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世界柔道選手権大会における外国人選手の組み方と施技の特徴

−1995年と2005年の比較−
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Abstract

Inthisresearch，thechangeoftrendingamesbyforeignplayerswasanalyzedbyinvestlgatingMakuhari
WorldChamplOnShipin1995andCairoWorldChamp10nShip2005，takingthesetwoworldcompetitions
asano叫ectofresearchtocomparethedif托rencesinlOyears・
ThepolntSOfanalysISareSubstanceofa11attacks，aCqulrementPOlnt，howtofoldthecompetitorJuSt
befbreattack．

Theresultsareasfollows；
1）AcquirementpointsbylpponofNage−Wazahaveincreasedinforeignplayers・
2）Te−WaZaSuChasreachinglegsdirectly，1iftinglegsbyhand，andalso，Masutemi−WaZahave

increasedinforeignplayers・
Asaresult，Koshi−WaZaandAshi−WaZahavedecreasedandconnectedtothechangeof attack
substance．
3）Irregularwayoffoldinghasincreasedinbothmenandwomen・Ontheotherhands，thatistosay，

Standardfoldingwhichisusedtobeseenhasdecreased・
4）Thewayoffoldingbyforeignplayershasdiversified・Changeofattackingcontents，andalso

attackingfromirregularwayoffoldinghaveincreased・

5）Thegamesbyforeignplayershavebeenstrayingfromtherevisedru1ewhichisintendedtofold
eachother．
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1．緒 言

世界柔道選手権大会（以下，「世界選手権」と

比較し、束洋人選手は背負投または腰技でポイン
トを取得しているのに対し、西洋人選手は捨身技や
国技でポイントを取得していると報告している1）。

坂本らは、1992年から2000年までのオリン

略す）は、2007年ブラジル・リオデジャネイロ大

ピック大会（バルセロナ，アトランタ，シドニー）

会で25回を数えた。これまでは、アジア、ヨー

を村象に、積極的柔道を推奨するルール改正と競

ロッパ諸国を中心に高い競技力を示してきた。

技傾向との関係を検討している。その結果、同じ

その競技力の一つの指標となるメダル獲得国数

を1995年から2005年の世界選手権でみると、20
数カ国で推移している。10年間に増加傾向はなく、

ルールの運用であっても男女の競技傾向に違いが
みられたと報告している25）。
中村らは1995年から1999年の世界選手権にお

しかも各地域への分散傾向が指摘されている4−37）。

ける3大会を村象に，勝利獲得ポイント、勝利獲

近年では、限られた強豪国間のメダル争いから、

得技、罰則による勝敗について分析し、「一本勝

世界的なメダル争いとなってきている38）。

ち」の割合が50％を上回り，大会ごとに増加した

世界選手権に関して、全日本コーチ（以下，

ことを報告している11）。

「コーチ」と略す）らほ、出場選手の半数近くが

以上のように、多くは技術とポイントについて

メダルを狙える力を持っており、その中で日本人

検討しているものである。しかし、日本人選手が

選手が金メダルを取ることは非常に厳しい状況に

国際舞台で苦戦している要因の一つとして、外国

なってきていると指摘している17，21）。また、外国

人選手の施技直前の組み方が「標準的」組み方と
。そこで、外

人選手と日本人選手の差が縮まってきていること

は異なる点が指摘されている15・2り−3り）

も報告している。この国際的な競技力の向上は、

国人選手の試合に限定し、組み方と施技の変化を

試合、合宿などを通じて各国の交流が進み、技術

明らかにするため本研究に取り組んだ。

的な情報収集・分析が盛んに行われるようになっ
た27）ことがその一因と考えられる。
したがって、コーチは常に変化する外国人選手

3．研究方法
本研究で対象とした試合は、1995年幕張世界

の傾向を把接しておかなければならない。特に、

柔道選手権大会（以下，「幕張大会」と略す）と

国際大会で勝利を求められる日本人選手は、外国

2005年カイロ世界柔道選手権大会（以下，「カイ

人選手の研究が必要である2・7，軋24）。

ロ大会」と略す）の2大会である。その試合数は、

柔道が、オリンピックで公式競技として男女同
時間催されたのは1992年バルセロナ大会である。
この大会以降、競技としての柔道が活発化し、

日本人選手を除外した幕張大会808試合、カイロ
大会741試合の計1549試合である。
試合映像は、全日本柔道連盟強化委員会科学研

ルール改正、体重区分の変更等数多くの改革が行

究部が会場で撮影した8mmビデオテープ・DVD

われた。このような中で柔道のスタイルがどのよ

を用いた。さらに、正確さを期すため、大会の全

うに変化してきたのかを、長期的な視点から検討

試合結果が記録された1JF公式記録を参照した。

することが本研究の目的である。

対象とした階級について、表1に示した。2大

会の間（1999年）に体重区設定の数字に変更が
2．先行研究

あったが同じ範疇と見なし、それらを男女別に、

国際柔道の競技分析はいろいろな角度から検討

表1対象階級

がくわえられており、その数も少なくない。

幕張大会

菅彼らは、攻撃に用いる技の遠いを日本人選手

男

と外国人選手とで検討している28）。日本人選手

60kg

カイロ大会
男
女

女

48kg

60kg

48kg

は足技を多用し，外国人選手は手技、捨身技を多

軽量級 65kg 52kg 66kg 52kg

用するという特徴を明らかにした。そして、日本

78kg 61kg 81kg 63kg

71kg

56kg

73lくg

571くg

人選手よりも外国人選手のほうが技の種類が多彩

中量級

であることを報告している。

重量級 ＋95kg ＋72kg ＋100kg ＋78kg

張らは、東洋人選手と西洋人選手の競技内容を

一一‥、 86kg 66kg 90k 70k呈
95kg

72kg lOOkg

78kg

無差別 無差別 無差別 無差別

世界柔道選手権大会における外国人選手の組み方と施技の特徴

軽・中・重量級の3階級に分類し比較した。
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本研究の分析項目は、仝施技内容、獲得ポイン
ト、施技直前の組み方である。全施技内容は、講
道館の投技である「手技」「腰技」「足技」「真捨
身技」「横捨身技」の5種類についての施技数を
検討した。獲得ポイントは、「一本」「技あl）」「有
効」「効果」について、試合者が獲得したポイン

ト数を集計し検討した。施技直前の組み方は、施
技直前に両手で柔道衣を掘っている場合（以下，

「柔道衣を握っている」と略す）と、施技直前に
両手で柔道衣を撮っていない場合（以下，「柔道

衣を握っていない」と略す）の2種類に大別し検
討した。さらに、それらを加えた全ての組み方を
54種類に類型化し検討した。組み方の分類番号
を国1に示した。組み方の類型の¶一覧を表2に示
した。
施技の映像は、試合者及び審判員の全ての動作
が損影されているものを分析対象とした。分析施
技については、投げる意思を持って掛けたと思わ
れる施技全てとし、偽装的な攻撃として、「指導」

の罰則を宣告されたときの施技は除いた。また、
全施技を観察し、明らかに公式記録と技名称が異

図1組み方の分焼番号

なる場合は聾者が訂正した。

（回ほ右側のみ示しており組み方の左右は

耗計方法について、接待ポイントは両群間の各

問わず左右対称の番号を用いた）

一一一一一一一一 握襟片

一

後

旬
一一一一一一

袖袖袖袖袖袖袖袖袖袖襟襟襟襟

下半身
っていない

襟
上腕

握ってホ石部夜【

型番号

28
29
30
31
32
33
34
35
36

胸一片襟
胸一胸
胸一層
胸一後ろ供を含む背中
胸一帯
胸一下半身
胸一握っていない
肩一片襟
肩一層

37 肩■一後ろ襟を含む背中
38

肩一帯

39 肩一下半身
40

肩一握っていない

上腕一下半身

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

上腕一握っていない

54 後ろ襟を含む背中

襟一肩

月

苧234567891︒11ほほ川ほ柑171819銅飢㍑㍊餌錆2627

表2 組み方の類型
」

襟一後ろ襟を含む背中
襟一帯
襟一下半身

襟一握っていない
上腕一片襟
上腕一上腕
上腕一胸
上腕一層

上腕一後ろ襟を含む背中
上腕一帯

片襟一後ろ襟を含む背中
片襟一帯
片襟一下半身
片襟一握っていない
背中一帯
背中一下半身
背中一握っていない
帯一帯
帯【下半身
帯十握っていない
下半身一腹っていない
下半身一下半身
両手とも握っていない
一後ろ襟を含む背

中
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】04

階級での平均値を比較したt検定を行った。全施

という指摘12）のように、ルール改正が競技傾向の

技内容、施技直前の組み方の分析項目について

変化に影響を与えることが考えられる。よって、

は、両群間の各階級でクロス衷を用いて、ズ2検定

分析対象期間前後におけるルール・競技方法の変

を行った。さらに、5％水準の有意差が認められ

遷を表3に示した。

た場合、期待値と実際の頻度の差を検討する残差
分析を行った。

4．1全施技内容

また、本研究では5％未浦を有意な差とし、10

仝施技を手技、腰技、足技、真捨身技、横捨身

％未満については傾向とみなし、説明した。

技の5つにわけて分析した。特徴が見られたもの
を以下に示す。

4暮 結果及び考察

試合に関しては、ルールや審判方法が大きく変

4．1．1手 技

わると共に競技スタイルにも顕著な変化があった

手技における施技数の比較を図2・3に示した。

表3 ルール・競技方法の変遷
牢

大会

改1L点

・場内外の基準の変更

1994

場外に出る・出す を「瞥告」から「注意」に変更
世界選手権
」靂張大会）

アトランタ五鱒
世界選手権
（パリ大会）

・8×8mの試合場の導入

青色柔道衣の導入
消極的柔道の罰則強化
袖口の握り方（ピストルグリップ）の罰則強化
抑込時間の短縮

1998

［軍勢」即妙未確
「→本」：25秒，「技あり」：20秒以上24秒未満
世界選手権

階級ごとの体重の範囲を変更

（バ「ニミンガム大会）

柔道衣サイズの基準を厳格化

シドニー五輪

世界選手権

（ミュンへ噸
世界選手権
（大阪大会）

2004

・延長戦（ゴールデンスコア）の導入
・試合時間の変更：シニア5分，ジュニア4分

し罰則の二分化：「指導」，「反則負け」のみ

アテネ畢醸

2005
（

％45
40
30

﹇﹈

25

︳

20
柑
10

国王 手技の施技数（男子）

＊Pく0．05

35

n︼

カイロ

級 級 級
量 量 量
軽 中 圭

幕 張

幕張

カイロ

図3 手技の施技数（女子）

＊Pく0．05
＊＊Pく0．1

5
0
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男子の全階級において、カイロ大会で増加し

カイロ大会にみられる手技については、組み手

た。女子は軽量級においてカイロ大会で増加し、

を離し、あるいは離れた状態から手で脚を取る肩

中量級では増加傾向がみられた。女子の重量級に

車、掬投、朽木倒、双手刈などの技が多用され

ついては、減少を示した。

ていることが指摘されている5・18，31）。これは本研

男子における手技の上位の施技内容を表4に示

究でも同様であった。この要因の一つとして、ロ

した。肩車において軽量級の幕張大会臥3％、カ

シア、グルジア、アゼルバイジャン等、旧ソ連系

イロ大会19．4％であり、朽木倒に続いて施技の割

の勢力の台頭が考えられる。これらの地域の選手

合が高い。中量級は、幕張大会5．4％、カイロ大

連は民族格技の影響を受けている14）。そのため片

会20％であり、重量級は、幕張大会5．1％、カイ

手のみ、あるいは上腕、肩、背中などを纏った状

ロ大会12．8％であった。菅渡らは、朽木倒と肩車は、

態から朽木倒、肩車、掬投などの技を多用する、

施技の方法が類似していると報告している30）。朽

すなわち標準的でない変則的な組み方から、直接

木倒は足を取って後方に押し倒す技であり、それ

手を使用して技を掛ける特徴があるといえる。こ

を防ごうと体を前屈すると前にかつぎあげる肩車

れらの選手の上位進出が手技の増加につながった

が有効に働くという関係にある。本研究において

と推測される。

も、肩車が朽木倒と併用して施技されていること
4．1．2 腰 技

が少数であるが観察されている。つまり、手技の
増加は、肩車が多用された結果といえる。

腰技における施技数の比較を図4・5に示した。
唯一、増加がみられたのは、女子重量級である。

一方、同じ手技である背負投をみてみると、軽
量級は幕張大会26．6％、カイロ大会17．9％、中量

この階級においては、手技の減少が要因の一つと

級では、幕張大会26．5％、カイロ大会14．5％、重
量級では、幕張大会9．6％、カイロ大会3．8％で

考えられる。一方男子では中・重量級、女子にお
いては中量級でカイロ大会に減少傾向がみられ

あった。この結果から、外国人選手の手技は、背

た。菅波は、無差別の大会である全日本選手権大

負投の減少とともに、肩車が多用されるように変

会の技術傾向として「大きい選手が払腰などを得

化したことがわかる。

意とする傾向がある」と報告している32）。今回の

表4 手技の施技内容（男子）

幕 張

順位
1

2

3
軽量級

4
5
6
7
1

2

3
中量級

179

朽木倒

166

一本背負投 104
体落
肩車
掬投
双手刈
背負投
朽木倒

一本背負投

5
6

双手刈

7

肩車

1

3

背負投

5

双手刈

7

体落
肩車

カイロ

％

技名

26．6 朽木倒
24．7 肩車
15．5 背負投
10．4 一本背負投
8．3
6．6

掬投

44
40

6

双手刈

88
64
48
29
19
18
53
45

掬投

一本背負投

70
56

62

朽木倒

4

6

頻度

背負投

掬投
体落

4

2

重量級

技名

29
19
14
11
10

体落

26．5 朽木倒
19．3 肩車
18．7 一本背負投
14．5 背負投
8．7
5．7

掬投
体落

5．4 双手刈
26．8 朽木倒
22．7 掬投
14．6 一本背負投
9．6 双手刈
7．1
5．6

5．1

肩車
体落

背負投

頻度

％

198
150
138
101
85
48
34
113
90
81
65
42
30
22
85
65
57
47
44
16
13

25．6
19．4
17．9
13．1
11
6．2
4．4
25，2
20
18
14．5
9．4
6．7
4．9
24．8
19
16．6
13．7
12．8
4．7
3．8
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％ 2 0 8 6 4 2 0

幕 張

カイロ

＊Pく0．05

＊Pく0．05

幕張

カイロ

図6 足技の施技数（男子）

図4 腰技の施技致（男子）

0
2
15

‡ヨト﹁1

％25
10

﹇L

＊Pく0．05

幕 張

カイロ

図5 腰技の施技数（女子）

＊Pく0．05

幕 張

カイロ

図7 足技の施技数（女子）

外国人選手と単純に比較することは限界がある

で体を支えることから不安定になりやすい技であ

が、腰技の減少は前述した手技の増加、組み方の

る。よって、この内股を返す技が増加したことが

変化、前傾姿勢などと関連があると推察される。

足技の減少した要因の一つといえる。

4．1．3 足 技

外国人選手は、前傾姿勢に加え、片手のみ、腋周

さらに、外国人選手の組み方にも関係がある。
足技における施技数の比較を図6・7に示した。

辺、背中を持つ組み方をすることが背景にある。

女子の中量級を除く男女の全階級において、カイ

片手のみの組み方からは、効果的に足技を掛ける

ロ大会で減少した。

ことが困難であるといえる。

菅彼らは、外国人選手の特徴として前傾姿勢、
救い一組み手の攻防をあげている331。前傾姿勢

したがって、足技の減少は、手技の増加や変則
的な組み方が影響していると考えられる。

は、上体を曲げて腰を引いているため、試合者同
士の手が近くなり、足の距離が遠くなる。した
がって、組み手の攻防の激化につながり、手技を
増加させ、足技の減少につながったと推察される。
またコーチは、欧州選手を中心に、意図的に内

4．1．4 真捨身技
真捨身技における施技数の比較を図8・9に示し
た。男子の全階級、女子の軽量級において、カイ
ロ大会で増加傾向がみられた。菅渡らは、外国人

股を掛けさせ、股の中で回転させるすかし技・内

選手に巴投、隅返などの真捨身技が増加しているこ

股をかけたあと足を取る技などを多用する選手が

とを報告34）しており、本研究の結果と−敦した。

多いと指摘している19）。つまり、足技を返し技に

これは国際柔道連盟が 消極的柔道 に対し

変化する技術が増したことである。本研究による

て、「積極的戦意の欠如」の罰則を強化したこと

男女の2大会の全階級において、最も多く施捜さ

に要因があると考えられる。その結果、試合者が

れていたのは、内股であった。その内股は、片足

積極的に攻撃するスタイルになったことで試合の

世界柔道選手権大会における外国人選手の組み方と施技の特徴
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4分であったが、これに伴いシニア女子の試合時
％ 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0
︵
1
1
1
1
1

間が4分から5分に1分間の延長されることに
なった。よって、幕張大会とカイロ大会では1分
間の差がある。しかし、坂本らは、女子の試合の
決定率において、前半から後半にかけて変化はみ

られなかったと報告26）しており、本研究でも、平
均施技数に有意な差はみられなかった。このこと
から、試合後半に集中的に施技している状況とは
いえず、女子においては試合時間の変化による施
＊Pく0．05

幕 張

カイロ

技の影響はないとみなした。
また、IJFは1990年代から積極的攻防を推進す

図8 其捨身技の施技数（男子）

るルールの改正を行う改革を進めた。そして、
1997年には、 消極的柔道 の対策として罰則を
強化した。これらの罰則が強化されたことによっ
て、組み合わないでいることや、技を掛けないで
いることに対して罰則が与えられるようになっ
た。また、これらの罰則を逃れるための「偽装的
攻撃」に対しても厳しく罰則が与えられるように
なった。よって、このルール改正が「一本」にど
のように影響しているのかを検討していく。
＊Pく0．05

幕 弓長

カイロ

図9 真捨身技の施技数（女子）

4．2．1「一本」の獲得
柔道では、技術ポイントが高いほうから「一本」
「技あり」「有効」「効果」の4つに分かれている。
一試合あたりにおける「山本」の平均獲得数の

攻防がスピード化し35）、罰則をさけるために返し

比較を図10・11に示した。カイロ大会において、

技のリスクの少ない其捨身技を施技するように

男女の全階級で、「一本」の平均獲得数が増加し

なったことが推察される。外国人選手は、これら

た。中村らは、1995年、1997年、1999年の世界選

の技を「偽装的な攻撃」の罰則を受けないように

手権において「一本勝ち」が獲得ポイント中50％

巧みに施技方法として多用していることが窺え

を上回り大会ごとに割合が増加していたと報告し

る。さらに、投げようと意図した技か、それとも

ている11）。本研究においても、男女共にカイロ大

罰則を逃れるために施した偽装的な技なのかを、

会で「一本勝ち」の獲得数が増加した。

審判員が見極められないという審判上の問題も影

その試合の様子をコーチらの見解からみてみる。

響していると推測される。

1卵7年欧州柔道選手権大会を視察したコーチ
は、判定勝ち狙いの選手は極めて少数で殆どの選

4．1．5 横捨身技
カイロ大会で、男子の中量級が減少傾向、女子

手が「一本」を狙う積極的な柔道をしていたと指
摘している22）。さらに2003年世界選手権でのコー

の軽量級が増加傾向を示したが一定の傾向は見出

チは、反則を狙う選手もいたが、「山本」を取り

せなかった。

にいく選手が多かったと指摘している23）。このこ
とから、IJFが推進した「一本」を取る柔道は浸

4．2 獲得ポイント
比車交する2大会間で試合時間の延長、ルールの
変更があったため、それらについて説明しておく。
シニアとジュニアの試合時間が2003年に変更
になった．従来、試合時間は男子は5分、女子は

透していると推察でき、これが「一本」を増加さ
せた要因の一つであるといえる。
次に審判員について検討してみる。
1999年の世界選手権のコーチは、審判員の罰
則、技の判定基準が統一されていたと指摘してい
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4．3 施技直前の組み方
柔道における組み方では、相手の横襟（鎖骨の
あたり）と外中袖（肘下）を撞るのが基本であり、
日本柔道の伝統でもあるため、日本人選手の多く
はそのように握っている．審判規定では「標準的」
組み方を、「左手で、相手の柔道衣の右側、すな

（回）

0．6

0．5

0．4

0，3

わち袖、襟、胸部、肩の上部、背部を、右手で相

0．2

手の柔道衣の左側、すなわち袖、襟、胸部、肩の
0．1

上部、背部を握ることである」と定めている。し

0

かし、互いが有利な組み方をしようとするため、

カイロ

幕張

＊Pく0・05

高レベルな試合ではいわゆる 組み手争い が生

図10 一試合の「一本」の平均獲得数（男子）

じ、組む瞬間に技をかける組際の技などが頻繁に
見られる．次に、高レベルの試合内容を検討する

㈲

「 − l

〇．

上で欠かせない要因である「柔道衣を振ってい

る・いない」を含めた全ての組み方と施技につい
て検討した。

4．3．1全ての組み方

全ての組み方における男女の全階級で差が見ら

れたものを表5・6に示した。男子の軽・重量級に
おいて、「上腕」と「上腕」、全階級において「上
腕」と「掘っていない」（表3、27番、以下番号の
幕 張

カイロ

＊Pく0．05

図11一試合の「鵬本」の平均獲得数（女子）

み）の組み方に、数値は小さいがカイロ大会で増

加がみられた。さらに、中量級において「上腕」
と「上腕」（21）の組み方にカイロ大会で増加傾

る36）。しかし、2001年の世界選手権では「一本」
の判定基準が考えられないほど甘いと指摘する声も

向がみられた。

女子においては、全階級で「袖」と「肩」（6）、

あった20）。さらに、カイロ大会において、コーチら

「襟」と「上腕」（13）の組み方にカイロ大会で増

は審判員の評価基準が軽いと指摘している6，40）。

国としてあげられる。

加がみられた。また、中・重量級において「上腕」
と「肩」（23）、「袖」と「帯」（8）の組み方がカ
イロ大会で増加した。さらに、軽量級で増加傾向
を示した。他には、軽・中量級において「上腕」

4．2．2 その他のポイント

増加傾向を示した。

以上のことから、男女における「一本」の増加は、
審判員の判定基準の変化や不統一によることも一

と「撮っていない」の組み方が増加し、重量級で
「一本」以外のポイントについてみてみると、

1995年のヨーロッパ遠征合宿を通してコーチ

男子は、全階級において、「有効」、「効果」に顕

は、外国人選手について「帯を取ってくる組み手

著な変化はみられなかった。しかし「技あり」に
子は、全階級において「一本」の獲得数と同様に

や、横から紋所を取ってくる」と報告している16）。
しかし本研究では、「上腕」、「肩」等を撞る組み
方が増加した。その結果、外国人選手は、従来と

「効果」がカイロ大会で増加した。「技あり」「有

は異なる組み方の柔道へと変化していることが窺

おいて男子軽量級のみカイロ大会で増加した。女

効」については、階級ごとの変化がみられた。

このことから、「一本」以外のポイントでは、男

える。このような状況をカイロ大会コーチである

木村は「世界の柔道は常に進化し、毎年組み手が

女の各階級で差があったが、全階級では明らかな

厳しくなり同じパターンで戟っていては、容易に

差がみられなかった。

勝てない」と指摘している9）。

このことからも、外国人選手は多様な組み方に
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表5 全ての組み方（男子）

軽量級 中量級 重量級 軽量級 中量級 重量級

「上腕」と「上腕」

0．5

0．1

0

「上腕」と「握っていない」

1，1

1．3

0．9

「袖」と「後ろ襟を含む背中」

10．6

「袖」と「後ろ襟を含む背中」

3．8

15．2

19．8

14

8

1．8＊† 0．7＊＊† 0．8＊†
8．7＊† 3＊ †2．9＊†

7．7＊Jll＊116．6＊＊1
：∴二、旦 こ；∴l−il、β●，
it−∴）：＊り・り．りさ、叫P・二0．1

衷6 全ての組み方（女子）
力

襲撃大会
「袖」と「肩」
「襟」と「上腕」
「袖」と「帯」
「上腕」と「肩」

「上腕」と「握っていない」

軽量級 中量級
0．3
0．6
1．7
0．5
0．08
0．5
0
0．7
1．1
0．2

0．1 1．5＊† 3＊†
2．3 3．2＊† 2．2＊†

0．7 0．5＊＊†1．6＊†
0．1 1＊＊† 4．4＊†
0．5 4．4＊† 4．4＊†
（％）：＊P〈0．05，＊＊P＜0．1

変化したと推測できる。組み方の変化の要因は、
ルール改正による組み手の攻防の激化、各国の民

えられるが、さらに追跡して検討する必要がある。
ルール改正は試合傾向を変化させる。柔道の組

族格技の影響などが考えられる。つまり試合者

み方は、試合中における様々な状況によって変化

は、技を仕掛けようと組み方を重視する結果、組

する。さらに、組み勝つことによって施技や結果

み手争いが放しくなる。さらに、罰則を逃れるた

に影響する．外国人選手は、その傾向に合わせた

め、早く技を仕掛けようと柔道衣の様々なところ

戦術的な試合をすることが、組み方の変化につな

をつかんで施技することが多様な組み方を生んで

がったと推察できる。

いるということである。

中」（7）、「襟」と「筏ろ襟を含む背中」（16）の

4．3．2 柔道衣を握っている・いないの組み方
「柔道衣を掘っている・いない」組み方の比較

組み方に減少がみられた。幕張大会をみた藤田

を衷7・8に示した。「柔道衣を掘っていない」組

その山方で、男子は「袖」と「後ろ襟を含む背

は、外国人選手の観み方の特徴を「上背を利用し

み方において、男子の軽量級42ワも、中量級33ワも、

て臓をしめ後襟を取って引きつける柔道」と指摘

重量級33．9％、女子の軽量級48．4％で、カイロ大

している㌔しかし、本研究では、「後ろ襟を含む

会で増加した。

背中」を掘る組み方が減少したことが明らかと

しかしながら、男子においては残りの半数以上

なった。このことから、従来外国人選手の特徴と

が柔道衣を掘った状態から施結していた。外国人

された肩越しに背中を掘って引き寄せる組み方

選手において柔道衣を掘っていない状態からの施

は、以前より見られなくなったといえるだろう。

技傾向は、試合を観察するコーチらが指摘してい

さらに、男女の軽量級・中量級では、「標準的」

る。そのコーチらの見解から外国人選手は日本人

組みプブである「袖」と「襟」（1）を握った状態か

選手と対戦したときのみ、組み合わない柔道をし

らの施技が減少した。前述した安国により、外国

ているとみることもできる。しかし、本研究におい

人選手が腋周辺、肩等を掘るような組み方に変化

て、その見解は全てが一致しているとはいえない。

したことが考えられる。つまり、男女の軽量級一

ただし、幕張大会からカイロ大会の10年間に

中量級は、「標準的」組み方から変則的な組み方

かけて、コーチらの指摘する、相手と組み合わな

に移行しているといえる。重量級においては、変

い、変則的な組み方と施技の柔道へと変化してい

化がみられなかった。それは、重量級は一般的に

ることは、本研究から確認できた。

組み合っており、体重や筋肉により防御が強く、変

則的な組み方が有利に作用しないなどの要因が考

ヨーロッパ遠征に参加したコーチは、外国人選
手に対して「片手だけになってしまうと不用意に
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表7 柔道衣を撼っている・いない状態からの施技（男子）
拙

握っていない
カイロ大会
抽∴「
33＊ †
26．3
33．9＊ †
22. 1
（％）＊：P＜0．05

カイロ大会 幕張大会

組版
中量級

重量級

65．6
73．7
77．9

67
66．1

表8 柔道衣を握っている・いない状態からの施技（女子）
つ

．⊥＿
中量級

重量級

幕張。建
62．6
68．8
66．6

し
革張会

51．6
67．1
76．2

37．4
31．2
33．4

48．4＊†

32．9
23．8
（％）＊：P＜0．05

隅返、朽木倒、双手刈等を受けてしまう傾向にあ

の変化や「標準的」でない組み方からの施技

る」と報告している10）。そして、この状態は外国

が増加した。

人選手にとって攻撃のチャンスであると指摘して

5）外国人選手の試合は、組み合って施技するこ

いる。本研究においても、その指摘と同様に、外

とを目的としたルール改正とは異なる方向に

国人選手は相手と距離をとりながら施技している

進んでいる。

ことが窺えた。
中村は、「1998年以降に段階的に整備された組
み方に村する罰則強化により相手に組ませない行
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