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一流選手の背負投における共通点
増地克之
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の共通点を見出すことを目的とした。

Ⅰ はじめに

柔道指導者は、経験や感覚に基づいた指導が多
いという指摘を受けている。対人競技である柔道

Ⅱ 研究方法

は、動きの自由度が高いため、指導者の経験や感

1．実験

覚に基づいた指導だけでは、選手の競技力の向上

（1）被験者

は困難である。また、指導書も記述が不統一で共

表1は、被験者の身体特性及び競技成績を示し

通性に欠けている。これが、柔道の指導における

たものである。被験者は、2005年度の全日本強化

問題点である。柔道投技における技術の三次元動

指定選手5名で、いずれも背負投を得意とする選

作分析を行い、標準動作モデル、又は理想的なモ

手とした。

デルを構築するということは、多くの指導者に共

（2）実験施抜

本研究では、講道館柔道の新「五教の技」の第

通の解釈を与えるだろう。
そこで、本研究は、背負投の標準動作モデルを
構築するために、一流選手の背負投における技術

一教に含まれ、かつ投の形に含まれる技である背
負投、支釣込足、浮腰の中から、競技柔道の選手

表1被験者の身体特性及び競技成績
階級 身長

競技成績

（cm）

2006年グルジア国際大会準優勝

被験者A 60kg 160 63 右自然体 参

2006年パリ国際大会準優勝
2006年全日本選抜柔道体重別選手権大会準優勝
2005年パリ国際大会優勝

被験者B 66kg 168 66 右自然体 参

2005年講道館杯日本柔道体重別選手権大会優勝
2006年パリ国際大会準優勝

2000年全日本ジュニア選手権大会3位

被験者C 73kg 177 78 右自然体 参

2004年講道館杯日本柔道体重別選手権大会5位
2005年全日本選抜柔道体重別選手権大会準優勝
2003年グルジア国際大会準優勝

被験者D 73kg 166 76 右自然体 五

2003年講道館杯日本柔道体重別選手権大会優勝
2003年韓国国際大会3位

2001年ミュンヘン世界選手権大会準優勝
被験者E 73kg 170 76 右自然体 四

2002年アジア大会準優勝
2003年大阪世界選手権大会7位
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が最も多く得意技とする背負投とした。

影には可視赤外光ストロボとアナログカメラヘッ

2．データ収集

ング周波数は120Hzに設定した。カメラからの撮

ドを組み合わせたMカメラを使用した。サンプリ
図1は、被験者の分析点を示したものである。
マーカーは光反射素材を貼った直径14mmの球体

影データは専用ケーブルを経由してⅥcon本体の
データステーションに保存した。

であり、被験者の身体に37点貼付した。その中で、
手、肘、栂指球、足、膝関節及び耳珠、胸骨上線
には2つずつマーカーを貼付し、その座標値の中
点を関節中心とした。また、大転子はあらかじめ

3．データ処理
（1）分析施技の決定

本研究では、背負投の投込を行い、被験者が成

マルチン式人体計測器を用い、大転子の反射マー

功したと判断できる施技が3回撮影できるまで複

カーから股関節回転中JL、位置までの距離を計測し

数回施技を行った。その3回の成功施技で、被験

て、撮影によって得られた既知の大転子の座標値

者の内省報告の良いものを選び、選ばれた5施技

から内挿することにより座標値を算出した。

を分析対象とした。

データ収集には、光学式3次元自動動作分析装
置Ⅵcon612（OxLbrdMetrics社製）を使用した。
図2は、実験風景及び配置状況を示したもので

（2）局面区分と測定項目
（∋ 局面区分

本研究では、測定項目を比較するために背負投
の動きを以下の3局面に区分した。

ある。

カメラは8台使用し、その8台は約2．2mの高
さに被験者を取り囲むように円形に設置した。撮

イ）作り一半身局面

分析開始時から振り足を振り、振り足と軸足と
の距離が一番大きくなり、半身の状態になる時点
までとした。
ロ）作り一回旋局面

半身の時点から体を回旋させて膝を一番大きく
屈曲させた時点までとした。
ハ）掛け局面

膝を一番大きく屈曲させた時点から受を投げ、
受が地面に付く分析終了時までとした。
（診 測定項目

イ）分析点の軌道
ロ）重心位置
X

ハ）関節角度

図1被験者の分析点
Ⅲ 結果と考察
1．分析点の軌道
（1）釣り手の軌道

図3は、第三中辛骨頭（黒）と釣り手肘関節中
点（灰）の軌道を示したものである。分析開始時
に被験者の後ろ側から見た軌道である。
すべての選手に共通してみられたことは、釣り
手を相手の脇の下に差し入れる前に一度逆方向に
あおる動作である。特に肘の軌道に大きなあおり
動作が見られた。また、ほとんどの選手が作り一
半身局面終了時に、あおり動作の最大点に到達し
ていた。
図2 実験の組織図
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いた入り方であると推察される。しかし、相手に
力が加わりにくいと考えられる。この方法で施技
を行っていた選手は、膝関節の大きな屈曲から伸
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展をしていたことから、低く技に入ることで力の
部分を補っていると考えられる。
2．重心位置

D
者
験
被

図4は、5人の選手の重心位置を局面開始時、
終了時、その中間時点で表している。
すべての選手の共通点は、支持足基底面より後
方に外れることはなかった。また、作り一半身局面

図3 釣り手の軌道

終了時では振り足を振って動きが大きくなるとこ
（2）引き手の軌道

ろであるが、すべての選手が支持足基底面内に重

すべての選手の共通点は斜め上方向にしっかり

心があった。

引き上げ弧を措くように引き下げていた。

作り一回旋局面中盤から掛け局面開始時までに

（3）足関節中点の軌道

かけて、すべての選手の重心が支持足基底面より

足関節中点の軌道では、全体的に共通点は見ら

前方向に外れていた。しかし、すべての選手の重

れなかった。しかし、軌道は大きく3種類に分け

心が前に外れているが前のめりになるのではなく

ることができる。

地面に対して背中のライン、上半身が垂直に近い
姿勢になっていた。これは、柔道の現場で使われ

一つ目は、軸足を大きく踏み込み振り足を大き
く弧を描くように入る方法である。これは、振り

る言葉 腹を出す ということをすべての選手が

足を大きく振ることで相手に大きな力が加わると

行っているためと考えられる。

推察される。しかし、股関節にかかる負担が大き
いことと、技に入るスピードが遅くなることが考

3．関節角度

えられる。

（1）釣り手

図5は、5人の選手の釣り手の肘関節と肩関節

二つ目は、軸足を踏み込み振り足は弧を措くよ
うに入るがその弧はそれほど大きくない方法であ

の角度を表したグラフである。選手の施技速度に

る。これは、振り足の力を使うがスピードにも意
識をおいていると考えられ、力とスピードのバラ

すべての選手の関節角度を同グラフ上で表した。

ンスをとったものであろう。

横軸は局面の割合で、縦軸が角度である。

は遠いがあるため、ひとつの局面を100％として

すべての選手が掛け局面に移行する前に肘関節

三つ目は、軸足を踏み込み、振り足は弧を描か

角度が50度以下になっていた。

ずそのまま立ち位置まで持っていく方法である。

肩関節角度には共通点が見られなかった。また、

これは、振り足の力を使わずスピードに意識をお

面
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図5 釣り手肘一肩関節角度
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掛け局面に移行する前もばらつきが見られた。こ

Ⅳ おわりに

れは、相手の脇の下に差し入れる釣り手には、共

1．まとめ

通性と特異性があるため指導する場合、気をつけ

（1）分析点の軌道について

釣り手肘関節中点にあおり動作がみられた。引

なければならないポイントになると考えられる。
（2）引き手

き手第三中辛骨頭点は、まっすぐ斜め上方向に上

引き手の肘関節と肩関節には、共通点はみられ

昇して、下方向に弧を描くように下降する軌道が

なかった。しかし、引き手の軌道では共通性がみ

みられた。足関節中点の軌道には、共通点はみら

られたことから、しっかり引き上げ弧を措くよう

れなかったが、動きを三つに分類することができ

に引き落とすが、その方法は身体特性、筋力、柔

た。

道スタイルなどで異なってくると考えられる。

（2）重心位置について

全ての局面で、支持足基底面より後方向に外れ

（3〉 軸足

ることはなかった。作り一回旋局面の中盤から掛

図6は、5人の選手の軸足の膝関節と股関節の

け局面開始まで、支持足基底面より前方向に外れ

角度を表したグラフである。
膝関節角度では、掛け局面序盤に大きく上昇す

ていた。回旋して両足が地面に付いた時点では、

るという共通点がみられた。また、股関節角度で

上半身の姿勢が地面に対してほぼ垂直になってい

は、作り一回旋局面で一度上昇して、掛け局面に

た。

かけて大きく減少していた。

（3）関節角度について

一般的に、立っている状態から膝を屈曲させる

釣り手肘関節角度は、掛け局面開始時までに50

と、膝関節角度が小さくなり、股関節角度も小さ

度以下まで下がっていた。軸足膝関節角度は、掛

くなる。しかし、作り一回旋局面では、すべての選

け局面序盤に大きく上昇していた。軸足股関節角

手の膝関節角度は小さくなっているのに対して股

度は、作り一回旋局面で一度上昇し、掛け局面に

関節は一度大きくなっていることから、重心位置

かけて大きく減少していた。引き手肘、肩関節角

でもみられた

度には共通点は見られなかった。

腹を出す

という動きを意図的に

行っていると考えられる。
2．今後の課題
背負投におけるメカニズムや技術を究明し、背
負投の標準動作モデルを見出すためには、以下に
示したような課題を解決する必要があると考えら
れる。
（a）実際の試合（実戦）における一流選手の施技
の3次元動作分析を行い、背負投の効果や特
性を明らかにして共通点を見出す。
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（b）実践と約束練習における背負投の共通点を比
較して、背負投の標準動作モデルを見出す。

図6 軸足藤一股関節角度

