講 演 会 ～その壱～
日時＊平成 19 年 2 月 17 日（土）
場所＊広島大学教育学部第 1 会議室
演題 『スポーツと水分補給』
講師 大坪 福美先生 （大塚製薬広島支所 販売促進課）

あの、地声で聞こえれば地声でやりたいと思います。今ご紹介にあがりました大塚製薬
広島支店販売促進担当の大坪と申します。よろしくお願い致します。本日は貴重なお時間
をいただきましてどうも有難うございます。今現在、本校の生徒さん、傳寶さんが弊社の
方に入社していただいてどうも有難うございます。皆様方優秀な人材がですね、大塚製薬
の方に入っていただいたということで感謝しております。宣伝にはなるんですけど、大塚
製薬というのは、オロナミンＣとかポカリスウェットという会社でもあるんですけど、最
近ぼちぼち伸びてきておりまして、現在国内の売り上げがですね、3900 億ぐらいで、連結
関係で申し上げたら、4530 億ということで、連結会社はですね、約 44 社ございます。そ
ういった中で現在大塚製薬の方は活動させていただいているわけですけど、まあその中で
国内事業と致しましてですね、我々が所属いたしますのが、AC 事業部というような形で
なってきておりまして、大塚製薬が薬だけじゃなくして、薬品事業部とかいうような形で
ですね、部門的には事業部制になってきております。そういった中でですね、今現在私が
所属しておりますのが大塚製薬の販売促進担当というような形でございます。だから、色
んな部門があるということでですね、お話させていただくんですけれども、その中にです
ね、我々担当しております者が、販売と言うよりは、消費者を作るというような形で来て
おりまして、現在皆様方に随分お世話になっているポカリスウェットとかカロリーメイト
とか、アミノバリューとかいうのがですね、現在の主力商品でございまして、オロナミン
Ｃというのがですね、皆様方ご存知だと思うんですけど、生まれる前からできておる商品
でございまして、昭和 40 年から発売しておりますのがですね、オロナミンＣでございま
す。そういうことで、もう長年のロングランライフの商品でございますんですけど、皆様
方のですね、お父さん、お母さんに随分お世話になったんじゃないか、ないしは皆様方に
もですね、随分お世話になっているというような形で御礼を申し上げて、本題の方に入ら
せていただきます。宜しくお願いします。
皆様方には、お話しましたような形で、大塚製薬というのは食に対する考え方と、ない
しは薬品に対する考え方というのを持っております。その中にですね、今現在、商品的に
というよりは、国の方もですね、随分指導しておりますのが、メタボリック症候群という
んですか、メタボの関係で随分人間カラダを動かさなあかんというような形でですね、な
いしは健康になろうと、ないしは保険を使わないというような形でですね、随分と言われ
てきておるわけです。その中にですね、食べ物というのはもう、好き放題、ないしは豊食
の時代だというような形でございまして、好き嫌いないしは偏りというような形で、現在

厚生省の方が指導しておりますのが一日 30 品目を食べようというような形できておるわ
けでございます。その中におきましてもですね、やはり 30 品目を一日に食べようと思っ
たら作る方が大変でございまして、それでございましたらやはり運動と食べ物をバランス
良く持っていこうというような形の動きというのが、メタボの関係ですね、ないしは健康
21 という指導を今現在されていると思います。健康 21 の方で行政の方はやっているわけ
でございますけど、どっちか言うと食物関連を中心とした指導方針になっているようでご
ざいまして、一部は筑波大学のウェルネスセンターと言うんですか、そういった第３セク
ターの関係でですね、運動を中心とした形で今現在指導されているようでございます。そ
ういった中でですね、食べ物というのは色んなものがございまして、運動するに当たりま
してもですね、色んなものの「食べ」の状態、ないしはタイミング、ないしは水分補給で
もタイミングというものがございます。ただがむしゃらにですね、飲めば良いというもん
じゃないんだろうというふうに私は思いますし、またその中でですね、皆様方に役に立つ
ようでございましたら、聞いていただいて進めさせていただきます。
まず、成人男性のものを例として、60 キロとすればですね、水分が、約 55～66 パーセ
ントくらいというような形でよく言われるんですけど、人間の中で水分が１番多い、ない
しは重要だというような形でございます。２番目にはですね、タンパク質でございます。
タンパク質が約 16 パーセント、それで脂質が 15 パーセント、無機質が６パーセント、糖
が１パーセントというような形で分類されるわけでございます。それでは、今日の題にな
っております、
「スポーツと水分」というような形で書いてございますけど、水分がやっぱ
り１番多ございまして、いつ何時摂ろうかと、ないしは有効に摂るためのですね、ものを
少しおしゃべりさせていただき、尚且つですね、今話題になっておりますタンパク質です
ね、人間やはりタンパク質でできている、頭から爪先までですね、タンパク質でできてい
る。強いて言えばアミノ酸というような形で飲料関係におきましてですね、アミノ酸飲料
というのが今もてはやされているわけでございますけど、そういったものをですね、加え
ながら、おしゃべりをさせていただければ有難いと思いますし、また皆様方のスポーツの
中におきましてですね、役に立てば有難いなと思います。
それでは、その中の水分というような形でですね、どういった形で水分というのが出入
りしているかということなんですけど、約 2.5 リットルがですね、前にございますように、
出たり入ったりしてるわけでございます。というような形ですね、摂取と排出というよう
な形で、飲料関係から 1.2 リットル、食物の水分から 1 リットル、代謝水から 0.3 リット
ル、というような形で合計いたしまして 2.5 リットルが摂取されておりまして、排泄にお
きましてはですね、汗かいたりと、おしゃべりしたりというような形でですね、0.9 リッ
トルで、尿としてですね 1.5 リットル、糞尿として 0.1 リットル、というような形のもの
でございます。こういった中で、カラダの中の水分が回ってるわけでございまして、その
中にですね、入浴したり睡眠、ないしは通勤、ウォーキングとかいうような形でですね、
汗をかく、ないしは水分が出る量をですね、概略的に書いておるわけです。これだけのも
のが出てまいりましたら、やはり余分に足していくというのがですね、基本的な考え方じ
ゃないかなと思います。その基本的な考え方をですね、どういったタイミングで摂ってい
くかというのがですね、一つのポイントじゃないかなと思います。それと、また、ただ水
分が出るわけではございません。汗と、ないしは汗と一緒にですね、出て、尿として出る
場合にはですね、どういった形の成分をですね、補給してあげれば良いかというものでご

ざいまして、ただ闇雲に水分を摂れば良いというような形でですね、よく質問を受けるわ
けでございますけど、
そうじゃないだろうというような形でございます。
その中にですね、
水分の働きと、水分の補給条件というような形で書いてございます。この中にはですね、
水分の働き、カラダの中の水分の働きというのが、細胞関係、ないしは血しょうの関係で
ございますけど、
主によく言われるのが酸素と栄養素の運搬とか、
不要な成分の排泄とか、
ないしは温度調節とか、体温の調節とかいうような形でございまして、特にスポーツ関係
におきましてはですね、この体温の調節と体液の調節というような形がよく言われるわけ
でございます。それで熱中症におきましてもですね、やはり体温調節の中で、脱水症状、
熱中症というような症状に陥るわけでございます。あと、体液の働きとして、こういった
形でですね、水分量が十分であるか、ないしは電解質の割合が一定であるか、濃度が一定
であるか、というような形で、ポイント的にはですね、成分とタイミングというのが一つ
の問題じゃないかなというふうに思っております。こういうような形でですね、要はただ
水分、先程申し上げましたような形で、ただ水分をですね、水というのはなにも入ってい
ない。これは多少は入ってるとは思うんですけど、こういうふうな形で入ってないという
ことでございます。これはもう明らかにですね、水と汗とポカリスウェットという、まぁ
企業宣伝をちょっとさせていただくんですけど、まぁこういった形でですね、成分含有が
全部一緒じゃなくしてもだいたいの内容がすべて入ってるというような形でですね、なに
を補給すればいいんかと、
ただ水分補給ということで水を飲まれる、
ないしは水をですね、
飲めというような形でですね、ご指導される先生方も、指導者も結構いらっしゃいます。
でもやっぱし、汗の成分からいけばですね、こういったものも大事じゃないかなと、どう
しても水だけしか無ければですね、塩分、ないしは塩をですね、一つまみで 0.1 から 0.2
パーセントくらいをですね、代用することもできます。それに糖分をですね、５パーセン
トから６パーセントくらいを入れてあげれば、吸収率も高まってくるんじゃないかという
ふうに言われております。まぁこういうような形でですね、ただ水じゃなくして、汗に近
い成分を入れてあげればカラダが喜ぶんじゃないかというふうな形でございまして、これ
もそういうような形でですね、ポイントでございます。
それからまたこちらの方に、ちょっとかぶっているんですけど、スポーツ活動中の飲水
の目的というような形で、まぁ先程申し上げましたような形でですね、発汗で失った電解
質、要は無くなった養分の補給をやってあげるというのがですね、脱水の予防になってく
るわけです。それと体温上昇の抑制と、やはり要はエネルギー、これは糖質がスポーツド
リンクに多少入っておりますもので、エネルギーの補給というような形でございます。こ
れもまたポイントがございましてですね、色んなことをおっしゃられるわけですけど、先
程もですね、汗と同じような形の成分をやっていけばですね、大丈夫じゃないかなという
ような形で、一つの目安的にはですね、塩分濃度が 0.1 から 0.2 パーセント入ったものと
いうことで、ナトリウムでありましたら 1 日当たり 40～80 ミリグラムというような形で
ございますね、こういったものをですね、積極的に、ないしは選んでいけば間違いないだ
ろうというふうに言われております。それとまた、素早く吸収される、且つエネルギーの
補給があるというような形で、糖質を含んだものがですね、４～７パーセント程度という
のが基本的な考え方になってきております。今、カラダの中に太るから糖分は嫌だとかい
うような形でよく言われるんですけど、動くのにおきましてはですね、どうしてもエネル
ギーというのは必要でございますもので、糖質はどうしても必要だろうと思います。こう

いった状況の中にですね、最後の水分のポイントというような形で書いてございます。先
程申し上げましたような形でですね、飲料の成分ということで、栄養成分表のチェックと
いうことで、ナトリウムがですね、1 日当たり 40～80 ミリグラムというような形でござ
います。それと糖質がですね、４～７パーセントというようなのが一つのポイントとして
なってくるだろうと思います。それと、スポーツ、ないしは水分補給、ないしは熱中症の
予防というような形でですね、よくご質問があるわけでございますけど、タイミングなん
ですね。のどが渇いたということ自体がですね、もう軽度の脱水の状況にございまして、
数字で表して、10 段階で表せれば、のどが渇いた時点というのが、２段階ぐらいもう進ん
できているわけです。そういった状況の中にですね、水分に対する考え方が上手くいけば
ですね、スポーツする前に水を飲んどく、だから実際的にはですね、試合の前にですね、
１リットルくらいカラダの中に入れているわけです。それであと、試合中にですね、自分
が欲しい分だけ飲んでいくというのが現在の動きでございまして、現在の状況でございま
す。それと、先程申し上げましたような形で、スポーツ中におきましては、こまめに、大
量に飲む必要は無くして、こまめに、要はスポーツする前に飲んどくわけですから、目一
杯の状態で入ってくるわけですから、足りない状態じゃなくて入ってるわけですから、や
っぱりスポーツ中におきましては、お腹をちゃぽんちゃぽんにしない程度にこまめに補給
してあげる。そして、これは当然なんですけど、汗をかいたら必ず補給というような形で
ございまして、この成分とタイミングというのが一番重要じゃないかなとこういうふうに
私は思っておりますし、またそういうふうな形でご指導はされているようでございます。
こういう状況で水分というのがですね、
人間の中で一番重要な成分でございますもので、
その中におきましてはですね、補給というのを間違いなくですね、やっていただければ、
間違いなくスポーツに対するパフォーマンスというのはですね、通じてくるもんじゃない
かなというふうに私は思っております。まぁそういった状況の中で、水分が補給されてカ
ラダは動くんだというような形でございますけど、現在ですね、体力づくりというような
形でよくご質問いただくというような形でですね、健康なカラダづくりというような形、
並びにですね、スポーツするカラダを作るためにというふうに置き換えても別に問題無い
んじゃないかなというふうに思っております。現在、カラダの健康づくりというような、
カラダづくりというような形でございましたら、運動だけでも大丈夫なんですけど、運動・
休養・栄養というような形でございます。で、現在、スポーツ選手におきましては、技術
面におきましてはですね、すごいものを持っていらっしゃいますもので、優れたパフォー
マンスというのが出てくるわけでございます。ないしは科学的にですね、ご指導というよ
うな形でございます。その中にやはり栄養というのがですね、見直されているというのが
現状でございます。現状なんですけど、食べ物によって随分パフォーマンスが変わってく
るんだろうというような形と、また、精神的な面もですね、出てくるというふうな形で、
この栄養に対する考え方をですね、我々は持っておりまして、その栄養に対してのビタミ
ンの作用をですね、正しくくっつける必要があるだろうというような形でございまして、
食べ物自体が一日 30 品目食べて、まんべんなくいっとけば大丈夫なんだろう、ビタミン
に対する考え方というのは必要ではないんじゃないかとは思うんですけど、現実的にはで
すね、食物に関する問題で、同じ野菜におきましてもですね、ビタミンの量が違ってきて
いるというのが現状でございます。その中にですね、一日 30 品目食べて適量をもってい
くということになりましたらですね、現実的にはちょっと厳しいような形の食物観念でご

ざいます。
その中にビタミンがどうしてもですね、
サプリメントというような形でですね、
サプリメントを全部必要だということはないんですけれども、食べることが基本なんです
けど、やはりどうしてもですね、土壌の関係とか色んな形とかビタミンの量とかいきまし
たらですね、どうしてもサプリメントが必要じゃないかなというふうに私はそういうふう
に思います。
では、今からずっと進んでいくわけですけど、こんなことないですか、というような形
でございまして、要は疲れやすくないですか、とかスポーツしてて怪我しやすいんじゃな
いですか、とか疲れが取れないんじゃないですか、とかいう問題が出てくるわけでござい
ます。それとかですね、スポーツの関係におきましたら、もっとパワーを上げたい、スタ
ミナアップしたい、スピードアップしたいとか、どっちかと言うとこちらの方におきまし
てもですね、体力も当然なんですけど、技術面から当然入って、こういったものが技術面
だと思うんですけれど、食べ物に関する考え方というのがどうしても出てくるだろうと、
その中にはですね、タンパク質が不足がないんかなという疑問が出てまいりまして、その
中に食事というのが基本的な考え方でございまして、サプリメントを摂ることが基本では
なくて、食事、食べることが基本なんです。それがままならなければ、サプリメントの必
要性はあるかと思います。同じ食べ物におきましても食事におきましても食べ物の五大栄
養素というのが、最近は食物繊維も入って六大栄養素とか広くおっしゃられるけれども五
大栄養素というのが基本的な考え方ですから、その中の一つの大系でですね、どういった
ものが入っていくかということであります。炭水化物、脂質、タンパク質、ミネラル、ビ
タミンというような形で五大栄養素というのが入っているわけであります。その中にはで
すね、どういった働きがあるか、炭水化物とか脂質はどういった形か、あるいはタンパク
質とミネラルはどういった形か、ないしはビタミンはどういう形か、全て関連性があるわ
けでありまして、カラダを動かすことにおきましては、炭水化物とか脂質と油というのが
エネルギーになるというのはほとんどの人がご存知だと思います。炭水化物であれば 1 キ
ロカロリー、糖質であれば 4.1 キロカロリーでございますかね、といった形でですね、エ
ネルギー源となるわけであります。カラダを動かすためのものでございます。それとタン
パク質、ないしはミネラルというのがですね、カラダづくりというのに位置づけられるだ
ろうと思います。今さっき申し上げましたような形でですね、筋肉とか骨とかを作るため
のカラダづくりの骨格になるだろうと思います。それとミネラル、ビタミンにおきまして
はコンディション調整に位置づけられると思います。だからこういった中にですね、食べ
た物が基本になりますもので、それをお忘れなきようですね。最近これのバランス改革と
いうのが、平成 16 年の 6 月くらいに制定されたと思うのですが、これは一つの見方であ
りまして、主食とか主菜とか副菜とか乳製品とか果物とか、こういったものを 1 日 30 品
目、バランス良く食べてください。そうでないと、カラダは作れませんという、一つのも
のでございます。もう少し分かりやすく申し上げますと、栄養バランスを良くしてくださ
いというような形でですね、これは木で作った模型でございます。ミネラルとか糖質とか
脂質、炭水化物、タンパク質、ビタミンとかいうような形でですね、これが一つでも欠け
ていましたら水がこぼれてまいります。これをこぼれないためにまんべんなくバランス良
く食べて、ないしは補給してあげれば、カラダというのは順調に育っていくし、スポーツ
のパフォーマンスが上がっていくというのがお分かりいただけると思います。だからこの
中でビタミンが欠けてましたら、ビタミンＢ1 が欠けておりましたら、タンパク、ないし

は糖質、ないしは脂質の代謝がままならないという形が、ビタミンだろうと思います。こ
の図を見ていただけましたら、バランスというのがご理解いただけると思います。ビタミ
ンとミネラルのエネルギー生産ということで、先程申し上げたような形でですね、タンパ
ク質であれ、糖質であれ、脂質であれですね、ビタミンに対する考え方で、ビタミンＢ群
というのが基本的な考え方でございまして、ビタミン B1、B2、B6、B12 ですか、それとか、
クエン酸、アミノ酸とかいうような形、それともう一つですね、ミネラル、マグネシウム
とか鉄というようなものがですね、どうしてもエネルギー生産におきましてはですね、必
要になってきます。こういったものがですね、やはり回ってきておりますものでエネルギ
ー生産におきましては、どうしてもビタミン、ビタミンＢ群が必要だというふうなことが
ご理解出来ると思います。
ということでですね、
先程から同じ事を申し上げますけれども、
サプリメントを使うというよりは飲むというのが基本ではないのですが、食事というのが
基本ということをですね、もう一度ですね、しつこく申し上げたいと思います。だから食
事が基本だということで普段の食事を完璧にするというのは、非常に難しいことなんです
けれども、難しいことなんでサプリメントを上手に摂れば、バランス良く摂れてカラダの
関係、ないしはスポーツに関する考え方、パフォーマンスが十分になりますよということ
を一つのもので申し上げたいと思います。それとですね、タイミングというものが全てを
物語ると思います。先程の水に対してもですね、タイミング、要は、水分がなくなってか
ら補給してあげるよりは、スポーツする前、ないしは汗をかく前に目一杯カラダの中に入
れておけば、あと足していけばですね、大丈夫だということは理解出来ると思います。ま
た先程から申し上げました形でですね、食事をバランス良くというのが一つのものでござ
います。
一つの例で申し上げましたら、
運動直後のタンパク質とか運動前からの水分補給、
運動する前からのエネルギー源の補給というのが、これがタイミングでございます。タイ
ミングが狂ってまいりますと、パフォーマンスの出来が悪くなったり、カラダの変調が出
てきたりということでございます。それとかもう一つ言われますように、トータル摂取カ
ロリーが同じならばこまめに摂った方が良いのではないか、薬に対してもそうでないかと
思うんです。抗生物質におきましては 4 時間から 6 時間おきに飲みなさいとか、抗生剤な
んですね。血中濃度でよく言われるんですが、同じことじゃないんでしょうけど、食事に
対してもですね、やはりこまめに摂る方がトータル的には良いのではないかというのが一
つのタイミングでございます。いかにタイミングというのが大事かというのがお分かりい
ただけると思います。それから、今からですね、弊社における商品のものというような形
で、データを取ってありまして、我々が研究したのではなくて、山口大学の研究所の中で
作ったデータでございます。そういったものをですね、話させていただければ有難いと思
います。先程ですね、いつなにを食べるのかという形でございまして、食べるにおきまし
てもですね、色んなものがございます。お腹が空いたから、パンを食べようとか、ケーキ
を食べようとか、なんでも好きなように食べれば良いのですけど、こういったものも召し
上がっていただければと思います。先程申し上げましたような形でやはりカラダの中で１
番目に作用いたしますのが水分でございます。2 番目はですね、タンパク質でございます。
タンパク質が約15 パーセントというような形でその中の分布でございますけど筋肉45 パ
ーセント、骨が 17 パーセント、皮膚が 10 パーセント、その他で 28 パーセント、という
ような形で書いてあります。その中のいかにタンパク質に関する考え方というので各企業
関係の皆さんが研究されておりましてタンパク質に対する考え方というのがですね、主流

になってきているのが事実でございます。そのタンパク質におきましてはですね、カラダ
の中に、今 15 パーセントというような形で申しましたけれど、カラダの中のタンパク質
の働きというような形でですね、普通筋肉とか言われるんですけど、血液もそうですね、
皮膚もそうですね、骨、酵素、ホルモンといった形でタンパク質の働きがあります。これ
が不足してまいりましたらどうなるかということなんです。やはり問題が出てまいりまし
たら、食事から摂るのが当たり前でございますけれども、どうしてもしんどくなってきた
り、疲れやすくなったり、筋肉が衰えたり、皮膚につやが無くなったり、貧血になりやす
い、鉄分が少ないから貧血になりやすい当然のことなんですけど、こういったものが出て
くることによって、ただ加齢によって出てくるのではなく、不足によって出てくる事があ
れば足してあげれば良いわけでして、こういった一つの症状、病気ではないけれどもです
ね、症状が見られましたら少し補給というような形で考えていただければ有難いなと思い
ます。といった形でですねタンパク質はアミノ酸に分解され、血液を通じて全身にまわり
カラダの中で再合成されております。これは皆さん方がご存知で、こういった形で食物関
係で摂りまして胃の中に入って、血管の中に入って肝臓からこういった形で再合成されて
おります。その中で筋肉とか骨とかいう形にタンパクは合成されるというような形でござ
います。そのタンパク質は成人であれば、どれぐらい摂れば良いのかというような形でご
質問があるものでですね、よく言われますのは良質のタンパクの平均タンパクの１日に体
重１キロあたり何グラムタンパク質を摂取するかというような形でですね、それと 2 番目
にはですね通常摂取のタンパク質に対する利用率というのが 85 というような形でござい
ます。それとストレスに対する安全率ということで 10 パーセント、個人差に対する安全
率 30 パーセントということで平均的に考えた場合には体重１キロあたり1.08 グラムとい
うのが一つの目安となっております。これは成人に対する考え方でございますので、スポ
ーツされるアスリートとかいうのはもっともっと多くなるだろうと思いますし、一つの目
安でございます。それではですね、スポーツの種目別というような形はこれは本当に書か
れてありますけれども、スポーツの種目別、スポーツの持久系と筋肉系というような形で
書いてありまして、一般であれば１日に体重１キロあたり１グラムというような形でござ
います。60 キロでありましたら 60 グラムのタンパク質が必要じゃないかなということで
あります。尚且つスポーツ選手の中で持久運動系とか筋肉系とかいわれるアスリートの観
点でおきましたらね、持久性でありましたら 1.2～1.4 グラム、体重 60 キロでありました
ら 72～84 グラムというのが計算できると思います。筋肉系の選手であれば 1.7～1.8 グラ
ム、60 キロでありましたら 102～108 グラム、というような形でですね、1 日にこういっ
たぐらいカラダを作るためには必要ではないかというような形であります。一つの目安と
しては一般であれば１日に体重１キロあたり１グラムというような形で覚えていただけれ
ば有難いですし、スポーツのアスリートであれば２グラム、一般の２倍の２グラムと覚え
ていただければ、一つの目安でございます。小さく覚えることはございませんし、１日に
体重１キロあたり１グラムというような形でございます。アスリートあたりはそういった
形で考えられておりますし、そういうような食事体制で摂っているようでございます。ち
なみにですね、イチロー選手ですか、1 日に卵を 10 個ぐらい食べられるらしいです。黄身
を食べるとコレステロールが溜まるものでですね、白身だけを奥さんが料理されてタンパ
ク質として食べられてるようです。だからタンパク質の効果的摂取というのもですね、タ
イミングなんです。水も食物もこういったタンパク質もタイミングなんです。タイミング

をずらしてしまいますとですね、せっかく食べられたものがですね、出てこないというよ
うな形でですね、タンパク質ということで、今から弊社の方の宣伝にちょっと入るんです
けどプロテイン、ジョグメイトプロテインというものがありましてですね、今からちょっ
と宣伝に入りますもので聞いていただければ有難いと思います。タンパク質の効果的な摂
取という形で、いつということでですね、運動直後の速やかな摂取、なんでかと言いまし
たら、
成長ホルモンが運動後30 分をピークにしてですね成長ホルモンが出てまいります。
それに対してですねプロテインを速やかに摂っていただければ非常に有効であると言われ
ています。それとですね糖質とタンパク質の同時摂取が有効であると言われています。と
いうのがですね、糖質とタンパク質の同時摂取を推奨しているわけでして、摂取したタン
パク質が消化、吸収ということでアミノ酸になってくるわけでございます。アミノ酸とい
うのはですね、大半がやはりエネルギーになるものでございまして、それに尚且つ糖質を
加えることで、インシュリンが分泌され、アミノ酸がですね、タンパク質の促進を受ける
んです。それとですね、糖質が入ってるためにアミノ酸がエネルギーとして消化されるの
ではなく糖質が助けてエネルギーの補給の抑制をしてあげるんです。糖質から、エネルギ
ーとして使ってアミノ酸の抑制をしていくというようなことでございまして、
タンパク質、
アミノ酸に関しましてもですね、糖質の入っているものがですね、有効であるというよう
な形で言われています。先程申し上げたような形でですね、カラダづくりのポイントとい
うのはですね、運動直後にタンパク質、糖質を摂ることです。これは大塚製薬が提唱して
いることでございまして、指導者もこういった形でご指導されているようです。今からで
すね、これは実験データでございまして正味の純タンパク質の貯蓄というような形で書い
てありまして、健康男性と女性 20 歳～41 歳 10 名、男女５名ずつ、ジョグメイトプロテ
イン、要はタンパク質をですね、運動直後、または運動終了３時間後に摂取、持久運動、
自転車漕ぎ、というような形で実験したものでございまして、運動直後と運動後３時間の
吸収の効率を出したものでございまして、明らかに運動直後 30 分以内にですね、摂取し
た方が顕著な結果が出ています。というようなことでございまして、こちらに書いてます
ように筋肉の増加、ジョグメイトプロテイン、タンパク質プラスの糖質のサプリメントで
ございます。摂取タイミングの運動直後であることが支持されるということでございまし
て、実験データにおきましてもですね、30 分以内というのが、摂取というのがですね、効
果的です。それとまた、運動だけではなくてですね、リハビリ関係におきましてもですね、
奨励できるのがですね、ACL というような障害スポーツ選手、平均 26 歳、25 名というよ
うな形でですね、ジョグメイトプロテインを使いましてやったものでございまして、これ
はですね、
プロテインとカロリークロセコとロークロセコ3 つのものでやってございます。
明らかにですね、こういった形でですね、プロテインプラスの糖質という形でとっており
ます。だからリハビリトレーニングの直後、プロテイン、タンパク質プラスの糖質、サプ
リメントの摂取の継続ということで、筋肉量の回復を促進するというものが示唆されたと
いうことで、データ的にもですね、出てきております。それとですね、同じ強度のもので
ございまして、中年女性、平均が 57 歳の 42 名の被験者におきましてですね、こういった
結果ということで、結果的にはですね、レジスタンス運動プラスの持久運動、週５回掛け
るの 10 週の連続でやって、ジョグメイトプロテインとカロリープラセボと飲むカロリー
プラセボの３つのものをやっているわけでございまして、やはり同じくですね、こういっ
た形で出てまいりました。こういうようなもので出てきたというような形をご報告させて

いただきます。だから、宣伝にちょっと入るわけですけど、ジョグメイトプロテインゼリ
ーというのは、こういった形でですね、摂取タイミングと確かな補給を提案する、高タン
パク食品というような形でございます。
この特徴といたしまして、
カラダづくりの栄養素、
タンパク質、カルシウム、ビタミン B１を含みます。一袋に 180 グラムで 100 キロカロリ
ーでございます。で、脂肪分は含みません。で、味はおいしく作っております、というよ
うな形の商品がですね、出てあります。こういったものもですね、有効に活用されると、
十分に体力的にもですね、カラダも出来るだろうと思います。同じような形で、効果的な
タンパク質の摂取タイミングというような形で、再度再度申し上げるんですけど、運動直
後というのが 30 分以内。これはもう成長ホルモンの関係で、成長ホルモンが人間出てま
いりますのが、運動直後とですね、運動直後の 30 分以内と寝る前です。だから小さい子
どもさん、中学生、高校生いらっしゃればですね、寝る前と、運動直後の 30 分以内にジ
ョグメイトプロテインを摂ると、カラダに対する考え方というような、しっかりしたもの
で出てまいるだろうと思います。で、最近アミノ酸という、プロテインもアミノ酸の同系
統ではございますけど、分子の小さいアミノ酸についてですね、最近流行っておりますも
のが、少しおしゃべりさせていただきます。アミノ酸に対してはですね、味の素という形
でおいしさの秘密とか、医療関係におきましてはですね、治療改善薬でございます。スポ
ーツにおきましては先程申し上げましたような形で、運動能力の向上とか疲労回復、ない
しは美容におきましては天然保湿、健康というような形で書いてございますけど、爪とか
髪とかいう形で、栄養成分というような形でご理解していただけるだろうと思います。そ
れからタンパク質というのがですね、アミノ酸というのが、皆様方もうご存知だろうと思
うんですけど、復習のためにですね、タンパク質というのはアミノ酸が 80 個以上、分子
量としては１万以上がタンパク質というふうに分類されるというふうに聞いております。
それとペプチド飲料というのが各メーカーさんで出てるケースでございます。アミノ酸飲
料とペプチド飲料の違いはこういった形でございまして、アミノ酸がですね 80 個以内、
２個以上の 80 個以内というのがペプチド飲料です。飲料の中にペプチド飲料ということ
で出されるメーカーさんいらっしゃるんですけど、こういった条件でございます。アミノ
酸というのは、もうアミノ酸が１個しかないんです。これがアミノ酸です。こういうふう
なものはもうご存知かと思いますもので。で、同じことを申し上げると、カラダはなんで
出来てるのかというと、アミノ酸、ないしはタンパク質、カラダの中にはアミノ酸という
のが 20 種類、
自然界の中には 100 とか 1000 とかいったアミノ酸が存在するんですけど、
カラダの中にはですね 20 種類。20 種類の中にもですね、必須アミノ酸と非必須アミノ酸
ということで、カラダで合成出来るやつと合成出来なくて食物から摂らなきゃいけないと
いうような形でございまして、その中にですね、外部から摂らなきゃいけないというのは
食物から摂らなきゃいけないというアミノ酸、これが大事だというような形で、BCAA、
大塚製薬出しているアミノ酸、味の素と大塚製薬の方はですね、BCAA、そういう表現の
仕方をいたしまして、一般メーカーさんにおきましてはですね、アミノ酸飲料というよう
な形でよく言われます。アミノ酸というのはプレチド、この BCAA という、普通だいたい
必須アミノ酸という形で混入されるわけでございます。必須アミノ酸というのはバリン、
ロイシン、
イソロイシン、
この関係におきましてタンパク質は 15～20 パーセントが BCAA、
BCAA というのはバリン、ロイシン、イソロイシン、約 15～20 パーセントが筋肉中の
BCAA が存在するというふうに言われます。それと運動に重要なエネルギー源という形で

運動時のスタミナを補っています。こういった特徴があるわけでございます。弊社の方に
もですね、こういった理想のミネラル飲料というのがあるのですが、BCAA の生理的化学
というような形でですね、筋肉に関する効果、ないしは中枢神経に関する考え方、こうい
った形ですね。最近よく言われるのが、中枢神経に関する考え方で考えすぎてぼーっとな
ってきたら、アミノ酸が不足しているみたいと言っておられる方もいるのですが、もう一
つはですね、飲む機会が多いものでアミノ酸をよく飲んでからされるのですが、その中で
ですね、アミノ酸もですね、BCAA、アルギニン、グルタミン酸とか多様化されてですね、
こういった燃焼系とか、燃焼系というのはございません。脂肪を燃焼させるアミノ性必須
アミノ酸という形で BCAA とかアルギニンとかグルタミン酸があるわけです。
先程申し上
げましたような中枢神経の集中力アップにも良い。
だから運動に関する考え方というのは、
スポーツするのは技術もそうなんですけどスポーツには頭を使った形でするスポーツも多
少ございます。こういった形でですね、BCAA がいかに必要かということを申し上げたい
と思います。サプリメントで摂れないことはないのです。食物から摂れるわけです。マグ
ロの赤身や、牛の挽肉、卵、生乳、母乳というような形でございましてこれはなにが言い
たいかというとバリン、ロイシン、イソロイシンの比率が必要だということをここの大学
は提唱するわけです。我々の商品もですね、ちょっと採用させていただくのですけれど、
大体、母乳というのが理想的な食物かということがよく言われます。表現されるのですけ
れど、１：1.7：0.9 略しまして１：２：１、これが基本的な考え方でございます。これを
守りながら進んでいくのですけれど、
やはり合成されたアミノ酸というのですか BCAA と
いうのはですね、どうしてもですねバリン・ロイシン・イソロイシンというのが、アミノ
酸がこれ以上あるわけでございますけれど、弊社の場合はにがり中心のアミノ酸を合成し
てもらって、普通大体飲んでいただくと苦いんでございますけれど、メーカーさんの特注
によりましておいしくいただけるような形になっております。こういった形でアミノ酸の
働きがあるということでございます。運動中に期待されることというような形で、パフォ
ーマンスに対する考え方と、先程から申し上げているのですけれど、筋肉というような形
でございます。それと、疲労回復、グリコーゲンの節約とか乳酸の抑制というような形で
疲労回復。集中力、今さっき申し上げましたように、どれぐらい BCAA を摂れば良いのか
という、こういった形でございまして BCAA を摂ると血中の BCAA の量が増えるかとい
うような形で５つの体勢で BCAA を５グラム、４グラム、２グラム、１グラム、0.5 グラ
ムというような形で課してございます。30 分がピークに達しておりまして、血中濃度がで
すね、やはり濃厚の方が有利というのが一つのグラフでございます。だいたい目安として
は１日にどのぐらい摂れば良いのか、ということで 2000 ミリグラム以上というのがある
と思います。2000 ミリグラム摂るにおきましては、先程申し上げましたように肉であった
ら 70 グラム、マグロであれば 40 グラム、３切れです。卵であればですね、100 グラム、
２個分ですね。牛乳であれば 330 ミリリットル、パンであれば 100 グラムということで摂
れるということです。運動の前にですね、摂っていただければですね、こういったサプリ
メントはいらないというのの説明でございまして、これがですね、マグロを食べたからと
いって BCAA ないしはアミノ酸になるまでに６～８時間かかる。
今日試合があるというこ
とで事前に食べておけば、問題はないのですけれど、アミノ酸にないしは筋肉に到達する
のに６～８時間消化するのにかかってしまうので、どうしても食べれない人はサプリメン
トが必要だということを申し上げたいと思います。それとまた、アルギニンの働きという

ものは各種重要でございまして、
カラダの成長に欠かせない、
こういったものなんですね。
こういった形でですね、
免疫を高めるというような形のサプリメントが必要になってくる。
だから闇雲にアミノ酸飲料ということで申し上げるのですけれど、ないしは市販しておる
訳ですけれど、やはり闇雲に飲めば良いというわけではなく、やはり表示を見ながら食べ
ていただければ、タイミング良く、間違いなく食べてくるだろうというような形で申し上
げることは出来ます。それと BCAA の５つの形ということで今申し上げた形でですね、物
質アミノ酸が３つ、２番目に必須アミノ酸、それとこういった筋肉に対する働き、４番目
にエネルギーを通じて効率よく燃える、それとカラダの作りの働きをするというような形
で説明させていただきたいと思います。今からですね、山口大学の伝統の研究でございま
して、要はですね、クロスオーバー試験というような形で、BCAA、ダブルアミノバリュ
ーということで 4000 ミリグラムになります。４グラムですね。これを午前中に２本、昼
から夕方にかけて２本、夜に１本、合計５本、４グラムですから 1 日 20 グラムの計算で
すべてやっております。
それの状況でございまして BCAA の摂取と筋肉痛の変化でござい
ます。これは筋肉痛でございます。明らかにですね、BCAA を摂れば筋肉痛が少ないとい
うような形の結果でございます。筋肉痛が出るのに疲労がある、これは主観的な考え方か
もしれませんが、こういった形で優位に出てきているということでございます。それと
BCAA 摂取と筋損傷というような形ですね、これもやはり BCAA 摂取分におきましては
ですね、有利な点があるということでございます。それとあと燃焼反応ですね、こういっ
た形の BCAA というのが優位に出てきているというのが一つの報告でございます。
あとで
すね、陸上の他にスクワットということで、膝が筋肉痛になる可能性が多々ございます。
この状況におきましては、女子大学生 17 名、運動週間をもたらしてというようなことで
ございまして筋肉痛に及ぼす影響というのが出て、アミノダブルでやっておりまして、ス
クワット 20 掛ける 7 セット、合計で 140 回、これにおきましてはですね、筋肉痛と疲労
感における関係が出てるわけでございます。やはり筋肉痛におきましては、優位な形で 1
日、２日目はあまり変わらないのでございますが、３日目から顕著に差が出てきていると
いうような形でございます。BCAA というのが筋肉痛も疲労感もこういった形で優位に出
てきてるというのが一つのデータでございます。BCAA の摂取が体力につながる可能性が
あるということで、個人差がございますもので、絶対ありますと言うことではありません
ので、可能性がございますよということで報告させていただきます。
少し時間をオーバーしてしまったのですけれど、大塚製薬の宣伝があったのですが、ま
とめとしてこういった形で出てまいります。アミノ酸というのはですね、有効な形、ない
しは、タンパク質が有効な形で覚えていただければということでデータを踏まえた形で進
んでまいりましてご報告させていただきます。時間が来てまいりましたので有難うござい
ました。

講 演 会 ～その弐～
日時＊2007 年 2 月 17 日（土）
場所＊広島大学教育学部第 1 会議室
演題 『徳島工業高校全国大会までの道のり』
講師
傳寶 孝之先生 （現大塚製薬釧路工場勤務）

こんにちは。39 期傳寶と申します。宜しくお願い致します。諸先輩方がたくさんおられ
る中、私みたいな者がこんな所でお話させていただいても良いのかなというふうに少し思
うところはあるんですが、お電話で依頼いただきまして、お電話の依頼内容が今までの
OB 会の講演会と少し雰囲気を変えたい、まぁそれと、私が大塚製薬グループに入社して
仕事しているものですから、その関係でというリクエストがありました。ちょっと OB 会
誌を後から見て、
あういう紹介のされ方を見てびっくりしたんですけれども、
それで今回、
大塚製薬株式会社の広島支店、それの販売促進課ということでございまして、大坪さんと
いう、私も今日実は初対面なんですが、紹介させていただきました。まぁどうにか同じ会
社のグループなんで繋がることは繋がるもんで、スポーツ指導者講習会とかそういうとこ
ろで、広島でも今度あるみたいですが、そこで何百人か集められて同じように講習をされ
るというような内容の一部を抜粋して講演していただきました。
で、まぁ色々言っておられました。皆さん分かりましたか。あれ実は医薬品の試験に近
いやり方。薬包学法とか、そういうふうなやり方に近い方法をとってやってますんで、一
応製薬会社らしいことを食品にもっていったというようなデータの取り方をした講演でし
た。で、いくらか商品置いていってくれるようです。ちょっと控え室で聞いたら、先程の
ジョグメイトプロテインですね、あのゼリーと、アミノバリューコンクという、アミノバ
リューってペットボトルで皆さん見てると思うんですが、皆さん、小さいファイブミニの
ビンご存知ですかね、あの透明のビンに入ったアミノバリューっていうのが、アミノバリ
ューダブルと同じく BCAA が 4000 ミリグラムというような商品が最近出ておりまして、
それを置いて帰っていただける、今日足りないでしょうからまた持って来ますと、お話も
して下さってました。
で、話をどうしようか。やっぱり予想通りだったんですが、さすがに営業さんだけあっ
て、しっかり資料を持って来られて、綺麗な資料で話されたんで失敗したかなぁと、後に
してもらったら良かったかなぁとちょっと思うんですけども、大塚製薬に勤めています。
まず私の自己紹介からさせていただきます。
私、1991 年にこちらの工学部第三類の応用化学講座、ここを卒業しておりまして、それ
から、先程の方は大塚製薬株式会社だったんですが、私はそこのグループ会社の株式会社
大塚製薬工場、というところに勤務しております。で、仕事はなにをしているかというと、
病院で使われている点滴、輸液ですね、これの工場での製造、これに携わっております。
実際作っているのではなくて、まぁそれの中身の検討とかですね、まぁだから中身の薬液

からそれを運ぶ商品のダンボールまで私が検討するような形です。ずっと徳島で勤務して
おったんですが、昨年の１月から釧路工場での勤務を命じられまして、釧路工場の方で勤
務しております。北海道の東の端、今は雪が、そうですね、この３日くらいで 40 センチ
くらい降りましたか、
というような所で勤務しております。
まぁ新しい工場ができまして、
そちらの立ち上げの作業を今やっているというところでございます。なにを話そうかと思
ったんですが、私が普通のサラリーマンをしながらまぁなんの縁か分かりませんがという
形で、あれよあれよとある学校のアシスタントコーチということで、バレーボールに携わ
らせてもらいまして、やってきたことのお話を少しさせてもらったら良いのかなと思いま
して、あういう演題です。
徳島工業高校というのが徳島県にございまして、そこの女子バレー部のお話です。工業
高校というと、普通男子バレーということを思う方もいらっしゃると思います。初めて四
国大会に行った時には徳島商業、徳島工業がいたんですね。男子と間違えてんのかと言わ
れたのが、ある大会関係者の方で、覚えているんですが、そこが 2005 年のインターハイ
に出場することが出来ております。この年ですね、この年の３年生、これが面子が揃いま
して、チームができておりました。
で、あんまり時間がもうございません。端折ります。細かいことはあれですが、色々全
国大会へやりおるためということで、その時のチーム、選手が 13 名、スタッフが最高男
性３名で指導しておりまして、私は３名の内のひとりと数えると、週末しか仕事の関係で
バレー部には携われないという週末コーチでそれを含めて３名ということでやっておりま
した。それで、色んな所へ行かせてもらって、お世話になって、結果、最後一回結果が出
たと、ライバル校に 50 期くらいの方が多いみたいですけど、51 期の丹羽さん、これが徳
島におりまして、その人がコーチしていた城南高校に勝ったり負けたりというところで、
最後はなんとか勝たせてもらったということで一度インターハイに行っております。で、
その時に色んな人、まぁその後にもあるんですが、に言われて思ったことというのを少し
しゃべらせてもらって、お話を終わりたいと思います。
これはある学校の先生に言われました。指導は３人でやりました。３人ともどこかで監
督経験があるという３人が揃いました。皆さんが思ったことは、３人の意見が衝突して選
手が迷って、良い選手が揃ってるんだけど結果が出ないだろうと。これは会社でも、会社
じゃないですね、なんかのセミナーかどっかで聞いたことがあるんですけど、キングギド
ラって呼ぶんですね。ゴジラという特撮映画、あれに首が３つある怪獣が出てくると思い
ます。要するに、あれの状態で指導者がいて、誰の言うことを聞いて良いか分からないと、
キングギドラ状態になって失敗するだろうと言われたんですが、そこはクリアしておりま
す。今学校とかも忙しくなって、今まで、特に女子の傾向として、大監督がひとり、それ
で、それをサポートする指導者がいて強いチームがあるというチームが多かったと思うん
ですが、なかなか先生方も講義とか色んな仕事で忙しくてひとりでは見切れないというこ
とが出てくると思うんで、集団指導みたいな形を取られると思うんですけども、その時に
３人が何をしたかということをお話すれば少しは参考になるかなと、過去の整理をしてま
して、そういうところくらいかなと思いまして少しまとめてみますと、この３人実はそれ
一番最初のスタートから気付いておりまして、３人が違うことを言わないようにするため
になにをするかということで、３つございます。
まず一つに、監督が絶対で一番である。これは当たり前の話なんです。監督が、監督以

外、この 2 人のアシスタントコーチになるんですが、そのアシスタントコーチは生徒の前
で戦術、戦略、その他細かいことは選手の前では絶対に言わない。それから、指導方法は
３人であらかじめ綿密に打ち合わせをする。あるんですね、やっぱり監督と違うことを言
ってしまう場合、即座に否定する。自分の発言を撤回して監督の方を向かす。それから、
そうはするんですが、そうすると３人集まっている意味がありませんので、なにをするか
というと、選手のいないところでスタッフが意見をぶつけあう、ということをよくやりま
した。後から考えると、練習時間と同じくらい３人でミーティングをしております。そう
いうことがあって、選手は迷わなかったとは思います。
それから、演題があったのでこういう話をしましたけれども、もう一つですね、学生さ
んの方からは、何か社会人、サラリーマンをやっててというお話が聞ければというふうに
リクエストがございましたが、逆に仕事上の細かいこととか、やり方をお話しすることは
特には偉そうにこんなところで、人前でしゃべれるようなことはないとは思うんですが、
少し考えてみますと、
常々西村先生がおっしゃられてます、
特に学生さんたちなんですが、
こういう OB 会の下準備とか、そういう OB 会誌の作成とかですね、そういう仕事は手を
抜かずにしっかりやりなさいと。それから、広島大学のバレー部というのは幹部と言われ
る人たちが練習計画を立てて、
練習をしていってというマネージメントをやると思います。
そういう経験というのは社会に出て非常に生きると思います。
仕事というのは、先程も大坪さんもしゃべられてましたが、あういう講義だけじゃなく
て、営業さんですから、必ず商品がどれだけ売れて利益がどれだけという数字が付いてき
ます。利益が出ないと私共も給料出ませんから、必ずそれは付いてきて、それで、あの人
たちも本社からの指示があるというようなことになってます。なにが必要かと言うと、そ
れをマネージメントするですね、どれだけ売るにはどうしたらいいか、全体的に見て、い
つまでに、さっきのタイミングじゃないんですけども、ここまでにこうやらないとという
ものが必ず出てきます。それをトータルでイメージしていってから確論に入れないと仕事
の処理、これが出来ないことになります。それはサラリーマンに限ったことだけじゃなく
て、OB 会誌作るにしても、いつまでにというのがあってそれまでにどうしたらいいかと
いう逆算ができなければ仕事は出来ないと思います。それはどんな仕事をしていても、付
いて回ることというように思いますので、今学生さん、現役学生さん良い経験をされてい
るというふうに思いますので、その辺りはしっかり勉強していって、社会に出て行ってい
ただければというふうに思います。で、少し早いんですが、大坪さんの話も押しましたし、
もうそろそろお時間ですので、私の話はここで切りたいと思います。私の話自体に内容と
いうものはほとんど無かったように思いますが、大坪さんをご紹介させていただいた、専
門的な話をさせていただいたということでご勘弁いただければというふうに思います。何
かございましたらお願い致します。
質疑応答
水野：えっと、56 期の水野啓太と申します。先程、キングギドラ状態というのを聞き
まして、ちょっと気になったんですけど、選手の、生徒たちの前で戦術とかを
絶対に教えないとさっきおっしゃったのがちょっとなんでかなと思ったんで
すけど。
傳寶先生：監督を際立たせるためです。だから、特に女の子ですから、1 人を、3 人向く
と、というのがあります。分かりますか？

水野：監督にそれを言わせるためってことですか？
傳寶先生：言わせるというか監督だけが言うっていうルールにしたということです。指導
はするんですよ。ただし、その指導方法を統一して同じ3 人が指導はするんで
すけれども、最後言うのは監督だということです。
水野：分かりました。
傳寶先生：キングギドラにならないということです。
水野：はい、変な質問ですいません･･･。
和泉：53 期の和泉と申します。非常に貴重なお話有難うございます。3 人の指導者に
よる指導というお話を聞いたんですが、徳島県において、または他の所でも良
いのですが、こういった取り組み、外部コーチを呼んできて手伝ってもらうっ
ていうような取り組みっていうのは広がってきているのでしょうか？それと
も･･･。
傳寶先生：えっと、いくらか見受けられます。全国に行かせていただいたりしても、ぽつ
ぽつあると思います。
和泉：制度としては学校側からそれを受け入れる体制っていうのはどのような形にな
っているのでしょうか？
傳寶先生：一応、徳島の場合は外部コーチのベンチ入りまで認めてくれております。です
から、学校の許可さえ監督と顧問が取れば、一応それはオッケーということに
なっているようですが、私もそれは学校関係者ではないので、詳細は申し訳ご
ざいませんがなにか分かりませんけれども、私は公式戦のベンチまで入れてお
ります。
和泉：最後に全国大会というものにおいても傳寶さんはベンチに入られたのですか？
傳寶先生：そうですね、それは辛い質問なんですが、こういうふうに言ったら私も行った
とお思いになるかもしれませんが、実は私、島根に行っておりません。実は今
釧路工場へ行ってますけれど、釧路工場に行くかどうかそのときは分からなか
ったのですが、それに関する移動命令っていうのがインターハイの一週間前に
出まして、実は予選グループの日がそこの初顔合わせの初会議の日ということ
で、インターハイに行く選手、監督を見送って、私は机の掃除をしておりまし
た。
和泉：有難うございました。
大信先生：失礼致します。45 期の大信と申します。貴重なお話有難うございます。二つほ
ど質問させていただけたらと思います。まず一点ですが、3 人おられたという
ことなんですが、3 人がどういう立場で、指導なさっていて、例えばあの、さ
っきこの話した和泉、よく学校の方に来て指導していただいてるんですが、特
にトレーニングを中心に、でその、３名スタッフがいらっしゃると思うんで監
督が戦術なり、で、もうひとりの方がトレーニング指導、でまぁ、傳寶さんの
方がどういう立場でそれぞれが指導されていたのかっていう・・・
傳寶先生：そういうふうな明確な役割、指導に関しての役割っていうのは、トレーニング
とか戦略とか、まぁそれ言わないだけでやっているんですが、そういうふうに

はきれいに分けてはおりませんでした。ですから、その場で選手を見て技術的
なことを指導したり、色んなことはしていました。逆に気付いたことを話すと、
ひとりが見る見方と、というのは一つの方向からしか見えないかもしれません
けども、違う方向から、一つのことを教えるにしても教え方っていうのは一つ
じゃないはずだ、ということで色んなことを言って下さいと言われていました。
ただし、違うことを言われたときはそこは軌道修正をきちんとしましょう、と
いうことで、そういう役割別にはきれいには分けてなかったですね。
大信先生：そのような中でですね、僕もなかなか複数でやるって経験はあまりなかったん
で、やっぱり他のチームと比較して、最後勝つことが出来たっていう、そうい
う結果を残したっていう１番の原因、他のチームと比べてどういうところが優
れていたために全国大会に出ることが出来たのかっていう、3 人の体制の中で
勝因に繋がるようなところが、お教えいただければというふうに思います。
傳寶先生：えっと、２年前のことになって、自分でもどういうことをしたのか振り返らせ
ていただく良い機会、こういう話をさせていただくことで与えてはいただいた
んですが、一度失敗したからかなと思っています。高校だと、2 回全国大会の
チャンスがありますよね、失敗というのは選抜大会。選抜予選で全国大会に行
けませんでした。3 人で考えていたことは選抜大会のほうが可能性が高いので
はないかということでした。他校の選手と自分のことの関係ですね。それから、
私どもは一つの学年の６人でほとんど戦っていたような戦力的にはチームで
して、４月を超えても選手補強の見込みは実は無かったんですね。決勝とかそ
ういうとこで戦えるレベルの選手はなかなか来てくれないという実状があり
まして、選抜大会の方が可能性として高いのではないかというところですね。
これで上手くいかなかったというところがありまして、それを修正したってい
うところが上手くいった。試合を見てみると相手のエースの調子が悪いってい
うのもあるんですが、そういうところではないかとは思います。
大信先生：その修正した点というのは？
傳寶先生：選抜大会のときはとにかく強いところ、県外強豪校っていうところを、全然、
あの工業高校ですから、しかも女子で、全然そういう繋がり自体ありませんで
したが、色んな先生方にお願いして、行かせていただきました。そのときに名
前の聞いたことのあるようなところにも何ヶ所か行かせていただきまして、選
抜大会の予選の２週間前はそういうところに行ってもセット取れるぐらいま
でチーム状態も仕上がって、男子チームで仮想チームまで作ってですね、試合、
ゲーム形式の練習までずっとやってきたというところなんですが、後で考えて
みると選手たちがそういう強いところ、名前があるところに行って、セットと
か取ってきてある程度出来るなって思うんですが、そっちが目標になってしま
って公式戦に合わないんじゃないかと、ピークの持っていくところが違うんで
はないかと、勘違いしているんじゃないかっていう、もしかしたらですね、こ
れは選手に確かめたわけではないのでなんとも言えませんが、インターハイの
前っていうのはそこのショックもあってなかなか動きが悪かったいうのもあ
るんですが、敢えてもう遠くのそういうところには行かずに近くで、ただし相
手がどこであろうと、一日中コンスタントに同じ結果を残しなさい、なにがあ

っても同じことが出来るようになりなさいというようなことはずっと言って
いたような気がします。しかしまぁ、一日波があってそれが出来なかったんで
すが、最後の試合だけは、実は、準決勝から厳しい試合が続いたんですが、あ
の３試合だけは上手くいったということで、結局事実としては残っていますけ
どね。
大信先生：有難うございました。
山本：失礼します。56 期の山本葵と申します。先程のお話の中で、週末しか練習に出
られなかったという話があったんですが、指導上、生徒との信頼関係っていう
のを、特に女子っていうのは深く関わってくると思うんですが、週末しか生徒
と関われないっていうことでなにかこう、信頼関係をつくる上で気をつけてい
かれたというか、なにかそういうことがあったのかなと思ったんですが･･･。
傳寶先生：それは全然ありません。逆に女の子ですから、変に気を遣ったりすると、逆に
変な意識を持たれるっていうこともあるかもしれませんし、監督にはそのまま
来てもらって練習に参加してくれれば良いっていうように、それを考えますと
受けていただくチームの体制を非常に整えていただいて入りやすくしていた
だいたっていうところだとは思います。
山本：最終的に信頼関係はできたなっていうのはありますか？
傳寶先生：難しい質問ですね。一応そういうことにしておいてもらえないでしょうか。
山本：有難うございました。
林：56 期の林です。貴重なお話有難うございました。話を最初に戻してしまうんで
すけども、なぜ大塚製薬に就職しようと考えられたのですか？
傳寶先生：まず僕は徳島に帰ろうと思いまして、徳島にそのとき候補が二つありました。
皆さん聞いたことあると思いますが、今入っているのが大塚製薬、大塚製薬工
場で、もう一つ候補として挙がったのが日亜化学工業です。例の中村修二さん
が 200 億円の特許で裁判になった、あの会社ですね。というのが二つあったん
ですが、大塚製薬に決めました。決め手を言わなきゃだめですか？
林：お願いします。
傳寶先生：休みが多かったからです。これは労働条件になると思うんですね。給料面では
そんなに変わらなかった、給料面はあんまりなかったと思うんですが、片側は
祝、祭日が休み、片側は完全週休 2 日。みなさん完全週休 2 日っていうと勘違
いされるかもしれませんが、完全に 2 日なんですね。だから、水曜日に祭日が
入ると土曜日出勤です。それもその時初めて知ったんですけど。あともう一つ
理由があるとすれば、私、有機化学ですね、有機合成の方をやっておりました
んで、日亜化学さんはどちらかというと無機化学系統、で、有機をやるよって
話はあったんですが、どうもその研究室がなかなか立ち上がらないっていう話
を聞きまして、大塚製薬に決めさせていただきました。
林：続けて質問なんですが、今、お仕事楽しいですか？
傳寶先生：難しい質問ですね。楽しい仕事っていうのがどんなものかは分かりませんが、
やりがいはあります。自分が一回入院したときに、自分が検討していた点滴針

を使っていたんですけど、そういう経験もしましたが、こうやって患者さんに
使われているんだっていうようなことをですね、自分が検討して、皆さん有機
工場のイメージはないと思いますが、1 日に 24 時間で工場は動いてまして、す
ごい工場ですと 1 日に 25 万本以上、注射剤ができます。そんなに作って、使
われているのかと思うと思うんですが、大塚製薬工場で日本のシェアの 40％ぐ
らいを作っているような会社です。でもまだ他にもあるから、どんどん使われ
ているんですけども、そういうふうなことで患者さんのためには、役立ってい
るのかな、それで助かる人がいるんだなと思うと。ちょっと心苦しいところは
あるんですが、我が社の製品が使われるっていうことは、苦しんでる人がいる。
例えばインフルエンザが流行ります、ノロウィルスが流行ります。最近ありま
すが、点滴使っていただけると売上げが上がるんですね。でもそれだけ苦しん
でいる人がいるなっていうのは、少し心苦しいと感じるところはありますけれ
ども、もしそうなった方のためにお役に立つものを作らせていただけてる、そ
れの建造に携わらせてもらっているっていうことは、やりがいはあるなという
ふうに思います。
林：有難うございました。
高崎：56 期の高崎麻菜実と申します。私は教師を目指してるんですけど、ある先生
に、一般就職、広大の新卒で広大の名目を使って就職して、それから教員採用
試験を受けても遅くないと言われたんですけど、仕事をしながらまず社会の勉
強をして、それから先生を目指すのも遅くないっていう考えをいただいて、そ
ういう意見もあるんだなとすごい思ったんですが、そういうことは可能だと思
われますか？
傳寶先生：可能だとは思います。結局、学校で生徒さんと過ごされて生徒さんが卒業され
た後、どういう状況に置かれるのかっていうのを知るのは、一般就職したほう
が状況は分かるとは思います。それを知った上で生徒指導をするっていうのは
出来ると思います。というのは、一つの幅が広がった先生なのかな、というふ
うに考えることは出来ると思いますが、それがなくてもとは思いますが、それ
から社会人になっても、最近社会を経験された方を教師にという流れが、社会
人採用とかあると思うんで、そういう流れになってきているのかなと、個人的
に流れを見てて思います。が、それはどちらがどうとかいうのは私にはちょっ
と答えられないのかなとは思いますが、私見を言えばそういうことかなと、こ
れは色んな方がおられると思うんで分かれるところだとは思います。それは懇
親会で色んな先生が来られると思いますんで、聞かれてみてはいかがでしょう
か。
高崎：有難うございました。
傳寶先生：すみません。最後に池内先生に来ていただいておりますけども、徳島工業がお
世話になった皆様と、この話をお教えいただきました徳島工業のスタッフの方
にお礼を申し上げて終わらせていただければと思います。有難うございました。

