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体育学科必修科目「スポーツ科学概論」 単位数 2単位 

担当教員 土居陽治郎・刈谷文彦・笠原政志・荒川裕志 

０．オンライン授業について…必ず Mellyを確認すること（他の授業で利用している Zoom型は原則なし） 

  

                     Mellyにて出席確認   

教材配布型                          YouTube等利用型 

 教材をダウンロード⇒閲覧しながらの学習ノート利用        スライド等の教材閲覧 

 教材課題を印刷⇒学習ノートに貼って課題を行う          スライド内の課題を指示通り実施 

 学習ノートを提出⇒評価に 

概ねこの 2つのタイプでの授業実施となる。詳細は Melly連絡でお知らせします。 

 

１．授業概要 

スポーツには、人類の「自由」という価値観と、物理学的・化学的な法則性という「拘束」条件があり、スポーツ科学に

は、そうした「自由」と「拘束」という両方の側面を考えることが要求されている。例えば、ドーピングや用具用品の先端

技術開発など、人類の「自由」と「科学」との関係性を問い直す事例、さらに、機能性の高い飲食物・衣料品やゲームなど、

スポーツが科学性と深く結びつくことで、人類社会に多大な貢献をもたらしている事例も多い。こうした「スポーツ」とい

う人類の自由の産物と、自然法則的な原理を追求する科学との関係性について、問題提起を中心に展開することを目指す。 

２．授業計画 

日付 順 テーマ【担当】

4/28 1 スポーツと科学との出会い～「なぜ？」への説明　【土居】

5/12 2 スポーツ科学と高校教科（数学）との連携１（組み合わせ・確率など）【土居】

5/19 3 スポーツ科学と高校教科（理科）との連携２（身体の機能：呼吸循環など）【土居】

5/26 4 スポーツ科学と高校教科（理科）との連携３（運動現象の理解：力学）【土居】

6/2 5 スポーツ科学分野の最新事情【土居】

6/9 6 身体づくり・トレーニングの基本は栄養にあり【土居】

6/16 7 科学の産物「ドーピング」はなぜ否定されるのか？【土居】

6/23 8 「ドーピング」や障がい者スポーツから考える”スポーツの価値”【土居】

6/30 9 生理学における測定機材と測定値について【刈谷】

7/7 10 スポーツ能力と遺伝【刈谷】

7/14 11 体幹と腹圧の科学【荒川】

7/21 12 スポーツ科学の応用事例【荒川】

7/28 13 スポーツ動作の再現性【笠原】

8/4 14 体力科学における測定について【笠原】
 

Melly には最低でも 3 日前までには教材・課題等を通知 
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教材配布型における「学習ノート」作成について HP👆 

 

 

【ポイント】 

①ノートはＡ４サイズ…配布資料がＡ４サイズなので。Ａ４サイズは 100均ショップにもある。 

②教材印刷…自宅（下宿）にプリンタがない場合には、コンビニなどで印刷（カラーでなくても大丈夫）。 

参考 HP👆  コンビニ印刷方法 

参考 HP👆  スマホからの印刷方法 

⇒どうしても印刷できない場合、ノートに要点を書き込み、課題を写してからノートに記入する。 

※教材型（今回のようなＰＤＦ配信）には HP👆があちこちに示されるが、パソコンやスマホ画面上で HP👆を

クリックすると参照Ｗｅｂページにリンクする 

http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_sci00.htm
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/review/androidtips/1226914.html
https://navi.dropbox.jp/smartphone-print
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スポーツ科学概論 １「プロローグ」 2020.4.28 

 

１．単位…「科学」の約束やルールに慣れよう 

小学校の段階から理科などを中心に科学的な探求や知識を学んできたが、それは“自然”を人間が有してい

る知識で理解するためのアプローチである。そのためには、知識を皆で共有化するための約束やルールを理解

するところから始まる。 

例えば、「あそこまでの距離（長さ）は？」も、ある人は両手を広げて「この長さの 100 倍くらい」といい、

別な人は「いや、自分の身長の 200 倍だろう」などと勝手なことを言っていては話は進まない。そのために

は、人間社会の中で約束事を定めることで割り切って話を進めることができる方法を編み出したのである。た

とえば、「尋（ひろ）」は、古代の中国や日本で使われた長さの単位で、両手を左右に広げたときの、一方の指

先から他方の指先までの距離である。すると、「そんなのは人の身長によって異なるじゃないか？」という反

論が出るだろう。その通りで、おおよそ 1.5m～1.8ｍくらいのアバウトな長さの単位だったのである。それで

も、“誰かの”両手幅にして考えることで、その何倍なのかで長さを表すことができることは、社会における

共通理解を進めることには間違いないことである。 

理科ではいろいろな決まりにしたがった「単位」を扱うが、

多くの単位はかなり身近なものから生じているのである。長さ

というと日本では「メートル法」で教え込まれているが、それ

までは、先ほどの「尋（ひろ）」もあったし、最も多用されたの

が「尺（しゃく）」である。これは、腕、前腕部の長さを示していて、「尺骨」という骨の長さを基

準にしたものである（1 尺は約 30 ㎝）。 

英語圏で多用される feet（foot）や inch も身体を用いた単位で、文字通り feet（foot）は足の長

さ、inch は男性の親指（爪の付け根部分）の幅に由来している。 

 

重さはどうだろうか？重さは身体を切り取るわけにもいかないので、あまり身体とは直結しない形で基準化

が進んだ。欧米で一般的な「ポンド pound」は、1 ポンドは約 450ｇであるが、もともとは人間が 1 日に消費

する大麦の重さに由来している。 

日本などでは、穴あき銭を「貫く」束状態の重さを基準にしたため、「貫（かん）：1 貫は約 3.75 ㎏」として

長く使われた。  

ちなみに、ごく普通に使っている「メートル」「キログラム」といった単位は

人間生活とはやや異なった形で定義づけられた。例えば、重さの基準となった

「キログラム」は当初、“1 リットルの水の重さ“ということからスタートしたのである。 
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さて、理科の単位としてもう一つ重要なものに「時間」がある。その「時間」は、長さや重さが 10 進法で

桁が変わるのに対して、30 倍や 12 倍といった形で単位が変わっていく。月の満ち欠けの周期が 30 日、これ

を 12 回繰り返すと 1 年（約 360 日）という自然法則の発見に由来している。このことで、小学校の頃から換

算に悩まされたことが多いのではないか。角度も 1 周を 360 度とするのも同じ。ただし、偶然的に、1 秒とい

う時間の長さは心臓の鼓動間隔と近くなった。時速⇔分速⇔秒速などはスポーツでは頻繁に現れるので、十分

に慣れておく必要がある。 

 

さて、身体はよく知っているようで、知らないことが多い最も身近な存在。今、猛威を振るっている新型コ

ロナウイルスも、ヒトだけが危険にさらされるウイルス。ヒト以外のすべての自然が、何の変りもない春の気

候を過ごしているのに。ここで、自分の身体を使って、「思うように動かない」簡単な実験をしてみよう。 

ＨＰ👆 「YouTube 薬指の不思議」 

この図のように、自分の両手の中指を第 2 関節で折りたたんで重ね合わせてみよう。重ね合わせたら、指を

1 本ずつ離していく。親指同士を離して元に戻す。次は人差し指を離してまた元に戻す。次は小指。最後に薬

指を離して…。「？離れない！」離そうとすると、曲げ折った中指が動いてしまう。大学らしい「こたえ」が

掲載されている HP がある。 

ＨＰ👆 大阪大学全学教育推進機構クイズ 

 

でもごく稀に、簡単に薬指が離れてしまう人がいる。ＨＰ👆右図 

これは指をつないでいる「腱間結合」が普通の人よりも弱いため、薬

指が独立して動きやすいことを表している。つまり、ほんの少しだが、

人にはいろいろなところで違いがあることの証。生物すべてでこうし

た少しずつの違いを有しているのである。 

 

 

【練習問題】 

Ａ．競技用自転車やスピードスケートでは時速６０ｋｍくらいのスピードが出せるが、そのスピード（時速６

０ｋｍ）で１分間走ると、その間に移動した距離は何ｍになるか？「分速で何ｍの速さか？」という意味。 

  答え（      ｍ） 

Ｂ．陸上競技場の走路トラックには全天候型舗装材が敷

設されている。直線走路と曲走路との組み合わせであ

るが、曲走路はきれいな半円形で設計されている。こ

のトラック図は若干の寸法の違いはあるものの、概略

的に示したもの。さて、この陸上競技場の走路トラッ

ク部分の面積はいくらになるか（茶色走路面積）？面

積によって舗装材敷設原料や工事費用が決まってく

るので、重要な計算だ。円周率は 3.14 で計算する。 

 

計算ヒントＨＰ👆 

答え（       ㎡） 

10ｍ

46ｍ

36ｍ

85ｍ

半径 36ｍ
半円

https://www.youtube.com/watch?v=w0K2KWcOPD4
https://www.celas.osaka-u.ac.jp/newsletter/02/quiz001/
http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_sci01.htm
http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_sci01.htm
http://class.ibu-swim.org/class2020/spo_sci01_calc_area.htm
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２．スポーツと科学 

この授業全体を通じてのテーマであるが、スポーツそのものは人間が自由に考え出した一種の文化である。

語源から言えば、「遊び的な文化」。では、科学は何かと言えば、自然を人間が理解するための考え方とでも言

えるだろう。スポーツは自由な創造的活動と言っても、身体運動を伴う限り、自然法則に従わざるを得ない。

したがって、「スポーツ科学」はスポーツ活動を自然法則から考えることと言える。しかし、スポーツは完全

に自然法則に基づいた活動というわけでもなく、人間社会が作り上げた様々な価値によってルールが定められ

たり、臨機応変にとらえ直したりしながら発展しているのも事実だ。 

例えば、陸上競技の短距離ではスタートは極めて重要なものである。どのようにしてスタート動作が行わ

れるのかを考えてみよう。スタート音を耳で聞き、その音刺激を大脳で判断処理して全身の筋に指令を送って

スタートを切るわけだが、人体の神経を介しての運動なので、

音が発せられて筋が動き出すまでにはどうしても一定の時間

差が生じる。神経の伝導速度は医学的に測定することも可能

だが、人によって違いがある。したがって、自然を理解する

科学の立場で考えると、スタート動作にはそうした個人差を

加味した形で公平性を考える必要性もあるが、そこまでスポ

ーツの側は科学的ではなく、そうした個人差にまでは考慮せ

ずルールを定めている。ＨＰ👆「Newton2012年 8月号」 

「反応時間が 0.100秒未満の場合を不正スタート」 

という定義づけがされているように、個人差によって反応時間がこの基準よりも短い可能性があっても、一律

に制限することで競技としての正当性をうたっている。科学の側で考えると、反応時間がこのような「0.100

秒」といったきりのいい数値であるはずはないという疑いが生まれるはずだ。ただし、このルールを定めるに

あたっても、一応の科学的研究知見があり、そうした事実を踏まえてのスポーツ側の基準作りであることは重

要な意味を有する。スポーツの場面に科学の知見が役に立っているのは紛れもない事実である。 

科学に裏付けされた技術（テクノロジー）がスポーツにも大きな影響をもたらしているのも事実である。

最近のスポーツでは映像を利用したプレー判定というのが一般的になってきた。 

⇒ＨＰ👆森享宏：『スポーツ競技の映像技術との関わり』、映像情報メディア学会誌 Vol.69, No.4（2015） 

⇒ＨＰ👆サッカー「ビデオ・アシスタント・レフェリー」など 

オフサイド判定：大修館書店高校体育副読本「スポーツルール」 

 

【練習問題】 

Ｃ．各自の専門競技や関心のあるスポーツで、どういった映像技術の活用が行われているのかを調べてみよう。 

 

 

日本陸上競技連盟「陸上競技ガイド：ルール解説」から 

http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_sci02.htm
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/69/4/69_309/_pdf
https://tech-camp.in/note/technology/44296/


6 

 

３．スポーツの限界と科学…人間はどこまでレベルアップできるのか？ 

スポーツ科学の発展とともに、スポーツレベルの向上が進んできた。無駄のない技術、効果的なトレーニン

グ法、さらにはゲーム分析というような主に統計学的なデータを駆使した使い方など、多方面に科学的知見が

スポーツに寄与している。その中でも障がい者スポーツの世界は、科学的知見が最も多く関わっていると言え

るだろう。 

2018年 7月 8日、群馬県の正田醤油スタジアム群馬で開かれた「２

０１８ジャパンパラ陸上競技大会」で、走り幅跳びＴ６４（＝ひざ下

切断）でパラリンピック金メダリスト、マルクス・レーム選手（ドイ

ツ）が 8ｍ47㎝の世界新記録を樹立したが、この記録は 2016年リオ五

輪の男子走り幅跳びの優勝者ジェフ・ヘンダーソン（米国）の 8ｍ38

㎝を 10㎝近くも上回る大記録であった。ちなみに日本記録は 2019年

に城山正太郎選手（ゼンリン）が樹立した 8ｍ40㎝である。このレー

ム選手は「パラリンピアンがオリンピアンを追い抜く可能性を証明したい」と、健常者たちの陸上競技大会で

パフォーマンスを発揮したいと訴え続けている。⇒ＨＰ👆「笹川スポーツ財団」 

こうしたパラリアンの訴えに対して、国際陸上競技連盟側は「義足が有利に働いていないことを選手側が科

学的に証明しなければならない」という条件をつきつけている。スポーツの側は科学の知見の恩恵で成長して

きたわけであるが、今度は真に「科学的」証明を選手側に求めているのである。前述したような、不正スター

ト判定には科学の知見だけは利用し、真に科学的な追及は避けた形であったことを考えると、「科学」とスポ

ーツとの関係は非常に微妙であることがわかるだろう。 

スポーツと科学の関係性を揺るがしている最大のポイントがドーピング問題である。スポーツ特性の解明が

進むにつれ、そのための効率的なアプローチがドーピングという手法である。筋肥大がスポーツ成績に直結す

るという科学的知見が得られれば、そのためには「いかにして効果的な筋肥大を実現するか」という問題設定

に変化し、そのためにはタンパク質の合成を促す作用を持つ薬「アナボリックステロイド」服用が科学的には

効果的だとわかれば、アスリートたちがそちらに傾く。科学の進歩は、スポーツはどうあるべきかという倫理

問題と衝突するのである。「答え」が見えているのに、それを見ないで試験を受けることが要求されている。 

 

◆「スポーツ科学概論」授業では、科学の基礎的な理解を促すと同時に、スポーツと科学との関係について問

題意識を持つことを最大の狙いとする。そのことで大学生活を通じて、深く考え、行動する力の源泉となるこ

とを期待したい。 

 

【練習問題】 

Ｄ．下の図は、大修館書店「高校保健体育」教科書からの抜粋。運動の源泉である「筋肉」についての理解を

求めたもの。さて、筋（骨格筋）の端で関節の骨に付着している部位Ａを何と言うか？また、筋は複数の

Ｂの束から構成されているが、この筋を構成しているＢを何と言うか？  

              

 

Ｂ 

A 

骨格筋 

関節 

Ｂ… 

Ａ… 

https://www.ssf.or.jp/history/Olympic_legacy/tabid/1931/Default.aspx
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スポーツ科学概論 １「プロローグ」課題 2020.4.28 

課題は必ず「学習ノート」に貼る、あるいは書き写して、やっておくこと！ノート提出が評価。 

Ａ．競技用自転車やスピードスケートでは時速６０ｋｍくらいのスピードが出せるが、そのスピード（時速６

０ｋｍ）で１分間走ると、その間に移動した距離は何ｍになるか？「分速で何ｍの速さか？」という意味。 

  答え（      ｍ） 

Ｂ．陸上競技場の走路トラックには全天候型舗装材が敷

設されている。直線走路と曲走路との組み合わせであ

るが、曲走路はきれいな半円形で設計されている。こ

のトラック図は若干の寸法の違いはあるものの、概略

的に示したもの。さて、この陸上競技場の走路トラッ

ク部分の面積はいくらになるか（茶色走路面積）？面

積によって舗装材敷設原料や工事費用が決まってく

るので、重要な計算だ。円周率は 3.14 で計算する。 

 

 

 

答え（       ㎡） 

 

Ｃ．各自の専門競技や関心のあるスポーツで、どういった映像技術の活用が行われているのかを調べてみよう。 

…新聞・雑誌やネット情報などの切り貼りなどを含めて調べたものをまとめよう 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．下の図は、大修館書店「高校保健体育」教科書からの抜粋。運動の源泉である「筋肉」についての理解を

求めたもの。さて、筋（骨格筋）の端で関節の骨に付着している部位Ａを何と言うか？また、筋は複数

のＢの束から構成されているが、この筋を構成しているＢを何と言うか？  

              

10ｍ

46ｍ

36ｍ

85ｍ

半径 36ｍ
半円

Ｂ 

A 

骨格筋 

関節 

Ｂ… 

Ａ… 


