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1．緒言 

 日本女子バレーボールチームはオリンピックに

おいて、東京オリンピックから現在に至るまで、

金メダル２個、銀メダル２個、銅メダル１個とい

う輝かしい成績を収めてきた。しかし、それは 1984
年のソウルオリンピックまでの話である。それ以

降、日本女子バレーボールチームは大会を重ねる

につれてメダルから大きく遠ざかってきている。

2000 年に行われたシドニー大会ではオリンピック
最終予選で敗れ、大会への出場さえもできなかっ

た。これを考えた時に、現在のバレーボールを論じる

ためにも何らかの考察が必要になる。いったい現在の

バレーボールと過去のバレーボールとの間にはどのよ

うな違いがあるのだろうか。本論は現在と過去の間に

横たわる越えられない差異に着目し、歴史的考察を行

う。 

先行文献によればこの相違は（1）体力差、体格差

（2）他国の競技力の向上（3）ルール改正、（4）その他

が原因である。本論はこれらを含む歴史的な経緯を追

求し、日本女子バレーボールチームの成績衰退の要

因を明らかにすることを目的とした。 

 
2.研究方法 

2-1 文献研究 

 国立国会図書館や秩父宮記念図書館にて書籍を

調べ、またオリンピック開催期間の新聞を調べた。 

2-2 インタビュー、フォーラム、シンポジウム 

 モントリオールで金メダルを獲得した前田悦智
子さんのフォーラムやインタビューで録音したテ

ープを文章におこし、データとした。また、その

データと文献研究で得られたデータを用いてオリ

ンピックにおいての成績衰退の要因として考えら

れる（1）体力差、体格差（2）ルール改正（3）特
殊技に関して考察を行った。 
・前田悦智子さんについて 
モントリオール大会でセンタープレーヤーとし

て活躍し、金メダルを獲得。バレーボールに触れ

るのは遅く、高校から９人制のバレーを始める。

そこから才能を発揮し全日本に選ばれ、モントリ

オールオリンピックで金メダル、また世界選手権、

ワールドカップではキャプテンを務め、見事に優

勝し三大大会の３冠を手にしました。そして 1978
年に引退。引退後すぐは健康体操や公演活動など

をしていましたが、その後は県のスポーツ振興審

議委員会に 12 年、館山市の教育委員会に 12 年、
その他にも男女共同参画推進委員会、自然エネル

ギー推進委員会、旧市町村の合併委員会などもや

っており、地元に根付いた活動に従事している。 

 

3.結果と考察 

3-1 体力差、体格差についての結果と考察 

 

 

各国の主な女子選手の体力測定結果の平均（1977） 

Team 身長（cm） ＳＪ（cm） ＢＪ（cm）

日本 173.3 288.7 277.8 

キューバ 174.8 285.4 277.8 

韓国 170.5     ※     ※ 

中国 177.1 289.9 279.1 

ペルー 171.8 ※     ※ 

ハンガリー 175.0 283.9 276.5 

アメリカ 177.3 289.9 281.3 

ロシア 178.4 291.9 282.7 
 各国の主な女子選手の体力測定結果の平均
（1998） 

Team 身長（cm） ＳＪ（cm） ＢＪ（cm）

キューバ 179.6 324.9 312.2 

ロシア 188.1 310.2 302.3 

中国 182.5 311.1 298.6 

ブラジル 183.8 302.1    ※ 

イタリア 185.5 309 283.2 

韓国 179.1 309.7 296.9 

クロアチア 185.2 301 286 

オランダ 183.8 306.5 290.6 

アメリカ 183.5 305.1 297.6 

ペルー 179.6 304.2 297.2 

日本 177.4 301.3 286.2 
ＳＪ：スパイクジャンプ到達点 BJ：ブロックジ
ャンプ到達点   ※はデータなし  

 1977年のデータは選手全員の選手の平均に対し
て、1998のデータは各国の主力選手７名～14名の
平均であり、多少の誤差はあるがこのデータを用

いて比較していく。まず、1977年のデータだけを
見ると平均身長が最も高いのはロシアで 178.4㎝。
日本チームは８チーム中５番目でロシアチームと

の差は 5.1㎝。ＳＪは最も高いロシアとの差は 3.2
㎝。ＢＪは最も高いロシアチームと日本チームの

差は 4.9㎝だった。1998年のデータでは平均身長
が最も高いのはロシアで 188.1㎝。日本は 11チー
ム中11番目で最も高いロシアチームとの差は10.7
㎝だった。ＳＪは最も高いキューバチームとの差

は 23.5㎝。ＢＪは最も高いキューバチームとの差
は 25.9㎝だった。1977年と 1998年とを比較する
とロシアチームの平均身長はこの間に 9.7 ㎝伸び
ているのに対し、日本は 4.1㎝の伸びであった。  



☆体格差、体力差に関しての前田さんの考え 

「自分は、当時も今も体格に関しては他国にそん

なに劣ってないと思う。けれどもやはりキューバ

などに比べると基礎体力やジャンプ力では劣って

しまう。そして、それを何で補うかというと練習

しかない。あとは技とコンビバレー。そういうも

ので勝しかないとそういうことで自分たちはいろ

いろと編み出していった。今の日本チームを見て

いるとまだまだ発展する、伸びると思う。けれど

もまだ基礎体力とかがまだないかなと感じる。」 

 

3-2 ルール改正についての結果と考察 

・1977 年のブロック後のカウントのルール改正に

関して 

旧）ブロックに当たったワンタッチはカウント１

としてあと２回プレーできる。 

新）ブロックに当たったワンタッチはカウントせ

ず、あと３回までプレーできる。 

 このルール改正についての前田さんの考え 

「速攻をやろうと思えば別にマイナスではなかっ

た。そのルールをふまえたうえで速攻をしなくて

はいけないと思っただけですね。ルール改正につ

いてはどちらに損得というのはないと考えていま

す。」 

 

3-3 特殊技に関しての結果と考察 

 回転レシーブ（東京オリンピック） 

当時バレーボールが強かったのは、ソヴィエト連

邦だった。身長が高く体格に恵まれていたソ連チ

ームは攻撃力、守備力ともに圧倒的な強さを誇っ

ていた。それに比べて、日本チームは身長はもち

ろん攻撃力、守備力でも劣っていた。ソ連チーム

が打ったボールは、ブロックする日本の選手の手

の上からコートに突き刺さった。そこで、日本チ

ームの大松監督は相手の打ったボールを腕を伸ば

して拾い、体を一回転して起き上がるという「回

転レシーブ」を考え出した。そのおかげで強いス

パイクも拾うことが出来るようになった。そして

そのようにどんな強いスパイクも拾いあげてしま

う日本チームを見て外国の選手たちは日本の選手

たちを東洋の魔女と呼んだ。 

 ひかり（モントリオールオリンピック） 

ひかり攻撃とは 1976年のモントリオールオリンピ
ックのときに日本女子バレーボールチームが使っ

た速い平行トスのことで当時は日本女子バレーボ

ールチームしか使うことはできなかった技術のこ

とである。また、その日本女子チームの中でも白

井選手のひかり攻撃は正確ですばらしく金メダル

の大きな力となった。名前の由来としてはその当

時、走っていた新幹線ひかりで、こだまよりも速

いひかりということでそのような名前がついたの

である。 

 稲妻おろし（モントリオールオリンピック） 

稲妻おろしはモントリオールオリンピックでセン

タープレーヤーをしていた前田選手の打点の高い

スパイクのことである。前田選手の跳躍力は男子

の選手にひけをとらないものでその最高到達点か

ら繰り出されるスパイクはまるで稲妻のようだと

いうことでこの名前がついたのである。またこの

名前は当時の山田監督が命名した。 

 

3-4 前田さんが考えるモントリオールオリンピ

ックでの勝因（銀メダルに終わった前回のミュン

ヘンオリンピックと比較してみて） 

「ミュンヘンのときは守備の面では日本のほうが

良かった。しかしパワーなどの攻撃面では相手に

少し劣っていたと思う。監督はミュンヘンオリン

ピックはユニチカの小島監督、モントリオールオ

リンピックは山田監督。山田監督はミュンヘンオ

リンピックの前のメキシコオリンピックでも監督

をしていて、そのときは銀メダルだったけれども

当時の日本は金メダルを獲って当然ということが

あり、銀にもかかわらずひどい屈辱を味わってい

て、それを知っている山田監督が自分たちのモン

トリオールオリンピックの時の監督だったので、

練習などにおいて、少しの妥協も許されなかった。

練習は１日 10 時間から 12 時間。月に１日の休み
も無かった。そういうのも差として考えられるか

もしれませんね」 
  

4．まとめ 

モントリオールオリンピックのときの日本女子チ

ームと90年代に入ってからの日本女子チームの違

いを主に考察したが、体格差、体力差に関しては

モントリオールオリンピックのときよりも他国と

の体格差、体力差は広がっている。前田さんはモ

ントリオールオリンピック当時は体格に関しては

さほど他国のチームとの差は感じていなかったよ

うだ。しかし体力差に関しては特にロシアチーム

との差を感じていたようだ。 

 ルール改正については当時日本が速攻を攻撃の

主としていたことを考えると日本の攻撃に関して

はプラスになったと考えられる。しかしそれは他

国のチームに関しても同じで速攻ではなくても攻

撃しやすくなったことを考えると日本だけにプラ

スになったわけではないようである。 

 特殊技に関しては現在は他国のチームも使うプ

レーだが当時は日本チームにしかできなかった。

このことを考えると間違いなく東京オリンピッ

ク、モントリオールオリンピックでの金メダルの

要因の１つであると考えられる。 
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