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第１章 はじめに 

第１節 研究背景 

第１項  日本柔道のオリンピックメダル獲得状況 

 柔道競技は 1984 年ロサンゼルスオリンピック（以下五輪）から 2008 年北京五輪まで平

均して、日本が獲得する金メダル総数の５割を占め、恒常的に金メダルを獲得している競技

であった。しかしながら、2012 年ロンドン五輪においては史上初めて男子が金メダルを獲

得できず金メダル獲得割合も 14％に落ち込んでしまった。 

 2008 年北京五輪以降、柔道における国際情勢（競技力・制度・ルール等）は大きく変化

している。2000 年シドニー五輪以降、各国における普及・強化推進により、世界の競技力

は飛躍的に向上し、勢力図は徐々に変化してきた。また、大会参加国は 2007 年リオデジャ

ネイロ世界選手権大会（138 か国）2009 年ロッテルダム世界選手権大会（100 か国）2010

年東京世界選手権大会（111 か国）パリ世界選手権大会（132 か国）と 100 か国以上の参加

数となった。その中でメダルは大会参加国の 25％以上に分散している。2008 年北京五輪及

び 2009 年ロッテルダム世界選手権大会等では、かつてメダルを獲得したことがない国がメ

ダルを獲得する等、新興勢力の台頭がみられる中、かつての伝統的な強化国（キューバ・ド

イツ）がメダルを大幅に減少させている。また、世界選手権大会やオリンピックにおいて、

金メダルを複数獲得する国は減少傾向にある。2017 年時点、国際柔道連盟（IJF）加盟国は

200 の国と地域となり、日本の柔道競技人口は 2016 年時前年比 98.6％と減少傾向にとなっ

ている。 

 

第２項 ルール変更と世界ランキングによる柔道国際化 

 国際柔道連盟（以下、IJF）によるランキング制度導入とルール改正が柔道そのものに大

きな影響を与えている。例えば、IJFランキング制度導入により国際大会数は約 2 倍に増え、

財源の確保が必要になると同時に、ポイント獲得のために、より戦略的な大会派遣が求めら

れるようになってきた。また 2013 年 2 月から新たなルール改正が試行される。これまでの

下半身へのルールが、攻防いずれも罰則が与えられることになった。また、組手についても

積極的に持ちにいかない場合は反則となる。これに伴って柔道のスタイルに急速な変化が

もたらされる。今後、コーチや選手は、審判からの情報収集に基づき正規ルールへの対応を

せまられている。 

 

第３項 ロシア、エツィオ・ガンバ氏の実績 

 このような世界柔道の状況下の中、ロシアは北京五輪柔道競技ではメダルなしという結

果であったにもかかわらず、ロンドン五輪では金 3 銀 1 銅 1 という復活を遂げ、リオ五輪

では金 2 という成績を残した。北京五輪からロンドン五輪にかけ、なぜロシアが急成長し

たのかが大きな疑問である。そこには、北京五輪後にロシア代表監督に就任したエツィオ・
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ガンバ氏の存在が大きな変革をもたらしたと考えられる。ガンバ氏は選手としてモスクワ・

ロサンゼルス五輪で金、銀メダルを獲得した選手である。また、指導者として、2007 年に

アフリカ大陸（アルジェリア・エジプト）のコーチとなり 2008 年北京五輪では銀 1 銅 2 の

成績を残している。ガンバ氏の強化策・マネジメント策を明らかにすることで日本の柔道の

発展に有用な情報を提供すると考えられる。 

 その後、2016 年その貢献が称えられ、プーチン大統領よりロシア国籍が与えられる 

 

 

第２節 先行研究のまとめ 

 ナショナルチームにおける国際競技力向上に向けた強化策に関する研究では、選手強化

や指導者育成、若年層選手の育成に関する報告がなされている。柔道以外のスポーツにおけ

る報告を概観すると、東野・平田（2011）による、アルゼンチン男子バスケットボールにお

ける選手育成に関する調査研究や三浦・平田（2012）による指導者、監督の評価基準に関す

る研究がみられる。その結果、東野・平田（2011）の研究では、選手育成における成功要因

が示されており、三浦・平田（2012）の研究では、ドイツプロサッカー・ブンデスリーガ監

督における、監督としてステップアップしていくプロセスとその可能性が明らかにされて

いる。若年層選手に関する研究としては、松原ら（2006）のフランスサッカー界における若

年層選手の育成システムに着眼した研究がある。その結果、松原ら（2006）は、日本サッカ

ー選手育成システム改革を資する資料を示している。 

 柔道における強化策に関する研究では、西林ら（1981）による全日本強化選手の形態や基

礎的体力について、階級別の絶対値、形態指数、単位計当たりの筋肉量等をまとめたものが

みられる。さらには、濱田ら（2006）2による、フランスにおける柔道強化策に関する実態

調査があり、日本発祥の柔道がフランスでどのように振興されているか、さらには具体的な

強化方法が調査されている。 

 また、柔道のルールや制度といった分野からも研究がなされており、野瀬ら（2009）によ

る「柔道の国際化と日本柔道の今後の課題―近代オリンピックと柔道競技を中心に―」や野

瀬（2000）による「柔道の国際化と日本柔道の今後の課題（第二報）―大会参加資格・競技

運営システム・日本代表選手の選考を中心に―」などがみられる。これらの研究では、柔道

の国際化と日本柔道における今後の課題がまとめられており、国際大会における IJF の大会

運営方法、オリンピック参加資格、国際審判規定、日本代表選手選考が直面する課題を取り

上げ強化と運営の現状を示している。 

以上のことから、サッカーやバスケットボールといった他スポーツでは、若年層選手を

含めた選手の強化育成方法が示されており、指導者に関する育成のプロセスなども研究が

なされている。一方で、柔道においては、選手強化に関するバイオメカニクス的研究や日本

柔道の歴史と国際化という流れに関する研究はなされている。しかしながら、実際に近年国

際舞台で好成績を収めている強化国の実態を国別に調査し強化の体制を比較検討した研究
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は見受けられない。ナショナルチームにおける強化策は、その国の文化や社会状況に大きく

左右されることからその国々に特徴が見られると考えられる。またその特徴を明らかにす

ることにより柔道の強化における共通項も見つけられる可能性が高い。これらの作業から

見出された強化策の視点は、柔道強化に関するグランドデザインを立案するうえで最も重

要な視点となるであろう。そこで、本研究で実施する、柔道強化国のグランドデザイン（強

化策）について比較研究をすることは大いに意義があると考える。 

 

第３節 研究目的 

本研究は、各国の柔道強化に関するマネジメント（グランドデザイン）と具体的な強化策

を明らかにすることを目的とする。特に、世界の強化国の潮流とロシアの取り組みに着目す

ることとした。 
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第２章 研究方法 

 本研究では上述の目的を達成するために、各国の柔道連盟事務局に強化についてのアン

ケート調査を実施した。また、競合国の中でも特に近年好成績を残しているロシアについて

は、GM エツィオ・ガンバ氏に対してインタビュー調査を実施した。 

 

第１節 調査対象国 

 本研究では、ロシア、フランス、韓国、ブラジル、ジョージア、カナダ、イギリス、オラ

ンダ、ウズベキスタン、アゼルバイジャンを調査対象国とした。 

 

第２節 調査方法 

第１項 アンケート調査 

 英語で作成したアンケート調査用紙を世界各国の柔道連盟事務局宛に 2017 年 7 月、送付

し、9 月末を期限とした。回収はメールにて回答を求め、調査対象国から回答してもらった。 

 

第２項 インタビュー調査 

 本研究によるインタビュー調査では、ロシア柔道連盟 GM（ロシア柔道チーム前監督）で

あるエツィオ・ガンバ氏を対象とし、アンケート調査で得られた回答をもとにその詳細につ

いて説明を求めた。また、インタビュー調査は通訳を介して実施した。事前準備した質問項

目について半構造化インタビューを用いて、出来るだけ質問者の意図を伝えずに回答して

もらった。回答内容は IC レコーダーに録音し、逐語資料作成後、各質問項目への回答とそ

れ以外の重要点に着目し抽出した。 

 

第３節 調査内容 

第１項 アンケート調査 

 1．強化費（予算）、2．強化体制、３．指導者（ナショナルコーチ）、４．年間の強化スケ

ジュール・計画、５．強化活動、の評価の５つの大きな項目を設定し、各設問についてさら

に詳細の小項目を設定した。そして、それらの解答から、各国における強化に関わる特徴を

分析検討した。 

 

第２項 インタビュー調査 

 インタビュー調査では、ロシア柔道チーム監督のエツィオ・ガンバ氏を対象として、アン

ケート調査で得られた解答をもとにその詳細について説明を求めた。質問項目は以下に示

したとおりである。そして、それらの回答から、ロシアにおける強化方針の特徴を分析検討

した。 

 



5 

 

1． 強化費（予算） 

Q 強化費の総予算を教えていただけたら教えてください。 

Q スポンサーからの資金を多く使っていますが何か利点はありますか？ 

2． 強化体制 

3．指導者（ナショナルコーチ） 

Q ガンバ氏が 2008 年の北京五輪後に監督に就任して４年後のロンドン五輪で爆発的な

活躍を見せました。この４年間で取り組んできたこと、監督の考え、実際に実行したこと

を聞かせていただけますか。 

Q ロシアの代表選手は、意外！と思う選手が選出されたりそういった選手が金メダルを

取ったり活躍をしています。選手選考は誰がどのように選考するのですか？ 

Q ガンバ監督の体制を詳しく教えていただけますか。コーチの数。サポートスタッフな

ど。 

Q ロシアの強化選手はジュニアよりシニアの方が多いですか？チャンスはシニアの方が

多いですか？ 

４．年間の強化スケジュール・計画 

Q アンケートで回答をいただいた、合宿の日数ですが、諸外国よりもとても多い日数で

す。疲労や怪我につながる可能性もあると思いますが、ガンバ氏は何に重点を置いて合

宿の内容を考えますか？国内合宿・国外合宿、それぞれ教えていただけますか。 

５．強化活動の評価 

Q アンケートの回答をいただきました。評価内容という項目で強化計画がうまくいった

か。という回答をいただきましたが、何をもって計画の評価をされますか？メダルがな

くても計画通りにいけばいい評価をされるのですか？ 

Q ロシア監督であるガンバ氏の目標は何ですか？ 

６．その他 

Q 初の外国人監督としてどう感じていますか？ 

Q なぜガンバ氏に依頼が来たと考えますか？ 

Q 外国人監督が少しずつ増えています。外国人監督の利点は？ 

Q 現在の世界の柔道をどう見ていますか？今後脅威となると思われる国はどこですか？ 

Q 現在の日本柔道の組織はどのように感じますか？監督・コーチなど。 
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第３章 研究結果 

第１節 諸外国における強化の現状 

第１項 ロシア 

強化費（予算） 

 ロシアにおける強化費（予算）については、総予算の 70％を企業によるスポンサー収入

からまかなっており、残りの 30％を政府によるスポーツ関連省庁からの補助金でまかなっ

ている。 

 

強化体制 

 強化体制については、強化選手のカテゴリーをカデからジュニア、シニアと設定しており

カデ 20 名、ジュニア 30 名、シニア 70 名が強化指定している。また、競技団体の組織編成

としては、会長、強化本部長、強化部長を設置し、その下にヘッドコーチ、ジュニアコーチ、

サポートスタッフを配置している。そして、年間 3 回取締役会議が開催され、強化について

評価がなされている。 

 

指導者 

 指導者資格は、ロシア国内における労働に関する法律に定められた基準が適応されてい

る。そのため、連盟が管理しているものではない。また、外国人指導者の招聘については、

ナショナルチームレベルでのコーチに限り招聘しており（現在、強化部長 1 名、コーチ 2

名、トレーニングコーチ 2 名が雇用されている）、国内における他の組織・チームでの雇用

はされていない。コーチに関する報酬は、競技団体とスポーツ関連省庁により支払われてい

る。競技団体としては、競技力の向上のために外国人コーチが必要であると考えられており、

特に外国人選手との乱取り稽古を実施する機会を確保すために海外とのネットワークがあ

る人材が起用されている。 

 

年間スケジュール 

 強化の目標としてはオリンピックでの好成績を掲げており、強化選手は、年間約 200 日

間ナショナルトレーニングセンターで過ごしている。そして、残りの約 100 日を海外での

強化合宿や試合にあてている。国外の選手と合同で行う強化合宿も年に 2 回程度実施され

ている。 

 

強化活動の評価 

 強化活動の評価については、指導者に対する評価が実施されており、コーチの選手への態

度などにより評価がなされている。 
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第２項 フランス 

強化費（予算） 

 表 1 にフランスにおける 2016 年リオ五輪に向けた各年度の強化費（総予算額）について

示した。総予算のほとんどをスポーツ関連省庁からの補助金でまかなっており、一部を競技

団体の収入からまかなっている。また、強化選手は、無料で治療を受けることができ、無償

請求で企業の支給を受けることができる（柔道着やジャージ等）。予算は、強化部長が立て、

半年に 1 回競技団体へ申請し承認されれば半年分の予算が下りる。 

 

表 1 フランス強化費 

 

 

 

 

強化体制 

 フランスでは 5 つのカテゴリーに強化選手を分けている。中学校、高等学校では基本を

学び、地域カテゴリーで実力が認められた場合、強化に選出される。指導体制は、強化部長

と監督が各 1 名、男子・女子コーチが各 2 名起用されている。 

 

指導者 

 表 2 にフランスにおける指導者資格のカテゴリーを示した。指導者資格は 5 つのカテゴ

リーに分けられており、それぞれのカテゴリーで指導できる対象が制限されている。また、

それぞれのカテゴリーにおいて取得までの要件が設定されている。 

 ナショナルチームのコーチは、専任で採用されており教員等他の職種と兼務することが

禁止されている。コーチがスポーツ博士である場合、報酬が政府より給付される。また、現

在、外国人指導者は招聘していない。 

 

表 2 フランス指導者カテゴリー 

 

カテゴリー 内容 要件

① 指導者アシスタント 260時間の講習

② 町道場での指導 1年間のプログラムを受講

③ 県の強化選手レベルの指導 2年間のプログラムを受講

④ ナショナルコーチ 1年半のプログラムを受講することと論文

⑤ スポーツ博士

表2　指導者カテゴリー
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医科学情報支援 

 セラピスト、トレーナー、映像分析、医師、スポーツ心理学の専門家、栄養士が

フランススポーツ科学センターより派遣されている。費用については、競技団体の強

化予算より支払っている。 

 

年間スケジュール 

 国内における強化合宿は、年間 5 回実施されている。国外合宿としては 4 回実施してお

り、基本的には全て他国との合同合宿として実施している。 

 

強化活動の評価 

 強化活動の評価は年間 2 回実施され、強化選手全てがその対象となっている。また、指導

者については年に 1 回強化部長との面談により評価がなされている。 

 

第３項 韓国 

強化費（予算） 

 韓国における強化費（予算）は、スポーツ関連省庁からの補助金と競技団体の資金によっ

てまかなわれている。政府は、税金の一部を予算化しており、競技団体は全国有段者登録費

用から捻出している。強化費については、スポーツ関連省庁からオリンピック委員会へ支給

され、その後競技団体へ支給される。 

 

強化体制 

 競技団体の会長、強化担当者が各 1 名、コーチ 6 名、トレーナー、セラピストで運営され

ている。また、韓国ではナショナルチームとして男子 16 名、女子 18 名を強化指定してい

る。 

 

指導者 

 韓国では指導者資格としてカテゴリーが 2 つ設定されており、それぞれのカテゴリーで

講習を受講する必要がある。指導者の能力を向上するためには、海外での研修が必要である

と考えるが現在システム化されたものはない。現在、コーチをしているスタッフは専任で雇

用されており、報酬はスポーツ関連省庁から支給されている。 

 

医科学情報支援について 

 ほとんど全ての医科学支援を受けており、全てのスタッフが韓国スポーツ科学センター

より派遣されている。 
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年間スケジュール 

 長期的な目標としてはオリンピックでのメダル獲得に目標をおいており、各年度でオリ

ンピックの出場権など、そのつど短期目標を設定している。ナショナルチームの選手はナシ

ョナルトレーニングセンターに住み常に合宿をしている。国外合宿は年 4 回から 6 回実施

している。 

 

第４項 ブラジル 

強化費（予算） 

 表３には各オリンピックまでの 4 年間の強化費総予算を示した。各年度とも内訳として

は、50％が遠征にかかる旅費（交通費を含む）であり、総務として 25％、世界選手権やオ

リンピックメダリストへの給与が 15％を占めており、その他雑費等の諸費用に 10％を割い

ている。資金は、スポンサーとスポーツ関連省庁からの補助金でまかなわれている。強化に

関わる予算については、強化部長が責任者となり立案している。 

 

表 3 ブラジル各年度総予算 

 

 

強化体制 

 強化指定はカデとジュニア、シニアが設定されており、カデとジュニアでは各階級 2 名、

シニアでは各階級 3 名が強化指定を受けている。強化を統括する組織としては、競技団体

会長、強化部長が各 1 名、その他医科学支援に関わるスタッフが配置されている。 

 

指導者 

 ブラジルでは指導者資格が明確にはなく、現在指導者資格制度を再構築している。現段階

では、体育系専門大学を卒業していることや初段を有していることが最低条件となってお

り、強化選手のコーチには三段以上が必須条件となっている。 

 現在のナショナルコーチは、高校や中学の教員を兼務しているため、各個人のポストによ

り給与も異なる。また、現在、ナショナルチームでは技術面の指導で不足している部分を補

うために 1 名の外国人指導者を招聘している。 

 

医科学情報支援 

 医科学情報支援の活用については、医学、トレーニング、栄養、映像分析などがあり、雇

用形態は各個人により異なっている。 

 

年度 2008-2012 2012-2016 2016-2020
予算 3,500,000 8,500,000 6,000,000

(単位：米ドル)

表3　各年度総予算
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年間スケジュール 

 国内で行われる合宿は、ジュニアとシニアを合わせて 12 回、国外合宿は 9 回実施してい

る。そのうち 5 回は他国との合同合宿として実施している。 

 

強化の評価 

 強化活動は年間 3 回、前期、中期、後期と実施される。選手個人の評価と結果が伴わない

階級の総合的な評価が行われ、競技団体の会長からの評価が実施される。 

 

 

第５項 ジョージア 

強化費（予算） 

 ジョージアでは、強化費（予算）を旅費（交通費を含む）と合宿にかかる費用で使用して

いる。資金は、政府におけるスポーツ関連省庁よりの補助金でまかなわれている。 

 

強化体制 

 強化指定はシニアのみ指定しており、毎年行われる全国大会の結果により各階級 4 名選

出している。強化を統括する組織は、競技団体の会長、監督各 1 名とトレーナー、メディカ

ルスタッフ等の支援スタッフで構成されている。 

 

指導者 

 指導者資格に関する制度は国内では整備されておらず、2 年前より国際柔道連盟における

アカデミーを活用している。現在はアカデミーでの講習を受講することを条件として、その

後競技団体で指導者のランクを決めている。現在の監督とコーチは専任で指導にあたって

いる。 

 

医科学情報支援 

 医科学情報支援の活用については、トレーニング、栄養、映像分析、スポーツ心理学、医

学などがある。いずれのスタッフもかかる費用についてはスポーツ関連省庁による負担と

なる。 

 

年間スケジュール 

 国内での合宿は年間で 6 回程度実施されており、国外の合宿は年間 4 回実施されている。

また国内で行われる国際大会後に他国と合同で国内合宿を実施している。 
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第６項 カナダ 

強化費（予算） 

 表 4 には各オリンピックまでの 4 年間の強化費総予算を示した。各年度とも内訳として

は、旅費（交通費を含む）で 60％、総務で 30％、その他で 10％となっている。資金は、企

業からのスポンサーが 5％、政府におけるスポーツ関連省庁からの補助金が 60％、競技団

体の収入が 10％、強化選手の個人負担が 25％の割合でまかなわれている。 

 

表 4 カナダの各年度総予算 

 

 

強化体制 

 強化指定は、カデ、ジュニア、シニアと行っており、カデとジュニアにおいて各階級 1 名

から 2 名、シニアで各階級 0 名から 2 名を選出している。 

 強化を統括する組織は、競技団体の最高責任者と強化部長、監督各 1 名、コーチ（シニア

女子、カデ、ジュニア）、サポートスタッフで構成している。定期的な打ち合わせではなく、

日常的にスタッフが情報交換を行っているのが特徴的であろう。また、強化については国策

として実施されている Own the Podium に競技団体として参画しており、各種医科学情報

支援等を取り入れている。 

 

指導者 

 カナダでは、5 つのレベルで指導者資格が設定されている。各レベルに応じたセミナーを

受講し試験に合格することで資格が取得できるようになっている。各レベルで指導対象が

異なる（表 5）。競技団体としては、国内の資格取得だけでなく国外での研修を受けること

の必要性も示された。現在のナショナルチームのコーチは地域や県、町道場で指導している

指導者が兼務しており、給与は 60,000 から 80,000（米ドル）程度の範囲でポストによって

異なる。 

 

年度 2008-2012 2012-2016
予算 4,000,000 6,000,000

(単位：米ドル)

表4　各年度総予算
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表 4 カナダ指導者カテゴリー 

 

 

医科学情報支援 

 医科学情報支援の活用については、医学、トレーニング、栄養、映像分析、スポーツ心理

学がある。医科学情報支援には、年間 150,000（米ドル）費用がかかっているが政府におけ

るスポーツ関連省庁（Own the Podium）における支援で実施されている。 

 

年間スケジュール 

 オリンピック、世界選手権、世界カデ、世界ジュニアなどの大会で 1 名のメダリストを輩

出することを目的として強化がなされている。国内合宿は年間 5 回実施されており、国外

での合宿は年間 10 回実施されている。そのうち 2 回は他国との合同で実施されている。 

 

強化活動の評価 

 強化実績の評価は、政府におけるスポーツ関連省庁から年に 1 回評価を受け、各コーチ

の評価については年に 1 回強化部長から実施される。 

 

第７項 イギリス 

強化費（予算） 

 2020 東京オリンピックまでの 4 年間の強化費総予算は 11,396,855（米ドル）となってい

る。内訳としては、16 項目に選定されており、選手やコーチへの報酬・給与、ナショナル

トレーニングセンターの費用、遠征、支援に関する費用が含まれている。資金は、スポーツ

くじによるものがほとんどであり、一部、政府におけるスポーツ関連省庁からの補助金が含

まれている。また、その他選手は、毎年、企業から柔道着が寄付される。 

 

強化体制 

 強化は、ヘッドコーチ 1 名、シニアコーチとジュニアコーチが各 2 名、教育コーチ 1 名

で構成されている。その他、サポートスタッフも含め全てのスタッフはナショナルトレーニ

ングセンターに常勤している。 

 

レベル 内容

① 町道場の選手を対象

② 県大会出場レベルの選手を対象

③ 全国大会出場レベルの選手を対象

④

⑤

表5　指導者カテゴリー

国際大会出場レベルの選手を対象
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指導者 

イギリスでは、3 つのレベルの指導者資格が設定されており、ナショナルコーチのレベル

はレベル 3 に設定されている。レベル 3 のコーチは年 1 回レベル 3 の講習を受講し年 2 回、

資格を更新するための講習を受講しなくてはならない。現在のナショナルコーチの給与は、

35,000 から 50,000（米ドル）であり、ポストによって異なっている。また、新たな経験の

ために海外から外国人コーチを短期間招聘することが実施されている。 

 

医科学情報支援 

 医科学情報支援の活用については、リハビリ専門医、医学、トレーニング（2 名）、栄養、

映像分析、スポーツ心理学がある。医科学情報支援には、年間 200,000（米ドル）費用がか

かっているが English Institute of Sports における支援で実施されている。 

 

年間スケジュール 

 オリンピック毎の計画で目標を設定し、年間スケジュールを設定している。2020 東京オ

リンピックでの目標は 1 個から 2 個のメダル獲得としており、現在それに向けた強化を実

施している。2019 年までの目標としては、世界選手権大会におけるベスト 8 を 1 名、メダ

リストを 1 名となっている。国内では強化合宿を実施しておらず、国外で行われている他

国の強化合宿に参加するものが 10 回程度ある。 

 

強化活動の評価 

 強化実績の評価は、政府におけるスポーツ関連省庁から年に 1 回評価を受け、目標の見

直し等が実施される。その際、結果に対して計画が正しく遂行されていたかどうかが判断基

準となっている。各コーチの評価についても同様に結果に対して年間計画が正しく遂行さ

れたかどうかについて評価がなされている。 

 

第８項 オランダ 

強化（予算） 

 表 6 には各オリンピックまでの 4 年間の強化費総予算を示した。各年度とも内訳として

は、総務で 60％、トレーニングやイベントで 35％、その他で 5％となっている。資金は、

スポーツくじと競技団体の収入、強化選手の個人負担でまかなわれている。 

 

表 5 オランダ各年度総予算 

 

 

年度 2008-2012 2012-2016 2016-2020
予算 1,900,000 2,000,000 2,400,000

(単位：米ドル)

表6　各年度総予算
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強化体制 

 強化指定は、カデ、ジュニア、シニアと行っており、強化を統括する組織は、技術部長と

強化部長各 1 名、シニアチームコーチ 6 名、ジュニアコーチ 6 名、各地域のトレーにグセ

ンターに 4 名のコーチで構成している。月に一回技術部長と強化スタッフが打ち合わせを

行い、週に一回、ヘッドコーチはスタッフと打ち合わせを実施する。そして、年に二回医学・

トレーニング・教育スタッフと強化スタッフが打ち合わせを実施する。 

 

指導者 

 オランダでは、指導者資格を一つのコースで設定している。コーチの給与は、柔道連盟が

1/3 を負担し、政府におけるスポーツ関連省庁が 2/3 を負担している。また、現在のコーチ

ングスタッフのうち 2 名は国外から招聘しており経験と指導の質という点で選出している。 

 

医科学情報支援 

 医科学情報支援の活用については、理学療法、トレーニング、栄養、映像分析がある。医

科学情報支援については、オランダオリンピックセンターでの実施の場合は無料であり海

外遠征に帯同した場合のみ費用がかかる。 

 

年間スケジュール 

 オリンピックごとの計画で目標を設定し、年間スケジュールを設定している。2020 東京

五輪での目標は 2 個のメダル獲得としており、2024 年には金メダルを獲得すること、世界

選手権大会では 2 個の金メダルを獲得すること、ヨーロッパ選手権大会では 3 個の金メダ

ルを獲得することを目標としている。中期計画としては、それらの目標を達成することを目

的とした競技団体内の改善としている。 

 国内では強化合宿は年 1 回実施している。国外での強化合宿についても 1 回実施してい

る。 

 

強化活動の評価 

 強化実績の評価は、実施されている。活動内容の評価としては、コーチと選手を含めて方

針の評価が行われる。各コーチの評価については技術部長より各個人を対象に行われる。 

 

第９項 ウズベキスタン 

強化費（予算） 

 表 7 には各オリンピックまでの 4 年間の強化費総予算を示した。現在のシーズンの内訳

としては、おおよそ渡航費を含む旅費で 90％程度、残りの 10％程度で医療費やスタッフ

の給料等にあてていた。資金は、政府と政府関連企業からの助成により賄われている。柔

道連盟が収益をあげるような事業を展開し資金を強化に当てていることは無い。 
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表 6 ウズベキスタンにおける各年度総予算 

 

強化体制 

 強化指定における詳細な分け方については言及がなされていないが、各カテゴリーで一

つの階級につき 4 名ずつ選出している。 

 強化を統括する組織は、連盟の会長、副会長、部長。そして、男子監督・女子監督と担

当コーチ、サポートスタッフ、スポーツドクター、トレーナー、教員で構成している。予

算の見直しを毎年行うことと、3 ヶ月に一回、政府への報告が義務付けられている。ま

た、同様にコーチ、スタッフは毎日政府と連絡を取ることが義務付けられている。 

 

指導者 

 ウズベキスタンでは、指導者資格として、ナショナルコーチ、柔道コーチ、柔道の教

員、トレーナーが設定されている。それぞれ選手の結果、セミナー参加後の試験が評価基

準として設けられている。 

 このような背景から、現在のナショナルコーチの 70％は大学や高校の教員を務めてい

る。 

 

医科学情報支援 

 医科学情報支援の活用については、スポーツ医学のみ予算を計上し活用している。他の

科学的支援については活用していない。 

 

年間スケジュール 

 オリンピックごとの計画で目標を設定し、年間スケジュールを設定している。長期計画

としては 2020 東京オリンピックに目標設定をしており、中期ではアジア大会、ユースオ

リンピックに、短期ではアジア選手権大会などにも目標を設定している。 

 

 

第１０項 アゼルバイジャン 

強化費（予算） 

 アゼルバイジャンにおける強化費は、スポーツ関連省庁による助成金とスポンサーから

の資金でまかなわれている。また、IJF によるデヴェロップメントプロジェクトからも助

成を受けており、強化にあてている。 
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強化体制 

 強化指定は、カデ、U21（ジュニア）、U23、シニアと４カテゴリーで行っており、男女

各階級のコーチ、サポートスタッフ（ヘッドコーチのアシスタント、ドクター、セラピス

ト、マネージャー、各年齢グループのマネージャー）により強化体制が構成されている。

また、各カテゴリーのヘッドコーチとヨーロッパ選手権大会、世界選手権大会のメダリス

トは NOC と青年スポーツ省からの支援の対象になる。 

 

指導者 

 現状では資格は存在しない。各地域のコーチに地域からライセンスが付与されるのみで

ある。2018 年から資格制度を導入する予定となっている。 

 

医科学情報支援 

 医科学情報支援の活用については、トレーニング、フィジオセラピー、栄養、ビデオ研

究などがある。 

 

年間スケジュール 

 年ごとで目標が設定され、基本的には前年度の実績を上回ることが到達目標とされてい

る。長期計画としては、4 年間のオリンピック周期で設定されており、前回よりもメダル

増と出場枠の拡大が目標とされる。 

 国内では強化合宿は年 5、6 回実施している。国外での強化合宿についても 4、5 回実施

しており、国外の強豪選手との合同合宿は年に 2 回程度実施されている。 

 

強化活動の評価 

 強化実績の評価はとしては、前年度の実績と比較して行われる。コーチに関しては、国際

コースのセミナーに参加したかどうかなども評価の基準となる。 

 

 

第２節 各国のまとめ 

第一項 

（1）強化費 

各国の予算収入は国費またはスポンサー費が大半であった。フランス、ジョージアは全額

を国費で賄われ、カナダは 60％が国費であった。一方で、ロシア、ブラジル、ウズベキス

タン、アゼルバイジャンはスポンサー費からの資金が大半であり、特にロシアはそのウエイ

トが高かった。オランダ、イギリス、韓国はスポーツくじを含む国費もしくは政府関連省庁

からの資金が当てられていることが分かった。 
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（２）強化選手選考 

各国の強化選手選考に関する特徴が 3 点あった。 

① 強化選手総数は、ロシア、イギリス、カナダ、ジョージアが韓国、ブラジルに比して多

く、その中でロシアは非常に多い。 

② 大半の国でカデ、ジュニア、シニアと強化選手を指定していた。年代別人数を見ると、

カナダ等が各年代で同人数の強化選手であったが、ロシアは他の対象国と異なりカデ

20 人、ジュニア 30 人、シニア 70 人と、カデからジュニア、シニアに上がるとともに

強化選手数が増えていた。 

③ 強化選手の開始年代は、ロシア、フランス、オランダ、ジョージアは 16 歳からのカデ

カテゴリーから強化指定をしており、また、強化選手総数の中での年代別内訳を回答し

た国の中でロシア、カナダはカデカテゴリーが特に多い。 

（3）外国人指導者 

ロシアが最多の五人であった。オランダが２人、ブラジルが 1 人という結果であった。他

の国は、検討はしているが実際に招聘している国はなかった。 

（4）合宿日数並びに回数 

ロシアは国内 200 日、国外 100 日、年間合計 300 日の合宿を行っていた。ロシア以外の

国は回数での回答となり最多合宿回数はブラジルであり国内 12 回、国外 9 回の年間合計 21

回の合宿回数であった。すべての国に共通して言えることは国外での合宿を実施している

ということであった。 

（5）ロシアの国家的強化策 

ロシアがメダルなしであった 2008年北京五輪において、アフリカ諸国の指導者として

アルジェリアに 2つ、エジプトに１つメダルをもたらしたガンバ氏を 2008年に監督とし

て招聘した。ガンバ氏により大きな変革がもたらされた。ガンバ氏のモットーは「組織、

チームを作ること、経験豊かなコーチを起用し、選手一人一人に課題を与え、オリンピッ

クでの勝利のみを考えさせること、対外国人選手のみを意識させること」という他国では

考えられない強化方針である。 

 特徴的取り組みは、年間 300日程度の強化合宿（シニア）、しかも国外合宿を 100日程度

することで、「全体が一緒にいることによって選手同士で誰が強いか、が見えてくる。一緒

に行動しないと自分がこの選手より強いか弱いかがわからないので一緒にいることで自分

を相手と比較できる。70 人の男子選手がいてそれぞれが自分のプロジェクトを抱えている

中で、一番難しいのは、各選手にプランを考えること」と述べている。 

 

 

 アンケート調査では、対象国すべてから回答が得られ、回答状況は表８アンケート調査回

答一覧の通り、回答があった項目は国別で違いがあった。各国の予算収入は国・スポンサー

が大半であった。そのうちスポーツくじを含む国費もしくは政府関連省庁からの資金が当
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てられていることがわかった。選手強化を開始する年代は、大半の国がカデカテゴリーから

強化指定をする場合が多く、ジュニア、シニアと強化選手を指定して強化していく取り組み

がなされていた。強化方針では各国共に世界選手権大会、グランドスラム大会等は過程にす

ぎずオリンピックに照準を合わせていた。ロシアは他の対象国と異なり、カデからシニアに

上がると共に強化選手が増え、国内での競争よりも対国外選手だけを意識させた強化方針

を取っていた。コーチ育成に関してはカデコーチ、ジュニアコーチを経てシニアコーチへの

起用となっていることがわかった。 

 

 

表 7 強化国における「収入、強化選手選考、外国人指導者、合宿日数並び回数」の一覧 

 

＊韓国ナショナルチームはナショナルトレーニングセンターにて生活をしている 

※斜線：回答なし,〇：回答あり実数なし,－：詳細なし 

 

 

第３節 ロシア柔道連盟監督エツィオ・ガンバ氏へのインタビュー 

第１項 強化費 

Q 強化費の総予算を教えていただけたら教えてください。 

A 予算は気にしていない。勝つことに必要な事にお金を使っている。ロシアに行ったときに

ロシア側からあなたは何をやりたいか？と言われ、2 つの提案をした。１つは 20 人のトッ

プ選手と世界を飛び回って練習をする。2 つ目は新しいコーチ、スタッフを入れてカデ・ジ

ュニアなど全体的な強化を重視してやっていくこと。当時は男子 50 人。そこから徐々に増

えて今は 70 人。予算については前年の４月にプランを作りそれが承認される。 

 

Q スポンサーからの資金を多く使っていますが何か利点はありますか？ 

A ロシアの柔道連盟会長は柔道は全くの素人だが人との繋がりがあり財力がある。そうい

う人を上に置いておくということで政府からももらいやすくなる。これは柔道以外でもフ

ェンシング、水泳なども同じ。会長はビジネスマンである。 
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第２項 強化体制と指導者 

Q ガンバ氏が 2008 年の北京五輪後に監督に就任して４年後の五輪で爆発的な活躍を見せ

ました。この４年間で取り組んできたこと、監督の考え、実際に実行したことを聞かせてい

ただけますか。 

A①チームを作ること 

前体制では各選手が一人で行動をしていた。チームとして一致団結をしていなかったの

でまずは選手を集結してグループを作った。次に若いコーチを入れた。4 年前・８年前にオ

リンピックに出たマカロフ・モロゾフ・タオフといったコーチを集めて、高い信頼性を築い

ていった。 

②チームがまとまった後は各選手を分析して強さ弱さを把握したうえでそのバランスを向

上させていくこと。これは技術でもコンディションでも考えてきた。以前イタリアのコーチ

をしていた時にロシアの選手をよく分析していてロシアの選手はすぐにバテる、疲れる、力

づくで柔道をしてしまうので効率のいい戦い方を選手に与えた。力づくだけでなく、相手の

強さを把握してそれをどうするか。いうものも考えている。（戦術）を与える。 

 

Q ロシアの代表選手は、意外！と思う選手が選出されたりそういった選手が金メダルを取

ったり活躍をしています。選手選考は誰がどのように選考するのですか？ 

A まず、各試合に行って世界ランキングポイントを集めるよりも４年の計画を立ててオリ

ンピックに勝つことだけを考えるので世界選手権大会、GS・GP は単なる通過点である。選

手選考は一人で決めることは全くなく、コーチを巻き込んでコンセンサスをとって選考し

ている。一人で決めることはまずない。チームがあるから。 

 

Q ガンバ監督の体制を詳しく教えていただけますか。コーチの数。サポートスタッフなど。 

A シニアコーチ  男子 7 人       女子 6 人 

  －２３コーチ  ２人         ２人 

  ジュニアコーチ １人         １人 

  カデコーチ   １人         １人 

どんどん新しいコーチを入れていくが、まずはジュニア・カデに送りコーチをさせる。そう

いう風にしてコーチを増やしていく。 

 

Q ロシアの強化選手はジュニアよりシニアの方が多いですか？チャンスはシニアの方が多

いですか？ 

A ジュニアは男子が 30 人、女子が 30 人。ジュニアのグループ自体は 50 人位いるが、合宿

の時は 30 人を選考して参加させている。 

カデは 130 日～140 日を共にしている。ジュニアは 160 日～180 日。U23 は 230 日～240

日。シニアは 300 日。 
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第３項 年間スケジュール 

Q 合宿の日数ですが、諸外国よりもとても多い日数です。疲労や怪我につながる可能性も

あると思いますが、ガンバ氏は何に重点を置いて合宿の内容を考えますか？国内合宿・国外

合宿、それぞれ教えていただけますか。 

A300 日あるので国内・国際合宿でも一緒に行動をするということ。全体が一緒にいるとい

うことで選手同士でだれが強いかということが見えてくる。一緒に行動しないと自分がこ

の選手より強いか弱いかがわからないので一緒にいることで自分を相手と比較できる。70

人の男子選手がいてそれぞれが自分のプロジェクトを抱えているなかで、一番難しいのは、

各選手にプランを考えること。プランは選手一人一人すべて違う。それを作成するのが大変

だ。 

 

第４項 強化活動の評価 

Q 評価内容という項目で強化計画がうまくいったか。という回答をいただきましたが、何

をもって計画の評価をされますか？メダルがなくても計画通りにいけばいい評価をされる

のですか？ 

A 上位に入ることは大切だが、シード権（世界ランキング 8 位まで）を取るということが一

番大切であり、特にオリンピックが迫ってくるときはそれを一番注視しています。日本やロ

シアは大きなチームを抱えているので各選手にミッション（プロジェクト）を与えて、あな

たは世界選手権大会、あなたはヨーロッパ選手権大会、そこに入っていない選手はトップに

入るようにプロジェクトを与えている。そして試合では絶対に直接対決はしない。一番注視

しているのは国内にライバルがいても、みんな海外をみて外国人選手を倒すことだけを考

えている。ナショナルチームは 1 年のうち、300 日を共にしているから。 

Q ロシア監督であるガンバ氏の目標は何ですか？ 

A オリンピックで日本と戦う事。東京オリンピックが終わったら一か月バカンスをしてゆ

っくり考えて何をやるか決める。何をやるかはまだ決めていない。今は東京オリンピックの

ことしか考えていない。 

 

第５項 その他 

Q 初の外国人監督としてどう感じていますか？ 

A 成長は明らかだと思う。チームの大きさ、予算、メダルの数。以前は昔の練習方法で今は

進化だけを求めている。それが一番の成長の証だと思う。 

 

Q なぜガンバ氏に依頼が来たと考えますか？ 

A2007 年からアフリカ諸国のコーチになって北京五輪で３つのメダルを取った。（銀１銅２）

きっかけはビゼール会長にアフリカのオリンピックセンターでコーチをやれと言われたこ
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とがきっかけだった。そこで大きな成長が出てその当時の会議にロシアの副会長がいて、ロ

シアが 0、アフリカが３つのメダル、これはどういうことだと。その時にスカウトされた。 

 

Q 外国人監督が少しずつ増えています。外国人監督の利点は？ 

A 常に変化を求めていなくてはいけない。新しい発見や自分が成長するきっかけになって

いる。新しい視点から物事を見ることができる。それが一番のパッションである。自分の中

でも常に変化を求めていて、ロシアでは 2008～2012 まではヘッドコーチ、その後は GM、

下に男女コーチがいる。 

以前は男女一緒にやっていたが今は完全に分けたというのも大きな変化。 

 

Q 現在の世界の柔道をどう見ていますか？今後脅威となると思われる国はどこですか？ 

A これから一番望んでいるのは財力や伝統などがある国より小さな国から柔道家が育つこ

と。柔道は皆のものであり今は大会がたくさんあるから色々な人にチャンスがある。いろい

ろな成長ができるようになっている。スロベニアや旧ユーゴスラビアなどの国は面白い。 

 

Q 現在の日本柔道の組織はどのように感じますか？監督・コーチなど。 

A 今の日本は歴代で最大だと思う。一番の強みはたくさんのチャンピオンがいることで、そ

の経験をした人がチームにたくさんいるとポジティブな事しか起きない。ですが、日本に関

わらず年齢が高い人は少しずつ外にいかないといけない。私自身もそうだが今はそれほど

畳には上がらないで下の人を育てるという意味で見ている。年上の人は外にいかないとい

けない。世代交代。新しいコーチを使い失敗させること。毎回金メダルではなく大切なとこ

ろでメダルを取れるようにしていく。 
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第４章 考察 

第１節 本研究の主要な知見 

 世界の強化国の資金面における特徴としては、国費をスポーツ関連省庁より強化資金と

して支援を受けることで長期計画がたてられ、そのうえで強化計画がなされていた。このよ

うな背景により、強化国の強化指定選手はカデカテゴリーから指定され、シニアに至るまで

約 10 年以上も強化支援が継続的に受けられるようになっていると考えられる。 

 ロシアチームに見られる特徴的な取り組みとしては、強化カテゴリーをカデから指定す

るだけでなく、シニアに至る段階で強化選手を増やしていくことで国内での競争をあおり

お互いを意識させるということがあげられる。海外選手との戦いのみを考えた強化という

ことがロシアの大きな特徴の一つであり、近年好成績を収めている強化方針の大きな特徴

といえるであろう。そのような強化方針の中で強化コーチを育成・評価しながら増員してい

くことが重要かつ強化の課題として挙げられている。ロシアでは選手個々の課題に応じた

取り組みが推進されており、それを作成・立案するコーチの労力が大きいようである。この

ような強化上の課題に対しても、コーチ育成は大切な要因なのであろう。 

 

第１項 諸外国の国家的強化策の概要 

強化費 

 各国ともに強化費の規模は様々であったが、その割り当てる内容としては共通性が高い

ことがわかった。いずれの国においても、遠征にかかる旅費や人件費や強化を運営する中

でかかる総務に当てられている割合が高い。強化費の調達については、大きく３つに分け

ることができる。一つ目はロシアにみられるようにスポンサーからの助成金を強化費に当

てる場合、二つ目がスポーツ関連省庁からの補助金であり、三つ目がスポーツくじなどに

よる資金であった。スポンサーからの資金については、自由度が高く強化の中にあっても

その使い道の汎用性は高いことが予想される。一方で、スポーツ関連省庁からの補助金や

スポーツくじの資金などは、税金であることやそれに近い公の資金であることから、その

使い道にはある程度の透明性が必要であり、予算計画の中で割り当てられたものだけに分

配され、流用性は低いと考えられる。このようなことから、状況が常に変容する強化現場の

流れに沿って流動的に用いることができるという点で考えれば、ロシアが強化費の 70％を

スポンサーからの資金により調達していることは効果的であると考えられる。しかし、ト

ップチームの強化だけでなく、カデ世代から長い年月を費やし育成強化を実施することを

考えれば、ある程度安定的に資金を確保し続ける必要もあると考えられる。そのような意

味では、ロシア以外の強化国でみられる資金の調達は、強化計画の要求を満たす規模であ

れば十分に機能するものであると考えられる。また、これらの観点を踏まえると予算規模

や予算の調達元ではなく、それらの資金を運用する強化計画のありようが重要であること

が理解できる。 
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 以上のことから、強化国ではカデカテゴリーからシニアまで 10 年以上の長期計画で育

成・強化を継続的できる強化費の安定的な確保を目指していることがわかった。 

 

選手選考 

 各国ともに強化指定選手のカテゴリーを約 13 歳、14 歳に相当するカデカテゴリーから

指定している。そして約 21 歳以下をジュニアカテゴリーとして、それ以上の年代をシニア

カテゴリーという枠組みで指定して、年代により強化選手を指定している。これらの取り組

みは、身体的な発育や心理・社会的な発達を考えた場合、妥当なカテゴリー分けであると考

えられる。注目すべき点は、強化を開始する年齢がカデカテゴリーで共通性がみられること

であろう。今回、本研究で対象とした国はそれぞれ近年の世界水準で好成績を収めている国

である。それらの国では、階級制という柔道の特性上、一人の選手がメダルを量産している

ということは考えることができない。つまり、本研究において対象とした国はある程度強化

策が成功し、その強化策のもとで強化・育成された選手が国際舞台で成果をあげていること

が考えられる。これらのことを考えると、ナショナルフェデレーションによる強化策におい

て一貫した強化を行う場合、柔道においてはカデカテゴリーから強化・育成を始めることが

妥当であり、13 歳程度の年代から国際競技力向上の強化をする必要性があることが伺える。 

 また、ロシアを除く対象国の強化指定選手におけるそれぞれの年代による指定者数につ

いては、予算や団体の規模に応じて様々であった。そして、カデ、ジュニアに比較してシニ

ア世代で指定選手の人数を絞っていく傾向もみられた。いわゆる重点化ということになる

のであろう。しかし、ロシアにおいてのみこのような傾向とは反対の傾向がみられた。ロシ

アでは、強化カテゴリーをカデから指定するだけでなく、シニアに至る段階で指定する選手

を増やしていく傾向がみられた。ロシアにおける取り組みについてはインタビュー調査の

結果と合わせて考察を試みるが、トップチームに近づくにつれて強化指定選手を絞り、強化

費を重点的に投下することは、一人の選手のメダル獲得可能性は高めることになるが、その

選手の怪我やモチベーション、周囲の期待から感じるプレッシャーなどを鑑みると危険性

も大きい。しかし、トップチームにおける指定選手の人数が多く確保されていれば、大器晩

成な選手の年代が上がるにつれて諦めて辞めてしまうことを防ぐことにもなり、また、単純

にメダル獲得の可能性が高い選手を多く確保できることで、いかなる事態に陥ってもメダ

ル獲得の可能性を失わないことになるのではないだろうか。このような点からもロシアの

取り組みは注目すべき点であろう。 

 以上のことから長期的な視点により強化を行う場合、カデカテゴリーから強化をする必

要があり、また、その強化の可能性を最大限に活かすためにはシニア年代にあがるにつれて

ターゲットとなる選手を絞るのではなく、多くの可能性を担保する上でもシニア年代で人

数を多く強化指定することが有効である可能性が示唆された。 
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第２項 ロシアにおける国家的強化策の特徴 

 ロシアにおける強化の特徴としては、強化カテゴリーをカデから指定するだけでなく、シ

ニアに至る段階で強化選手を増やしていくことで国内での競争をあおり、お互いを意識さ

せるということがあげられる。海外選手との戦いのみを考えた強化ということがロシアの

大きな特徴の一つであり、近年好成績を収めている強化方針の大きな特徴といえるであろ

う。そのような強化方針の中で強化コーチを育成・評価しながら増員していくことが重要な

強化の課題としてあげられている。また、ロシアでは選手個々の課題に応じた取り組みが推

進されており、それを作成・立案するコーチの労力が大きいようである。このような強化上

の課題に対してもコーチ育成は大切な要因なのであろう。 

 

強化組織（外国人監督） 

 ロシアでは 2008 年北京五輪後にイタリア人を監督として、ガンバ氏を招聘した。ガンバ

氏は、ロシアチームで行った最初の取り組みとして 2 点あげている、それが、１）チームを

作ること、２）チームがまとまった後は各選手を分析して強さ、弱さを把握したうえで、そ

のバランスを向上させていくこと。これは技術でもコンディションでも同様にということ

であった。これらのことから考えると、競技団体強化のあり方としては、強化指定選手の強

化活動は、チームとしてまとまり、一つの強化方針、計画のもと安定的に進めることが重要

であると考えられる。選手が各々異なる所属や場所で強化を行うのではなく、常時、同じ環

境で行っていくことが重要ではないだろうか。また、強化の機能としての側面では、より多

くの選手を招集し、なおかつより多くのコーチによって選手個々に応じた強化プログラム

を立案、実行することが重要であるといえる。また、外国人コーチを招聘することで国外選

手との練習機会の確保や新しい発想、研究ができる。といった外国人コーチの価値も見出し

ていると考える。 

 現在シニアコーチとして男子 7 名、女子 6 名を配置しているが、ガンバ氏は、「どんどん

新しいコーチを入れていく」と述べており、それも「まずは、カデカテゴリーとジュニアカ

テゴリーにコーチを送りコーチを増やしていく。」と述べている。ガンバ氏が監督に就任し

てまず行ったことは、各所属等で行動していた強化指定選手を招集すること、次に行ったこ

とが若いコーチを入れたことをあげていた。このことからも、チームを総合的に強化してい

くためには、選手を集め強化する事と同時にコーチの存在が重要であることがわかる。また、

ガンバ氏は、ナショナルコーチに適した人材について、過去のオリンピックに出場した選手

を加えることで選手からの高い信頼を得ようとしていたことも効果的であったと示してい

ることから、コーチが多く必要なだけでなく、選手に対して説得力のある人材である必要性

もあることがわかる。外国人コーチの招聘については、「常に変化を求めていなくてはいけ
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ない。新しい発見や自分が成長するきっかけになり、新しい視点から物事を見ることができ

る。それが一番のパッションである。」とその必要性について述べており、外国人コーチに

はロシア人コーチとはまた違った効果を期待していることが伺える。また、そのコーチの質

についても、選手への説得力や新たな角度からの示唆など多様な役割があり、一人ではなく

やはりここでも複数の違った役割を担える人材がそろうことが必要なのであろう。 

 

 

年代別育成システム 

 ロシアは、近年のオリンピック大会において顕著な成績を収めている。さらに、その成

績の内容についても特徴的な面が見受けられ、オリンピック直前の世界選手権大会等で活

躍している選手だけがオリンピックにおいても同様の活躍をするのではなく、それまで世

界選手権大会などで目立った成績を収めていない、もしくは出場していない選手が突然オ

リンピック大会において活躍するなどの例がみられた。このような背景にはロシアチーム

の組織的な強化の取り組みの成果があったと考えられる。 

ロシアでは強化指定選手の指定の仕方についても他の強化国とは異なる点がみられる。

指定を始める段階は他国同様カデカテゴリーからとなるが、ロシアの場合は、カデカテゴ

リーとジュニアカテゴリーよりもシニアカテゴリーにおいて指定される強化選手人数のほ

うが多くなる。シニアにいたる段階で指定する選手を増やすことで大器晩成の選手が早い

段階で競技人生を終わりにすることを防ぐことができることや少ない人数でメダル獲得の

可能性を抱えるのではなく、多くの選手でメダル獲得可能性を保持することができ、負傷

や競技不振などの不測の事態への対応を可能にしていると考えられる。 

ロシア柔道連盟の GM であるガンバ氏は、代表選手選考について「世界ランキングポイ

ントを集めるよりも 4 年計画の中でオリンピックに勝つことだけを考えているので、世界

選手権大会やグランドスラム、グランプリは単なる通過点としている。」と述べている。こ

のような発言から推察されることとして、世界選手権大会などは、上位に入りシード権（世

界ランキングベスト 8）を保持することが目的となっていることが推察される。実際にイン

タビューの中で強化計画の評価についてメダルが獲得できなくても強化計画通りに進んで

いれば評価するのかといった問いに対して「メダルではなく、上位に入ることが大切であり

シード権（世界ランキングベスト 8）を取るということが大切である。特にオリンピックが

迫ってくるときはそれを一番注視している。」と述べている。また、「ロシアは日本と同様に

大きなチームを抱えているので各選手に応じたミッションを与える必要がある。ある選手

には世界選手権大会を目標とするように、また違う選手にはヨーロッパ選手権大会を目標

とするようにと個々に固有のプロジェクトを与えている。」とも述べており、世界選手権大

会を目指して強化している選手もいればオリンピック大会を目指し強化している選手もい

ることがわかる。さらには、「ロシア選手同士が試合では直接対戦しないようにしている。

一番重要と考えているのは、国内にライバルがいてもみんな海外をみて外国人選手を倒す
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ことだけを考えること。なぜなら、ナショナルチームは年間 300 日一緒に過ごすからであ

る」とも述べており、チームを強化していくうえでは、各個人に応じた目標設定をする必要

性があり、なおかつそれが国内に向けられるのではなく国外選手に向けられることが重要

であることを示している。このような背景から、ロシアではオリンピック大会で成績を収め

る選手とその他の国際大会で成績を収める選手が区別されており、それぞれがライバル心

を抱きながらも直接対決することではなく、自分の目標とされる国際舞台で成果を上げる

ことを目標とし、その結果で競っていることが考えられる。 

 このような取り組みは、オリンピック大会を目指す選手が国内において余計な対戦を強

いられることやプレッシャーを抱えることがなくなるという利点があると考えられる。ま

た、国際大会に強い選手が国内の成績に関わらずオリンピック大会に出場できることから、

オリンピックでのメダル獲得可能性が高くなると考えられる。 

以上のことから、ロシアではシニアカテゴリーの強化指定選手をカデカテゴリーとジュ

ニアカテゴリーよりも多く指定することにより、メダル獲得に向けた多くの人的資源を保

持していることが示された。また、その多くの指定選手の個々に応じたプロジェクトを与

えることで、国内での競争ではなく国外への競争意識を強め、チームとしてオリンピック

大会でのメダル獲得の可能性を最大限化していることがわかった。 

 

強化合宿 

 ロシアにおけるシニアチームでは、男子だけであっても 70 名もの選手が強化指定され年

間 300 日の日数を共に過ごしている。その中で国内合宿 200 日、国外合宿 100 日と他国で

は考えられない合宿日数となっている。そこには、各選手にそれぞれのプロジェクトが与え

られ共に生活することで自分の欠点や長所が見えてくると考えられる。ガンバ氏は「全体が

一緒にいることで選手同士だれが強いかということが見えてくる。一緒に行動しないと自

分がこの選手より強いか弱いのかわからない。一緒にいることで自分と相手を比較できる」

という点でよい効果を指摘している。しかし、その反面「それぞれが自分のプロジェクトを

抱えている中で、一番難しいのは、各選手にプランを考えること」と述べており強化選手を

多く確保する反面、個々の強化計画を立案、管理することが難しいことを指摘している。ロ

シアではこのようなことへの対応として、コーチの存在を重要視していることが伺える。 

 以上のことから、強化合宿については、合宿に意味を持たせ、各選手同士の存在意義とい

うものを重要視し、それぞれの与えられたプロジェクトを実施していくということが伺え

る。 

 

国内選考法 

基本的には国内選手同士の戦いはさせない。最大の目標であるオリンピック大会金メダル

だけを考え、対国外選手という視点を崩さずに強化をしている。そこには対国外選手での結

果を重視することで、よりオリンピック大会での金メダルに近い選手を選考することがで
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きる。というガンバ氏の強化方針にのっとった選考ができるからではないかと考えられる。

また、ガンバ氏は「代表選手選考に関しては一人で選考するということは決してない。コー

チを巻き込んでコンセンサスをとって、選考している。一人で決めることはまずない。チー

ムがあるから」と述べている。第一項でも述べたが、ガンバ氏がロシアに来て最初に行った

ことは「チームを作ること」である。そのチームを大切にし、代表選手選考もチームのコー

チを巻き込んで行うことでより強固なチームを作っていると考えられる。 

 

スポンサー 

ロシアの強化費の 70％がスポンサーからの資金となっている。スポーツ関連省庁からの補

助金やスポーツくじの資金などは、税金であることや、それに近い公の資金であることから、

その使い道にはある程度の透明性が必要であり、予算計画の中で割り当てられたものだけ

に分配され、流用性は低いと考えられる。しかし、状況が常に変容する強化現場の流れに沿

って流動的に用いることができるという点で考えれば、ロシアが強化費の 70％をスポンサ

ーからの資金により調達していることは効果的であると考えられる。 

 なぜロシアはこのようなスポンサーからの資金が豊富なのか。ガンバ氏はインタビュー

の中でこう述べている「ロシアの会長は柔道に関しては全くの素人だが人とのつながりが

あり財力がある。そういう人を上に置いておくということで政府からももらいやすくなる。

これは柔道以外でもフェンシング、水泳なども同じ。会長はビジネスマンである。」という

ように、連盟のトップがスポンサー資金を集め強化へと繋げている。また、政府との関係も

考え政府とのつながりがある人物を会長に置くことで政府からの資金ももらいやすくなる。

ということが言える。このことから、強化における資金はスポンサーからの資金を多く使う

ことで、ガンバ氏の理想の強化が可能となる。ということが考えられる。 

 

 

第２節 研究の限界 

本研究では、アンケート調査による回答から世界強化国の分析を行った。分析結果はアン

ケート回答によるため、回答内容がすべてではない可能性は十分に考えられる。日々、世界

の柔道は発展している中で勝利への答えは無い。世界の強化国は常に勝利へのメソッドを

考えているであろう。強化国の戦略については継続的に分析する必要がある。 
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第５章 結論 

ロシア GM ガンバ氏における特徴的な取り組みは以下の通りであった。 

１）カデ・ジュニアからシニアへと上がる段階で強化選手数を増やし、世界で戦う選手の幅

を広げ、多くの選手へチャンスを作る。 

２）シニアカテゴリーにおける 300 日の強化合宿（国内外） 

３）選手個別のプログラム設定 

 各選手が個々に応じた課題設定がなされている。またその課題設定も国内での競争では

なく、国際舞台で成果を残すことが目標として設定されていることがいえる。 

４）コーチ育成 

 ロシアでは、多くの選手に対して個別のプログラムを展開するため、多くのコーチが必要

である。そのため、近年、実績がある選手を中心に、カデ・ジュニアのコーチを経てシニア

コーチへと多くのコーチを育成していることがいえる。 

 

 

近年国際大会で好成績を収めている強化国の取り組みについては以下のような特徴があ

げられる。 

１） 強化資金の安定的な確保 

 強化国では、カデカテゴリーからシニアまで 10 年以上の長期計画で育成・強化を継続的

できる強化費の安定的な確保を目指している。 

 

もしくは他国の選手を国内に招聘して強化合宿を実施することが重要であるといえる。 

 

２） カデカテゴリーから強化を開始 

強化国では、カデカテゴリーから強化指定選手を選定し、15 歳程度の年代から競技団体

が主導する強化計画により国際競技力向上を推進しているといえる。 

 

３） 国外強豪選手との練習機会の確保 

 強化国では、強い相手との乱取り稽古を重要視しており、その機会を国外の強豪選手に求

めている。そのため、ナショナルチームの練習としては国外に出て、もしくは他国の選手を

国内に招聘して強化合宿を実施することが重要であるといえる。 
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