄

　（7）運動が生体におよぼす影響、特に筋機能への影響から（自然科学系）

　　　１．跳躍のパフォーマンスを規定する要因に関する研究

　　　　　―表面筋電図からみたジャンプ運動中の神経に関する研究―

　　　　　● 黒川貞生、関　和彦、成澤三雄

　　　２．持久的運動の継続が加齢に伴う骨格筋ミオシンタイプ変化に及ぼす影響

　　　　　● 成澤三雄、黒川貞生、関　和彦

第６号・平成５年度（1993.4～1994.3）のプロジェクト研究

　（1）武道におけるターミノロジー（人文科学系）

　　　１．Kendo  Terminology: Oji-waza (1.0　Kaeshi-waza，2.0　Uchiotoshi-waza)

　　　　　● Minoru OYA，Atsuko KURODA，Mamoru TAKAHASHI，

　　　　　 　Hisako MURAKAWA，Thomas ORR and Harold SUNOO

　（2）武道思想の変遷（人文科学系）

　　　１．『軍法侍用集』の研究　　『軍法侍用集』巻第五　　解題・本文・注解

　　　　　● 解題・監修　古川哲史、翻字　魚住孝至、翻字・注解　羽賀久人
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　（3）武道体験の身心論に関する生理・心理学的研究（自然科学系）

　　　１．高段者の武道体験に関する調査研究　　● 石塚正一、田邉信太郎、樗澤隆治、大矢　稔

　（4）武道のバイオメカニクス関連研究（自然科学系）

　　　１．位置記述法試論　　　　　　　　　　　● 大道　等

　　　２．武道・スポーツにおけるコンピュータ・シミュレーションによる研究

　　　　　―竹刀片手振り降ろしのモデル化の試み（第3報）―　　● 清水宣雄、井上哲朗

　（5）武道における傷害の予防に関する研究（自然科学系）

　　　１．高齢高段位剣道師範に対するメディカルチェック　　　● 坂本静男、山本利春

　　　２．高齢剣道高段者における体力特性　　　● 山本利春、坂本静男、森川嗣夫、大矢稔、井上哲朗

　（6）運動が生体におよぼす影響、特にトレーニングとコンディショニングから（自然科学系）

　　　１．長期間の体力トレーニング実施時における成功例と失敗例の追跡調査

　　　　1） 同じ内容のトレーニングによって競技力の向上した選手と低下した選手の体力、食生活、精神

面に関する調査　　　　　　　　　　 ● 山本正嘉、田中　透、湯田一弘

　　　　2）年間のトレーニングスケジュールとの関連でみた柔道選手のパワー発揮能力の推移

　　　　　　　　―入学時より1.5年間の縦断的な測定結果―　　　● 石井兼輔、井上哲朗、金久博昭

　　　　3）大学空手道部の新入部員におけるトレーニング効―入学時より３ヶ月間の追跡調査

　　　　　● 井上哲朗、荒川尊祐、谷口有子

　（7）運動が生体におよぼす影響、特に筋機能への影響から（自然科学系）

　　　１．若年期での持久的トレーニングが骨格筋ミオシンタイプの加齢性変化に及ぼす影響

　　　　　● 成澤三雄、黒川貞生、関　和彦

　　　２．跳躍のパフォーマンスを規定する要因に関する研究（第２報）

　　　　　　―ジャンプ運動の運動力学および生理学的観点からの分析―

　　　　　● 黒川貞生、奥山秀雄、関　和彦、成澤三雄

第７号・平成６年度（1994.4～1995.3）のプロジェクト研究

　（1）武道におけるターミノロジー（人文科学系）

　　　１．Kendo  Terminology: Kihondosa (1.0　Kihondosa  2.0  Chudan-no-kamae)

　　　　　● Minoru OYA，Mamoru  TAKAHASHI，Atsuko KURODA，

　　　　　 　Hisako MURAKAWA，Thomas ORR and Harold SUNOO

　（2）武道思想の変遷（人文科学系）

　　　１．「近世武士の倫理思想」概論　―戦国武士の倫理思想をふまえて―　　● 石川佾男　

　　　２．『軍法侍用集』の研究　『軍法侍用集』巻第六、七、八　解題・本文・注解

　　　　　● 解題・監修　古川哲史、翻字　魚住孝至、翻字・注解　羽賀久人

　（3）武道体験の身心論に関する生理・心理学的研究（自然科学系）

　　　１．国際化する武道とその問題

　　　　Ⅰ．在日外国人の武道体験に関する研究　Ⅱ．国際化した柔道と今後の課題

　　　　　● 田邉信太郎、石塚正一、樗澤隆治、川津茂生、大矢　稔
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　　　２．黙想の心理学的研究　　　　　　　　　　　● 石塚正一、田邉信太郎

　　　３．武道・スポーツ活動における脳波の測定　　● 清水宣雄、谷口有子、黒川道子、石塚正一

　（4）武道のバイオメカニクス関連研究（自然科学系）

　　　１．武道・スポーツにおける基本動作の力学的分析―歩行動作の力学的研究

　　　　　● 大道　等、松野義晴

　　　２．武道・スポーツにおけるコンピュータ・シミュレーションによる研究

　　　　　―竹刀片手振り降ろしのモデル化の試み（第４報）―　　● 清水宣雄、井上哲朗

　（5）武道における傷害の予防に関する研究（自然科学系）

　　　１．高齢剣道実施者の整形外科的メディカルチェック　　　 ● 山本利春、有馬三郎、井上哲朗

　（6）運動が生体におよぼす影響、特にトレーニングとコンディショニングから（自然科学系）

　　　１．長期間の体力トレーニング実施時における成功例と失敗例の追跡調査

　　　　1－1．栄養摂取状況からみた国際武道大学サッカー部員の問題点　　● 山本正嘉、湯田一弘

　　　　1－2．大学生柔道選手の３年間にわたるトレーニングによる体力および競技力の変化

　　　　　● 井上哲朗、石井兼輔、若山英央、山本正嘉、金久博昭

　（7）運動が生体におよぼす影響、特に筋機能への影響から（自然科学系）

　　　１．Midlle Age での持久的トレーニングが骨格筋ミオシンタイプの加齢性変化に及ぼす影響

　　　　　● 成澤三雄、関　和彦、刈谷文彦、黒川貞生、小林啓三

　　　２．跳躍のパフォーマンスを規定する要因に関する研究（第３報）

　　　　　―ジャンプ運動時における Hoffman 反射の変動について―

　　　　　● 関　和彦、黒川貞生、谷口有子、奥山秀雄、成澤三雄

　 参考 　「最先端の武道科学」研究センターレポート　　　　　　　　　　月刊『武道』（日本武道館）

　　１．バイオメカニクス研究への期待　　大道　等　　　　　　　　　　　　　昭和61年７月号

　　２．運動生理学の施設と研究　　　　　成澤三雄　　　　　　　　　　　　　昭和61年８月号

　　３．トレーニングの科学　　　　　　　金久博昭　　　　　　　　　　　　　昭和61年９月号

　　４．メディカルチェック　　　　　　　坂本静男　　　　　　　　　　　　　昭和61年10月号

　　５．理学療法と救急施設　　　　　　　黄川昭雄　　　　　　　　　　　　　昭和61年11月号

　　６．心理学からのアプローチ　　　　　鷹野健次、石塚正一、田邉信太郎　　昭和61年12月号

　　７．保健的研究と映像的研究　　　　　田邉信太郎　　　　　　　　　　　　昭和62年１月号

　　８．解剖学・運動解剖学の研究　　　　伊藤金得・小宮山正敏　　　　　　　昭和62年２月号

　　９．武道文化研究の現状と将来　　　　魚住孝至　　　　　　　　　　　　　昭和62年３月号

　　

　　誌上シンポジウム「国際化時代の日本武道－武道を科学する―〈武道科学研究センター開設を前に〉」

　　　松井秀治教授（司会）、伊藤金得教授、大道等助教授、田邉信太郎講師　昭和61年７～９月号
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第１号　平成７年度（1995.4～1996.3）のプロジェクト研究

　（1）武道におけるターミノロジー

　　　１．Kendo Terminology :Kihondosa (1.Sonae of the lower limds, 2.Sonae of the torso, 

　　　　　3. Sonae of the head, 4.Sonae of the upper limds)

　　　　　● Minoru OYA, Toshio MARUBASHI, Mamoru TAKAHASHI, Atsuko KURODA, 

　　　　　　 Hisako MURAKAWA, Thomas ORR,Harold SUNDO, Tetsuo KOMIZU, Alfred WALKER

　（2）武道思想の変遷（人文科学系）

　　　１．『軍法侍用集』巻第九、巻第十　解題・本文・注解

　　　　　● 解題・監修　古川哲史、翻字　魚住孝至、翻字・注解　羽賀久人

　（3）武道体験の心身論に関する生理・心理的研究（自然科学系）

　　　１．諸外国の人々が抱く武道のイメージ　　　　　　　　● 石塚正一、田邉信太郎

　　　２．武道・スポーツ活動における脳波の測定（第２報）　　● 清水宣雄、谷口有子、黒川道子、石塚正一

　　　３．図形の対称性と否対称性の弁別　　　　　　　　　　● 川津茂生、石塚正一

　（4）武道のバイオメカニクス関連研究（自然科学系）

　　　１．武道・芸能・スポーツ動作の分析；先行報告の総合へ向けて

　　　　　～体育大学における動作分析システムの開発と科学教育を例に～　　● 大道　等、松野義晴

　　　２．武道スポーツにおけるコンピュータ・シュミレーションによる研究

　　　　　～竹刀片手振り降ろしのモデル化の試み（第５報）　　● 清水宣雄、土居陽治郎、井上哲朗

　（5）武道における障害予防に関する研究（自然科学系）

　　　１．筋のコンディショニングを目標としたアイシングの効果

　　　　　● 山本利春、吉永孝徳、山本正嘉、高橋正人

　　　２．競技別生化学・内分泌学的検査　―データープロフィールの検討―　

　　　　　● 高橋正人、山本利春、吉永孝徳

　　　３．アナボリックステロイドのドーピングが主体に及ぼす影響　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　（6）運動が生体に及ぼす影響（自然科学系）

　　　１．長時間にわたる高強度の間欠的運動が神経筋系の機能に及ぼす影響

　　　　　● 谷口有子、井上哲朗、山本正嘉、湯田一弘

　　　２．スポーツ選手のための新しい体力テストシステムの開発と標準値の作成（1）

　　　　　―上肢、下肢の筋パワーテストについて―

　　　　　● 山本正嘉、山本利春、井上哲朗、吉永孝徳、金久博昭、齊藤雅彦

Ⅶ．武道・スポーツ科学研究所年報　目次一覧

凡例　１．年報第１号（1995年度）～第18号（2012年度）の目次一覧である。

　　　２． 年報各号の目次の内、学長・研究所長のはじめに、研究所を利用した活動の写

真（国際武道文化セミナー記録）、国際武道大学研究倫理規定などは、割愛した。

　　　３．目次の内、表題が重複するもの、同項目で１つの場合は番号を略した。

　　　４．題名に著者名を同一行にしたり、１字名前を詰めた場合がある。
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　　　３．６週間のギプス固定がヒトの神経・筋機能に及ぼす影響

　　　　　● 関　和彦、谷口有子、成澤三雄、大内敏広、堀地　悌、菅谷啓之、新田麻二

　　　４．どのような因子が発育・発達の速度や程度に違いを及ぼしているか

　　　　　● 小林啓三、成澤三雄、関　和彦、刈谷文彦、春日規克

第２号・平成８年度（1996.4～1997.3）のプロジェクト研究

　（1）武道におけるターミノロジー（人文科学系）

　　１．Kendo Terminology :Kihondosa (1.Etiquette before and after a bout, 2.Ashisabaki, 3.Fumikomiashi)

　　　　　● Minoru OYA, Mamoru TAKAHASHI, Tatsuo KOMIZU, Alfred WALKER and Trever MORLEY

　（2）　武道思想の変遷（人文科学系）

　　　１．『軍法侍用集』巻第十一、巻第十二　解題・本文・注解

　　　　　● 監修　古川哲史、解題・翻字　魚住孝至、翻字・注解　羽賀久人

　（3）武道体験の心身論に関する生理・心理的研究（自然科学系）

　　　１．東洋的行法に関する基礎的研究　　　　　　　　　● 石塚正一、田邉信太郎

　　　２．武道・スポーツ活動における脳波の測定（第３報）

　　　　　● 清水宣雄、谷口有子、黒川道子、石塚正一

　　　３．運動によって誘発された刺激に対する反応時間　　● 川津茂生、石塚正一

　（4）武道のバイオメカニクス関連研究（自然科学系）

　　　１．武道・芸能・スポーツ動作の力学的分析

　　　　　―舞踊の運動科学　　　　　　　　　　　　　　　● 大道　等、佐藤みどり

　　　　　―屈伸動作の筋電図研究―　　　　　　　　　　　● 大道　等、川上　透

　　　　　―歩行の至適ピッチにおける重心変位の減少―　　● 大道　等、松野義晴

　　　　　―運動負荷後の心弾動図―　　　　　　　　　　　● 大道　等、松野義晴　

　　　２．武道スポーツにおけるコンピュータ・シュミレーションによる研究

　　　～竹刀片手振り降ろしのモデル化の試み（第６報）　　　● 清水宣雄、土居陽治郎、井上哲朗

　（5）武道における障害予防に関する研究（自然科学系）

　　　１．スポーツ障害予防のための体力測定法の開発　　　● 山本利春、吉永孝徳、山本正嘉、有馬三郎

　　　２．競技別生化学・内分泌学的検査データプロフィールの検討（2）　　● 高橋正人、山本利春、吉永孝徳

　　　３．アナボリックステロイドのドーピングが主体に与える影響について　

　　　　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　（6）運動が生体に及ぼす影響（自然科学系）

　　　１．スポーツ選手のための新しい体力テストシステムの開発と標準値の作成（2）

　　　　　● 山本正嘉、山本利春、井上哲朗、吉永孝徳、齊藤雅彦

　　　２．等尺性筋力トレーニングに伴う運動ニュートロン活動の変化

　　　　　● 関　和彦、谷口有子、成澤三雄、大内敏広、堀地　悌、菅谷啓之、新田麻二

　　　３．どのような因子が発育・発達の速度や程度に違いを及ぼしているか

　　　　　● 小林啓三、成澤三雄、関　和彦、刈谷文彦、福典之、春日規克
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第３号・平成９年度（1997.4～1998.3）のプロジェクト研究

　Ａ　武道・スポーツ文化研究分門

　１．武道文化に関する研究

　　１）武道関係実地調査研究　『五輪書』の最古の写本の発見　　　　　　　　　　　　● 魚住孝至

　　２）近代武道文化の研究　『五輪書』の写本研究―諸本考察と本文確定、相伝事情　　● 魚住孝至

　　３）比較武術研究―中国古代における武器と武技の発生に関する研究―　　　　　　　● 林　伯原

　２．武道データベース化の研究

　　１）剣道用語のデータベース化の研究―基本動作（1．素振り　2．打突の基本）―

　　　　　● 大矢　稔、高橋　守、小水哲人、アルフレッド・ウォーカー、トレバー・モーリー

　３．スポーツ文化に関する研究

　　１）生涯スポーツ関連の行動の実態・行動についての研究

　　　　―公共系室内プール施設の実態―（施設・営業時間・料金・サービス事業・諸問題）

　　　　　● 北條明美、篠田基行、酒井　誠、中島一郎、土居陽治郎、黒川道子、中西　純

　Ｂ　運動健康科学研究部門

　１．伝統的健康論における運動と健康生活に関する研究

　　１）東洋的行法に関する基礎的研究

　　　（1）大衆的呼吸法の諸相　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ● 田邉信太郎

　　　（2）低酸素環境下での腹式呼吸が動脈血酸素飽和度と心拍数に与える影響　　　　　● 山本正嘉

　　　（3）呼吸法が脳波活動に及ぼす影響（その2）

　　　　　―胸式呼吸と腹式呼吸における脳波活動のトポグラフによる比較検討―　　　　● 石塚正一

　２．健康に及ぼす運動の影響の研究

　　１）発育期の運動習慣がそれ以降の時期における運動機能にどのような影響を与えているのか？

　　　　―発育期の運動習慣が身体に与える影響―

　　　　　● 小林啓三、猪股俊二、成澤三雄、関　和彦、刈谷文彦、福　典之、朱　容仁、春日規克、

　　　　　　 湊久美子

　Ｃ　スポーツ科学研究部門

　１．武道・スポーツにおける運動機能の効率的な評価方法に関する研究

　　１）スキル向上に有効な言語指導例の収集

　　　（1）武道医科学の系譜　―明治期の実証主義を問う―　　● 大道　等、頼住一昭

　　　（2）重心運動の動作学―関心の源泉―　　　　　　　　　● 大道　等

　　　（3）指導助言が垂直跳びに及ぼす効果　　　　　　　　　● 大道　等、松野義晴

　　　（4）言語規定の方法が各種静止姿勢の床反力振幅量に与える影響

　　　　　● 大道　等、川上　進、松野義晴

　　２）ダンスにおけるスキルと体力の向上の関する基礎的研究

　　　　―ダンス技能の上達に関する一考察―（Seven motives を指標として）　　　　　 ● 佐藤みどり

　　３）ボールゲームにおける試合の流れを客観的に捉える試み―最終得点の予測を用いて―

　　　　　● 清水宣雄、奥山秀雄
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　２．体力の評価方法に関する研究

　　１）スポーツ選手における「素早い動き」の評価法の検討　　　● 山本利春、小西由里子、宮崎善幸

　　２）体幹筋力（腹筋、背筋力）の測定方法に関する研究　　● 山本正嘉、山本利春、井上哲朗、斉藤雅彦

　　３）球技選手の体力及びスキルに与えるウェイト・トレーニングの効果

　　　　―大学生男子バスケットボール選手の場合―

　　　　　● 奥山秀雄、安ヶ平浩、岩井美樹、徳永文利、湯田一弘、青木浩司、金久博昭

　３．脳の機能の評価方法に関する研究

　　１）筋活動様式の変化にともなうヒト大脳波質脊髄路細胞の興奮性の長期的変化

　　　　―経頭蓋磁気刺激法を用いて運動皮質の興奮性を評価する方法の確立

　　　　　● 関　和彦、谷口有子、成澤三雄

　　２）トレーニングが運動中の大脳皮質活動に及ぼす効果の評価に関する研究

　　　　―両側同時および一側単独の反応速度短縮のための練習の効果―　　● 谷口有子、関　和彦

　　３）運動と知覚の関係に関する実験心理学的研究

　　　　―運動によって誘発された刺激に対する反応時間（2）―　　● 川津茂生、谷口有子、関　和彦

　４．内分泌機能からみた運動機能の評価方法に関する研究

　　１）血液・生科学・内分泌学側面からみた競技特性　　　　　　● 高橋正人、山本利春、小西由里子

　　２）蛋白同化ステロイドを投与して運動を行った際の健康に及ぼす影響

　　　　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

第４号・平成10年度（1998.4～1999.3）のプロジェクト研究

　Ａ　武道・スポーツ文化研究分門

　１．武道文化に関する研究

　　１）武道関係実地調査研究　円明流伝書『兵道鏡』の問題　　　● 魚住孝至

　　２）近代武道文化の研究　『兵道鏡』―若き武蔵の術理　　　　　● 魚住孝至

　　３）夏、商、周時代における武道形態と武士文化に関する研究　● 林　伯原

　２．武道データベース化の研究

　　１）剣道用語のデータベース化の研究―基本動作（1．鍔ぜり合い　2．切り返し）―

　　　　　● 大矢　稔、高橋　守、小水哲人、アルフレッド・ウォーカー、トレバー・モーリー

　３．スポーツ文化に関する研究

　　１）生涯スポーツ関連の行動の実態・行動についての研究

　　　―生涯スポーツ関連の指導者の養成を中心に―

　　　　　● 北條明美、篠田基行、酒井　誠、中島一郎、土居陽治郎、黒川道子、中西　純

　Ｂ　運動健康科学研究部門

　１．伝統的健康論における運動と健康生活に関する研究

　　１）東洋的行法に関する基礎的研究

　　　（1）近代日本の代替療法の動向　　　　　　　　　　　　　　● 田邉信太郎

　　　（2）中国古典に呼吸法の源流を探る　　　　　　　　　　　　● 石塚正一
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　　　（3）低酸素環境を利用した呼吸法の効果の解明

　　　　　―真向法および慢性呼吸不全患者が行う腹式呼吸体操を対象として―　　● 山本正嘉

　２．健康に及ぼす運動の影響の研究

　　１）発育期の運動習慣がそれ以降の時期における運動機能にどのような影響を与えているのか

　　　　―組織重量及び骨格筋代謝特性との関係―

　　　　　● 小林啓三、成澤三雄、猪股俊二、関和彦、刈谷文彦、朱容仁、春日規克、湊久美子

　　２）スポーツ傷害発生に関わる身体的・心理社会的要因について

　　　　　● 小西由里子、山本利春、中村　豊、有賀誠司、宮崎善幸、冠木佳子、熊野宏昭

　Ｃ　スポーツ科学研究部門

　１．武道・スポーツにおける運動機能の効率的な評価方法に関する研究

　　１）スキル指導の研究；初心者球技における言語指示　　● 大道　等

　　２）ダンスにおけるスキルと体力の向上に関する基礎研究

　　　―舞踊鑑賞におけるあいまいさに関する一考察―　　　● 佐藤みどり

　　３）ボールゲームにおける試合の流れを客観的に捉える試み（第２報）

　　　―最終得点の予測を用いて―　　　　　　　　　　　　● 清水宣雄、奥山秀雄

　２．体力の評価方法に関する研究

　　１）スポーツ選手における「素早い動き」の評価法の検討（2）

　　　　　―選択反応式踏み込みテストの開発―　　● 山本利春、西林和彦、湯田一弘、徳永文利

　　２）体幹筋力（腹筋、背筋力）の測定・評価法に関する検討

　　　　　● 山本利春、吉田高教、井上哲朗、山本正嘉

　　３）球技選手の体力及びスキルに与えるウェイト・トレーニングの効果

　　　　―大学生男子バスケットボール選手における２年間の追跡調査から―

　　　　　● 奥山秀雄、安ヶ平浩、岩井美樹、徳永文利、湯田一弘、青木浩司、金久博昭

　３．脳の機能の評価方法に関する研究

　　１）筋活動様式の変化にともなうヒト大脳波質脊髄路細胞の興奮性の長期的変化

　　　　―ギブス固定に伴う皮質マップの変化―　　● 関　和彦、谷口有子、成澤三雄、大塚朝博

　　２）トレーニングが運動中の大脳皮質活動に及ぼす効果の評価に関する研究

　　　　―Ⅱ . 右および左視野刺激時の両側性および一側性反応時間―　　● 谷口有子、関　和彦

　　３）運動と知覚の関係に関する実験心理学的研究

　　　　―運動によって誘発された刺激に対する反応時間（3）―　　 ● 川津茂生、谷口有子、関　和彦

　４．内分泌機能からみた運動機能の評価方法に関する研究

　　１）競技別生科学・内分泌学的検査データプロフィールの検討（3）

　　　　　● 高橋正人、山本利春、小西由里子

　　２）蛋白同化ステロイドを投与して運動を行った際の健康に及ぼす影響

　　　　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　＊平成９年度運動健康科学健康部門・健康に及ぼす運動の影響の研究

　　　レクリエーション活動（ＧＳＤ）が生理学的に及ぼす効果に関する研究
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　　―中・高年齢者に焦点をあて―

　　　　　● 中島一郎、猪股俊二、北條明美、山本正嘉、谷口有子、中西　純、黒川道子

第５号・平成11年度（1999.4～2000.3）のプロジェクト研究

　特別プロジェクト研究

　　21世紀の武道と研究の課題　　● 小林啓三、柏崎克彦、大矢　稔、魚住孝至、大道　等、木村寿一

　Ａ　武道・スポーツ文化研究分門

　１．武道文化に関する研究

　　１）武道関係実地調査研究　新発見の『二天一流兵法書』とその背景　　● 魚住孝至

　　２）近代武道文化の研究　「近代武芸伝書への視点と課題」　　　　　　　● 田中　守

　　３）春秋戦国時代における軍隊武術の変化と民間武術の興起　　　　　　● 林　伯原

　２．武道データベース化の研究

　　１）剣道用語のデータベース化の研究―術理（1．姿勢　2．構え）―

　　　　　● 大矢　稔、高橋　守、アレック・べネット

　３．スポーツ文化に関する研究

　　１）生涯スポーツ関連の行動の実態・行動についての研究

　　　　―厚生大臣認定運動型健康増進施設のプログラムを中心に―

　　　　　● 北條明美、石川　晋、酒井　誠、中島一郎、土居陽治郎、黒川道子、中西純、牧川　優

　Ｂ　運動健康科学研究部門

　１．伝統的健康論における運動と健康生活に関する研究

　　１）東洋的行法に関する基礎的研究

　　　（1）静座と呼吸法の行的側面についての一考察　　● 田邉信太郎

　　　（2）逆複式呼吸の脳波活動の特徴　　　　　　　　● 石塚正一

　　　（3）低酸素環境下で行う各種の呼吸法が動静脈酸素飽和度と心拍数の改善におよぼす効果

　　　　　● 山本正嘉

　　　（4）呼吸と集中力について　　　　　　　　　　　● 樗澤隆治

　２．健康に及ぼす運動の影響の研究

　　１）発育期以降から始めた運動の実施が生体にどのような影響を与えるか―発育期との比較―

　　　　　● 小林啓三、成澤三雄、猪股俊二、刈谷文彦、白　優覧、春日規克、湊久美子、朱　容仁

　　２）スポーツ傷害発生に関わる身体的・心理社会的コンディションについて

　　　　　● 小西由里子、冠木佳子、山本利春、

　　３）ラット骨格筋の機能的向上に自発的運動量の違いが如何に影響を及ぼすのか？　

　　　―筋収縮タンパク質組織からの検討―　　● 刈谷文彦、成澤三雄、小林啓三、白優覧、朱容仁

　Ｃ　スポーツ科学研究部門

　１．武道・スポーツにおける運動機能の効率的な評価方法に関する研究

　　１）武道・スポーツ等の動作分析―動きの指導場面における「言葉かけ」の研究―　

　　　　　● 大道　等、山口　誠、宮崎善幸、木村賢子　　
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　　２）男子初心者におけるダンスの習熟過程―基本動作と身体意識に着目して―　

　　　　　● 佐藤みどり、古木竜太

　　３）ボールゲームにおける試合の流れを客観的に捉える試み（第３報）―最終得点の予測を用いて―

　　　　　● 清水宣雄、奥山秀雄

　２．体力の評価方法に関する研究

　　１）柔軟性評価としての筋硬度測定の妥当性に関する研究

　　　　　● 山本利春、井下佳織、鈴木由紀子、小西由里子

　　２）球技選手の体力及びスキルに与えるウェイト・トレーニングの効果

　　　　―大学生男子バスケットボール選手における3年間の追跡調査から―

　　　　　● 奥山秀雄、安ヶ平浩、岩井美樹、徳永文利、湯田一弘、金久博昭

　３．脳の機能の評価方法に関する研究

　　１）トレーニングが運動中の大脳皮質活動に及ぼす効果の評価に関する研究

　　　　―Ⅲ . レジスタンス・トレーニングがトレーニングを行わなかった上肢および下肢の

　　　　　両惻性機能低下に及ぼす影響―　　● 谷口有子、川津茂生、関　和彦

　　２）運動と知覚の関係に関する実験心理学的研究

　　　　―運動によって誘発された刺激に対する反応時間（4）―　　● 川津茂生、谷口有子

　４．内分泌機能からみた運動機能の評価方法に関する研究

　　１）競技別生科学・内分泌学的検査データプロフィールの検討（4）

　　　　　● 高橋正人、山本利春、小西由里子、蟹沢　泉

　　２）蛋白同化ステロイドを投与して運動を行った際の健康に及ぼす影響

　　　　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

第６号・平成12年度（2000.4～2001.3）のプロジェクト研究

　Ａ　武道・スポーツ科学研究分門

　１．21世紀の武道と研究の課題　　　● 魚住孝至、大道等、大矢稔、柏崎克彦、木村寿一、朴東哲

　２．特定研究

　　１）呼吸法に関する文化論的、及び生理・心理学的研究

　　　　　● 田邉信太郎、石塚正一、魚住孝至、大矢　稔、林　伯原、樗澤隆治、田中　守、

　　　　　　 スティーブン・ハーウッド、山本正嘉、前川剛輝

　　２）動作の素早さに関する研究　　● 谷口有子、川津茂生、山本利春、小西由里子、小粥智浩

　　３）外国語による武道・スポーツ指導テキスト作成に関する研究

　　　　　● 佐々木克実、田中　守、樗澤隆治、西村英一郎、八重嶋佳枝、山本雅之

　　４）武道・スポーツ振興および文化交流の拠点となる NPO 法人組織設立に関する研究

　　　　　● 土居陽治郎、松井完太郎、徳永文利、湯田一弘、黒田敦子、若山英央、清野義弘

　　５）大学スポーツ現場におけるトレーナーの現状調査

　　　　　● 山本利春、安ヶ平浩、小西由里子、宮崎善幸、小粥智浩、菅原洋輔

　３．情　　報　国際武道大学における情報総合システムの構築と運用に関する研究
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　　　　　● 髙見令英、土居陽治郎、黒田敦子、佐藤正伸、立木幸敏、松井完太郎、若山英央

　４．学術交流　武道・スポーツ科学の観点からみた国際比較

　　　　　● 小林啓三、蒔田　実、林　淳吉、金　榮學、慎　承允、李　漢景、井島　章、山本利春、

　　　　　　 小西由里子、丸橋利夫、岩切公治、宮崎善幸、小粥智浩、白　優覧、菅原洋輔

　５．一般公募

　　１）ジャンプの技術指導に向けた動作分析

　　　　　● 岩壁達男、前河洋一、菊池俊紀、千石良彦、見波　静、大道　等

　　２）反復動作の運動制御　　● 大道　等、奥山秀雄、小西由里子、立木幸敏、山口　誠、山本義哲

　　３）柔道選手の心身論

　　　　　● 柏崎克彦、石井兼輔、若山英央、越野忠則、矢﨑利加、宮崎善幸、平岡政憲、大道等

　　４）蛋白同化ステロイド投与による薬物の副作用についての研究　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　　５）東アジアにおける武術の発展とその交流　　● 林　伯原、魚住孝至、黒羽友子、周　佩芳

　　６）球技の競技力向上に関するトレーニングの研究

　　　　　● 清水宣雄、安ヶ平浩、宮崎善幸、奥山秀雄、漢那朝伸、大道　等

　　７）近世武士道の研究　　　● 羽賀久人、石川佾男、魚住孝至、丸橋利夫　

　　８）武道競技者の体力に関する研究　　　　　　● 井上哲朗、若山英央、山本利春、宮腰浩一

　　９）発育期の運動習慣が筋・骨格系の発育・発達にどのような影響を及ぼすか？

　　　　　● 刈谷文彦、成澤三雄、小林啓三、白　優覧、中原凱文

　６．研究員報告　剣道の動きの美学　　　　　　　● 朴　東哲

第７号・平成13年度（2001.4～2002.3）のプロジェクト研究

　Ａ　武道・スポーツ科学研究分門

　１．21世紀の武道と研究の課題

　　　　　● 魚住孝至、大道　等、大矢　稔、柏崎克彦、木村寿一、Mark R.Duncann, Alexander C.Bennett

　２．特定研究

　　１）呼吸法に関する文化論的、及び生理・心理学的研究（第2報）

　　　　　● 田邉信太郎、石塚正一、林　伯原、山本正嘉、魚住孝至、大矢　稔、樗澤隆治、

　　　　　　 スティーブン・ハーウッド

　　２）動作の素早さに関する研究

　　　　　● 谷口有子、川津茂生、山本利春、小西由里子、小粥智浩、渋川賢一、高橋健一

　　３）外国語による武道・スポーツ指導テキスト作成に関する研究

　　　　　● 佐々木克実、田中　守、樗澤隆治、西村英一郎、八重嶋佳枝、山本雅之

　　４）武道・スポーツ振興および文化交流の拠点となる NPO 法人組織設立に関する研究（第２報）　

　　　　　● 土居陽治郎、鈴木和弘、松井完太郎、徳永文利、湯田一弘、中西　純

　　５）国内学生アスリートのコンディショニング環境調査

　　　　　● 山本利春、安ヶ平浩、清水宣雄、谷口有子、小西由里子、若山英央、井上哲朗、宮崎善幸

　３．情　　報　国際武道大学における情報総合システムの構築と運用に関する研究（第２報）
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　　　　　● 髙見令英、土居陽治郎、高木誠一、松井完太郎、若山英央、木村寿一

　４．学術交流　武道・スポーツ科学の観点からみた国際比較

　　　　　● 小林啓三、蒔田　実、林　淳吉、金　榮學、慎　承允、李　漢景、井島　章、山本利春、

　　　　　　 小西由里子、丸橋利夫、岩切公治、宮崎善幸、小粥智浩、菅原洋輔

　５．一般公募

　　１）ジャンプの技術指導に向けた動作分析　　　● 岩壁達男、前河洋一、菊池俊紀、大道　等

　　２）反復動作の運動制御　

　　　　　● 大道　等、奥山秀雄、小西由里子、立木幸敏、小堀重和、山本義哲、漢那朝伸

　　３）柔道選手の心身論

　　　　　● 柏崎克彦、石井兼輔、若山英央、越野忠則、矢﨑利加、宮崎善幸、平岡政憲、大道等

　　４）蛋白同化ステロイド投与による薬物の副作用についての研究　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　　５）東アジアにおける武術の発展とその交流　　● 林　伯原、魚住孝至、黒羽友子、周　佩芳

　　６）球技の競技力向上に関するトレーニングの研究

　　　　　● 清水宣雄、安ヶ平浩、宮崎善幸、北湯口　純、藤村鉄平、大道　等

　　７）近世武士道の研究　　● 羽賀久人、石川佾男、魚住孝至、田中　守、丸橋利夫、松尾牧則

　　８）武道競技者の体力に関する研究　　　　　　● 井上哲朗、若山英央、山本利春、宮腰浩一

　　９）発育期の運動習慣が筋・骨格系の発育・発達にどのような影響を及ぼすか？

　　　　　● 刈谷文彦、山内秀樹、小林啓三、成澤三雄、中原凱文

　　10）日本剣道形の由来と解釈　　　　　　　　　● 大矢　稔、堀毛孝之

第８号・平成14年度（2002.4～2003.3）のプロジェクト研究

　Ａ　武道・スポーツ科学研究分門

　１．21世紀の武道と研究の課題

　　　　　● 魚住孝至、大道　等、大矢　稔、柏崎克彦、木村寿一

　　　　　　 Mark R.Duncann, Alexander C.Bennett

　２．特定研究

　　１）呼吸法に関する文化論的、及び生理・心理学的研究（第3報）

　　　　　● 田邉信太郎、魚住孝至、樗澤隆治、大矢稔、林伯原、石塚正一、山本正嘉、國分俊輔

　　２）動作の素早さに関する研究

　　　　　● 谷口有子、川津茂生、山本利春、渋川賢一、小粥智浩、平沼志都、菅原洋輔

　　３）外国語による武道・スポーツ指導テキスト作成に関する研究

　　　　　● 佐々木克実、田中　守、樗澤隆治、西村英一郎、八重嶋佳枝、山本雅之

　　４）武道・スポーツ振興および文化交流の拠点となる NPO 法人組織設立に関する研究（第３報）　

　　　　　● 土居陽治郎、鈴木和弘、松井完太郎、徳永文利、湯田一弘、中西　純、清野義弘、木津広二

　　５）学生トレーナーの活動の現状と将来展望

　　　　　● 小西由里子、谷口有子、山本利春、清水宣雄、安ヶ平浩

　３．情　　報　国際武道大学における情報総合システムの構築と運用に関する研究（第3報）
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　　　　　● 髙見令英、土居陽治郎、高木誠一、松井完太郎、若山英央、木村寿一

　４．学術交流　武道・スポーツ科学の観点からみた国際比較

　　　　　● 小林啓三、蒔田　実、林　淳吉、金　榮學、慎　承允、李　漢景、井島　章、山本利春、

　　　　　　 小西由里子、丸橋利夫、井上哲朗、岩切公治、菅原洋輔

　５．一般公募

　　１）ジャンプの技術指導に向けた動作分析　　● 岩壁達男、前河洋一、菊池俊紀、久場里志、大道　等

　　２）反復動作の運動制御　　 ● 大道　等、奥山秀雄、小西由里子、立木幸敏、大城戸通生

　　３）柔道選手の心身論　　　 ● 柏崎克彦、石井兼輔、若山英央、越野忠則、矢﨑利加、平岡政憲、大道　等

　　４）蛋白同化ステロイド投与による薬物の副作用についての研究　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　　５）魏晋南北朝時代における民族戦争及び民族融合による武術の変化

　　　　　● 林　伯原、魚住孝至、黒羽友子、周　佩芳

　　６）球技の競技力向上に関するトレーニングの研究

　　　　　● 清水宣雄、安ヶ平浩、宮崎善幸、北湯口　純、藤村鉄平、表　倫成、大道　等

　　７）武士道の研究　　　　　 ● 羽賀久人、魚住孝至、田中　守、丸橋利夫、松尾牧則　

　　８）武道競技者の体力に関する研究　　　　  ● 井上哲朗、山本利春、若山英央、宮腰浩一、菅原洋輔

　　９）発育期の運動習慣が筋・骨格の発育・発達にどのような影響を及ぼすか？

　　　　　● 刈谷文彦、山内秀樹、小林啓三、成澤三雄、中原凱文

　　10）日本剣道形の由来と解釈　　　　　　　  ● 大矢　稔、堀毛孝之

　　11）武道・スポーツを通じた国際交流におけるマネージメントの研究

　　　　　● 松井完太郎、佐々木克実、木村寿一、岡田千あき、山口　拓

第９号・平成15年度（2003.4～2004.3）のプロジェクト研究

　Ａ　特定プロジェクト

　１．研究所研究分野プロジェクト

　　１）東アジアにおける武道の交流と展開

　　　　　● 魚住孝至、吉田鞆男、大保木輝雄、阿部年晴、高橋克也、大石純子、田中守、朴周鳳

　　２）国際武道大学生の栄養摂取の現状と食生活改善に関する研究　　　　　

　　　　　● 成澤三雄、湊久美子、小林啓三、刈谷文彦、山本利春、岩井美樹、湯田一弘、百武憲一

　　３）伝統的健康論の現代的見直し―科学的・文化的観点から

　　　　　● 田邉信太郎、石塚正一、林　伯原、山本正嘉、西谷広大

　２．教育（ソフト）の充実に関するプロジェクト

　　１）柔道（基礎柔道指導法）　　● 柏崎克彦、宮腰浩一、石井兼輔、越野忠則、矢﨑利加

　　　　弓道（基礎弓道指導法）　　● 松尾牧則

　　　　剣道（基礎剣道指導法）　　● 蒔田　実、井島　章、丸橋利夫、岩切公治　

　　２）体育指導場面と指導マニュアル（Ⅰ）

　　　　　● 岩壁達男、北條明美、中島一郎、岩井美樹、佐藤みどり、清水宣雄、安ヶ平浩、奥山秀雄、

　　　　　　 徳永文利、前河洋一、湯田一弘、黒川道子、土居陽治郎、後藤　豊、中西　純、百武憲一
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　　３）外国語による武道・スポーツ指導マニュアル作成に関する研究

　　　　　● 佐々木克美、田中　守、樗澤隆治、西村英一郎、多田寿康

　　４）海外における障害者武道普及の可能性（第１報）

　　　　　● 松井完太郎、蒔田　実、柏崎克彦、高見令英、木村寿一、阿部哲史、井下佳織

　　５）地域における健康・体力づくりの企画と実践・成果

　　　　　● 谷口有子、小西由里子、井上哲朗、若山英央、酒井洋紀、山本利春、清水宣雄、安ヶ平浩、

　　　　　 　成澤三雄、篠田基行、蟹沢　泉、増尾善久、永島　哲、八木里佳、荻野アサ子、渡辺聡子、

　　　　　　 篠宮寛敬、山田容子、金杉俊道

　　６）スポーツ現場におけるスポーツ医科学サポート活動を通じたトレーナー教育の実践報告（1）　

　　　　　● 山本利春、安ヶ平浩、岩垣光洋、加藤義明、中野江利子、太田千尋、笠原政志、佐藤洋二郎、

　　　　　　 北崎雅代、黒柳真吾

　３．スポーツＱＯＬプロジェクト

　　１）ライフステージとスポーツの関わりについて

　　　　　● 髙見令英、小林啓三、松井完太郎、小林朋子、木村寿一、中澤真紀

　　２）スポーツ振興とＮＰＯ法人組織に関する研究（第一報）

　　　　　● 土居陽治郎、鈴木和弘、松井完太郎、徳永文利、湯田一弘、中西　純、清野義弘

　４．学術交流　　武道・スポーツ科学の観点からみた国際比較

　　　　　● 小林啓三、山本利春、蒔田　実、林　淳吉、金　榮學、李　根一、金　起弘、菅原洋輔、

　　　　　　 井上哲朗、若山英央、井島　章、丸橋利夫、岩切公治、小西由里子

　Ｂ　一般公募

　　１）スポーツにおける薬物使用の生体影響について（第一報）　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　　２）東アジアにおける武術の発展とその交流　　● 林　伯原、魚住孝至、黒羽友子、周　佩芳

　　３）武士道の研究　　　　　　　　　　　　　　● 羽賀久人、魚住孝至、松尾牧則、古川哲史

　　４）若年期の自発運動が成熟ラットの筋・骨格系の発育・発達に及ぼす影響

　　　　　● 刈谷文彦、山内秀樹、小林啓三、成澤三雄、中原凱文

　　５）日本剣道形の由来と解釈　　　　　　　　　● 大矢　稔、堀毛孝之

　　６）東アジアにおける女子競技者のジェンダーについての国際比較

　　　　　● 石塚正一、林　相祚、林　伯原、佐藤みどり、高　玉英、屈　子雲

　　７）大学ラグビーチームにおけるコンディショニング・アプローチの効果について

　　　　　● 宮崎善幸、小西由里子、表　倫成、高橋健一、河谷彰子、安ヶ平浩　

　　８）舞踊教育を考える―身体表現の教育的価値（1）教育・研究交流―

　　　　　● 佐藤みどり、宮本乙女、細川江利子、古木竜太、浅野　緑、高岸照代、魚住孝至

　　９）球技の競技向上に関する因子分析

　　　　　● 奥山秀雄、安ヶ平浩、小西由里子、宮崎善幸、表　倫成、中元　督、久場里志

　　10）アジア地域のスポーツ交流による国際協力の可能性

　　　　　● 木村寿一、松井完太郎、岡田千あき、渡部鐐二

　　11）野球における技術指導と競技力向上に向けた動作分析　　● 百武憲一、北湯口　純、岩井美樹
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　　12）スポーツ選手の運動機能評価に関する研究

　　　　　● 井上哲朗、山本利春、宮腰浩一、若山英央、菅原洋輔、太田千尋、笠原政志

　　13）地域におけるメンタルヘルス向上に関する研究　　● 小林朋子、熱海敏行、髙見令英、芝崎丈太

第10号・平成16年度（2004.4～2005.3）のプロジェクト研究

　Ａ　特定プロジェクト

　１．研究所研究分野プロジェクト

　　１）東アジアにおける武道の交流と展開

　　　　　● 魚住孝至、吉田鞆男、大保木輝雄、阿部年晴、高橋克也、田中　守、大石純子、仙土克博、朴　周鳳

　　２）国際武道大学生の栄養摂取の現状と食生活改善に関する研究　　　　　

　　　　　● 成澤三雄、湊久美子、小林啓三、刈谷文彦、山本利春、岩井美樹、湯田一弘、百武憲一、

　　　　　　 徳永文利、柏崎克彦

　　３）伝統的健康論の現代的見直し―科学的・文化的観点から（第２報）

　　　　　● 田邉信太郎、石塚正一、林　伯原、山本正嘉、中原玲緒奈

　２．教育（ソフト）の充実に関するプロジェクト

　　１）剣道（剣道理論・実習）　　● 丸橋利夫、蒔田　実、井島　章、岩切公治

　　２）弓道（弓道理論・実習）　　● 松尾牧則

　　３）柔道（柔道理論・実習）　　● 石井兼輔、柏崎克彦、宮腰浩一、越野忠則、矢﨑利加　

　　４）体育指導場面と指導マニュアル（Ⅱ）

　　　　　● 中島一郎、佐藤みどり、奥山秀雄、前河洋一、湯田一弘、徳永文利、後藤　豊、安ヶ平浩、

　　　　　　 土居陽治郎

　　５）外国語による武道・スポーツ指導マニュアル作成に関する研究

　　　　　● 佐々木克美、田中　守、樗澤隆治、西村英一郎、多田寿康

　　６）海外における障害者武道普及の可能性（第２報）

　　　　　● 松井完太郎、蒔田　実、柏崎克彦、髙見令英、木村寿一、阿部哲史、井下佳織

　　７）地域における健康・体力づくりの企画と実践・成果

　　　　　● 谷口有子、小西由里子、井上哲朗、酒井洋紀、北湯口純、山本利春、清水宣雄、安ヶ平浩、

　　　　　　 成澤三雄、篠田基行、見波　静、蟹沢　泉、若山英央、増尾善久、永島　哲、荻野アサ子、

　　　　　　 渡辺聡子、篠宮寛敬、関　智恵子、魚地光夫

　　８）スポーツ現場におけるスポーツ医科学サポート活動を通じたトレーナー教育の実践報告（2）

　　　　　● 山本利春、岩垣光洋、笠原政志、太田千尋、加藤義明、安ヶ平浩、清水宣雄

　３．スポーツＱＯＬプロジェクト

　　１）ライフステージとスポーツの関わりについて

　　　　　● 佐藤記道、髙見令英、小林啓三、松井完太郎、木村寿一、中澤真紀

　　２）スポーツ振興とＮＰＯ法人組織に関する研究（第２報）

　　　　　● 土居陽治郎、鈴木和弘、松井完太郎、徳永文利、湯田一弘、中西　純、清野義弘

　４．学術交流　武道・スポーツ科学の観点からみた国際比較
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　　　　　● 小林啓三、山本利春、蒔田　実、林　淳吉、金　榮學、李　根一、金　起弘、丸橋利夫、

　　　　　　 小西由里子、岩切公治、岩井美樹、湯田一弘、百武憲一、西林和彦、菅原洋輔、岩垣光洋、

　　　　　　 笠原政志、太田千尋

　Ｂ　一般公募

　　１）スポーツにおける薬物使用の生体影響について（第二報）　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　　２）東アジアにおける武術の発展とその交流　　● 林　伯原、魚住孝至、黒羽友子、周　佩芳

　　３）武士道の研究　　● 羽賀久人、魚住孝至、松尾牧則、加藤貞仁、古川哲史

　　４）若年期の自発運動が成熟ラットの筋・骨格系の発達に及ぼす影響（第２報）

　　　　　● 刈谷文彦、山内秀樹、小林啓三、成澤三雄、中原凱文

　　５）研検証的因子分析によるジェンダー項目の再検討

　　　　　● 石塚正一、林　相祚、林伯原、佐藤みどり、高　玉英

　　６）大学ラグビーチームにおけるコンディショニング・アプローチの効果について

　　　　　● 小西由里子、太田千尋、宮崎善幸、河谷彰子、表　倫成、高橋健一、山本利春、安ヶ平浩　

　　７）舞踊教育を考える―身体表現の教育的価値（2）生涯スポーツとしての創作活動―

　　　　　● 佐藤みどり、魚住孝至、宮本乙女、細川江利子、高岸照代、古木竜太、浅野　緑、

　　８）球技の競技向上に関する因子分析

　　　　　● 奥山秀雄、安ヶ平浩、宮崎善幸、飯干　真、久場里志、北湯口　純、　大矢　稔、表　倫成、

　　　　　　 岩壁達男

　　９）アジア地域のスポーツ交流による国際協力の可能性（第２報）

　　　　　● 木村寿一、松井完太郎、岡田千あき、渡部鐐二

　　10）スポーツ選手の運動機能評価に関する研究（2）

　　　　　● 井上哲朗、山本利春、宮腰浩一、岩垣光洋、菅原洋輔、太田千尋、笠原政志

　　11）地域におけるメンタルヘルス向上に関する研究

　　　　　● 髙見令英、小林朋子、熱海敏行、芝崎丈太、庄司一子

　　12）東アジアの組み打ち系武術の調査研究（第１報）

　　　　　● 柏崎克彦、矢﨑利加、越野忠則、橋本敏明、金野　潤

　　13）日本剣道形の由来と解釈　　　　　　　　　● 大矢　稔、堀毛孝之

　　14）体育系学部・課程におけるスポーツバイオメカニクス授業のあり方に関する研究

　　　　　● 清水宣雄、土居陽治郎、北湯口　純、小林一敏

第11号・平成17年度（2005.4～2006.3）のプロジェクト研究

　Ａ　特定プロジェクト

　１．研究所研究分野プロジェクト

　　１）東アジアにおける武道の交流と展開

　　　　　● 魚住孝至、吉田鞆男、大保木輝雄、阿部年晴、高橋克也、田中　守、大石純子、仙土克博、朴　周鳳

　　　　　・東アジアにおける武術の交流と展開　覚書、・剣術にみる「武道」の思想

　　　　　・新陰流の形成と定着―日本の武道の成立過程を探る、・新陰流の真髄「轉」
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　　２）国際武道大学生の栄養摂取の現状と食生活改善に関する研究　

　　　　　● 成澤三雄、湊久美子、小林啓三、刈谷文彦、山本利春、樗澤隆治、石井兼輔、宮腰浩一、

　　　　　　 越野忠則、矢﨑利加、岩井美樹、湯田一弘、百武憲一、徳永文利

　　３）伝統的健康論の現代的見直し―科学的・文化的観点から（第３報）

　　　　　● 田邉信太郎、石塚正一、林　伯原、山本正嘉、大澤拓也

　２．教育（ソフト）の充実に関するプロジェクト

　　１）武道指導場面と指導マニュアル

　　　　　柔道の現状把握　　　　　　　　　　　　　● 石井兼輔、柏崎克彦、宮腰浩一

　　　　　剣道の現状把握　　　　　　　　　　　　　● 丸橋利夫、蒔田　実、井島　章、岩切公治

　　　　　弓道の現状把握　　　　　　　　　　　　　● 松尾牧則、

　　２）体育指導場面と指導マニュアル（Ⅲ）―生涯スポーツとしての競技スポーツの可能性―

　　　　　生涯スポーツとしてのレクリエーション　　● 中島一郎　

　　　　　生涯スポーツとしてのマラソン　　　　　　● 前河洋一

　　　　　生涯スポーツとしてのバレーボール　　　　● 徳永文利

　　　　　生涯スポーツとしての体操競技　　　　　　● 後藤　豊

　　　　　生涯スポーツとしてのラグビー　　　　　　● 安ヶ平浩

　　３）外国語による武道・スポーツ指導マニュアル作成に関する研究

　　　　　● 佐々木克美、田中　守、樗澤隆治、西村英一郎、多田寿康

　　４）海外における障害者武道普及の可能性（第３報）

　　　　　● 松井完太郎、蒔田　実、柏崎克彦、髙見令英、木村寿一、阿部哲史、井下佳織

　　５）地域における健康・体力づくりの企画と実践・成果

　　　　　● 谷口有子、小西由里子、井上哲朗、酒井洋紀、山本利春、清水宣雄、安ヶ平浩、成澤三雄、

　　　　　　 篠田基行、北湯口　純、見波　静、蟹沢　泉、若山英央、増尾善久、永島　哲、鶴岡孝一、

　　　　　　 荻野アサ子、渡辺聡子、篠宮寛敬、鈴木暁夫、関　智恵子、魚地光夫、西村理恵子

　　６）スポーツ現場におけるスポーツ医科学サポート活動を通じたトレーナー教育の実践報告（3）

　　　　～アスレチックリハビリテーションを通じた教育的アプローチ～

　　　　　● 山本利春、笠原政志、酒井洋紀、小西由里子、岩垣光洋、清水宣雄

　３．スポーツ QOL プロジェクト

　　１）ライフステージとスポーツの関わりについて～QOL の向上を視点として～（第３報）

　　　　　● 佐藤記道、高見令英、小林啓三、松井完太郎、木村寿一

　　２）スポーツ振興とＮＰＯ法人組織に関する研究（第３報）

　　　　　● 土居陽治郎、鈴木和弘、松井完太郎、徳永文利、湯田一弘、中西純、清野義弘

　４．学術交流　武道・スポーツ科学の観点からみた国際比較

　　　　＝日韓両国の傷害発生状況の違いを健康観などの違いから検討する＝　

　　　　　● 小林啓三、山本利春、林　淳吉、小西由里子、李　根一、曺　宰赫、金　正洙、

　　　　　　 菅原洋輔、岩垣光洋、笠原政志、太田千尋
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　Ｂ　一般公募研究プロジェクト

　　１）スポーツにおける薬物使用の生体影響について（第三報）　―動物実験による基礎的研究―

　　　　　● 河野俊彦、高橋正人、立木幸敏

　　２）東アジアにおける武術の発展とその交流

　　　　宋・遼・西夏・金時代における武術の発展変化の実態に関する研究

　　　　　● 林　伯原、魚住孝至、黒羽友子、周　佩芳

　　３）若年期の自発運動が成熟ラットの筋・骨格系の発育・発達に及ぼす影響（第３報）

　　　　　● 刈谷文彦、山内秀樹、小林啓三、成澤三雄、中原凱文

　　４）東アジアにおける女子競技者のジェンダーについての国際比較（第3報）

　　　　　● 石塚正一、林　伯原、林　相祚、佐藤みどり、高　玉英

　　５）大学ラグビーチームにおけるコンディショニング・アプローチの効果について

　　　　　● 小宮崎善幸、小西由里子、河谷彰子、磯野　武、安ヶ平　浩　

　　６）舞踊教育を考える～身体表現の教育的価値（3）「指導 “踊り・創り・観る” 体験」を通して

　　　　● 佐藤みどり、魚住孝至、宮本乙女、細川江利子、高岸照代、古木竜太、浅野　緑、

　　７）球技の競技向上に関する因子分析

　　　　―大学ラグビーチームにおけるストレングストレーニングの事例報告―

　　　　　● 奥山秀雄、宮崎善幸、安ヶ平　浩

　　８）アジア地域のスポーツ交流による国際協力の可能性（最終報告）

　　　　　● 木村寿一、松井完太郎、岡田千あき、渡部鐐二

　　９）スポーツ選手の運動機能評価に関する研究（3）

　　　　　● 井上哲朗、山本利春、笠原政志、岩垣光洋、前河洋一、西林和彦、太田千尋、松井健一、

　　　　　　 大塚俊介、久家暁子

　　10）地域におけるメンタルヘルス向上に関する研究

　　　　　● 髙見令英、小林朋子、熱海敏行、庄司一子

　　11）東アジアの組み討ち系武術の調査研究（第２報）　―韓国相撲「シルム」の調査研究―

　　　　　● 柏崎克彦、矢﨑利加、越野忠則、橋本敏明、金野　潤

　　12）武士道の研究『諸家評定』の研究（8）『諸家評定』をめぐる人々

　　　　　● 羽賀久人、魚住孝至、松尾牧則、加藤貞仁

第12号・2006年度（2006.4～2007.3）のプロジェクト研究　

　Ａ　特定プロジェクト

　１．武道と現代に関する総合的研究―研究の枠組み・体制・関連活動の基礎的構築―　

　　　　　● 田邉信太郎、魚住孝至、小林啓三、石毛勇介

　２．日本武道の比較文化論的研究

　　（1）東アジアにおける日本の武道文化の成立と展開

　　　　　● 魚住孝至、田中　守、林　伯原、立木幸敏、吉田鞆男、大保木輝雄、阿部年晴、高橋克也、

　　　　　　 大石純子、仙土克博、朴　周鳳
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　　　　　　・2006年度プロジェクト研究の概要　　・新陰流組太刀研究３「九箇」

　　（2）アジアにおける組み討ち系武術の比較研究　―「サンボ」の調査研究―

　　　　　● 柏崎克彦、矢﨑利加、橋本敏明、山下泰裕、金野　潤、武内政幸、中島たけし、山田利彦、

　　　　　　 アレックス・ベネット

　３．「武道健康論」―健康にかかわる「観」と「概念」を再考する―

　　　　　● 小林啓三、田邉信太郎、林　伯原、木村寿一、小林正佳

　４．武道におけるスポーツ科学研究に関する調査、及びその活用を目的としたデータベース構築の検討―

　　　　　● 石毛勇介、宮腰浩一、丸橋利夫、井上哲朗、立木幸敏、井下佳織、小西由里子、

　　　　　　 木村恭子、黒川道子、松尾牧則、黒田敦子

　Ｂ　一般公募研究プロジェクト

　Ⅰ．武道周辺の歴史的研究

　　１．武士道の研究Ⅲ　・小笠原昨雲著『当流軍法功者書』翻刻

　　　　　● 羽賀久人、魚住孝至、松尾牧則、古川哲史、加藤貞仁

　　２．中国武術史の研究をめぐる諸問題及び中国武術史の基本用語に関する研究　

　　　　　● 林　伯原、周　佩芳、野田昭彦、原田直之

　Ⅱ．武道関係の研究

　　１．武道に特徴的な基礎的身体運動と人格に関わる予備的研究

　　　　　● 石塚正一、田邉信太郎、山本正嘉、阿久津洋巳　

　　２．柔道指導者の性格特性と指導方法との関係について

　　　　　● 佐藤記道、石井兼輔、宮腰浩一、越野忠則、髙見令英

　　３．日・韓大学柔道選手における体力比較

　　　　　● 宮腰浩一、林　淳吉、山本利春、小林啓三、樗澤隆治、石井兼輔、越野忠則、笠原政志、井下佳織

　　４．障害者への武道指導法確立のための事例調査研究

　　　　　● 松井完太郎、高見令英、丸橋利夫、木村寿一、矢﨑利加、アレキサンダー・べネット、

　　　　　　 阿部哲史、井下佳織、マイク・ウォール、ポントス・ジョハンソン

　Ⅲ . スポーツと医科学的研究

　　１．スポーツ傷害予防を目的とした運動機能評価法の検討

　　　　　● 酒井洋紀、山本利春、笠原政志、太田千尋、岩垣光洋、松井健一、大塚俊介、久家暁子、永井将史

　　２．学生トレーナーによる学内スポーツ医科学サポートシステム

　　　　　● 山本利春、酒井洋紀、笠原政志、小西由里子、石毛勇介、眞鍋義章、太田千尋、岩垣光洋、

　　　　　　 井下佳織、佐藤洋二郎、髙見令英

　　３．大学ラグビーチームにおけるコンディショニング・アプローチの検討

　　　　　● 小西由里子、安ヶ平浩、宮崎善幸、河谷彰子、磯野　武、祢津雅彦、野村　亮、桑原　崇

　　４．スポーツにおける薬物乱用の実態調査　―IT 技術を用いたものに関連して―

　　　　　● 高橋正人、立木幸敏、河野俊彦

　　５．ドーピング禁止薬物の生体影響について　―動物実験による基礎研究―　

　　　　　● 立木幸敏、高橋正人、河野俊彦
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　　６．栄養摂取状況がラット骨格筋の形態・機能的特性に及ぼす影響　　● 刈谷文彦、小林啓三

　Ⅳ . 健康づくり・学校体育・国際協力

　　１．「地域における健康・体力づくりの企画と実践・成果」

　　　　　● 谷口有子、小西由里子、見波　静、酒井洋紀、井上哲朗、山本利春、成澤三雄、増尾善久、

　　　　　　 鶴岡孝一、渡辺聡子、荻野アサ子、鈴木暁夫、西村理恵子、魚地光夫

　　２．千葉県内地域の子供の体力向上と生活改善を図る学校体育プログラムの開発

　　　　　● 鈴木和弘、中島一郎、土居陽治郎、小磯　透

　　３．問題行動のある児童生徒をかかえた教師への支援方法とその啓発に関する研究

　　　　　● 髙見令英、小林朋子、庄司一子、大野建樹、尾崎未希

　　４．カンボジア・シェムリアップ州におけるスポーツ講習会の開催と国際協力

　　　　　● 木村寿一、松井完太郎、岡田千あき、渡部鐐二

第13号・平成19年度（2007.4～2008.3）のプロジェクト研究　

　Ａ　特定プロジェクト

　１．武道文化の展開―流派剣術から撃剣、近代剣道へ―　

　　　　　● 魚住孝至、田中　守、立木幸敏、吉田鞆男、大保木輝雄、仙土克博、朴　周鳳

　　　　　　・小野派一刀流について………吉田鞆男

　２．武道の国際化に伴う諸問題

　　　　　● 柏崎克彦、魚住孝至、大矢　稔、松尾牧則、立木幸敏、木村恭子、井下佳織、

　　　　　　 アレクサンダー・ベネット

　３．「武道健康論」研究

　　　　　・伝統的健康論の立場から　武道と伝統的健康論に関する研究の現状と課題　　● 田邉信太郎

　　　　　・宗教学（舞踊論）の立場から　コミュニケーションに開かれた身体　　　　　● 小林正佳

　　　　　・健康生成論の立場から　武道が健康におよぼす影響を「健康生成論」の視点から見る

　　　　　● 小林啓三、近藤雄二、木村寿一

　４．武道のバイオメカニクス研究　―なぎなたを例として―　

　　　　　● 石毛勇介、木村恭子、宮腰浩一、丸橋利夫、井上哲朗、立木幸敏、井下佳織、小西由里子、

　　　　　　 黒川道子、松尾牧則、井上　弘、黒田敦子、大倉和寛

　Ｂ　一般公募研究プロジェクト

　１．中国武術史及び中国武術の専門用語に関する研究

　　　　　● 林　伯原、周　佩芳、野田昭彦、原田直之、林　一周

　２．武道体験の心身論的研究に関する諸課題　―主として心理学的立場から―

　　　　　● 田邉信太郎、石塚正一、阿久津洋巳

　３．柔道選手における階級別体力比較

　　　　　● 宮腰浩一、山本利春、石井兼輔、越野忠則、樗澤隆治、矢﨑利加、笠原政志、永井将史、

　　　　　　 天野真志、小清水貴子、増岡大介、二田水　太

　４．剣道および空手道選手における栄養摂取状況、身体組成の変化と運動機能
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　　　　　● 丸橋利夫、蒔田　実、井島　章、岩切公治、井下佳織、松井完太郎、豊嶋建広

　５．障害者への武道普及方法に関する研究

　　　　　● 松井完太郎、髙見令英、丸橋利夫、木村寿一、矢﨑利加、井下佳織、

　　　　　　 アレクサンダー・べネット、阿部哲史

　Ⅱ．研究所共催　人体科学会第17回大会（2007年12月15日～16日；本学開催）

　　１．基調講演「胎児・新生児の「動き」から人体科学を考える」要旨　　小林　登

　　２．シンポジウム「動きから身体・人間の可能性を探る」要旨

　　　　　　　　田邉信太郎、石毛勇介、佐藤みどり、小林正佳、黒田鉄山、魚住孝至

第14号・平成20年度（2008.4～2009.3）のプロジェクト研究　

　Ａ　特定課題研究プロジェクト

　１．日本の武道文化の成立基盤　―新陰流と一刀流剣術の研究を通じて

　　　　　● 魚住孝至、立木幸敏、吉田鞆男、大保木輝雄、仙土克博、朴　周鳳、中嶋哲也、長南信之

　　　・新陰流勢法研究４「天狗抄」「極意之太刀」

　２．武道の国際化に伴う諸問題Ⅱ

　　　　　● 柏崎克彦、魚住孝至、大矢　稔、松尾牧則、立木幸敏、井下佳織、木村恭子、

　　　　　　 アレキサンダー・ベネット

　３．「武道健康論」研究　―武道が健康観や健康の精神性などとどのような関連を持つか―

　　　・伝統的健康論の立場から　国際的状況下における健康概念の見直しと武道健康論探求の課題

　　　　　● 田邉信太郎

　　　・宗教学（舞踊論）の立場から　「筋肉による繋がり」？　● 小林正佳

　　　・健康生成論の立場から　武道が健康におよぼす影響を「健康生成論」の視点から見る

　　　　―外国人武道家を対象とした分析―　　● 小林啓三、近藤雄二、木村寿一、阿部哲史

　　　・心理学の立場から　スポーツ外傷・傷害と武道・スポーツ選手の心理的健康についての研究

　　　　　● 石塚正一、阿久津洋巳

　　　・総括

　４．デジタルハイスピードカメラを用いた、武道における各種動作の撮影、およびそのデータベース化

　　　　　● 石毛勇介、宮腰浩一、丸橋利夫、井上哲朗、立木幸敏、井下佳織、木村恭子、小西由里子、

　　　　　　 黒川道子、松尾牧則、山本　博、井上　弘、黒田敦子、大倉和寛

　Ｂ　一般公募研究プロジェクト

　１．武道体験の心身論的研究に関する諸課題―研究戦略の設定に向けて―

　　　・武道体験の心身論的研究戦略に向けた一考察　　　　　● 田邉信太郎

　　　・試合準備・試合結果の満足感がポジティブ感情・ネガティブ感情とストレスに及ぼす影響

　　　　　● 石塚正一、阿久津洋巳

　２. 中国武術史及び中国武術の専門用語に関する研究

　　　　　● 林　伯原、周　佩芳、野田昭彦、原田直之、林　一周

　３. 障害者への武道普及方法に関する研究
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　　　　　● 松井完太郎、髙見令英、丸橋利夫、木村寿一、矢﨑利加、井下佳織、

　　　　　　 アレキサンダー・べネット、阿部哲史

　４. 高校柔道選手におけるコンディショニングの実態調査

　　　　　● 宮腰浩一、山本利春、笠原政志、石井兼輔、越野忠則、樗澤隆治、矢﨑利加、井下佳織、

　　　　　　 永井将史、酒井　剛、小清水貴子、増岡大介、寺町巧平、内山善康

第15号・平成21年度（2009.4～2010.3）のプロジェクト研究　

　１．日本の武道文化の成立基盤　―新陰流と一刀流剣術の研究を通して―

　　　　　● 魚住孝至、立木幸敏、吉田鞆男、大保木輝雄、仙土克博、朴周鳳、中嶋哲也、長南信之

　　　・長岡房成（桃嶺）手記による新陰流「二十七箇条截合」に関する考察

　　　　―本伝の砕きについて―　…吉田鞆男

　２．「現代武道の諸問題」―武道の国際化に伴う諸問題Ⅲ―

　　　１．柔道　　● 柏崎克彦、金野　潤、山田利彦　　２．剣道　　● 大矢稔

　　　３．弓道　　● 松尾牧則　　　４．空手道　　● （1）井下佳織 ､（2）ソリドワール・マーヤ

　　　５．合気道　● 立木幸敏　　　６．なぎなた　● （1）木村恭子 ､（2）アレキサンダー・ベネット

　３．武道と健康　―武道が健康観や精神的健康などとどのような関連をもつか―

　　Ⅰ．伝統的健康論の立場から　

　　　　社会的関係と健康の社会的・精神的・身体的側面　　　　　　　　● 田邉信太郎

　　Ⅱ．宗教学（舞踊論）の立場から　民族舞踊と柔らかい健康：再論　　● 小林正佳

　　Ⅲ．健康生成論の立場から　武道が健康におよぼす影響を「健康生成論」の視点からみる　

　　　　―高段者武道家を対象とした分析―　　● 小林啓三、近藤雄二、木村寿一

　　Ⅳ．心理学の立場から　スポーツ外傷・傷害と武道・スポーツ選手の心理的健康についての研究Ⅱ

　　　　　● 石塚正一、阿久津洋巳

　４．高校武道選手におけるコンディショニングの実態調査　

　　　　　● 山本利春、笠原政志、松尾牧則、井下佳織、岩切公治、牧野博美、剣持佑起、松井健一、

　　　　　　 河田絹一郎

　５．大学弓道選手における体力特性　　● 笠原政志、山本利春、松尾牧則、剣持佑起、牧野博美

　６．障害者による武道研鑽事例の調査　―視覚障害者による空手道について―

　　　　　● 松井完太郎、髙見令英、丸橋利夫、木村寿一、矢﨑利加、井下佳織、

　　　　　　 アレキサンダー・ベネット、阿部哲史

　７．中学校武道必修化に向けた100年後の武道構想実現可能性

　　　　　● 井下佳織、髙見令英、松井完太郎、小西由里子、松尾牧則、木村恭子、

　　　　　　 アレキサンダー・ベネット、豊嶋建広

　８．中国武術史及び中国武術の専門用語に関する研究

　　１．明代における武術の実態に関する研究（2）─倭人刀の導入と伝統刀術の多様化─

　　　　　● 林　伯原、周　佩芳、林　一周

　　２．中国武術の専門用語（歩法）　　 ● 林　伯原、周　佩芳、野田昭彦、原田直之、林一周
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第16号・平成22年度（2010.4～2011.3）のプロジェクト研究　

　１．日本の武道文化の成立基盤　―新陰流と一刀流剣術の研究を中心に―

　　　　　● 魚住孝至、立木幸敏、大保木輝雄、吉田鞆男、仙土克博、朴　周鳳、中嶋哲也、長南信之

　　　・小野家伝書から見る一刀流剣術　…長南信之、立木幸敏、魚住孝至

　２．現代武道の諸問題Ⅳ　―国内における武道の現状と問題点―

　　　１．柔道　　● 柏崎克彦、金野　潤、山田利彦、矢﨑利加　　２．剣道　● 大矢稔

　　　３．弓道　　● 松尾牧則　　４．空手道　　● 井下佳織　

　　　５．合気道　● 立木幸敏　　６．なぎなた　● 木村恭子

　３．「武道健康論」研究　―健康生成論と伝統身体論を手掛かりに―　　　

　　　Ⅰ．健康生成論の立場から　武道が健康に及ぼす影響を「健康生成論」の視点から見る

　　　　　―学生、外国人武道家、高段者武道家、一般の人々を合わせたデータから―

　　　　　● 石塚正一、阿久津洋巳、小林啓三、近藤雄二、木村寿一

　　　Ⅱ．宗教学（舞踊論）の立場から　「健やかさ」を育む教育　　　　　　　　● 小林正佳

　　　Ⅲ．健康生成論と伝統的心身論を踏まえた武道健康論に向けての一考察　　● 田邉信太郎

　４．中国武術史及び中国武術の専門用語に関する研究

　　　１．明代における武術の実態に関する研究（3）　―互いに雄を競う諸家の槍術と棍術―

　　　　　● 林　伯原、周　佩芳

　　　２．中国武術の専門用語（手型・手法）　　　 ● 林　伯原、周佩芳、野田昭彦、原田直之、林一周

　５．障害者による武道研鑽事例の調査　

　　　　　● 松井完太郎、蒔田　実、柏崎克彦、髙見令英、丸橋利夫、木村寿一、矢﨑利加、井下佳織、

　　　　　　 アレキサンダー・ベネット、阿部哲史

　資料　国際武道大学学生の食の現状と課題　　　　● 作田雅子、山本利春、永島諒子

第17号・平成23年度（2011.4～2012.3）のプロジェクト研究

　１．日本の武道文化の成立基盤　―新陰流と一刀流剣術の研究を通じて―　

　　　　　● 魚住孝至、立木幸敏、大保木輝雄、吉田鞆男、仙土克博、朴　周鳳、中嶋哲也、長南信之

　　　　　　・2012年度プロジェクト研究の概要　　・上泉武蔵守信綱研究覚書　　　　　　  ● 魚住孝至

　　　　　　・新陰流の〝砕き〟について続報「二十七箇条截合」と「試合勢法」について　　● 吉田鞆男

　２．武道の諸問題Ⅴ　―国内における武道の現状と問題点　その２―

　　　１．柔道の安全指導　　　　　　　　　　　　● 柏崎克彦、今野　潤、山田利彦、矢﨑利加　　

　　　２．剣道－中学校武道必修化をめぐる課題　　● 大矢　稔

　　　３．弓道が抱える環境問題　　　　　　　　　● 松尾牧則

　　　４．空手道における安全指導　　　　　　　　● 井下佳織

　　　５．合気道の安全指導　　　　　　　　　　　● 立木幸敏

　　　６．なぎなたの用具に関する問題　　　　　　● 木村恭子

　３．「武道健康論」研究　―健康生成論と伝統的身体論を手掛かりに―

　　Ⅰ．統括的討論　　　　　　　　　　　　　　　● 田邉信太郎、小林正住、小林啓三
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　　Ⅱ．各分野からの小活

　　　１．伝統的健康論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ● 田邉信太郎

　　　２．舞踊論（宗教学）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ● 小林正住　　

　　　３．健康生成論　1）．自然科学的立場からの解釈と課題　　● 小林啓三

　　　　　　　　　　　2）．心理学的立場からの解釈と課題　　　● 石塚正一、阿久津洋巳

　４．明代における武術の諸現象に関する研究

　　　　　● 林　伯原、周　佩芳、野田昭彦、原田直之、林　一周

　　　１．明代における武術の諸現象に関する研究

　　　　　―剣法・雑多な兵器・少林武術・武術著書・武科拳を中心に―　　● 林　伯原

　５．障害者による武道研鑽事例の調査研究　―富山県における空手道指導事例について―

　　　　　● 松井完太郎、蒔田　実、柏崎克彦、髙見令栄、丸橋利夫、木村寿一、矢﨑利加、井下佳織、

　　　　　　 アレキサンダー・ベネット、阿部哲史、ポントス・ジョハンソン、中島たけし、濱田初幸

　客員研究員　研修成果報告書

　　（1）2008年度「発育期のスポーツ傷害予防において教職員が担う役割　～国際武道大学スポーツ

　　　　　医科学サポート研修を通して～」 …… 酒井　剛（長野県飯田市立緑ヶ丘中学校教諭）

　　（2）2009年度「走運動の基本的な動きを身に付ける体育学習―低学年における運動遊びの学習を

　　　　　通して―」 …… 長野敏晴（千葉県いすみ市立東小学校教諭）

　　・研究所401プロジェクト研究所　

　　　　「幼少年期発育・発達プロジェクト研究成果報告書（2007～2011年度）」鈴木和弘

　　・第44回日本武道学会報告（2011年８月31日～９月１日；本学開催）

第18号・平成23年度（2012.4～2013.3）のプロジェクト研究

　１．日本の武道文化の成立基盤　―新陰流と一刀流剣術の研究を通じて―　

　　　　　● 魚住孝至、立木幸敏、吉田鞆男、宮本光輝、大保木輝雄、仙土克博、朴　周鳳、中嶋哲也

　　　　・2012年度プロジェクトの概要

　　　　２．陰流・新陰流勢法「燕飛」研究 …… 吉田鞆男　仙土克博　魚住孝至　立木幸敏

　２．現代武道の諸問題Ⅵ

　　現代武道の現状と問題点（総括）座談会

　　　　　● 柏崎克彦、魚住孝至、大矢　稔、松尾牧則、立木幸敏、井下佳織、矢﨑利加、木村恭子

　３．「武道健康論」研究　―健康生成論と伝統的身体論を手掛かりに―

　　　　　● 石塚正一、小林啓三、園部　豊、阿久津洋巳

　　　１．「武道健康論」研究　―健康生成論を手掛かりに― …… 小林啓三

　　　２．自己決定動機づけ理論による青年期の首尾一貫感覚（SOC）の研究 …… 石塚正一　　

　　　３．大学生アスリートのストレスマネジメントに与える首尾一貫感覚（SOC）の影響について

　　　　　―多理論統合モデル（TTM）からの検討― …… 園部　豊

　　　４．清代前期（1644－1840）における武術の実態に関する研究

　　　　　● 林　伯原、周　佩芳、野田昭彦、佐藤秀明、林　一周



96

　　　１．清代前期（1644－1840）における武術の実態に関する研究 …… 林　伯原

　５． 障害者による武道事例の調査研究　―中学校武道必修化を契機としたインクルーシブ教育の実現に向

けて

　　　　　● 松井完太郎、蒔田　実、柏崎克彦、髙見令英、丸橋利夫、木村寿一、矢﨑利加、山平芳美、

　　　　　　 アニカ・ナズランド、アレキサンダー・ベネット、阿部哲史、ポントス・ジョハンソン、

　　　　　　 中島たけし、濱田初幸

　６．大学女子剣道競技者の体力特性　―筋パワーを中心として―

　　　　　● 井上哲朗、岩切公治、矢﨑利加、櫻井健一、井下佳織

　＊2012年度客員研究員研修成果報告書

　　「有酸素運動の理論と実践を利用したトレーニング方法とその『からだつくり運動』への活用」

山田良徳（長野県更埴市立北中学校教諭）　

　 付録 　文部科学省　平成19年度採択「特色ある大学教育プログラム（特色 GP）」

　　　　　「学生によるスポーツ医科学サポートシステムー傷害予防とリコンディショニングの指導実戦」

　　　　　事業報告書　（事務取扱：魚住孝至、事業責任者：山本利春、笠原政志；2010年３月作成）

　　Ⅰ．本取組の概要　概要　実施プロセス、特性、組織性、有効性、実施計画

　　Ⅱ．学生主体のスポーツ医科学サポートシステム　学生トレーナーチーム、学生 S&C コーチ

　　Ⅲ．実践報告　１．新入生整形外科的メディカルチェック、２．リコンディショニングシステム、

　　　　　　　　　３．クラブでのトレーナー活動　４．学外トレーナーステーション活動

　　Ⅳ．学外への情報発信　GP フォーラム、特別公開シンポジウム、専用サイト、パンフレット、小冊子

事業報告書 パンフレット
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