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Summary
This purpose of study was as follows .
We decided to move away from the limited framework of judo instruction which was influenced by 
covid-19 in Japan, and focused on the leaders and instruction of Netherlands, whose livelihood was 
judo instruction itself .  There is no place for doubt that the significant decrease in membership 
registration of All Japan Judo Federation was due to the pandemic of covid -19. Under these 
circumstances, what  kind of special educational provision are considered in Netherlands, and what 
kind of teaching development is attempted especially for children?  The actual situation that will be 
clarified by this survey is not only helpful for Japanese leaders who is bew ildered by covid-19, but 
also more about "fun judo lessons" and "safe judo instruction" that are regarded as issues in Japan.
In short, this research is to propose an ideal method of judo teaching that can give a response in a 
new lifestyle.
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ⅠⅠ  緒緒言言  
 新型コロナウイルス感染が、日本で初めて
確認されたのは、2020年1月29日、武漢から
のツアー客を乗せた奈良県在住のバス運転
手であったことは未だに記憶に新しい4）。また、
そのバス会社の社名こそ発表されなかった
が、風評被害は瞬く間に広がって、新型コロナ
感染者のみならず、勤務会社にまで大きな打
撃を与えている5）。コロナウイルス感染症の蔓
延は、この事例だけでなく、経済被害、偏見や
差別を生み出し、社会全般に大きな影響・爪
痕を残し続けているのも周知のとおりである。 
 ところで、笹川スポーツ財団は、このコロナ
禍の中、継続的に「新型コロナウイルスによる
運動・スポーツへの影響に関する全国調査」6）

を実施している。その結果によると、スポーツ・
運動実践に関しても例外なく、COVID-19は、
大きなマイナスの影響を及ぼし続けている。 
 その報告をまとめると以下の如くである。 
１）運動・スポーツを行っていない」は2019年
2月～2020年1月45.7％（感染拡大 
前、2020年2月～2021年1月49.6％と非実
施者の割合は増加している。 
２）2020年2月～2021年1月の種目別実施
率をみると、「ウォーキング」27.4％が1位、以
下、「散歩（ぶらぶら歩き）」15.8％、「筋力トレ
ーニング」11.1％、「ジョギング・ランニング」
6.5％、「体操（軽い体操、ラジオ体操など）」
4.9％と続く。実施率上位5種目は2019年2
月～2020年1月の結果と同様であったが、実
施率は「ウォーキング」を除く種目で減少して
いた。 
即ち、「新型コロナウイルス感染拡大前に比

較し、蔓延拡大後は、運動非実施者は増加し、
運動実施率上位の種目においても、その実施
率が低下の傾向を示している。」ということで
ある。 
 このような傾向は、感染拡大の第５波の収
束を期待している今日においては、予想とおり
ということもできるが、オリンピック・パラリンピ
ックを迎えた日本のスポーツ並びに健康の保
持増進に係る施策実、スポーツ基本法、健康
増進法、健康日本21などにも暗い影を投げか
けている。 
さて、笹川財団の調査に見るように、運動実

施率の上位は、COVID-19感染以前、
COVID-19感染禍ともに、単独、非接触型の
運動・スポーツであり、接触型のスポーツであ
れば、その影響が更に大きくなることが大いに
推測される。それが証拠に、全日本柔道連盟
の登録者数は、2019年に比較して、2020年
では、凡そ85％という結果に留まっている。 
勿論、柔道に携わる研究者や指導者は、こ

の間様々な工夫を凝らし、柔道から離れる者
がないように努力をし続けている。しかしなが
ら「密からの回避」という感染拡大予防の第
一鉄則を鑑みると、COVID-19感染拡大は、
世界的にも普及・発展してきた柔道そのもの
の在り方や指導法にも大きな影響を及ぼし、
感染禍であっても、柔道人口を損なわない指
導方法や指導理念の再構築が急がれている
のも事実である。 
 そこで本研究では、日本国内の新型コロナ
ウイルス感染禍の柔道指導という限定的な枠
から離れて、柔道指導そのものを生業としてい
るヨーロッパ・オランダの指導者、指導に目を
向けることとした。先述したように全日本柔道
連盟の会員登録の大幅な減少は、新型コロナ
ウイル蔓延の影響にあることは間違いない。こ
の状況下にあってオランダでは如何なる指導
方策を思考し、如何なる指導展開を特に子ど
も達に対して試みているのか。本調査によって
明らかにされるだろう実態は、新型コロナウイ
ルス禍における日本の指導者にとっても参考
になるばかりでなく、日本で課題視されている
「楽しい柔道授業」「安全な柔道指導」をより
グローバルな視点から理解する一助になるは
ずであり、新しい生活様式に対応可能な柔道
指導の在り方を示唆することになろう。 
 尚、本調査は、全日本柔道連盟「令和2年
度武道等指導充実・資質向上支援事業（テー
マ3：支援体制の強化）」の委託事業申請書
「２．事業の内容－（３）事業の具体的内容－
➀事業内容－ウ」に示した内容『ヨーロッパに
おける(オランダ)柔道指導方法の調査分析』
に関連する調査結果の一部を報告するもので
ある。 
 
ⅡⅡ  調調査査方方法法  
１）調査対象 

高　橋　　　進　ほか
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ⅠⅠ  緒緒言言  
 新型コロナウイルス感染が、日本で初めて
確認されたのは、2020年1月29日、武漢から
のツアー客を乗せた奈良県在住のバス運転
手であったことは未だに記憶に新しい4）。また、
そのバス会社の社名こそ発表されなかった
が、風評被害は瞬く間に広がって、新型コロナ
感染者のみならず、勤務会社にまで大きな打
撃を与えている5）。コロナウイルス感染症の蔓
延は、この事例だけでなく、経済被害、偏見や
差別を生み出し、社会全般に大きな影響・爪
痕を残し続けているのも周知のとおりである。 
 ところで、笹川スポーツ財団は、このコロナ
禍の中、継続的に「新型コロナウイルスによる
運動・スポーツへの影響に関する全国調査」6）

を実施している。その結果によると、スポーツ・
運動実践に関しても例外なく、COVID-19は、
大きなマイナスの影響を及ぼし続けている。 
 その報告をまとめると以下の如くである。 
１）運動・スポーツを行っていない」は2019年
2月～2020年1月45.7％（感染拡大 
前、2020年2月～2021年1月49.6％と非実
施者の割合は増加している。 
２）2020年2月～2021年1月の種目別実施
率をみると、「ウォーキング」27.4％が1位、以
下、「散歩（ぶらぶら歩き）」15.8％、「筋力トレ
ーニング」11.1％、「ジョギング・ランニング」
6.5％、「体操（軽い体操、ラジオ体操など）」
4.9％と続く。実施率上位5種目は2019年2
月～2020年1月の結果と同様であったが、実
施率は「ウォーキング」を除く種目で減少して
いた。 
即ち、「新型コロナウイルス感染拡大前に比

較し、蔓延拡大後は、運動非実施者は増加し、
運動実施率上位の種目においても、その実施
率が低下の傾向を示している。」ということで
ある。 
 このような傾向は、感染拡大の第５波の収
束を期待している今日においては、予想とおり
ということもできるが、オリンピック・パラリンピ
ックを迎えた日本のスポーツ並びに健康の保
持増進に係る施策実、スポーツ基本法、健康
増進法、健康日本21などにも暗い影を投げか
けている。 
さて、笹川財団の調査に見るように、運動実

施率の上位は、COVID-19感染以前、
COVID-19感染禍ともに、単独、非接触型の
運動・スポーツであり、接触型のスポーツであ
れば、その影響が更に大きくなることが大いに
推測される。それが証拠に、全日本柔道連盟
の登録者数は、2019年に比較して、2020年
では、凡そ85％という結果に留まっている。 
勿論、柔道に携わる研究者や指導者は、こ

の間様々な工夫を凝らし、柔道から離れる者
がないように努力をし続けている。しかしなが
ら「密からの回避」という感染拡大予防の第
一鉄則を鑑みると、COVID-19感染拡大は、
世界的にも普及・発展してきた柔道そのもの
の在り方や指導法にも大きな影響を及ぼし、
感染禍であっても、柔道人口を損なわない指
導方法や指導理念の再構築が急がれている
のも事実である。 
 そこで本研究では、日本国内の新型コロナ
ウイルス感染禍の柔道指導という限定的な枠
から離れて、柔道指導そのものを生業としてい
るヨーロッパ・オランダの指導者、指導に目を
向けることとした。先述したように全日本柔道
連盟の会員登録の大幅な減少は、新型コロナ
ウイル蔓延の影響にあることは間違いない。こ
の状況下にあってオランダでは如何なる指導
方策を思考し、如何なる指導展開を特に子ど
も達に対して試みているのか。本調査によって
明らかにされるだろう実態は、新型コロナウイ
ルス禍における日本の指導者にとっても参考
になるばかりでなく、日本で課題視されている
「楽しい柔道授業」「安全な柔道指導」をより
グローバルな視点から理解する一助になるは
ずであり、新しい生活様式に対応可能な柔道
指導の在り方を示唆することになろう。 
 尚、本調査は、全日本柔道連盟「令和2年
度武道等指導充実・資質向上支援事業（テー
マ3：支援体制の強化）」の委託事業申請書
「２．事業の内容－（３）事業の具体的内容－
➀事業内容－ウ」に示した内容『ヨーロッパに
おける(オランダ)柔道指導方法の調査分析』
に関連する調査結果の一部を報告するもので
ある。 
 
ⅡⅡ  調調査査方方法法  
１）調査対象 

オランダ柔道連盟指導者協会に所属する
指導者30名に直接アンケート調査を依頼（オ
ランダNOVA大学Joop名誉教授を経由、
Microsoft FormsのURLを送付戴いた）し、
19名の回答（回答率63.3％）を得らえた（そ
れぞれの回答については、回答原文を表に転
記）。調査期間は、2020年12月17日～
2021年2月7日とした。 
２)アンケート調査紙並びに分析の方法 
性別、年齢、柔道の経験、指導地域などの

属性を問う質問項目並びに、以下の項目につ
いて自由記述で回答を求めた。 
1.新型コロナウイルス感染による影響は如
何なるものですか？ 
WWhhaatt  wwaass  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  nneeww  
ccoorroonnaavviirruuss  iinnffeeccttiioonn?? 
2. 新型コロナウイルス感染によって、どのく
らいの期間指導ができませんでしたか？ 
DDuuee  ttoo  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  nneeww  
ccoorroonnaavviirruuss  iinnffeeccttiioonn,,  hhooww  lloonngg  ppeerriioodd  
hhaavvee  yyoouu  bbeeeenn  uunnaabbllee  ttoo  tteeaacchh??  
3.柔道指導再開の手順についてお教え下
さい 
PPlleeaassee  tteellll  mmee  tthhee  pprroocceedduurree  ffoorr  
rreessuummiinngg  jjuuddoo  iinnssttrruuccttiioonn 
 

4.コロナウイルス感染下における柔道指導
に対する考え方をお教え下さい 
PPlleeaassee  tteellll  mmee  aabboouutt  tthhee  iiddeeaass  ffoorr  jjuuddoo  
iinnssttrruuccttiioonn  uunnddeerr  ccoorroonnaavviirruuss  
iinnffeeccttiioonn.. 
5. 現在の生徒の状況は如何ですか？ 
HHooww  iiss  tthhee  ssttuuddeenntt  ssiittuuaattiioonn  nnooww??  
6.その他何かあればご自由にお示し下さ
い。 
PPlleeaassee  iinnddiiccaattee  iiff  tthheerree  iiss  aannyytthhiinngg  
eellssee..  
  
質問はMicrosoft Formsを活用し、その旨

をオランダNOVA 大学、CIOS 校名誉教授
Joop Pauel 氏へメール送付後、Joop 氏が
オランダ柔道連盟指導者協会に所属する指
導者30名にオランダ語の依頼文に、
Microsoft Formsに記載した質問内容URLを
添えてメール転送した。回答はForms機能
（写真２）により自動回収された。 
((写写真真11、、33、、44  オオラランンダダ指指導導者者並並びびにに柔柔道道をを楽楽ししむむ子子

どどもも達達【【高高橋橋撮撮影影】】))  

尚、得られたデータのうち、自由記述回答を
そのまま翻訳し、項目内容の分析を図ることと
した。

 表表11  回回答答者者一一覧覧  

回答者
No

氏名 年齢 指導歴 指導拠点

1 Joop Pauel 71 51
At judo club Oyama for judoka from the age of 16
Course at CIOS Haarlem for judo teachers

2 Jorien van Beek 42 24 Switzerland 
3 Richard de Bijl 68 51 In my dojo in The Netherlands Spijkenisse
4 Ivor Hiltrop 64 40 Edein the Netherlands
5 John Bakker 63 44 Huizen Holland
6 Frits van der Werff 71 52 in ons eigen bedrijf Frits van der Werff - Sportinstituut - Hoorn
7 Peter Puntman 32 6 Purmerend 
8 Ray Stofberg 51 5 Bos Judo / Tom van der Kolk
9 Tycho van der Werff 47 30 Amsterdam Special Needs Judoka
10 Danny Broekman 36 13 Amsterdam
11 Eric Bos 58 36 CIOS Haarlem and Bossport
12 Mark Bette 50 32 In a dojo in Groningen. That's in the north of the Netherlands
13 Benny van den Broek 53 30 Berlicum, The Netherlands
14 Rolf Tijssen 69 50 in Enschede in the east of the Netherlands
15 Barry Piroli 48 30 in Nieuw-Vennep, the Netherlands at Judo Yushi https://judoyushi.nl 
16 Sebastiaan Fransen 34 18 The Hague, Delft and Spijkenisse (The Netherlands)
17 Warner Salomons 62 44 Zaandam Holland
18 Erik Klaessens 55 37 Margraten and Maastricht (provincie Limburg the Netherlands)
19 Donna Hendriks 42 3.5 Oyama of Haarlem
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図図１１  回回答答者者のの活活動動拠拠点点(JJoorriieenn  vvaann  BBeeeekk氏氏の活動拠点はススイイススであるためここからは除外) 

写写真真11  オオラランンダダににおおけけるる柔柔道道指指導導のの一一ココママ 

  
  

  

写写真真22  アアンンケケーートト回回答答方方法法((MMiiccrroossoofftt  FFoorrmmssをを

活活用用))＊＊ススママーートトフフォォンンででもも送送信信可可能能  

  
ⅢⅢ  結結果果並並びびにに考考察察  

1. 調査対象者の年齢：32歳～71歳であ
った（表1） 

2. 調査対象者の指導歴： 3.5 年～ 52 
年であった（表1） 

3. 指導場所：本調査の回答者は、アムス
テルダム、ハーレム、ロッテルダムなどオラ
ンダ北西部に集中しているものの、オラン
ダ各地に点在している（図１）。 

指導者の平均年齢は高く、59.75歳であっ
た。また、指導歴の平均年数も39.28年であり
十分な指導歴を有する指導者からの回答で
あったことが窺える。指導場所も図１が示すと 
おりオランダ北西部にやや集中しているもの
の、北部、東部、南部の指導者からの回答もあ
り、地域特有の事情があれば、それらの情報も
収集することができると判断した。 

4. 自由記述回答6項目の英文を日本語
訳し、19 件の回答を表2から表7に示し
た。 

 
➀➀具具体体的的なな影影響響（（表表２２））【【概概略略】】  
・オランダでは甚大な影響が出ている。 
・2回のロックダウンが実行された。 
・2020年3月、4月、5月の間、まったく柔道が
できなかった。 
・2020年10月12日から18歳以上の柔道家
のレッスンは許可されていない（（1100月月1144日日
((水水))2222::0000ににオオラランンダダ政政府府発発効効））。 
・2020年12月14日（（1122月月1155日日((火火))～～更更にに
厳厳ししいいロロッッククダダウウンンがが政政府府かからら発発令令））からすべ
てのスポーツセンターが閉鎖され、17歳以下
の子どものみ屋外での運動を許可されてい
る。 
・障がい者は、2020年3月から柔道をすること
を許可されていない。 
・2020年3月以降、柔道の大会、イベントは全
て開催されていない。 
・2021年1月から17歳以下の子どもたちに限
りレッスンを再開することができたが、密になら
ないように道場の広さに応じた人数制限を課

高　橋　　　進　ほか
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図図１１  回回答答者者のの活活動動拠拠点点(JJoorriieenn  vvaann  BBeeeekk氏氏の活動拠点はススイイススであるためここからは除外) 

写写真真11  オオラランンダダににおおけけるる柔柔道道指指導導のの一一ココママ 

  
  

  

写写真真22  アアンンケケーートト回回答答方方法法((MMiiccrroossoofftt  FFoorrmmssをを

活活用用))＊＊ススママーートトフフォォンンででもも送送信信可可能能  

  
ⅢⅢ  結結果果並並びびにに考考察察  

1. 調査対象者の年齢：32歳～71歳であ
った（表1） 

2. 調査対象者の指導歴： 3.5 年～ 52 
年であった（表1） 

3. 指導場所：本調査の回答者は、アムス
テルダム、ハーレム、ロッテルダムなどオラ
ンダ北西部に集中しているものの、オラン
ダ各地に点在している（図１）。 

指導者の平均年齢は高く、59.75歳であっ
た。また、指導歴の平均年数も39.28年であり
十分な指導歴を有する指導者からの回答で
あったことが窺える。指導場所も図１が示すと 
おりオランダ北西部にやや集中しているもの
の、北部、東部、南部の指導者からの回答もあ
り、地域特有の事情があれば、それらの情報も
収集することができると判断した。 

4. 自由記述回答6項目の英文を日本語
訳し、19 件の回答を表2から表7に示し
た。 

 
➀➀具具体体的的なな影影響響（（表表２２））【【概概略略】】  
・オランダでは甚大な影響が出ている。 
・2回のロックダウンが実行された。 
・2020年3月、4月、5月の間、まったく柔道が
できなかった。 
・2020年10月12日から18歳以上の柔道家
のレッスンは許可されていない（（1100月月1144日日
((水水))2222::0000ににオオラランンダダ政政府府発発効効））。 
・2020年12月14日（（1122月月1155日日((火火))～～更更にに
厳厳ししいいロロッッククダダウウンンがが政政府府かからら発発令令））からすべ
てのスポーツセンターが閉鎖され、17歳以下
の子どものみ屋外での運動を許可されてい
る。 
・障がい者は、2020年3月から柔道をすること
を許可されていない。 
・2020年3月以降、柔道の大会、イベントは全
て開催されていない。 
・2021年1月から17歳以下の子どもたちに限
りレッスンを再開することができたが、密になら
ないように道場の広さに応じた人数制限を課

している。 
・18歳以上については柔道ができないので、
自宅でできるプログラムを配信している。 
・柔道クラブやスポーツセンターに甚大な影響
が出ている。18歳以上に対するレッスンはいま
だ許可されておらず、多くの競技者や柔道家

が撤退している。（収入が得られない柔道教
師も多く見られる） 
・年配者の屋外でのスポーツについては、1.5
メートルの距離を保てば2名まで一緒にするこ
とは許可されている。但し、柔道は、不可能。 

    
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  写写真真33  オオラランンダダ柔柔道道連連盟盟のの指指導導者者（（高高橋橋撮撮影影））      写写真真44  オオラランンダダ柔柔道道ククララブブのの一一ココママ（（高高橋橋撮撮影影））  

  
表表22  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染にによよるる影影響響  
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➁➁現現況況下下ででのの具具体体的的なな施施策策（（表表２２））  
・屋外での指導。 
・オンラインなどを用い、単独練習などの提供。 
・各種トレーニングのビデオ制作及び配信。 
・親子トレーニングなどの推奨。 
・柔道クイズの作成など（写真5、6）。 
以上のように、オランダにおいても甚大な被

害、影響が出ていることは明白である。日本に
おいても、全日本柔道連盟が、コロナ禍におけ
る柔道指導のガイドライン等を作成33））するな
ど、柔道指導に携わっている方々へのリスクマ
ネジメント対応指針等を公表し、安全で安心
できる柔道指導の担保を図っているものの、コ
ロナ禍における「具体的な指導方法」の共有

化が必ずしもできているとは限らない。 
 一方、オランダでは、各柔道指導者が、政府
のロックダウンの指針に鑑みできることを主体
的に実施している様子が窺える。写真2、3な
どもその一例であるが、柔道そのものの魅力を
日本人よりも多面的に捉え、柔道に対する教
育的価値を知識の享受からも捉えていること
がこの調査からも明らかである。更に、子ども
へのアプローチに際しては、パズルやクイズ
（写真5）などの楽しい要素を忘れずにその指
導に盛り込んでいるなど、コロナ禍であっても
なくても、スポーツとしての楽しさを提供するこ
とがスポーツ指導者の使命であるオランダ指
導者の指導姿勢を垣間見ることとなった。 

写写真真55  柔柔道道ククイイズズ  
  

写写真真66                                  写写真真77  
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表表33  新新型型ココロロナナウウイイルルススにによよるる指指導導休休止止期期間間  

  
➂➂指指導導休休止止期期間間（（表表３３））  
指導対象によってそれぞれではあるが、

2020年の第1回目のロックダウンによって3
月～5月は指導ができない状況であったよう
である。その後、5月～6月は17歳以下の子ど
ものみに対して屋外での柔道指導が許可さ
れ、9月～11月にかけては屋内での練習も再
開されたが、11月下旬からは再び屋内での練
習が禁止。12月中旬から全ての対象に対して
再び柔道の指導（練習）が禁止となった。12
月15日2）（アンケート中では19日）から第2回
目のロックダウンの中更に厳しい規制が始ま

り、2021年1月から17歳以下の子どもたちに
限り柔道レッスンを再開することができるよう
になったが（屋外・あるいは制限つき）、18歳
以上では現在も指導はできない状況が続いて
いる。また、第2回目のロックダウン中、限定付
きでの屋外スポーツは許可されているので、オ
ランダの極寒の状況の中、屋外における柔道
トレーニングに切り替えて指導を継続している
柔道クラブも存在する。何れにしても、柔道指
導は大きく制限を受けているのが実情であり、
昨年来、7か月に及ぶ指導休止を余儀なくさ
れている指導者が居ることは嘆かわしい事実

回答者
No

Due to the influence of the new coronavirus
infection,How long period have you been unable to
teach?

新しいコロナウイルス感染の影響で、どのくらいの期間教え
ることができませんでしたか？

1
From October 12 no more lessons for judoka from the
age of 18
I don"t give judolessons to the children anymore

・18歳以上に対しては10月から。
・自分は子どもにはこれ以上教えられない。

2
From March till June and from October till December
2020.

・2020年3月～6月、10月～12月

3 A several months about 7. 7か月くらい

4 最近12月12日から柔道を稽古は禁止です。 ・12月12日から禁止

5 4-8 weeks ・4～8週間

6
Tot op dit moment 25 weken en de verwachting is dat
het tot en met maart zal duren. Dit is dan 6 maanden
geen lessen.

・この時点まで25週間で、3月まで続くと予想. 6か月間レッ
スンがないことにる。

7 5 weeks but now we train outside ・5か月。今は、外でのトレーニング。

8 4 months ・4か月

9
With being creative I have been able to give most of the
lessons

・創意工夫することでほとんどのレッスンを行えるようになっ
た。

10
about 8 weeks in the spring, and now 5 weeks from
december

・春に8週間、現在は12月から5週間になる。

11
Senior 20 weeks, youth under 18 years 10 weeks ・大人は20週間

・18歳未満は10週間

12 3 or 4 months ・3～4か月

13 6 months plus 6 weeks summerholiday. ・6か月と夏季休暇の6週間

14 We haven't been training for over 4 months ・4か月以上トレーニングができていない。

15

!n the first lock down we couldn't teach in March and
April and were forced to teach outside in May and June.
In the second current lock down we can only sport
outside, so we created 'Outside Judo Winter Training'.
See also question no. 8. The current second lock down
started December 19th and probably will continue until
some moment in Febuary or March.

・最初のロックダウン時は3月と4月に教えることができな
かった。
・5月と6月は屋外で教えることになった。
・2回目のロックダウン時は屋外スポーツだけが許可された
ため、「冬季屋外柔道トレーニング」を開発。
・12月19日から今回のロックダウンが始まり恐らく2月か3
月まで続くことが予想される。

16
Approximately 3-4 months without training during the
two lock-downs

・2回のロックダウンの間、約3～4か月練習ができなかっ
た。

17

In the first lock-down had a mat outside. Evey day
building up. Hopefylly no rain. Now in the second lock-
down it's too cold, too wet and too dark during theweek.
In the weekend we do sports ouside in the park on
saturday morning.

・1回目のロックダウンでは屋外でマットを使用。毎日設置
作業。雨が降らないことを願う日々。
・現在2回目のロックダウン期間中で、屋外で行うにはあま
りに寒く、湿っていて、暗い。
・週末の土曜日、公園で屋外スポーツを行っている。

18 Now 2 months ・現在2か月になる。

19
Together probably 4 months for children till 18 years and
almost 9 months no for 18+

・4か月18歳までの子どもに教えているが、18歳以上の人
に教えていない。

高　橋　　　進　ほか
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表表33  新新型型ココロロナナウウイイルルススにによよるる指指導導休休止止期期間間  

  
➂➂指指導導休休止止期期間間（（表表３３））  
指導対象によってそれぞれではあるが、

2020年の第1回目のロックダウンによって3
月～5月は指導ができない状況であったよう
である。その後、5月～6月は17歳以下の子ど
ものみに対して屋外での柔道指導が許可さ
れ、9月～11月にかけては屋内での練習も再
開されたが、11月下旬からは再び屋内での練
習が禁止。12月中旬から全ての対象に対して
再び柔道の指導（練習）が禁止となった。12
月15日2）（アンケート中では19日）から第2回
目のロックダウンの中更に厳しい規制が始ま

り、2021年1月から17歳以下の子どもたちに
限り柔道レッスンを再開することができるよう
になったが（屋外・あるいは制限つき）、18歳
以上では現在も指導はできない状況が続いて
いる。また、第2回目のロックダウン中、限定付
きでの屋外スポーツは許可されているので、オ
ランダの極寒の状況の中、屋外における柔道
トレーニングに切り替えて指導を継続している
柔道クラブも存在する。何れにしても、柔道指
導は大きく制限を受けているのが実情であり、
昨年来、7か月に及ぶ指導休止を余儀なくさ
れている指導者が居ることは嘆かわしい事実

回答者
No

Due to the influence of the new coronavirus
infection,How long period have you been unable to
teach?

新しいコロナウイルス感染の影響で、どのくらいの期間教え
ることができませんでしたか？

1
From October 12 no more lessons for judoka from the
age of 18
I don"t give judolessons to the children anymore

・18歳以上に対しては10月から。
・自分は子どもにはこれ以上教えられない。

2
From March till June and from October till December
2020.

・2020年3月～6月、10月～12月

3 A several months about 7. 7か月くらい

4 最近12月12日から柔道を稽古は禁止です。 ・12月12日から禁止

5 4-8 weeks ・4～8週間

6
Tot op dit moment 25 weken en de verwachting is dat
het tot en met maart zal duren. Dit is dan 6 maanden
geen lessen.

・この時点まで25週間で、3月まで続くと予想. 6か月間レッ
スンがないことにる。

7 5 weeks but now we train outside ・5か月。今は、外でのトレーニング。

8 4 months ・4か月

9
With being creative I have been able to give most of the
lessons

・創意工夫することでほとんどのレッスンを行えるようになっ
た。

10
about 8 weeks in the spring, and now 5 weeks from
december

・春に8週間、現在は12月から5週間になる。

11
Senior 20 weeks, youth under 18 years 10 weeks ・大人は20週間

・18歳未満は10週間

12 3 or 4 months ・3～4か月

13 6 months plus 6 weeks summerholiday. ・6か月と夏季休暇の6週間

14 We haven't been training for over 4 months ・4か月以上トレーニングができていない。

15

!n the first lock down we couldn't teach in March and
April and were forced to teach outside in May and June.
In the second current lock down we can only sport
outside, so we created 'Outside Judo Winter Training'.
See also question no. 8. The current second lock down
started December 19th and probably will continue until
some moment in Febuary or March.

・最初のロックダウン時は3月と4月に教えることができな
かった。
・5月と6月は屋外で教えることになった。
・2回目のロックダウン時は屋外スポーツだけが許可された
ため、「冬季屋外柔道トレーニング」を開発。
・12月19日から今回のロックダウンが始まり恐らく2月か3
月まで続くことが予想される。

16
Approximately 3-4 months without training during the
two lock-downs

・2回のロックダウンの間、約3～4か月練習ができなかっ
た。

17

In the first lock-down had a mat outside. Evey day
building up. Hopefylly no rain. Now in the second lock-
down it's too cold, too wet and too dark during theweek.
In the weekend we do sports ouside in the park on
saturday morning.

・1回目のロックダウンでは屋外でマットを使用。毎日設置
作業。雨が降らないことを願う日々。
・現在2回目のロックダウン期間中で、屋外で行うにはあま
りに寒く、湿っていて、暗い。
・週末の土曜日、公園で屋外スポーツを行っている。

18 Now 2 months ・現在2か月になる。

19
Together probably 4 months for children till 18 years and
almost 9 months no for 18+

・4か月18歳までの子どもに教えているが、18歳以上の人
に教えていない。

である。 
 

➃➃柔柔道道再再開開のの手手順順・・現現在在（（表表４４））  
・オンデマンドやオンラインレッスン。 
・アプリを介してビデオチェック。 
・個人練習のための動画を配信。 
・屋外でのトレーニング（写真4参照） 
・シニア向けのウォーキングトレーニングの動
画配信。 
 
➄➄政政府府にによよるる柔柔道道指指導導再再開開のの許許可可がが得得らられれ
ててかかららのの手手順順（（表表４４））  
１）インスタグラムやSNSをとおしての再開アナ
ウンス 
２）指導の流れ 
☟最初の屋外レッスン・非接触。 
☟テントの下で畳を使用して屋外レッスン。 
☟屋内スポーツレッスン・非接触。 
☟屋内柔道レッスン（2名固定）。 
☟通常レッスン。 
３）指導再開の年齢的配慮 
☟12歳までの子どもたちから指導再開。  
☟2番目のグループは、13～17歳。  
☟18歳以上は最後。 
☟国内柔道大会（昇段試験、ミニチーム大会、
キッズ乱取り大会）は当分の間延期。 
（子どもたちがマットを再び踏んだときにできる
だけ楽しい時間を提供できるように、これらの
イベントのスケジュールを再度調整） 
４）指導の留意点 
・18歳以上は全員が予防接種を受けてから
再開。 
・マットの外ではマスクを着用。 
・消毒ジェルで手と用具を殺菌。 
・大人は1.5mの距離を保つ必要あり。 
・子どもたちは通常の接触で柔道を練習する
場合、練習相手の固定。 
・柔道の基本、受け身、筋力トレーニング、打ち
込み、調整運動などからスタートする。 
・小グループによる指導（密を避ける）。 
・子どもたちには柔道着をあらかじめ着てきて
もらい更衣室は使用しない。 
・マスクをして教える等。 
 ランダの指導者が、柔道指導再開後におい

て、しっかりとしたリスクマネジメントを考えて
いることが理解できた。 
 特に、具体的段階指導プロトコルや受け身
等、指導再開後の基本指導の重視などの着
眼点は、日本における柔道指導においても見
習うべきポイントと言える。 
 
➅➅ココロロナナ禍禍ににおおけけるる指指導導理理念念（（表表５５））  
  ロックダウンによって、オランダでは、柔道指
導（クラブ運営）の休止に追い込まれたにも拘
わらず、指導休止の間に完全に指導アプロー
チを止めてしまうという考え方をする指導者は
見当たらない。 
 柔道やスポーツ指導が指導者の生活を支
えている状況は、日本とはかなり異なる構図を
呈しているものの、生徒（クラブメンバー）との
繋がりを持ち続けることは当然のことと考え、
柔道の多面的な楽しさをコロナ禍であっても
工夫・発信しようとしている能動的な姿勢は非
常に頼もしい限りである。 
  

⑦⑦ココロロナナ禍禍ににおおけけるる具具体体的的なな指指導導（（表表５５））  
  「「新型コロナウイルス感染による影響」の頁
でも一部示したが、オンライン教材の作成（動
画作成）、定期的なオンライン指導、SMSによ
る動機付け、形やトレーニングの指導などを能
動的に提供していることが理解できた。また、
動画をYou Tube等で配信することで、指導者
間の情報提供もスムースになり自身の指導方
法の自己開示の仕組みもできていることが示
唆された。 
 特に➁で示したSNS等を活用したオランダ
指導者の指導施策については、日本において
も同様にかなり充実してきていると思われる。
具体的に、このコロナ禍にあってどのくらいの
動画がアップされているか、日本・オランダ間
の比較までには至ってはいないが、オランダの
動画を閲覧するとかなり自由な発想から、柔
道を楽しむという動画作品も散見される。本
調査報告上にオランダ指導者が示した動画
サイトURLも掲載している。今後の参考として
戴きたい（写真６～７は、柔道着を利用しての
単独練習の動画の静止画の一部である）。 

高　橋　　　進　ほか 埼玉武道学研究 12,１－ 17  2022



10

表表44  柔柔道道指指導導再再開開のの手手順順    
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表表44  柔柔道道指指導導再再開開のの手手順順    表表55  ココロロナナウウイイルルスス感感染染下下ににおおけけるる柔柔道道指指導導にに対対すするる考考ええ方方  

  
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

回答者
No

Please tell me about the ideas for judo instruction under
coronavirus infection.

コロナウイルス感染下での柔道指導の考え方を教えてくださ
い。

1

There are colleagues who have offered online classes.
 Alternative outdoor lessons are offered for judoka up to
18 years old so that there is still contact with the judo
club.
In collaboration with the Kata Committee I made an
online YouTube instruction of the Nage no Kata.
This can also be viewed via Facebook.
To download :  https://we.tl/t-xt6itAgRbV

・オンラインクラスを提供している同僚がいる。
・18歳未満の生徒のために代替の屋外レッスンが提供されて
いる。そのおかげで柔道クラブとの接触が続いている。
・形委員会と共同で、投げの形のYouTube用指導動画を制作
した。これはFacebookからも見ることができる。
ダウンロードも可能。https://we.tl/t-xt6itAgRbV

2

Online, outside, children as normal as possible and I can
imagine that when the seniors start again it will be with
masks.

・オンラインでも屋外でも、子どもたちはできるだけ通常どおり
に。
・シニアはマスク着用で再開するのではないかと想像してい
る。

3
We start with judo lessons outside and online. ・わたしたちは、屋外とオンラインで柔道レッスンを再開する。

4 時々生徒のために柔道のビデオを撮ります。 時々生徒のために柔道のビデオを撮る。

5
Judo with a distance both sides take a belt in between
and many exercise single

距離をおいての帯を活用しての柔道や沢山の一人で行える運
動を活用する。

6

Als kinderen niet met elkaar mogen judoën, is de
oplossing met speciaal gemaakte Judodummy's heel
verrassend en geeft het kinderen veel plezier, Hier heb
ik filmpjes van.

子供たちが柔道を単独でしか行えない状況下で、特別に作ら
れた柔道ダミー人形は、その問題を驚くべきことであるが解決
してくれる、子供たちに楽しさを提供する。私はこれのビデオを
持っている。

7

We made a lot of video's and social media posts.
Nage no kata video
https://www.youtube.com/watch?v=i2XKXrs62ZQ
Training for the youth
https://www.youtube.com/watch?v=lzHp0cdvW-o
Judo philosophy for youth
https://www.youtube.com/watch?v=dUamSo2_-cE
Outside training
https://www.facebook.com/spurdsport/photos/pcb.1698
127750350531/1712548845575088/
Fun puzzles
https://www.facebook.com/judoverenigingitaikan/photos
/a.1659259631040669/2370887669877858/
Book about the history of judo for the youth
https://www.lulu.com/en/en/shop/peter-puntman/so-
whats-judo/paperback/product-1vgq277j.html

作成した動画を活用する。
※※左左記記UURRLLをを参参考考

8

Hopefully after spring the situation will be that we do not
have to think about solutions for this. Currently we are
giving outdoor training at 1.5mtrs distance for judokas
older than 17. Younger than 17 can have physical
contact.

春以降は、もう解決策を考える必要がないという状況になるだ
ろう。
・ 現在、18歳以上の柔道選手を対象に1.5メートルの距離で屋
外トレーニングを行っている。17歳以下は身体的接触が可能と
なっている。

9

online training,
training outdoors,
let family train together,
make quizzes,
making training videos to train at home, online meetings
with judoka and go deeper in the theory of judo.

・オンライントレーニング
・屋外トレーニング
・家族と一緒のトレーニング
・クイズづくり
・自宅トレーニング用の動画制作
・柔道家同士のオンラインミーティングで柔道の理論知識を深
める

10
Kumi kata, samenwerking, grove en fijne motoriek,
conditie.

形の稽古やトレーニングを中心に練習を構成

11

Judo no partner: Speed ladder, uchi komi with elastic,
throwing dolls, parcours uchi komi/ kata no partner
Judo 1,5 meter distance from partner: shadow uchi komi,
with belt, kata
Judo under 18 Years normal training some weeks.

・相手なしの練習
・1.5メートルの距離を相手と置いた練習
・18歳未満は数週間通常トレーニング

12

We had every week a online judo training and we did
practice solo drills (like uchi komi). The teachers in my
dojo who teach children...they teached judo outside the
dojo (forest, nature),

・毎週オンラインで柔道トレーニングを行っていた。そしてsolo
drills を行った。
・わたしの道場の子ども対象の指導者たちは、屋外で指導した
（森や自然のなかで）。
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⑧⑧生生徒徒（（ククララブブメメンンババーー））のの状状況況（（表表６６））    
・若いクラブメンバーが柔道をやめていくかも
しれない。 

・子どものメンバーは、通常の柔道を待ち望ん
でいる者もあれば、モチベーションの下がっ
ている者もいる。 

・子どもの退会者が殆ど出ていないクラブも存
在するものの、コストを抑えるために休会や
退会をしているメンバーも相当数存在する
クラブもある。 

・動機付けが下がる原因は、寒さの中での外
での柔道や組み合って行えないことに起因
している。 

・友達や他のメンバーとの交流ができないた
めに、精神的なダメージを負っているメンバ
ーも存在する。 

・このような状況であるが、トレーニングに参加
しようとする熱意の高揚やチームスプリット
の涵養も高まっているケースも見られる。 

13

-More lessons outdoor
-More lessons with 1,5 meter distance (judo bootcamp),
shadowtraining, judofitness, using elastics, using
throwing (life size) doll.
-Especially for 18+ a long period of no judo (because of
the 1,5 meter rule). They have to keep fit in other ways.

・屋外レッスンの強化
・1.5メートル距離の強化
・シャドウトレーニング、柔道フィットネス、ゴムや人形の使用
・特に長い期間柔道できなかった18歳以上の人には、他の方
法で運動を続けなければならない。

14
Everyone is working on their own idea. Lots of walking
and creating imaginary uchikomi moments at home.
I am only dealing with seniors.

・みんな自身のアイデアに取り組んでいる。
・たくさん歩き、家では打ち込みの場面を思い描いている。
・わたしはシニアの指導者です。

15

As soon as the lock-down started we changed as soon
as we could to online judo and outside classes. See also
Judo Yushi TV  https://judoyushi.nl/tv or
https://youtube.com/c/judoyushi and choose the serie
'Thuis Trainen' and 'ouder-kind' (parent-child) classes .
Also in the current second lock down we started with
outside judo training, in which we do almost complete
classes (judo games, uchi-komi, kumi-kata training)
except throwing. Competition judoka also get a weekly
strength and conditioning schedule they are meant to do
at home (and also provide feedback to us).

・ロックダウンが始まってすぐにわたしたちはオンライン柔道と
屋外クラスを始めることができた。（（動動画画UURRLLあありり））
・今回の2回目のロックダウンでは、投げることを除いてほぼ完
全な指導を行う屋外柔道トレーニングから始めた。
・ 競技選手は、自宅で行うことを意図した毎週のストレングス
＆コンディショニングスケジュールを取得（そしてわたしたちに
フィードバックをる）。

16

We're now organizing pub quizes with judo questions and
videos with exercises. For the children under 18 we're
organizing outside training with resistance bands and
other materials to practice judo-like exercises. I
personally think we need to create small bubbles for
contact judo training and hopefully can go back to do
judo with everyone around the world. I also think judoka
could study books about judo and philosophy and discuss
or consider how they can apply principles to live a
meaningful life.

・現在、柔道の質問を用いたpub quizesやエクササイズ付きの
ビデオを提供している。
・18歳未満の子どもたちのために、エクササイズをのための、
レジスタンスバンドやその他の用具を使った屋外トレーニングを
企画している。
・個人的には、柔道のコンタクト（接触）トレーニングのために固
定した相手などの特別な環境を作る必要があると思う。
・世界中のみんなと柔道ができるようになりますように。
・ また、柔道家は柔道や哲学に関する本を研究し、それらがど
のように原則を適用して有意義な生活を送ることができるかに
ついて話し合ったり考えることができると思う。

17

On my YouTube page I placed some video's. Judo with
bicycle tyre's. Here is the link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLO9kcW4v8_Nk
GvEg8nuaYTg6dOxpq0C10 Also put judovideo's on the
facebook page

・わたしのYouTubeに、自転車のタイヤを用いた柔道を紹介し
ている。（（UURRLLあありり））
フェイスブックにも掲載している。

18
We make a little video en sent it too the students
Walking training (bootcamp) is geven For the seniors

・短時間の動画を制作し、生徒に送っている。
・ウォーキングトレーニング（bootcamp）をシニアに提供してい
る。

19

We try to do some instructions online but training itself
is difficult. So maybe a video for the children with
exercises they can do. And we are thinking of an online
Kata competition (kodomo no Kata) by sending in videos
from your Kata and that will than be judged. But that’s
an idea

・オンラインで指導を試みているが、トレーニング自体は困難。
・子どもたちのための、彼らができる運動のビデオはいいと思
う。
・ひとつのアイデアとして、形の動画を送ってもらい、オンライン
の形の大会（子どもの）を考えている。

高　橋　　　進　ほか
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is difficult. So maybe a video for the children with
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表表66  現現在在のの生生徒徒のの状状況況    

  
  

回答者
No

How is the student situation now? 現在の生徒の状況は？

1

We are all waiting for the time that the sport centers and the
Dojos can reopen!

We are hopeful that we will see our judoka back on the
Tatami after the “Lockdown”.
But we don't have any certainty.
Especially with the young judoka there is a good chance that
we will lose many members

・わたしたちは全員がスポーツ施設や道場が再開することを心待ちにしてい
る。
・ロックダウン解除後に、畳の上に柔道家が戻ってくることを願っている。
・しかし、見通しは立たず。
・特に若い柔道家がやめていくかもしれない。

2

U16 can train as normal.
Over16 cannot train. Only outside in groups of max 5
persons.

・16歳以下は通常練習が可能。
・17歳以上の年齢は練習ができない状況。最大5人までのグループで屋外
は可。

3
They want very quickly back on the tatami. They missed the
real judo. Some of them have a bad condition now.

・早く畳の上に戻りたいと思っている。
・子どもたちは本当の柔道が恋しい。
・あまり状態が良くない子どもも何人かいる。

4 この質問分かりません。すいません。 -

5
Now the older people can not come
With the children we go out side we do gymnastic exercises
and little judo exercises

・現在は大人が参加できない状況で、子どもたちを外に連れ出し、ジムでの
エクササイズやちょっとした柔道エクササイズを行っている。

6

Nu zijn er geen lessen en is ons bedrijf alleen open voor
fysiotherapie. Het Sportinstituut, Zwembad en Pilatesstudio
zijn gesloten. Alle Judolessen zijn vanaf half december in een
tweede Lockdown

・現在、クラスはなく、理学療法のみを受け付けている。
・スポーツインスティテュート、スイミングプール、ピラティススタジオは閉鎖さ
れている。
・すべての柔道のレッスンは12月中旬から2回目の封鎖下にある。

7

We still have most of our students and ar doing lessons
outside. But these lessons are not real judo lessons due to
the winter climate.
The adult students still need to wait because of the lockdown
rules

・ほとんどの生徒は退会せずに屋外レッスンを受けている。
・しまし、これらの屋外レッスンは冬の気候の影響もあり、本当の柔道レッス
ンとはいかない。
・大人の生徒は、ロックダウンのルールに則り、まだ再開を待っている状
況。

8 Only under 18 and outside. Minimal physical contact. ・18歳未満が屋外で、最小限のコンタクト（折衝）で練習。

9

For kids till 17 years the have more freedom to train.
18 year and older are not allowed to train in groups, only
individual. So online training is the only option for them now.

・17歳以下はより自由に練習ができている。
・18歳以上は、グループでの練習は許可されておらず、個人練習のみであ
る。
・したがって、オンライントレーニングしか大人には選択肢がない。

10

It takes everyone to get used to and adjust to the current
situation. Since not much is possible, there is still a lot of
enthusiasm to participate in adapted training forms.

・誰もが現在の状況に慣れて順応する必要がある。
・ 彼らの、状況に対応するトレーニンに参加することへの熱意はまだあるよ
うに思う。

11

Students are advised to do 1 hour sports training on their
own.
1,5 meter is a bad rule for judo, you can never simulate the
resistance of the body of your partner or opponent in judo.

・生徒は1時間のスポーツトレーニングをするようアドバイスを受けている。
・1.5メートルは柔道には向かないルールで、これでは相手の体の抵抗を
シュミレートすることができない。

12

The basis of their judo is very good, so they will be able to
start very quickly with judo again. But ....their body isn't used
anymore to the imapct of ukemi...so we will have to start
gently

・生徒たちは柔道の基礎はよく身についているので、またすぐにスタートでき
る。
・しかし、受け身の衝撃に慣れていないため丁寧に始める必要がある。、

13
I don't understand this question. We see there are less judo
members than before.

・質問の意図が分からないが、以前より会員が減少しているように思う。

14
Everyone misses judo training. We are at the mercy of
powerlessness.
Patience and wait.

・みんな柔道練習が恋しいと感じている。
・わたしたちは無力を感じている。
・忍耐のとき。

15

At this moment we experience still the second lock-down.
This means we can only do 'outside judo training' (see also
question 8). We noticed the students have a huge set back in
strength and conditioning, and also experience a kind of
'depression,' because they miss the interaction with
friends/other judo students. This is why we keep them
together at lease once a week in an outside training session.
We encourage our competition judoka to train the weekly
strength and conditioning exercises together with another
competition judoka (buddy). By training together, we hope to
keep them motivated and have more interaction. It of course
also adds to the teamspirit.

・現時点でまだ2回目のロックダウン中であり、屋外だけでしか柔道トレーニ
ングができない状況である。
・生徒たちは力とコンディションが著しく後退していることに私たちは気づい
ている。
・そして、友達や他の柔道仲間との交流ができないため、ある種の「うつ病」
になっている。
・これが、屋外トレーニングセッションを週に1回継続している理由である。
・ 私たちは、柔道選手が別の柔道選手と一緒に毎週のストレングス＆コン
ディショニングエクササイズを行うことをお勧める。一緒にトレーニングするこ
とで、彼らのやる気を維持し、交流を深められると考えている。
・またチームスピリットも生まれる。

16

The first lock-down only few students left, but not maybe
around 10-30% of students are leaving for cost savings.
Perhaps also not all student like training with social distance
and/or in the cold.

・最初のロックダウンで退会した生徒はわずかだったが、その後10～30％
の生徒がコストを抑えるために退会している。
・すべての生徒がソーシャルディスタンスや寒さの中でのトレーニングを好む
わけではないようだ。

17

Between the 2 lock-downs i gained again a lot of young
students. Most of the parents understand the situation.
When they stop with the payment thjere will possibile no
school anymore

・2回のロックダウンで、若い生徒たちを失うことはなかった。大半の親が状
況を理解していた。
・会費の支払いがなければ、教室の再開は難しい。

18
There is little contact, and we hope de judoka's stay after
the corona
Those I speak miss te judo

・少し連絡を取り合っている。コロナが終息したとき、柔道家が留まっていて
ほしい。
・柔道が恋しい。

19
Students in schools are also at home. Children from the age
of 13 cant go to school and get online classes.

・自宅学習している生徒もいる。
・13歳以上は登校はできず、オンライン授業を受けている。
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表表77  そそのの他他のの意意見見  

回答者
No

Please indicate if there is anything else. 他に何かありますか

1

It is another honor for me to be able to participate in
this project for judo in Japan!

Best regards , Joop Pauel

・日本のこのプロジェクトに参加できて光栄です。

2
I don't think so 特になし

3
The only thing everybody wants is to go back to normal
as soon as possible.

・みんなの思いはただひとつ。一刻も早く元の状況に戻るこ
とです。

4 コロナって気をつけて下さい。 ・コロナに気をつけてください。

5 we try to make exercise to practise at home bij zoom ズームを使って自学で練習ができるよう試みている。

6

De judo activiteiten voor senioren zijn in de eerste fase
gegeven op cirkels met ruime- en individuele afstand van
elkaar. Op deze cirkels kon ieder judoka deelnemen aan
tandoku renshu judo en judo specifieke conditionele
oefeningen. Hopelijke kunnen wij weer snel terug naar
het Judo zoals we dit gewend zijn. Hartelijke groet, Frits
van der Werff

・第一段階では、高齢者向けの柔道活動が、お互いに十分
な距離を置いた円で行われます。 これらのサークルでは、
すべての柔道家が柔道連射柔道と柔道特有の条件付き演
習に参加することができました。 慣れ親しんだ柔道にすぐ
に戻れるといいですね。

7 nothing else 特になし

8 No. 特になし

9
Because of the work I do with severe handicapped
children, I am allowed to practice judo forms with them.

・重度の障がい児に対応する仕事の関係で、彼らと柔道の
練習をしています。

10

I find the question a bit unclear. Perhaps it would be
good to state the purpose of this research in a short
introduction or per question.
In addition, it is good to see that bonding of children /
parents with the club / teacher has turned out to be
very important for the continuity in attendance towards
outdoor training and the payment of dues. Staying active
has proven important.

・質問が少し不明確だと思います。 おそらく、この研究の目
的を簡単に紹介していただくか、質問ごとに記載されている
と良かったと思います。
・また、屋外練習や会費の支払いを継続するためには、子
供・保護者とクラブ・教師との絆が非常に重要であることが
わかったのは良いことだったと思います。 アクティブでいる
ことが重要であることが証明されました。

11

Teachers become more creative with a "growth
mindset". Trying to find new ways of training.
1,5 meter is a bad rule for judo, you can imposibel
simulate the resistance of the body of your partner or
opponent in judo.

・指導者は,発展的思考によって、もっと創造的になれます。
新しいトレーニング方法を見つけようとして。
・1.5メートルは柔道にとって不都合なルールで、これでは相
手の体を捉えることはできません。

12

We had some very nice and good online pub-quiz about
judo. We have developed some nice judo-related games
(for example the card game you recieved from Eveline
Beentjes)

・いくつかの面白い柔道のオンラインpub-quizがあります。
・わたしたちは柔道に関する素晴らしいゲームを開発しまし
た。

13 - 特になし

14
All indoor activities are closed. What is possible is
cycling, walking and training yourself.

・すべての屋内競技が中止されています。
・できることはサイクリング、ウォーキング、自主トレーニング
です。

15
you can always contact me for further information:
info@judoyushi.nl

いつでもinfo@judoyushi.nl に連絡してください。

16
I'm very interested in the results of judo during corona
around the world.

・わたしは世界中で起きているコロナ禍での、柔道がどう
なっていくのか大変興味（関心）があります。

17 Keep up the good mood! がんばりましょう。

18
We also organized a quiz online. Participation was 50% of
the students

わたしたちはオンラインクイズを実施したところ、50％の生
徒が参加しました。

19 There’s nothing else. 特になし
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表表77  そそのの他他のの意意見見  

回答者
No

Please indicate if there is anything else. 他に何かありますか
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徒が参加しました。

19 There’s nothing else. 特になし

以上のように、凡その子どものメンバーは、 
指導者の熱意や指導工夫等に支えられてな
んとか通常の柔道の再開を待ち望んでいるよ
うであるが、一部の大人のメンバーは、精神的
なダメージや、経済的な理由、環境的な要因
によって休会や退会をしていく状況も確認する
ことができた。 
一方、コロナ禍を逆手に捉え、メンバーの士

気を高揚させる働きかけをしている指導者に
よって、柔道や他のメンバーへの思いを募らせ
る者のいることも注目に値する。 
また、オランダの子どもにとっての「柔道の魅 
力の一端」が「相手と直接組んで行えるスポ 
ーツである」ということを本結果は改めて示し 
たといっても過言ではない。ある意味、柔道で 
の学びそのものがエンカウンターになっている 
ということであり、それを証拠に、「オランダの 
英才教育、サッカーと柔道」1）というタイトル 
の記事がオランダ在住のフリーライターによっ 
て記されいるほどである。 
 
⑨⑨注注目目さされれるるべべきき意意見見（（表表77））  
  その他の意見の中で、コロナ禍にあっても
「指導者は、発展的な思考を持つべきであり、
そこから新しいトレーニング方法（指導方法）
が見出される」と示していることがとても印象
的であった。また、「メンバーやその保護者との
信頼関係を維持していくためにアクティブであ
るべき」という意見も目を見張るものであった。
これらは、正にオランダ柔道指導者の真髄を
表している意見であり、日本の柔道指導者も
見習うべき態度だと痛感している。 
  
ⅣⅣ..  ままととめめ  
 本調査は新型コロナウイルス禍におけるオ
ランダ指導者の指導実態を明らかにすること
を調査目的の主眼とし、厳しい状況下で如何
に柔道指導を展開し、より楽しい柔道指導に
向けて工夫を凝らしているのかを探求すること
であった。 
 調査は、直接アンケート法を取り、調査趣旨
をオランダ語に翻訳戴き、Microsoft Forms
を活用した英語アンケートによるものとした。
質問は、自由記述式とし、得られた19人の指
導者の回答項目を全て日本語訳し、夫々の回

答結果を分析整理し、考察を加えることとし
た。 
 得られた結果は、以下の如くである。 
（１）指導者の平均年齢は高く、59.75歳であ

った。また、指導歴の平均年数も、39.28
年であり十分な指導歴を有する指導者
からの回答であった。 

（２）調査対象者の指導場所はオランダ北西
部にやや集中しているものの、北部、東
部、南部の指導者からの回答もあり、地
域特有の事情があれば、それらの情報も
収集することができると判断した。 

（３）オランダにおいても甚大な被害、影響が
出ていることは明白であるものの、各柔道
指導者が、政府のロックダウンの指針に
鑑みできることを主体的に実施している
様子が窺える。更に、子どもへのアプロー
チに際しては、パズルやクイズなどの楽し
い要素を忘れずにその指導に盛り込んで
いるなど、コロナ禍であってもなくても、ス
ポーツとしての楽しさを提供することがス
ポーツ指導者の使命であるオランダ指導
者の指導姿勢を垣間見ることとなった。 

（４）指導休止期間については、指導対象によ
ってそれぞれではあるが、2020年の第1
回目のロックダウンによって3月～5月は
指導ができない状況であったようである。
その後、5月～6月は17歳以下の子ども
のみに対して屋外での柔道指導が許可
され、9月～11月にかけては屋内での練
習も再開されたが、11月下旬からは再び
屋内での練習が禁止。12月中旬から全
ての対象に対して再び柔道の指導（練
習）が禁止となったことが明らかとなっ
た。 

（５）オランダの指導者が、柔道指導再開後に
おいて、しっかりとしたリスクマネジメント
を考えていることが理解できた。特に、具
体的段階指導プロトコルや受け身等、指
導再開後の基本指導の重視などの着眼
点は、日本における柔道指導においても
見習うべきポイントと言える。 

（６）ロックダウンによって、オランダでは、柔道
指導の休止に追い込まれたにも拘わら
ず、指導休止の間に完全に指導アプロー
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チを止めてしまうという考え方をする指導
者は見当たらない。柔道やスポーツ指導
が指導者の生活を支えている状況は、日
本とはかなり異なる構図を呈しているも
のの、生徒（クラブメンバー）との繋がりを
持ち続けることは当然のことと考え、柔道
の多面的な楽しさをコロナ禍であっても
工夫・発信しようとしている能動的な姿
勢は非常に頼もしい限りである。 

（７）オンライン教材の作成（動画作成）、定期
的なオンライン指導、SMSによる動機付
け、形やトレーニングの指導などを能動的
に提供していることが理解できた。また、
動画をYou Tube等で配信することで、指
導者間の情報提供もスムースになり自
身の指導方法の自己開示の仕組みもで
きていることが示唆された。 

（８）凡その子どものメンバーは、指導者の熱
意や指導工夫等に支えられてなんとか通
常の柔道の再開を待ち望んでいるようで
あるが、一部のメンバーは、精神的なダメ
ージや、経済的な理由、環境的な要因に
よって休会や退会をしていく状況も確認
することができた。一方、コロナ禍を逆手
に捉え、メンバーの士気を高揚させる働き
かけをしている指導者によって、柔道や他
のメンバーへの思いを募らせる者のいる
ことも注目に値する。 

（９）コロナ禍にあっても「指導者は、発展的な
思考を持つべきであり、そこから新しいト
レーニング方法（指導方法）が見出され
る」と示していることがとても印象的であ
った。また、「メンバーやその保護者との
信頼関係を維持していくためにアクティブ
であるべき」という意見も目を見張るもの
であった。これらは、正にオランダ柔道指
導者の真髄を表している意見であり、日
本の 
柔道指導者も見習うべき態度だと痛感し
ている。 

  
引引用用・・参参考考文文献献  

1）フリードリヒス カオル「オランダの英才教
育、サッカーと柔道」ima by Kachimai 
、2010.11.15 

http://www.ima-
earth.com/contents/entry.php?id=20
1011772918 

2）JETRO（高橋由篤）「オランダ政府、2021
年1月19日までの厳しいロックダウンを発
表」ビジネス短信 
https://www.jetro.go.jp/biznews/202
0/12/4a907bcfd98cb34f.html 

３）公財全日本柔道連盟「新型コロナウイルス
感染症関連（2020.1.22更新）」 
https://www.judo.or.jp/news/503/ 

４）毎日新聞「新型肺炎 国内で日本人初感
染 武漢の客乗せ バス運転手」
2020.1.29 
https://www.ssf.or.jp/thinktank/policy
/covid19_03_202102.html 

５）New Post Seven「日本人感染第1号のバ
ス運転手 勤務先は今どうなっているか」
2020.8.3 https://www.news-
postseven.com/archives/20200803_
1582852.html?DETAIL） 

６）笹川スポーツ財団「新型コロナウイルスに
よる運動・スポーツへの影響に関する全国
調査（2021年2月調査・速報）」2021.2 
https://www.ssf.or.jp/thinktank/polic
y/covid19_03_202102.html 

  

【【２２】】のの記記事事内内容容】】参参考考  

オオラランンダダ政政府府はは22002200年年1122月月1144日日、、新新型型ココロロナナウウイイルルススのの

感感染染拡拡大大がが続続くく状状況況をを踏踏ままええ、、1122月月1155日日かからら、、少少ななくくとともも

22002211年年11月月1199日日ままでで、、ここれれままでででで最最もも厳厳ししいいロロッッククダダウウンンをを

行行ううとと発発表表ししたた。。  

ここれれままでで政政府府はは、、1100月月1133日日にに第第22波波拡拡大大防防止止措措置置ととししてて

「「部部分分的的ロロッッククダダウウンン」」をを導導入入ししてていいたた（（22002200年年1100月月1166日日

記記事事参参照照））。。ししかかしし、、新新規規感感染染者者がが11日日当当たたりり11万万人人をを超超ええるる

ななどど感感染染拡拡大大がが続続いいたたここととかからら、、1111月月33日日にに「「部部分分的的ロロッックク

ダダウウンン」」のの強強化化措措置置をを発発表表。。そそのの結結果果、、新新規規感感染染者者数数はは

33,,000000人人台台にに減減少少ししたたもものののの、、1122月月以以降降、、再再びび感感染染拡拡大大がが

続続きき、、新新規規感感染染者者数数はは11日日当当たたりり99,,000000人人台台ととななりり、、医医療療体体

制制逼逼迫迫のの懸懸念念がが大大ききくくななっってていいたた。。  

今今回回のの主主なな措措置置はは以以下下ののととおおりり。。  

１１））接接触触をを可可能能なな限限りり制制限限すするるたためめ、、飲飲食食店店やや、、衣衣料料品品店店、、靴靴

店店ななどどのの小小売売店店、、美美術術館館、、劇劇場場、、動動物物園園、、遊遊園園地地、、カカジジノノななどど

のの施施設設をを閉閉鎖鎖すするる。。理理美美容容室室、、ネネイイルルササロロンンななどどのの医医療療以以外外

でで接接触触をを伴伴うう業業種種のの営営業業もも禁禁止止。。  
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【【２２】】のの記記事事内内容容】】参参考考  

オオラランンダダ政政府府はは22002200年年1122月月1144日日、、新新型型ココロロナナウウイイルルススのの

感感染染拡拡大大がが続続くく状状況況をを踏踏ままええ、、1122月月1155日日かからら、、少少ななくくとともも

22002211年年11月月1199日日ままでで、、ここれれままでででで最最もも厳厳ししいいロロッッククダダウウンンをを

行行ううとと発発表表ししたた。。  

ここれれままでで政政府府はは、、1100月月1133日日にに第第22波波拡拡大大防防止止措措置置ととししてて

「「部部分分的的ロロッッククダダウウンン」」をを導導入入ししてていいたた（（22002200年年1100月月1166日日

記記事事参参照照））。。ししかかしし、、新新規規感感染染者者がが11日日当当たたりり11万万人人をを超超ええるる

ななどど感感染染拡拡大大がが続続いいたたここととかからら、、1111月月33日日にに「「部部分分的的ロロッックク

ダダウウンン」」のの強強化化措措置置をを発発表表。。そそのの結結果果、、新新規規感感染染者者数数はは

33,,000000人人台台にに減減少少ししたたもものののの、、1122月月以以降降、、再再びび感感染染拡拡大大がが

続続きき、、新新規規感感染染者者数数はは11日日当当たたりり99,,000000人人台台ととななりり、、医医療療体体

制制逼逼迫迫のの懸懸念念がが大大ききくくななっってていいたた。。  

今今回回のの主主なな措措置置はは以以下下ののととおおりり。。  

１１））接接触触をを可可能能なな限限りり制制限限すするるたためめ、、飲飲食食店店やや、、衣衣料料品品店店、、靴靴

店店ななどどのの小小売売店店、、美美術術館館、、劇劇場場、、動動物物園園、、遊遊園園地地、、カカジジノノななどど

のの施施設設をを閉閉鎖鎖すするる。。理理美美容容室室、、ネネイイルルササロロンンななどどのの医医療療以以外外

でで接接触触をを伴伴うう業業種種のの営営業業もも禁禁止止。。  

２２））ススーーパパーーママーーケケッットト、、パパンン屋屋、、精精肉肉店店ななどどのの食食料料品品店店、、ドドララ

ッッググスストトアア、、ガガソソリリンンススタタンンドド、、ククリリーーニニンンググ店店、、眼眼鏡鏡屋屋ななどど一一部部

のの店店舗舗はは営営業業可可能能。。  

３３））出出社社がが絶絶対対にに必必要要ででなないい限限りり、、在在宅宅勤勤務務をを行行ううここととととしし、、

休休暇暇中中ででああっっててもも可可能能なな限限りり自自宅宅ににととどどままるるこことと。。自自宅宅へへのの

招招待待客客はは22人人ままででととすするるがが、、1122月月2244～～2266日日はは例例外外的的にに最最大大

33人人ととすするる。。  

４４））屋屋外外ででのの集集団団行行動動はは22人人ままででととすするる。。  

ジジムム、、ププーールル、、ササウウナナななどどのの屋屋内内ススポポーーツツ施施設設はは閉閉鎖鎖すするる。。屋屋

外外ででののススポポーーツツはは大大人人11人人でで、、ままたたはは11..55メメーートトルルのの距距離離をを保保

ちち22人人ままでで一一緒緒にに行行ううここととががででききるる（（たただだしし、、子子供供はは屋屋外外ででのの  

チチーームムススポポーーツツもも可可能能））。。  

５５））不不要要不不急急のの移移動動、、旅旅行行をを自自粛粛しし、、公公共共交交通通機機関関のの利利用用はは

必必要要なな場場合合ののみみととすするる。。海海外外へへのの渡渡航航はは33月月中中旬旬ままでで予予約約もも

含含めめてて自自粛粛すするるこことと。。  

  

埼玉武道学研究 12,１－ 17  2022高　橋　　　進　ほか



18

〔原著〕 

柔柔道道選選手手のの練練習習法法へへのの意意識識とと競競技技力力のの関関係係ににつついいてて  
About the Relationship Between Judo Players' Awareness of Practice Method and 

Competitiveness
  

〇石井直人（秋田工業高等専門学校） 三戸範之（秋田大学） 野瀬清喜（埼玉学園大学） 

 
Naoto ISHII (National Institute of Technology, Akita College)
Noriyuki SANNOHE (Akita University)
Seiki Nose (Saitama Gakuen University)

キーワード：柔道、投げ技、固め技、意識、練習法、競技力 

Key Words: judo, throwing technique, grappling technique, awareness, practice method,
competitiveness 

Summery
The purpose of this study was to examine about the relationship between judo players' awareness of practice method
and competitiveness. In this study, we would like to analyze and examine the relationship between high school 
students and university students' awareness of various practice method of throwing technique and grappling technique
and their competitiveness by classifying them into those with high grades and those with low grades. The subjects 
were a total of 86 high school and university students in Akita Prefecture. The survey method is to ask them a 
questionnaire survey. The questionnaire presents various practice method for throwing technique and grappling 
technique, and they rank those practices in order of importance. They also answered in a questionnaire about their 
performance over the last two years. The scores for each practice method are compared between those with high 
grades and those with low grades, and the difference in average is analyzed by the t-test. In addition, the scores for 
each practice method are compared between high school students and university students, and the average difference 
is analyzed by performing an analysis of variance of the average difference as one factor. According to the t-test, 
there was no significant difference in the average score of the throwing technique practice method (6 items) in high 
school students between those with high grades and those with low grades. A one-factor analysis of variance also 
revealed that high school students attach great importance to Uchikomi and Randori. According to the t-test, there 
was no significant difference in the average score of the throwing technique practice method among university
students between those with high grades and those with low grades in all items. An analysis of variance of one factor 
revealed that university students did not attach great importance to Uchikomi. According to the t-test, the average 
score of the throwing technique practice method among high school students and university students with high grades
was significant in 3 out of 6 items. High school students attach great importance to Uchikomi, and university students 
attach great importance to Ido-Uchikomi and Hitori-Uchikomi. According to the t-test, there was no significant 
difference in the average score of the grappling technique practice method among high school students between those 
with high grades and those with low grades in all 4 items. As a result of one-factor analysis of variance, it became 
clear that high school students attach great importance to Uchikomi and Randori. According to the t-test, the average 
score of the grappling hold practice method in university students was significantly different between those with 
higher grades and those with lower grades in promised practice (2). It became clear that among university students, 
those with lower grades place more importance on promised practice (2) than those with higher grades. As a result of 
one-factor analysis of variance, it became clear that university students attach great importance to promised practice 
(2). According to the t-test, there was no significant difference in the average score of the grappling technique practice 
method among high school students and university students with high grades.

11..ははじじめめにに  
 柔道は、日本古来の武術「柔術」から生まれた
もので、「柔術」とは、投げる、抑える、絞める、打
つ、けるなどの技を用いて相手を制する武術であ
る（講道館, 1882）。柔道は、1882年に嘉納治五
郎師範が創始し、技を整理し人間形成の理念を加

えながら「柔術」から「柔道」へと昇華させた。今
日、技の素晴らしさや理念が理解され、柔道はオリ
ンピックの正式競技として採用され、多くの国で親
しまれている。柔道の技は、投げ技、および固め
技、および当身技に分類される。この技の 3分類
のうち、乱取りや試合で用いることが許されている
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のは投げ技、および固め技で、当身技は形として
取り扱いがある。 
柔道において競技力向上のためには、投げ技、

および固め技を習得することが不可欠である。投
げ技や固め技の技能を向上させるための練習法
とは、打ち込み、約束練習、乱取りに区別できる
（竹内，1979）。打ち込みは、技の運動を反復する
練習法である。約束練習は、実際に投げたり攻防
の状況をパターン化したりして反復する練習法で
ある。乱取りは、攻撃と防御をお互い自由に行う実
践練習であり、戦術的な技能を高めるために効果
的であると考える。打ち込みは、かかり練習とも言
われ、正しい技の習得を目的に行われ、投げ技で
は、投げる前までの動作を反復する練習法である
（全日本柔道連盟, 2020, p.44）。また打ち込み
は、技の型、姿勢、組み方、体さばき、崩し方、技の
正確性、およびタイミングやリズム感等の体得の
ため極めて重要な練習法である（大石, 2010）。 
 約束練習は、打ち込みで身に付けた技を用いて
投げや固めの練習をする。さらに攻防の行い方を
パターン化して練習する方法である（全日本柔道
連盟, 2020, p.44）。攻防の行い方をパターン化
する練習は、乱取りにつながる実践的な技能を習
得させ、乱取りでのケガ防止にもつながる（全日
本柔道連盟, 2020, p.44）。 
乱取りは、攻撃と防御をお互い自由に行う実践

練習で、柔道の中核をなす練習法である（全日本
柔道連盟, 2000, p.45）。また、習得した一つ一つ
の技を実践で使えるようにするための技術的な練
習という側面と、柔道に必要な体力的要素を向上
させる側面を持つ（高橋, 1999, p.99）。一般的に
乱取りは多くの練習時間が割り当てられ、打ち込
みや約束練習に比べ、ケガや事故が多い練習法
である。従って、打ち込みや約束練習で正しく安全
な技のかけ方や応じ方を学んだうえで行うことが
大事である（全日本柔道連盟, 2020, p.45）。 
柔道の練習法は前述のように多岐にわたるが、

一般的には、実践に近い形で行われる乱取りが最
も重視され、稽古の中でもより多くの時間が割か
れる練習法である。しかし、基礎的な練習法と言え
る打ち込みや約束練習が乱取りと比較して、必ず
しも重要度が低いとは言えないと考える。他の競
技に例えると、バスケットボールにおいて、柔道の
乱取りはゲーム練習に該当する。バスケットボー
ルの練習においてゲーム練習を重視して、多くの

時間を割いても、シュートの精度やドリブル、ボー
ルハンドリングなどの技術を高めていくことは難し
く、効果的な競技力向上には繋がらないと考える。
柔道における打ち込みに該当するシュート練習な
どの基礎的な練習を繰り返し反復することで、シュ
ート力が身につき、競技力がより効果的に向上し
ていくのではないだろうか。 
 そこで本研究では、柔道選手個々が重要な練習
と意識する練習法と競技の関係について検討した
い。柔道選手に対して質問紙による調査を行い、
個々が重視している練習法、および柔道競技歴に
おける実績を調査・分析する。 
大会等において優秀な成績を収めたことのあ

る、いわゆる成績上位者は成績下位者に比べて、
より基礎的な練習への意識を高く持っていると考
える。応用的練習法と言える乱取りは、実践に近
い形で行われ、互いに攻防を展開していくことか
ら、柔道競技の醍醐味を味わうことができる。乱取
りは成績の良し悪しにかかわらず多くの選手が重
視して取り組んでいると考える。しかし、基礎的な
練習である打ち込みや約束練習は、乱取りに比べ
ると単調であり、ここで取り組み方や意識に違い
が現れ、競技力に差が生まれるのではないだろう
か。 
これまで、柔道の練習法、および競技力につい

ては以下の研究がみられる。 
まず、バイオメカニクス的研究として、高橋

（2014）は、柔道投げ技における打ち込みと投げ
込みのスピードの相関を分析し、技のスピードと
競技力の関連性について検討した。その結果、技
のスピードがより速いものが、競技力が高い傾向
にあることを明らかにした。また、打ち込み、および
投げ込みの際の意識について質問紙調査を行
い、競技力が高い者は崩し動作を意識している者
が多いことを明らかにした。 
高橋ら（1999, pp.94-100）は、血中乳酸濃度

を指標として柔道の乱取り練習の運動強度を評
価し、柔道のトレーニング効果について検討した。
その結果、乱取り練習は、被験者によって運動強
度が大きく異なり、トレーニング強度を規定するこ
とが困難であることを明らかにした。また、乱取り
練習は、その都度運動強度が異なるため、柔道選
手が体力的要素を効果的に向上させるためには、
乱取り練習含めトレーニング内容の運動強度を
簡易的、かつ正確に評価する方法を開発し、不足
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するトレーニング強度を補うトレーニング内容を加
えることが重要であると明らかにした。 
松永ら（1981）は、打ち込み、および投げ込み

の行う速度に着目し、ゆっくりと大きな動作で投げ
技を行う練習法の必要性はないかと考えた。そこ
で、投げ技の速い動作とゆっくりした動作を比較
し、検討した。その結果、速い動作とゆっくりした動
作は、その時間経過の割合をとっても、筋放電の
発現様式を見てもどちらも似ており運動構造の質
的な変化は少ないと明らかにした。また速い動作
は瞬間的に振幅の大きい筋放電を示すが、ゆっく
りした動作は小さいことから体力のない初心者に
は、無理が少なく適切である。また熟練者のウォー
ミングアップに適切であると明らかにした。 
柳沢ら（1978）は、試合終了時の心拍数，模擬

試合時の心拍数変動，練習時の心拍数変動の観
察により、試合時の運動負荷の程度、および練習
形態について検討した。その結果、本試合終了後
の心拍数の測定より推測すれば、本試合は模擬
試合時より高い心拍数であることを明らかにした。
また、練習方法を変えることにより、心拍数のかな
りの上昇がみられたが、重量級選手は軽量級選
手に比べ低いレベルであることを明らかにした。 
竹内ら（1975）は、団体試合をもとに試合の内

容、段位、身長、体重、ローレル指数と勝敗との分
析を行い、試合内容の把握と身体的条件と勝敗と
の関係性について検討した。その結果、大会の規
模が大きくなるにつれ引き分けが多くなることが
明らかになった。また、段位、身長、体重、およびロ
ーレル指数の格差が開くにしたがって優位である
者の勝つ割合は、高くなり、引き分けが減少する
傾向にあると明らかにした。 
次に、心理学的研究として前川ら（2016）は、大

学競技者が柔道競技力を評価する際の重要項目
について質問紙調査により検討した。また、指導者
との差異についても検討した。その結果、競技者
が競技力を評価する上位3項目は、「組手の厳し
さ」、「試合のうまさ」、および「技のキレ」であった。
また、指導者が競技力を評価する上位３項目は、
「メンタルの強さ」、「体力の充実」、「技の粘り」で
あった。指導者、競技者の上位３項目については
全く異なる結果になった。この結果から、競技者
は、実践的なスキルを重視しており、指導者は、
「心技体」の３側面の総合的な項目を重視してい
ることを明らかにした。 

前川ら（2004）は、メンタルトレーニングを実施
することによって柔道の競技パフォ―マンスにど
のような影響を及ぼすのかを競技分析を行うこと
で検討した。その結果、メンタルトレーニングは、競
技力向上を図るために重要な方法であると明ら
かにした。また、メンタルトレーニングの重要性が
示唆された。 
柔道の練習法や競技力についてのこれまでの

研究において、バイオメカニクス的研究では、技の
スピード、乱取りの強度、運動負荷、練習形態、お
よび身体条件と勝敗についての検討がみられる。
心理的研究では、主観的評価と競技力の関連性
を検討し、競技力に影響する要素として技術・戦
術・体力・精神力がとりあげられている。また、メン
タルトレーニングと競技力向上の関連性について
の検討がみられる。このように柔道の練習法や競
技力についてのこれまでの研究においては、打ち
込み、約束練習、乱取りの練習法を評価項目とし
た研究はみられない。 
本研究の目的は、柔道選手の練習法への意識

と競技力の関係について明らかにすることである。
本研究においては、成績上位者、成績下位者、高
校生、および大学生で重視している練習法を分析
することにより、練習法と競技力の関連性につい
て検討したい。 

 
22．．方方法法    
１）対象  
 対象は、秋田県内の大学柔道部員17名、高等
学校柔道部員69名の計86名とする。 
２）調査方法  
 調査は、秋田県の大学、高校の柔道部員に対す
る質問紙調査によって行う。質問紙における、投げ
技に関する質問項目は、打ち込み、移動打ち込み、
一人打ち込み、約束練習（その場での投げ込み）、
約束練習（乱取りに近い動きを用い投げ込み）、乱
取り、およびその他である。 
 固め技の質問項目は、打ち込み、約束練習（負
荷を付けた２人組での反復練習）、約束練習（抑え
込みと逃げの練習）、乱取り、およびその他であ
る。 
 質問紙の回答は、投げ技、および固め技の質問
項目ごとに、投げ技、および固め技の練習法として
重視する順位を、１～６または１～４から選択して評
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価する。選択肢とは別に自身の過去２年間最高成
績（全国、東北、県、およびその他）を回答する。 
３）分析方法 
各練習法の主観的評価得点について、成績上

位者と下位者、高校生と大学生の成績上位者で
比較し、平均の差を t検定（独立サンプル）により
分析する。また、高校生、および大学生における練
習法の平均の差は、一要因の分散分析（対応あ
り）を行い分析する。 

 
３３．．結結果果    
（1）投げ技の練習法の主観的評価 

1）高校生の成績上位者、下位者の比較 
①投げ技練習法 

表1は、高校生における投げ技練習法のうちそ
の他を除いた６項目の主観的評価について、成績
上位者と下位者の平均と標準偏差を示したもの
である。t検定の結果、６項目の練習法全てにおい
て、成績上位者と成績下位者の平均に有意な差
は認められなかった。高校生における投げ技の練
習法について、成績上位者と成績下位者で重視す
る練習法に差はないと言える。 

 
次に、高校生の主観的評価の各項目間の差に

ついての分析である。 
表2は、高校生における投げ技練習法のうちそ

の他を除いた６項目の主観的評価の平均と標準

偏差を示したものである。分散分析の結果、表3
に示したとおり、条件の効果は有意であった（F
（5，68)＝15.364, p< .01）。LSD法による多重比
較の結果、各条件の平均の大小関係は、「打ち込
み＞移動打ち込み、一人打ち込み、約束練習1」、
「移動打ち込み>一人打ち込み」、「約束練習（1）>
一人打ち込み」、「約束練習（2）>移動打ち込み、
一人打ち込み」、および「乱取り>移動打ち込み、
一人打ち込み、約束練習（1）、約束練習（2）」であ
った。 
多重比較によると、打ち込み、乱取りが他の練

習法に比べ平均が高く、高校生は投げ技練習法
のなかで、打ち込み、乱取りを重視しているといえ
る。 

 
２）大学生の成績上位者、下位者の比較 
①投げ技練習法 

表4は、大学生における投げ技練習法６項目の
主観的評価について、成績上位者と下位者の平
均と標準偏差を示したものである。t検定の結果、
６項目の練習法全てにおいて、成績上位者と成績
下位者の平均に有意な差は認められなかった。
大学生における投げ技の練習法について、成績上
位者と成績下位者で重視する練習法に差はない
と言える。 
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次に、大学生の主観的評価の各項目間の差に
ついての分析である。 
表5は、大学生における投げ技練習法６項目の

主観的評価の平均と標準偏差を示したものであ
る。分散分析の結果、表６に示したとおり、条件の
効果は有意であった（F（5，16）＝5.128, 
p< .01）。LSD法による多重比較の結果、各条件
の平均の大小関係は、「移動打ち込み>打ち込
み」、「一人打ち込み>打ち込み」、「約束練習（1）>
打ち込み」、「約束練習（2）>打ち込み」、および
「乱取り>打ち込み」であった。 

 

 

 
多重比較によると、打ち込みが他の練習法に比

べ平均が低く、大学生は投げ技練習法のなかで、
打ち込みを重視していないといえる。 
 
３）高校生、大学生の成績上位者の比較 

  ①投げ技練習法 
表7は、高校生、大学生の成績上位者における

投げ技練習法６項目の主観的評価について、高校
生、大学生の成績上位者の平均と標準偏差を示
したものである。t検定の結果、投げ技練習法のう
ち打ち込みの評価は、高校生と大学生で平均の
差は有意であった（両側検定：t(15) = 2.053, 
p< .05）。表7によると、大学生の成績上位者よ
り、高校生の成績上位者のほうが打ち込みを重視
していると言える。 

 
移動打ち込みの評価は、高校生と大学生で平

均の差は有意であった（両側検定：t(15) = -3.56, 
p< .01）。表7によると、高校生の成績上位者よ
り、大学生の成績上位者のほうが移動打ち込みを
重視していると言える。一人打ち込みの評価は、高
校生と大学生で平均の差は有意であった（両側検
定：t(15) = -2.526, p< .05）。表７によると、高校
生の成績上位者より、大学生の成績上位者のほう
が一人打ち込みを重視していると言える。 
約束練習（1）の評価は、高校生と大学生で平均

の差は有意ではなかった（両側検定：t(15) 
= .098）。したがって、高校生と大学生の約束練習
（1）の評価に差はないといえる。約束練習（2）の
評価は、高校生と大学生で平均の差は有意では
なかった（両側検定：t(15) = .467）。したがって、
高校生と大学生の約束練習（2）の評価に差はな
いといえる。乱取りの評価は、高校生と大学生で
平均の差は有意ではなかった（両側検定：t(15) 
= .991）。したがって、高校生と大学生の乱取りの
評価に差はないといえる。 
 
（2）固め技の練習法主観的評価 

1）高校生の成績上位者、下位者の比較 
  ①固め技の練習法 
 表8は、高校生における固め技練習法4項目
の主観的評価について、成績上位者と下位者の
平均と標準偏差を示したものである。t検定の結
果、４項目の練習法全てにおいて、成績上位者と
成績下位者の平均に有意な差は認められなかっ
た。高校生における固め技の練習法について、成
績上位者と成績下位者で重視する練習法に差は
ないと言える。 
次に、高校生の主観的評価の各項目間の差に

ついての分析である。 
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表9は、高校生における固め技練習法4項目

の主観的評価の平均と標準偏差を示したもので
ある。分散分析の結果、表10に示したとおり、条
件の効果は有意であった（F（3，68）＝7.890, 
p< .01）。LSD法による多重比較の結果、各条件
の平均の大小関係は、「打ち込み>約束練習（1）、
約束練習（2）」、および「乱取り>約束練習（1）、約
束練習（2）」であった。 

多重比較によると、打ち込み、乱取りが他の練
習法に比べ平均が高く、高校生は固め技練習法
のなかで、打ち込み、乱取りを重視しているといえ
る。 
 

２）大学生の成績上位者、下位者の比較 
①固め技の練習法 

表11は、大学生における固め技練習法4項
目の主観的評価について、成績上位者と下位者

の平均と標準偏差を示したものである。t検定の
結果、固め技練習法のうち約束練習（2）を除く３
項目の練習法は成績上位者と成績下位者の平均
に有意な差は認められなかった。約束練習（2）の
評価は、成績上位者と下位者で平均の差は有意
であった（両側検定：t(15) = -2.536, p< 0.5）。表
11によると、成績上位者より成績下位者のほうが
約束練習（2）を重視しているといえる。 
次に、大学生の主観的評価の各項目間の差に

ついての分析である。 
表12は、大学生における固め技練習法4項

目の主観的評価の平均と標準偏差を示したもの
である。分散分析の結果、表13に示したとおり、
条件の効果は有意であった（F（3，16）＝4.717, 
p< .01）。LSD法による多重比較の結果、各条件
の平均の大小関係は、「約束練習（2）>打ち込み、
約束練習（1）」であった。 
多重比較によると、約束練習（2）が他の練習法
に比べ平均が高く、大学生は固め技練習法のな
かで、約束練習（2）を重視しているといえる。 

 

 
３）高校生と大学生の成績上位者の比較 
①固め技の練習法 

表14は、高校生、大学生の成績上位者における
固め技練習法4項目の主観的評価について、高
校生、大学生の成績上位者の平均と標準偏差を
示したものである。t検定の結果、４項目の練習法
のいずれにおいても高校生と大学生の間に有意
な差は認められなかった。 
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44．．考考察察  
（1）投げ技練習法 
高校生における投げ技練習法の主観的評価の

平均は、ｔ検定の結果６項目いずれも、成績上位者
と下位者で有意差がみられなかった。また、高校
生における投げ技練習法６項目の主観的評価の
平均と標準偏差は、一要因分散分析（対応あり）
の結果、条件の効果は有意であった。多重比較に
よると、打ち込み、乱取りが他の練習法に比べ平
均が高く、高校生は投げ技練習法のなかで、打ち
込み、乱取りを重視しているといえる。この結果
は、高校生の成績上位者と下位者では、重視して
いる投げ技練習法に違いはないことを明らかにし
た。 
高校生は、投げ技の練習法として、打ち込み、移

動打ち込み、一人打ち込み、約束練習（1）（その場
での投げ込み）、約束練習（2）（乱取りに近い動き
を用い投げ込み）、および乱取りの 6項目のなか
で、打ち込みと乱取りを重視していることを明らか
にした。高校生の最大の目標は全国高校総体で
あると言え、ほとんどの都道府県予選は 5～6月
に実施される。そのため高校生は 2年強という短
い時間で成果を出す、すなわち大会で勝つことを
念頭に置き活動を行う事から、より実践に近い乱
取りを重視する傾向があると考えられる。また、打
ち込みは基礎的な練習の中では最も一般的な練
習法と言える。よって打ち込みは、投げ技練習で
は、乱取りの次に多くの時間が割り当てられる練
習法であり、乱取りと並び重視される練習法とな
っていると考えられる。また、高校生は、練習を部
活動の指導者が作成した練習計画に沿って行う
ことが一般的であることも乱取り、および打ち込み
を重視することに影響していると考える。 
大学生における投げ技練習法の主観的評価の

平均は、ｔ検定の結果６項目いずれも、成績上位者
と下位者で有意差がみられなかった。また、大学
生における投げ技練習法6項目の主観的評価の
平均と標準偏差は、一要因の分散分析（対応あ

り）の結果、条件の効果は有意であった。多重比
較によると、打ち込みが他の練習法に比べ平均が
低く、大学生は投げ技練習法のなかで、打ち込み
を重視していないといえる。この結果は、大学生の
成績上位者と下位者では、重視している投げ技練
習法に違いはないことを明らかにした。 
大学生は、投げ技の練習法として、打ち込み、移

動打ち込み、一人打ち込み、約束練習（1）（その場
での投げ込み）、約束練習（2）（乱取りに近い動き
を用い投げ込み）、および乱取りの 6項目のなか
で、打ち込みを重視していないことを明らかにし
た。大学生の全日本大会で最も開催時期が遅い
ものは 10~11月に開催される。大学入学から大
学最終の全日本大会まで 3年半あり、短期的な
目標での成果を目指して戦術の向上を重視する
だけでなく、基礎練習にも時間を割く余裕ができ
ると考えられる。そのため、大学生は移動打ち込
みや一人打ち込みのような、より工夫した基礎練
習を重視する傾向があり、一般的な打ち込みは重
視していないという結果になったと考えられる。 
また、大学では、練習計画を学生がたてるため

学生自身で考えながら練習を行うことができる。
そのため、基礎的な打ち込みではなく、移動打ち
込みや一人打ち込みのように基礎的練習を工夫
して行っていると考える。 
 
（2）固め技練習法 
高校生における固め技練習法の主観的評価の

平均は、ｔ検定の結果4項目いずれも、成績上位
者と下位者で有意差がみられなかった。また、高
校生における固め技練習法4項目の主観的評価
の平均と標準偏差は、一要因分散分析（対応あ
り）の結果、条件の効果は有意であった。多重比
較によると、打ち込み、乱取りが他の練習法に比
べ平均が高く、高校生は固め技練習法のなかで、
打ち込み、乱取りを重視しているといえる。この分
析結果は、高校生の成績上位者と下位者では、重
視している固め技練習法に違いがないことを明ら
かにした。 
高校生は、固め技の練習法として、打ち込み、約

束練習（1）（負荷をかけた 2人組での反復練
習）、約束練習（2）（抑え込みと逃げの練習）、およ
び乱取りの 4項目のなかで、打ち込みと乱取りを
重視していることを明らかにした。高校生の最大
の目標は全国高校総体であると言え、ほとんどの
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都道府県予選は 5～6月に実施される。そのため
高校生は 2年強という短い時間で成果を出す、す
なわち大会で勝つことを念頭に置き活動を行う事
から、より実践に近い乱取りを重視する傾向があ
ると考える。また、打ち込みは基礎的な練習の中
では最も一般的な練習法と言える。よって打ち込
みは、固め技練習では、乱取りの次に多くの時間
が割り当てられ乱取りと並び重視される練習法と
なっていると考えられる。また、高校生は、練習を
部活動の指導者が作成した練習計画に沿って行
うことが一般的であることも乱取り、および打ち込
みを重視することに影響していると考える。 
大学生における固め技練習法の主観的評価の

平均は、ｔ検定の結果４項目で、約束練習（2）が成
績上位者と下位者で有意であった。また、大学生
における固め技練習法４項目の主観的評価の平
均と標準偏差は、一要因の分散分析（対応あり）
の結果、条件の効果は有意であった。多重比較に
よると、約束練習（2）が他の練習法に比べ平均が
高く、大学生は固め技練習法のなかで、約束練習
（2）を重視しているといえる。 
この結果は、大学生の成績下位者が上位者より

も約束練習（2）を重視していることを明らかにし
た。約束練習（2）は抑え込みと逃げの練習である
ので、試合の勝敗に直結する局面を再現した練習
法であると言える。成績下位者は試合経験の中で
抑えきれなかった、抑え込みから逃げることがで
きなかったことが成績上位者と比較して相対的に
多いと推測でき、このような結果となったと考え
る。しかし、明確な理由とは言えないため今後の
課題としたい。 
大学生は、固め技の練習法として、打ち込み、約

束練習（1）（負荷をかけた 2人組での反復練
習）、約束練習（2）（抑え込みと逃げの練習）、およ
び乱取りの 4項目のなかで、約束練習（2）を重視
していることを明らかにした。大学生は、大学入学
から大学最終の全日本大会まで 3年半あり、短
期的な目標での成果を目指して戦術の向上を重
視するだけでなく、基礎練習にも時間を割く余裕
ができると考えられる。そのため、約束練習（2）を
重視していると考える。基礎練習を行うことは、高
校で乱取りによる戦術を重視してきた者が、大学
でさらに技能向上させるために、技の正確度を向
上させるうえで効果的であると考える。また、大学
では、練習計画を学生がたてるため学生自身で考 

えながら練習を行うことができる。そのため、約束
練習（2）のように基礎的練習を工夫して行ってい
ると考える。 
高校生と大学生の成績上位者における固め技

練習法の主観的評価の平均は、ｔ検定の結果4
項目の中でいずれも、高校生と大学生で有意差
がみられなかった。この結果は、高校生と大学生
では重視している固め技練習法に違いがないこと
を明らかにした。 
 
55．．結結論論    
本研究の目的は、柔道における練習法への意識
と競技力の関連性について明らかにすることであ
る。本研究においては、成績上位者、成績下位者、
高校生、および大学生で重視している練習法を分
析することにより、投げ技、および固め技の練習法
と競技力の関連性について検討した。 
投げ技、および固め技の練習法として重視する

練習法の主観的評価について、大学生、および高
校生の柔道選手を対象に質問紙調査を行った。
各練習法の主観的評価得点について、成績上位
者と下位者、高校生と大学生の成績上位者で比
較し、平均の差を t検定（独立サンプル）により分
析する。また、高校生、および大学生における練習
法の平均の差は、一要因の分散分析（対応あり）
を行い分析する。 
投げ技の練習法の分析項目は、打ち込み、移動打
ち込み、一人打ち込み、約束練習（その場投げ込
み）、約束練習（相手との対応の中での投げ込
み）、乱取りの 6つである。固め技は、打ち込み、
約束練習（負荷あり二人組反復練習）、約束練習
（押さえ込み、逃げの練習）、乱取りの 4つである。 
ｔ検定によると、高校生の投げ技練習法は、6つ

の項目いずれも、成績上位者と下位者で平均に差
は見られなかった。一要因分散分析によると、高
校生全体では練習法の条件の効果に差がみられ
た。多重比較により、高校生は６つの投げ技練習
法のうち打ち込みと乱取りを重視していることを
明らかにした。高校生は 2年強という短い時間で
成果を目指さなくてはならないので、乱取りによる
戦術の向上を重視する傾向があると考えられる。
また、基礎的な練習法で最も一般的と言える打ち
込みは、多くの選手が時間を割いて行っているの
で重視する傾向があると考える。 
ｔ検定によると、大学生の投げ技練習法は、6つ 
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の項目いずれも、成績上位者と下位者で平均に差
は見られなかった。一要因分散分析によると、大
学生全体では練習法の条件の効果に差がみられ
た。多重比較により、大学生は６つの投げ技練習
法のうち打ち込みを重視していないことを明らか
にした。大学生は、大学入学から大学最終の全日
本大会まで 3年半あり、短期的な目標での成果
を目指して戦術の向上を重視するだけでなく、基
礎練習にも時間を割く余裕ができると考えられる。
そのため、一般的な打ち込みではなく、移動打ち
込みや一人打ち込みのような、工夫した基礎練習
を重視しているため、打ち込みを重視していない
と考える。 
ｔ検定によると、高校生と大学生の成績上位者

の投げ技練習法においては、6つの項目で、打ち
込み、移動打ち込み、一人打ち込みが高校生と大
学生で有意であった。大学生の成績上位者より、
高校生の成績上位者のほうが打ち込みを重視し
ていることを明らかにした。また、高校生の成績上
位者より、大学生の成績上位者のほうが、移動打
ち込み、および一人打ち込みを重視していることを
明らかにした。高校生は、試合で投げ技をかけら
れるようになるために、基礎を固めなくてはならな
い。そのために、より基礎的な打ち込みを重視して
いると考える。大学生は、大学入学から大学最終
の全日本大会まで 3年半あり、短期的な目標で
の成果を目指して戦術の向上を重視するだけで
なく、基礎練習にも時間を割く余裕ができると考え
られる。そのため、一般的な打ち込みではなく、移
動打ち込みや一人打ち込みのような、工夫した基
礎練習を重視していると考える。 
ｔ検定によると、高校生の固め技練習法は、４つ

の項目いずれも、成績上位者と下位者で平均に差
は見られなかった。一要因分散分析によると、高
校生全体では練習法の条件の効果に差がみられ
た。多重比較により、高校生は４つの固め技練習
法のうち打ち込みと乱取りを重視していることを
明らかにした。高校生は 2年強という短い時間で
成果を目指さなくてはならないので、乱取りによる
戦術の向上を重視する傾向があると考えられる。
また、基礎的な練習法で最も一般的と言える打ち
込みは、多くの選手が時間を割いて行っているの
で重視する傾向があると考える。 
ｔ検定によると、大学生の固め技練習法は、４つ

の項目で、約束練習（2）が成績上位者と下位者で

有意な差があった。成績上位者より、成績下位者
のほうが約束練習（2）を重視していることを明ら
かにした。一要因分散分析によると、大学生全体
では練習法の条件の効果に差がみられた。多重
比較により、大学生は 4つの固め技練習法のうち
約束練習（2）を重視していることを明らかにした。
約束練習（2）は抑え込みと逃げの練習であるの
で、試合の勝敗に直結する局面を再現した練習法
であると言える。成績下位者は試合経験の中で抑
えきれなかった、抑え込みから逃げることができ
なかったことが成績上位者と比較して相対的に多
かったと推測できるので、このような結果となった
と考える。しかし、明確な理由とは言えないため今
後の課題としたい。 
ｔ検定によると、高校生と大学生の成績上位者

の固め技練習法においては、4つの項目いずれ
も、高校生と大学生で平均に差は見られなかっ
た。 
本研究の知見から、投げ技の練習法として、高

校生は、打ち込みと乱取りを重視していて、大学生
は打ち込み以外を重視していることが明らかとな
った。固め技練習法として、高校生は、打ち込みと
乱取りを重視していて、大学生は約束練習（2）を
重視していることが明らかとなった。また、大学生
の成績下位者は、上位者よりも約束練習（2）を重
視していることが明らかとなった。以上の結果か
ら、大学生は、高校生に比べ、基礎練習、および実
践練習で工夫が見られ、主体的に練習を行ってい
ると考えられる。本研究の結果を今後の柔道の練
習、また柔道指導に活かしていきたいと考える。 
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〔原著〕 

柔道投げ技における決めの局面における保持方法 
Holding Methods in the Last Phase of Judo Throwing Techniques
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キーワード：柔道、投げ技、保持、安全、事故防止 
Key words：judo, throwing techniques, holding, safety, accident prevention

Summary
The purpose of this study was to examine the holding methods in the last phase of judo throwing techniques. Judo 
experts were employed as subjects to perform 6 throwing techniques, which were Osotogari, Ouchigari, Taiotoshi, 
Seoinage, and Uchimata without instructions and with instructions, and impression analyses were conducted in 
appearance methods to test the holding methods. Under the condition without instructions, it was performed the 
same as the usual throwing practice. On the other hand, under the condition with instructions, it was instructed to 
raise Uke’s head up so as not to hit their heads. The classification of holding methods was one-handed holding, 
two-handed holding, and others. The results of binomial tests and the χ2 tests demonstrated that there were 
significant differences in frequency of holding methods in Osotogari, Taiotoshi, Seoinage, and Uchimata, with or 
without instruction. Moreover, for Ouchigari, there was no significant difference in frequency of holding methods 
without instructions, while there was significant difference in frequency of holding methods with instructions. 
The findings of this study suggest that two-handed holding is more commonly used and effectively used for safety
as well as tactical skills than one-handed holding or no holding, in the throwing techniques of experts.

 
1 はじめに  
 柔道では、安全な取り組みや事故防止
が重要な課題となっている。柔道を創始
した嘉納（1926）は「（前略）勝負の修
行をする場合にも、怪我を避けることが
必要であり、同時に兼ねて身体を強健に
することは願わしい」と述べており、柔
道草創のころから安全や事故防止の重要
性が認識されてきた。関節技は肘を攻撃
するものに限定するなど、技の選択にも
安全の視点が反映されている。そして、
嘉納（1906）が「柔道はその応用次第に
ては老人、年少者もしくは体質虚弱の人
にも用いることを得べし」と述べている
ように、柔道は、安全を基盤に多様な特
性の人々がその要望に応じて取り組める

ようになることを目指したといえる。柔
道が、相手を倒すための限られた人の道
具としてではなく、多くの人々が取り組
み満足を得ることができる共通のスポー
ツ文化としての価値を高めることに、安
全の考え方は重要な役割を果たしてきた
といえる。 
我が国では今日、平成 24 年からの中

学校での武道必修化に際し、様々な生徒
に対応するうえで柔道における安全の重
要性の認識がいっそう高まった。その状
況下、学校における柔道の重大事故発生
に関心が持たれ、重大事故は授業ではほ
とんどみられないが、運動部活動に多い
ことが明らかにされた（内田, 2013）。
授業は、安全と初心者指導の視点に基づ
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き指導法や練習法の改善や工夫が図られ
てきたことが、重大事故が少ないことに
影響していると考えられる。これに対
し、運動部活動は競技に重点が置かれが
ちで、入学から卒業までの限られた時間
制約のなかで成果をあげようとし、生徒
の成長や技能段階と運動負荷のアンバラ
ンスが生じ、重大事故発生が報告されて
きたと考えられる。 
 このようななか、全日本柔道連盟は事
故防止の対応を進めてきた。全日本柔道
連盟は、重大事故総合対策委員会を
2014 年に特別委員会として立ち上げ、
2016 年には常置委員会とし、連盟の明
確な施策として事故防止対策にあたって
きた。これを受け、都道府県柔道連盟に
おいても事故防止活動のための部署が設
けられた。全日本柔道連盟は、安全指導
講習会や安全冊子発行などを行い、都道
府県柔道連盟と協力しながら指導者への
啓発活動を柱に事故防止対策を講じてき
た。 
 柔道の重大事故は、事故防止の対策が
実り従来に比べ減少してきたが、根絶に
は至っていない。2012 年から 2014 年
までは柔道での死亡事故はみられなかっ
たが、2015 年以降、数件の死亡事故が
発生している。頭部打撲による急性硬膜
下血腫が 3 件、頚椎・頚髄損傷が 1 件、
熱中症が 1 件である（全日本柔道連盟 , 
2020, p.6, 13, 22）。このうち死亡事故
の原因として最も多い頭部打撲は、過去
の事故発生状況をみても同様の傾向であ
る（全日本柔道連盟 , 2020, p.6）。柔道
において死亡事故を無くすためには、と
りわけ頭部打撲への対応が重要であると
いえる。 
 急性硬膜下血腫の原因となった投げ技
をみると、大外刈りが圧倒的に多く、他
に大内刈り、背負い投げ、体落とし、払
腰、小内刈り、内股などがみられる（全
日本柔道連盟, 2020, p. 3）。柔道投げ技
における急性硬膜下血腫は、投げられる
ときの受け頭部の回転加速度との関連性
が指摘されている。とりわけ大外刈りに

おいて急性硬膜下血腫を発症するのは、
受けを真後ろに刈り倒して投げるので、  
頭部に後ろ方向への強い回転加速度が生
じるとともに頚部が後屈しやすく後頭部
を強打するためと考えられる。大内刈
は、大外刈りと同様に受けを真後ろに倒
す技であり、急性硬膜下血腫発症には頭
部への後ろ方向の強い回転加速度など、
後頭部を打ちやすい特性が影響している
と考えられる。 
 背負い投げ、体落とし、払い腰、内股
など受けを前方向に投げる技は、急性硬
膜下血腫発症が大外刈りほど多くないこ
ともあり、急性硬膜下血腫発生の機序の
分析は進んではいない。受けを前方向に
投げる技は、前方向への強い回転加速度
が生じた際に前頭部・頭頂部を打撲する
ことや、背中が着地してから後ろ方向へ
の強い回転加速度が生じた際に後頭部を
打撲することが急性硬膜下血腫発症に影
響していると考えられる。  
 急性硬膜下血腫を防止するためには、
頭部の動揺を抑えて回転加速度を小さく
し、頭部打撲を防止することが重要であ
るといえる。そのためには、受けが受け
身に習熟するとともに、投げ技の際、取
りが引き手を保持し引き上げる運動が重
要であることが指摘されている（全日本
柔道連盟, 2021, pp. 4-5）。引き手を保
持し引き上げる運動は、頭部を固定し回
転加速度を小さくするとともに、頭部を
持ち上げ頭部打撲をしにくくする効果が
あると考えられる。引き手を保持し引き
上げる運動は、受けの立場からは、引き
上げられている腕を支えにして、受け身
を取りやすくする効果があると考えられ
る。 
 投げ技における引き手保持は片手保持
および両手保持の 2 種類に分類できる(三
戸, 2017; 石井ら, 2019)。片手保持は、
文部科学省（2013;）、全日本柔道連盟
（2015b）にみられ、引き手は握りを保
持したまま、釣り手は握りを離し引き手
の補助として用いるものである。両手保
持は、本村（2003）、鮫島ら（2006）、 
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全日本柔道連盟（2010）にみられ、引き
手および釣り手とも投げ技決めの局面ま  
で握りを保持する方法である。 
三戸（2017）は両手保持と片手保持の

適切な技術について検討し、片手保持は
取りの身体を立てた高い姿勢が、両手保
持は取りの身体を前傾させた低い姿勢が
効果的であることを指摘している。片手
保持は襟を持った釣り手の保持を離すた
め、頭部の固定が強くなく、頭部打撲防
止のためには高く引き上げる必要がある
と考えられる。両手保持は襟を持ったま
まの釣り手が投げる勢いで引っ張られる
ため、取りの姿勢を前傾するほうがバラ
ンスが安定すると考えられる。また、両
手保持は頭部の固定が強く、低い位置で
の引き上げでも頭部打撲防止の効果があ
ると考えられる。取りのバランスから
は、片手保持で身体を立てた高い姿勢
は、バランスを保ちやすく初心者にも容
易であり、両手保持で身体を前傾させた
低い姿勢は、バランスを保つ難易度が高
いと考えられる。 
 投げ技における片手保持と両手保持に
ついての研究は、大外刈りについてのも
のがみられる（三戸ら, 2017）。この研
究では、まず熟練者は大外刈りにおいて
両手保持を用いる傾向があることを明ら
かにした。次に、熟練者の意識から、片
手保持は取りの身体を立てた高い姿勢
が、両手保持は取りの身体を前傾させた
低い姿勢が効果的であることを明らかに
した。次に、初心者は、両手保持が片手
保持に比べ、頭部の固定度が高く頭を打
つ不安が低いことを明らかにした。ま
た、石井ら（2019）は、内股の保持につ
いて検討し、三戸ら（2017）による大外
刈りの検討結果と同様、両手保持が片手
保持に比べ、頭部の固定度が高く頭を打
つ不安が低いことを明らかにした。  
これまでの投げ技における両手保持と

片手保持の検討では、両手保持が片手保
持に比べ、より安全のために効果的であ
ることが示唆された。しかしながら、保
持方法についての研究は一部の投げ技に

限られているのが現状である。そこで本
研究では、頭部打撲が報告されている投
げ技をとりあげ、熟練者について保持方
法を検討したい。熟練者を対象とするの
は、熟練者は安全など効果的な技能を習
得していると考えられるからである。ま
た、安全に行うことを意識したときに保
持方法に変化があるか分析し、安全のた
めに効果的な保持方法について検討した
い。 
 本研究の目的は、柔道投げ技における
決めの局面における保持方法について検
討することである。投げ技は、大外刈
り、大内刈り、体落とし、背負い投げ、
および内股を取り上げる。これらの投げ
技は、急性硬膜下血腫を発症し重大事故
の原因として報告されている（全日本柔
道連盟, 2020, p. 3）とともに、試合で多
く用いられる投げ技である（竹内, 
1997）。柔道熟練者による投げ技の試技
を行い、決めの局面での保持方法が、片
手保持、両手保持、またはその他のいず
れに該当するか分析する。試技は、指示
なしおよび指示ありの条件とし、指示な
しの条件では、普段の投げ込み練習同様
に行い、指示ありの条件では、被験者に
安全に行うことを意識させるために、受
けが頭を打たないよう受けの頭部を引き
上げることを指示する。本研究は、投げ
技の安全な指導法および練習法の改善に
資するための、保持の視点からの投げ技
技術に関する基礎的研究である。 
 
2 方法  
(1)被験者 
 被験者は、柔道部所属の大学生 20
名、すべて柔道歴 8 年以上の柔道熟練者
である。予備調査を行い、被験者全員が
対象の投げ技、大外刈り、大内刈り、体
落とし、背負い投げ、内股の試技が可能
であることを確認した。 
 
(2)試技対象の投げ技 
 試技対象の投げ技は、大外刈り、大内
刈り、体落とし、背負い投げ、および内
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股とする。これらの投げ技は、急性硬膜
下血腫を発症し重大事故の原因としてあ
げられている投げ技であり（全日本柔道
連盟, 2019）、試合で多く用いられる投
げ技である（竹内, 1997）。 
 
(3)保持方法の分類 
 保持方法は投げ技決めの局面に着目し
て、片手保持、両手保持、その他に分類
する。三戸（2017）にしたがい投げ技決
めの局面に着目し、片手保持は決めの局
面において、引き手は握りを保持したま
まで釣り手ははじめの握りを離している
こととする。両手保持は決めの局面にお
いて、引き手および釣り手ともには握り
を保持していることとする。その他は、
両手とも握りを離すなど、片手保持およ
び両手保持に該当しない運動とする。 
 
(4)手続き 
 体格が近い被験者の組みで、大外刈
り、大内刈り、体落とし、背負い投げ、
および内股の試技を行う。試技は、指示
なしの条件で各技 2 回、指示ありの条件
で各技 2 回行う。指示なしの条件では、
普段とおなじく投げ込み練習同様に行う
こととし、指示ありの条件では、安全に
行うことを意識させるために、受けが頭
を打たないよう受けの頭部を引き上げる
ことを指示する。試技はビデオ収録す
る。 
 
(5)分析 
 投げ技の試技において、決めの局面の
保持技術が、片手保持、両手保持、およ
びその他のいずれに該当するか、外観法
による印象分析を行い判定する。片手保
持、両手保持、およびその他の人数の偏
りは、度数の分布が 3 値の場合χ2検定
により、2 値の場合二項検定により検定
する。 
 図 1 は、大外刈りの決めの局面の保持
技術、片手保持、および両手保持を示し
たものである。 
 

 
3 結果  
 大外刈り、大内刈り、体落とし、背負  
い投げ、および内股の全 400 試技を分析
した結果、両手保持が 234 試技、片手保
持が 60 試技、その他が 26 試技であっ
た。その他の 26 試技は、すべて保持な
しであった。 
(1)大外刈り 
表 1 は、頭部を引き上げることについ

て指示なしおよび指示ありの条件で、大
外刈りの決めの局面における保持につい
て、両手保持、片手保持、および保持な
しの度数を示したものである。指示なし
の条件では、χ2検定の結果、両手保
持、片手保持、および保持なしの度数の
偏りが有意であった（χ2 (2) ＝ 43.55, 
p < . 01）。表 1 によると、大外刈りは指
示なしの条件で、両手保持が片手保持お
よび保持なしに比べ度数が高いといえ
る。指示ありの条件では、χ2検定の結
果、両手保持、片手保持、および保持な
しの度数の偏りが有意であった（χ2 (2) 
＝ 43.55, p < .01）。表 1 によると、大
外刈りは指示ありの条件で、両手保持が
片手保持および保持なしに比べ度数が高
いといえる。 
表 2 は、大外刈りにおいて頭部を引き

上げることについて指示なしおよび指示
ありの条件で、保持の変化の度数を示し
たものである。二項検定の結果、保持の
変化ありとなしで度数の偏りが有意であ
った（p < .01）。表 2 によると保持の変
化なしが変化ありに比べ度数が高いとい
える。保持の変化があった 8 試技につい
て二項検定を行った結果、両手保持から
片手保持・保持なしへの変化度数と片手
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保持・保持なしから両手保持への変化度
数の偏りは有意でなかった。保持の変化
は、両手保持から片手保持・保持なし、
および片手保持・保持なしから両手保持
で度数に差がないといえる。 

 

 
 
 

 
 
(2)大内刈り 
表 3 は、頭部を引き上げることについて
指示なしおよび指示ありの条件で、大内
刈りの決めの局面における保持につい
て、両手保持、片手保持、および保持な
しの度数を示したものである。指示なし
の条件では、χ2検定の結果、両手保
持、片手保持、および保持なしの度数の
偏りが有意でなかった（χ2 (2) ＝ 
1.55）。大内刈りは指示なしの条件で、
両手保持、片手保持、および保持なしの
度数に差はないといえる。指示ありの条
件では、χ2検定の結果、両手保持、片
手保持、および保持なしの度数の偏りが
有意であった（χ2 (2) ＝ 18.20, p 
< .01）。表 3 によると、大内刈りは指示
ありの条件で、両手保持が片手保持およ
び保持なしに比べ度数が高いといえる。 
表 4 は、大内刈りにおいて頭部を引き

上げることについて指示なしおよび指示
ありの条件で、保持の変化の度数を示し
たものである。二項検定の結果、保持の
変化ありとなしで度数の偏りが有意であ
った（p < .05）。表 4 によると保持の変
化なしが変化ありに比べ度数が高いとい
える。保持の変化があった 13 試技につ
いて二項検定を行った結果、両手保持か
ら片手保持・保持なしへの変化度数と片

手保持・保持なしから両手保持への変化
度数の偏りが有意であった（p < .05）。
表 4 によると保持の変化の度数は、片手
保持・保持なしから両手保持が、両手保
持から片手保持・保持なしに比べ多いと
いえる。 

 

 
(3)体落とし 
表 5 は、頭部を引き上げることについ

て指示なしおよび指示ありの条件で、体
落としの局面における保持について、両
手保持、片手保持、および保持なしの試
技の度数を示したものである。表 5 によ
ると、指示なしおよび指示ありいずれ
も、保持なしの度数は 0 であった。指示
なしの条件では、二項検定の結果、両手
保持と片手保持の度数の偏りが有意であ
った（p < .01）。表 5 によると、体落と
しは指示なしの条件で、両手保持が片手
保持に比べ度数が高いといえる。指示あ
りの条件では、二項検定の結果、両手保
持と片手保持の度数の偏りが有意であっ
た（p < .01）。表 5 によると、体落とし
は指示ありの条件で、両手保持が片手保
持に比べ度数が高いといえる。 
表 6 は、体落としにおいて頭部を引き

上げることについて指示なしおよび指示
ありの条件で、保持の度数の変化を示し
たものである。二項検定の結果、保持の
変化ありとなしで度数の偏りが有意であ
った（p < .01）。表 6 によると保持の変
化なしが変化ありに比べ度数が高いとい
える。保持の変化があった 6 試技につい
て二項検定を行った結果、両手保持から
片手保持・保持なしへの変化度数と片手

表表11   大大外外刈刈りり

両手保持 片手保持 保持なし 計 検定

指示なし 33 4 3 40 p < .01

指示あり 31 7 2 40 p < .01

表表22  大大外外刈刈りりににおおけけるる保保持持のの変変化化

変化あり 変化なし 計 検定

8 32 40 p < . 01

両手→片手・保持なし 片手・保持なし→両手 計 検定

5 3 8 n. s.

表表33   大大内内刈刈りり

両手保持 片手保持 保持なし 計 検定

指示なし 17 12 11 40 n. s.

指示あり 26 6 8 40 p < . 01

表表44  大大内内刈刈りりににおおけけるる保保持持のの変変化化

変化あり 変化なし 計 検定

13 27 40 p < . 05

両手→片手・保持なし 片手・保持なし→両手 計 検定

2 11 13 p < . 05

三　戸　範　之　ほか



33

保持・保持なしから両手保持への変化度
数の偏りは有意でなかった。保持の変化
の度数は、両手保持から片手保持・保持
なし、および片手保持・保持なしから両
手保持で差がないといえる。  
 

 
 
 

 
 
(4)背負い投げ 
表 7 は、頭部を引き上げることについ

て指示なしおよび指示ありの条件で、背
負い投げの局面における保持について、
両手保持、片手保持、および保持なしの
試技の度数を示したものである。表 5 に
よると、指示なしおよび指示ありいずれ
も、保持なしの度数は 0 であった。指示
なしの条件では、二項検定の結果、両手
保持と片手保持の度数の偏りが有意であ
った（p < .01）。表 7 によると、体落と
しは指示なしの条件で、両手保持が片手
保持に比べ度数が高いといえる。指示あ
りの条件では、二項検定の結果、両手保
持と片手保持の度数の偏りが有意であっ
た（p < .01）。表 7 によると、背負い投
げは指示ありの条件で、両手保持が片手
保持に比べ度数が高いといえる。 
表 8 は、背負い投げにおいて頭部を引

き上げることについて指示なしおよび指
示ありの条件で、保持の度数の変化を示
したものである。二項検定の結果、保持
の変化ありとなしで度数の偏りが有意で
あった（p< .01）。表 8 によると保持の
変化なしが変化ありに比べ度数が高いと
いえる。保持の変化があった 7 試技につ
いて二項検定を行った結果、両手保持か
ら片手保持・保持なしへの変化度数と片

手保持・保持なしから両手保持への変化
度数の偏りは有意でなかった。保持の変
化の度数は、両手保持から片手保持・保
持なし、および片手保持・保持なしから
両手保持で差がないといえる。  

 
 

 
(5)内股 
表 9 は、頭部を引き上げることについ

て指示なしおよび指示ありの条件で、内
股の決めの局面における保持について、
両手保持、片手保持の試技の度数を示し
たものである。指示なしの条件では、χ2

検定の結果、両手保持、片手保持、およ
び保持なしの度数の偏りが有意であった
（χ2 (2) ＝ 36.05, p < .01）。表 9 によ
ると、大外刈りは指示なしの条件で、両
手保持が片手保持および保持なしに比べ
度数が高いといえる。指示ありの条件で
は、保持なしの度数は 0 であった。そこ
で二項検定を行った結果、両手保持と片
手保持の度数の偏りが有意であった（p 
< .01）。表 9 によると、内股は指示あり
の条件で、両手保持が片手保持に比べ度
数が高いといえる。 
表 10 は、内股において頭部を引き上

げることについて指示なしおよび指示あ
りの条件で、保持の変化を示したもので
ある。二項検定の結果、保持の変化あり
となしで度数の偏りが有意であった（p 
< .01）。表 10 によると保持の変化なし
が変化ありに比べ度数が高いといえる。
保持の変化があった 8 試技について二項
検定を行った結果、両手保持から片手保
持・保持なしへの変化度数と片手保持・

表表55   体体落落ととしし

両手保持 片手保持 保持なし 計 検定

指示なし 35 5 0 40 p < .01

指示あり 31 9 0 40 p < .01

表表66  体体落落ととししににおおけけるる保保持持のの変変化化

変化あり 変化なし 計 検定

6 34 40 p < . 01

両手→片手 片手→両手 計 検定

5 1 6 n. s.

表表77   背背負負いい投投げげ

両手保持 片手保持 保持なし 計 検定

指示なし 38 2 0 40 p < .01

指示あり 33 7 0 40 p < .01

表表88  背背負負いい投投げげににおおけけるる保保持持のの変変化化

変化あり 変化なし 計 検定

7 33 40 p < . 01

両手→片手 片手→両手 計 検定

6 1 7 n. s.
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保持なしから両手保持への変化度数の偏
りは有意でなかった。保持の変化の度数
は、両手保持から片手保持・保持なし、
および片手保持・保持なしから両手保持
で差がないといえる。 

 

 
 
 

 
 
4 考察  
(1) 大外刈り、体落とし、背負い投げ、

および内股における保持 
柔道熟練者を被験者にして投げ技の決

めの局面における保持の方法について検
討した。その結果、大外刈り、体落と
し、背負い投げ、および内股において、
指示なしおよび指示ありの条件いずれに
おいても、度数の偏りは有意で、両手保
持が片手保持および保持なしに比べて度
数が高いことを明らかにした。 
熟練者の大外刈り、体落とし、背負い

投げ、内股において、指示なしの条件で
両手保持の度数が高いという知見から、
熟練者は普段の稽古で両手保持を用いる
傾向があることが示唆される。指示あり
の条件で両手保持の度数が高いという知
見から、受けが頭を打たないよう頭部を
引き上げ安全に行うことを意識したとき
も両手保持を用いる傾向があるといえ
る。本研究の知見から、熟練者は、大外
刈り、体落とし、背負い投げ、および内
股の決めの方法として、両手保持を用い
る傾向があるといえ、両手保持を安全の
ために効果的に用いていることが示唆さ
れる。 
三戸（2017）は両手保持と片手保持の

適切な技術について、片手保持は取りの

身体を立てた高い姿勢が、両手保持は取
りの身体を前傾させた低い姿勢が効果的
であることを指摘している。片手保持
は、身体を立てた高い姿勢でバランスを
保つのが容易であるが、持ち替えの運動
を行うため、一瞬引き上げ運動が遅れる
可能性があるといえる。熟練者は、両手
保持の際に前傾姿勢でバランスを保つ技
能を持っており、持ち替えの運動を行わ
ずに引き上げ運動を確実に行うことがで
きる両手保持を用いる傾向があると考え
られる。 
大外刈り、体落とし、背負い投げ、お

よび内股においては、指示なしおよび指
示ありの条件で保持が変化した度数は低
くかった。保持が変化した試技につい
て、両手保持から片手保持（または片手
保持・保持なし）への変化および片手保
持（または片手保持・保持なし）から両
手保持への変化の度数に差はなかった。  
 
(2)大内刈りにおける保持 
大内刈りの保持は、本研究で対象とな

った他の投げ技と傾向が異なり、指示な
しの条件では、度数の偏りが有意でな
く、両手保持、片手保持および保持なし
で度数に差がみられなかった。指示あり
の条件では度数の偏りが有意であり、両
手保持が片手保時および保持なしに比べ
て度数が高いことが示された。 
大内刈りにおいて、指示なしの条件で

両手保持、片手保持および保持なしの度
数に差がないという知見から、熟練者は
普段の練習で両手保持、片手保持および
保持なしを用いる傾向があることが示唆
される。指示ありの条件で両手保持の度
数が高いという知見から、受けが頭を打
たないよう頭部を引き上げ安全に行うこ
とを意識すると両手保持を用いる傾向が
あるといえる。本研究の知見から、熟練
者は、大内刈りの決めの方法として、安
全を意識すると両手保持を用いる傾向が
あるといえ、両手保持を安全のために効
果的に用いていることが示唆される。  

表表99   内内股股

両手保持 片手保持 保持なし 計 検定

指示なし 31 7 2 40 p < .01

指示あり 30 10 0 40 p < .01

表表1100  内内股股ににおおけけるる保保持持のの変変化化

変化あり 変化なし 計 検定

9 31 40 p < . 01

両手→片手・保持なし 片手・保持なし→両手 計 検定

5 4 9 n. s.
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大内刈りにおいて指示なしの条件で、
両手保持、片手保持、および保持なしに
差がなくみられるのは、決めの局面の取
りと受けの位置関係が影響していると考
えられる。大内刈りでは、決めの局面に
おける取りの立つ位置が受けの肩から遠
くなり、握りを保持すると取りを前方に
引っ張る負荷が大きくかかるため、保持
したままでは腕や握りに違和感があると
いえる（図 2）。 

 

 
 
これに対し、本研究で対象とした他の

投げ技は、決めの局面における取りの立
つ位置が受けの肩と近く、握りを保持し
たままでも取りを前方に引っ張る負荷が
それほど大きくないといえる。 
大内刈りにおいては、指示なしおよび

指示ありの条件で保持が変化した度数
は、本研究で対象の他の技同様に低くか
った。保持が変化した試技について分析
すると、片手保持・保持なしから両手保
持への変化が両手保持から片手保持・保
持なしへの変化に比べ、度数が高かっ
た。したがって、通常通りの投げ込み
と、受けが頭を打たないよう頭部を引き
上げることを意識したときで、片手保
持・保持なしが両手保持に変化する傾向
があるといえる。本研究の被験者は熟練
者であり、大内刈りの取りと受けの位置
関係から取りを前方に引っ張る負荷が働
いても、前傾姿勢でバランスを保つ技能
を持っており、受けが頭を打たないよう
頭部を引き上げ安全に行うことを意識し
たときには、身体を前傾させ低い姿勢を

とり両手保持の運動を行うことができる
と考えられる。 
大内刈りにおいて保持なしとなる原因

は、決めの局面で取りの立つ位置が受け
の肩から遠くなり、握りを保持すると取
りを前方に引っ張る負荷が大きく働くこ
とが考えられる。取りを前方に引っ張る
負荷を軽減させるためには、身体を立て
た高い位置ではなく、身体を前傾させ低
い姿勢をとることが効果的であると考え
られる。大内刈りでは、決めの局面で取
りの立つ位置が受けの肩から遠く、取り
を前方に引っ張る負荷を軽減するために
は、他の技に比べいっそう身体を大きく
前傾させ低い姿勢をとることが効果的で
あると考えられる。 
大内刈りにおいて取りが初心者の時に

は、決めの局面で身体を大きく前傾させ
低い姿勢をとることが難しいことが予測
される。その場合には、取りを前方に引
っ張る負荷を軽減させるために、取りの
立つ位置を受けの肩に近づける運動が効
果的であると考えられる。例えば、大内
刈りで技の運動経過が掛けから決めの局
面になる際、軸足を受けの股関節あたり
をまたいで越えて踏み出す運動が考えら
れる（図 3）。この運動は受けをまたいで
大きく踏み出すため、乱取りにおける素
早く力強い攻防のなかでは行うのは難し
い可能性があるが、初心者の投げ込みな
どでは保持を容易にする効果があると考
える。 
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(3)引き手保持なしについて 
保持なしがみられたのは全 400 試技中

26 試技で、技は、大外刈り、大内刈
り、または内股である。保持なしの試技
がなかった技は、体落とし、および背負
い投げである。三戸（1999）の投げ技の
分類から、大外刈り、大内刈り、および
内股は片足支持、体落とし、背負い投げ
は両足指示である。すなわち、保持なし
の試技がみられる投げ技はすべて片足支
持、保持なしの試技がみられない投げ技
はすべて両足支持である。 
大外刈り、および内股における決めの

局面の運動経過を分析したところ、保持
なしの試技はすべてバランスを崩して手
を畳についていることがわかった。投げ
技の決めの局面でバランスを崩すこと
が、引き手を保持しないことに影響して
いると考えられる。大外刈り、および内
股において、バランスを崩さず立位を保
持している試技は、すべて両手もしくは
片手保持で引き手を保持していた。  
また、両足支持の体落とし、および背

負い投げにおいては、バランスを崩して
手を畳についた試技はなく、すべての試
技で両手もしくは片手保持で引き手を保
持していた。したがって、引き手保持を
行うためには、投げ技の決めの局面にお
いて立姿勢でバランスを保つ技能が重要
であるといえる。本研究では、熟練者に
おいても片足支持の投げ技は立姿勢での
バランスを保てないことがあると明らか
となった。投げ技の決めの局面において
立姿勢でバランスを保つ技能習得は、片
足支持の投げ技において留意することが
重要であるといえる。 
なお、大内刈りは、保持なしの試技に

おいてもバランスを崩して手を畳につい
ていることはなかった。大内刈りにおい
て決めの局面で保持なしとなるのは、取
りと受けの位置関係が関与し保持しにく
くなっていると考えられる。大内刈りに
おいて保持を保つためには、身体を大き
く前傾させ低い姿勢をとることや、受け
をまたいで大きく踏み出すなど、取りと

受けの位置関係を考慮した対応が重要で
あると考えられる。 
 
(4)引き手保持の安全、戦術的技能向上へ
の意義 
引き手保持は、安全、事故防止ととも

に戦術的技能向上の意義が考えられる。
引き手保持の安全、事故防止への意義
は、引き手を保持して引き上げることに
より頭部の動揺を抑え、強い回転加速度
の発生と頭部打撲を防止することが考え
られる。引き手を保持し引き上げる運動
を用いると、受けは、引き上げられてい
る腕を支えにすることができるので、受
け身が取りやすくなる。引き上げが十分
な引き手保持は、頭部打撲防止だけでな
く、衝撃が四肢に逃げるように伝わり体
幹部への影響を少なくする効果があると
考えられる。投げ技で取りの引き上げが
十分なときに、体の各所が痛い、受け身
が取りにくいなどで恐怖や不安を感じた
経験を持つのは、熟練者にも多いと考え
る。 
 引き手保持の戦術的技能向上への意義
については、投げ技の決めへの効果があ
げられる。すなわち、投げ技の決めの局
面で引き手を保持し引き上げることで受
けを制御し、「一本」をとる効果がある
といえる。引き手を保持し引き上げるこ
とは、受けの背中を畳につかせるととも
に、受けが身体を捻って腹ばいになって
逃れることを防ぐ効果がある。引き上げ
が強い投げ技は、多少背中が畳から浮く
こともあるが、スピード、力強さ、コン
トロールが十分であれば、技の効果が認
められ「一本」となりうる。 
 投げ技が「一本」とならないときは、
引き手保持で引き上げることは、寝技へ
の連絡に効果的であるといえる。引き手
を保持し引き上げることにより、取りは
受けが腹ばいに逃れることを防ぎ、抑え
技に移行できる。また、引き手を保持し
引き上げることにより、取りは受けの腕
を制御でき、腕ひしぎ十字固めなど関節
技に連絡できる。両手保持からは、受け
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が腹ばいに逃れる運動を利用し、襟の保
持を用いて送り襟絞めなど絞め技に連絡
できる。 
 引き手を保持して相手を引き上げるこ
とは、安全・事故防止と戦術的技能向上
に効果的で重要な技能であると考えられ
る。本研究の知見から、熟練者が両手保
持を片手保持に比べ多く用いることがわ
かり、安全と戦術的技能向上のために両
手保持がいっそう効果的である可能性が
指摘できる。 
 
5 おわりに  
本研究は、柔道投げ技の決めの局面に

おける保持方法について検討することを
目的とした。対象の投げ技は、大外刈
り、大内刈り、体落とし、背負い投げ、
および内股である。柔道熟練者を被験者
として投げ技の試技を指示なしおよび指
示ありの条件で行い、保持の方法につい
て外観法による印象分析を行った。指示
なしの条件は、普段の投げ込み練習同様
に行うこととし、指示ありの条件では、
安全に行うことを意識させるために、受
けが頭を打たないよう受けの頭部を引き
上げることを指示した。保持の方法の分
類は片手保持、両手保持、その他であ
る。なお、試技の分析結果、その他はす
べて保持なしであった。  
二項検定およびχ2検定の結果、大外

刈り、体落とし、背負い投げ、および内
股においては、指示なしおよび指示あり
いずれの条件でも度数の偏りが有意であ
り、両手保持が片手保持および保持なし
に比べ度数が高いことを明らかにした。
熟練者の大外刈り、体落とし、背負い投
げ、および内股においては、指示なしお
よび指示ありいずれの条件でも、両手保
持が片手保持および保持なしに比べて多
用されており、この知見からこれらの投
げ技において両手保持が安全のために効
果的に用いられていることが示唆され
る。 
χ2検定の結果、大内刈りにおいて

は、指示なしにおいて度数の偏りが有意

ではなかった。指示ありにおいては度数
の偏りが有意であり、両手保持が片手保
持および保持なしに比べ度数が高いこと
を明らかにした。大内刈りは、熟練者に
おいて、指示なしの条件では、両手保
持、片手保持および保持なしで差が見ら
れなかった。しかしながら、指示ありの
条件では、安全に行うことを意識させる
ために、受けが頭を打たないよう受けの
頭部を引き上げることを指導すると、両
手保持の度数が高くなった。したがっ
て、熟練者の大内刈りにおいては、安全
に行うことを意識したときには両手保持
が安全のために効果的に用いられている
ことが示唆される。 
このように熟練者が投げ技決めの局面

において両手保持を効果的に用いるの
は、両手支持を行うために身体を前傾さ
せ姿勢を低くする技能を習得しているた
めであると考えられる。また、引き手保
持のためには投げ技の決めの局面でバラ
ンスを保つことが重要であること、引き
手保持が安全および戦術的技能の向上に
意義があることを考察した。 
本研究は、柔道熟練者を対象にした

が、柔道初心者を対象とした投げ技の保
持の方法についての検討は今後の課題と
する。 
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Abstract

This study is to think of possible problems of 2020 Tokyo Olympic Games, supposed to be held in 2021, 
along with considering the future of the Olympic Games itself; by means of reexamining the 
significances in its history, starting from Ancient Olympic Games.
The findings in this study are as follows:
1）The Ancient Olympic Games(776 B.C. -393 A.D), which were held 293  times, had been ceased for 
over a thousand years, on account of irresistible cheating by dishonest competitors, paganism, conflicts 
between countries, and natural disasters. 
2）The discovery of the ruins of Ancient stadium of Olympia lead Baron Pierre de Coubertin to restart 
the Olympics in Athens in 1896, as the Modern Olympic Games.
3) Baron Pierre de Coubertin led a destitute life in his later years, resulting from financing for starting 
the Olympic Games. Upon his death, de Coubertin asked that his hea rt be interred in Olympia.
4) The Modern Olympic Games were cancelled three times: the 6th games during World War I(1916 in 
Berlin), the 13th and 14th Games during World War II (1940 in Helsinki and 1944 in London 
respectively).  The 1940 Games had original ly been planned to be held in Tokyo but cancelled due to 
war.
5) The problems throughout the history of the Modern Olympics are: wars and conflict, lack of 
understanding of the purpose of the Olympics, racial discrimination, the Cold War, boycotting, the i dea 
that winning is the most important thing, nationalism, etc.
6) The recent problems of the Modern Olympics are overgrowth, significant increase of expense, 
commercialism, tendency to become more festive, participation by professional athletes, doping, 
changing nationalities, introducing new events
7) The Tokyo 2020 was attracted under the theme of “streamlining” and “reconstruction from the Great 
East Japan Earthquake”. However, about 70% of Japanese people have shown unfavorable stances 
because of the postponement from the COVID-19 catastrophe, oppressive attitudes of IOC, overgrowing 
expenses of the Games.
8)The Tokyo 2020 should be fulfilled, so as not to leave serious problems in the future. Japan is obliged 
to fulfill this promise with global communi ty, which not only leads to the first step for the recovery 
after the COVID-19 Pandemic but has the most important mission given to the sports.
9 )  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  To k y o  2 0 2 0  p a r t i c i p a n t s  d o  n o t  w i s h  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  G a m e s 
w i t h o u t  a n y  s u p p o r t  o r  c o n g r a t u l a t i o n s  f r o m  p e o p l e .  I t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  I O C ,  O rg a n i z i n g 
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C o m m i t t e e  o f  t h e  G a m e s ,  J O C ,  a n d  e a c h  n a t i o n a l  s p o r t s  f e d e r a t i o n  r e e x a m i n e  a b o u t 
commodif ica t ion  of  sp or ts  and  thea t r ica l  a sp ec t s  o f  the  even t ,  as  wel l  a s  p roac t ive ly  de l iv er 
the significance of the Olympic Games itself.
 

 
１１  ははじじめめにに  

  
2021年 7月 23日スポーツの日、様々な紆余

曲折を経て1年間延期となった東京2020オリン
ピック（以下東京 2020）が開会式を迎えようとし
ている。8 月 24 日からは東京パラリンピックも開
幕する。我が国の人々はスポーツ好きが多く、文部
科学省を始め様々な省庁でもスポーツ活動とマイ
スポーツを推奨している。このような状況下で、こ
こ 1年ほど東京 2020の開催には否定的な意見
が多く、70％前後の国民が中止や再延期を望ん
でいる。その大きな理由は、1 年間延期の原因と
なった新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延で
あることは言うまでもない。 
 しかし、日本国民が中止や延期を望んだのはコ
ロナ禍の感染の危険と経済の停滞が唯一の理由
ではない。2013年9月ブエノスアイレスの国際オ
リンピック委員会（以下 IOC）総会において、日本
は「コンパクトな大会・復興五輪」を国民に約束し
て開催都市に立候補した。世界からは東日本大震
災の影響、福島第一原子力発電所事故の影響を
懸念する声が聞かれたが、安倍晋三前首相の「完
全にアンダーコントロール」という説明で、イスタン
ブール・マドリードを退けて東京開催が決定した
のである。 
 その後、新国立競技場建設費用の問題など膨
らみ続ける開催経費、公式エンブレ 
 
ムの使用中止、招致を巡る疑惑による竹田日本オ
リンピック委員会（以下 JOC）会長の辞任、マラソ
ン・競歩の札幌開催など次々に問題が噴出した。
克服しなければならない多くの課題を抱えながら
東京 2020 は開催年を迎えたが、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的拡大により、3 月 20 日安倍
前首相の決断により1年間の延期が決定された。 
 その後も新型コロナの勢いは衰えず、世界中を
パンデミックで覆い尽くしていった。そんな折、森
喜朗大会組織委員会会長の女性蔑視発言による
辞任、トーマス・バッハ会長をはじめとする IOC幹
部の心ない発言、新型コロナ対策の遅れに対する

不満などで東京 2020 は、さらに国民の支持を失
っていく。 
 筆者らは長年、オリンピックの歴史に興味を持
ち、古代オリンピックの発祥、近代オリンピック創設
の経緯などを学んできた。また、1984 年ロサンゼ
ルス大会からソウル・バルセロナ・アトランタ・シド
ニー・アテネ・北京・ロンドン・リオデジャネイロまで
の９大会に何らかの形でオリンピックに関わってき
た。 
今回、東京 2020 を控えて千年以上 293 回続

いたといわれる古代オリンピックのルーツや問題
点、32 回目を迎える近代オリンピックで起こった
危機や紛争、犠牲となった選手などを振り返って
みたい。このことにより東京 2020の開催、中止に
関わらず、オリンピックの意義と今後のあり方を再
検証し、近代オリンピックが永遠に続く一助としよ
うと考えた。 

 
２２  古古代代オオリリンンピピッックク  
  
紀元前 8世紀頃、古代ギリシャでは都市国家間

の戦争が続いていた。エリス国とピサ国の間でも
オリンピアの地の所有権を巡り交戦が続いていた
が、戦いに行き詰まったエリス王はデルフィの神
殿に祈りを捧げた。その時、「争いをやめて、以前
行っていた競技会を復活せよ」との神の神託を受
けた。王はピサと休戦し紀元前 776 年オリンピア
の地で競技会を開催した。これが古代オリンピック
の始まりと言われている。この大会は大陰暦に基
づいて 4 年に一度開催され平和の休戦士がオリ
ーブの冠を身に付けて休戦を伝えた。オリンピック
の期間は旅行も自由で観客も安全に移動が出来
たと伝えられている。 
競技種目には、ゼウス神の 600 歩（1 スタディ

オン）を基準とした短距離走（191m）、長距離走、
円盤投げ、槍投げ、レスリング、ボクシング、パンク
ラチオン、戦車競走などであった。ほとんどの競技
は、全裸で行われたが、鍛え上げられた肉体を誇
示するためのみではなく、女性の参加を禁じるた
めであった。このことから近代オリンピックも初期
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C o m m i t t e e  o f  t h e  G a m e s ,  J O C ,  a n d  e a c h  n a t i o n a l  s p o r t s  f e d e r a t i o n  r e e x a m i n e  a b o u t 
commodif ica t ion  of  sp or ts  and  thea t r ica l  a sp ec t s  o f  the  even t ,  as  wel l  a s  p roac t ive ly  de l iv er 
the significance of the Olympic Games itself.
 

 
１１  ははじじめめにに  

  
2021年 7月 23日スポーツの日、様々な紆余

曲折を経て1年間延期となった東京2020オリン
ピック（以下東京 2020）が開会式を迎えようとし
ている。8 月 24 日からは東京パラリンピックも開
幕する。我が国の人々はスポーツ好きが多く、文部
科学省を始め様々な省庁でもスポーツ活動とマイ
スポーツを推奨している。このような状況下で、こ
こ 1年ほど東京 2020の開催には否定的な意見
が多く、70％前後の国民が中止や再延期を望ん
でいる。その大きな理由は、1 年間延期の原因と
なった新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延で
あることは言うまでもない。 
 しかし、日本国民が中止や延期を望んだのはコ
ロナ禍の感染の危険と経済の停滞が唯一の理由
ではない。2013年9月ブエノスアイレスの国際オ
リンピック委員会（以下 IOC）総会において、日本
は「コンパクトな大会・復興五輪」を国民に約束し
て開催都市に立候補した。世界からは東日本大震
災の影響、福島第一原子力発電所事故の影響を
懸念する声が聞かれたが、安倍晋三前首相の「完
全にアンダーコントロール」という説明で、イスタン
ブール・マドリードを退けて東京開催が決定した
のである。 
 その後、新国立競技場建設費用の問題など膨
らみ続ける開催経費、公式エンブレ 
 
ムの使用中止、招致を巡る疑惑による竹田日本オ
リンピック委員会（以下 JOC）会長の辞任、マラソ
ン・競歩の札幌開催など次々に問題が噴出した。
克服しなければならない多くの課題を抱えながら
東京 2020 は開催年を迎えたが、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的拡大により、3 月 20 日安倍
前首相の決断により1年間の延期が決定された。 
 その後も新型コロナの勢いは衰えず、世界中を
パンデミックで覆い尽くしていった。そんな折、森
喜朗大会組織委員会会長の女性蔑視発言による
辞任、トーマス・バッハ会長をはじめとする IOC幹
部の心ない発言、新型コロナ対策の遅れに対する

不満などで東京 2020 は、さらに国民の支持を失
っていく。 
 筆者らは長年、オリンピックの歴史に興味を持
ち、古代オリンピックの発祥、近代オリンピック創設
の経緯などを学んできた。また、1984 年ロサンゼ
ルス大会からソウル・バルセロナ・アトランタ・シド
ニー・アテネ・北京・ロンドン・リオデジャネイロまで
の９大会に何らかの形でオリンピックに関わってき
た。 
今回、東京 2020 を控えて千年以上 293 回続

いたといわれる古代オリンピックのルーツや問題
点、32 回目を迎える近代オリンピックで起こった
危機や紛争、犠牲となった選手などを振り返って
みたい。このことにより東京 2020の開催、中止に
関わらず、オリンピックの意義と今後のあり方を再
検証し、近代オリンピックが永遠に続く一助としよ
うと考えた。 

 
２２  古古代代オオリリンンピピッックク  
  
紀元前 8世紀頃、古代ギリシャでは都市国家間

の戦争が続いていた。エリス国とピサ国の間でも
オリンピアの地の所有権を巡り交戦が続いていた
が、戦いに行き詰まったエリス王はデルフィの神
殿に祈りを捧げた。その時、「争いをやめて、以前
行っていた競技会を復活せよ」との神の神託を受
けた。王はピサと休戦し紀元前 776 年オリンピア
の地で競技会を開催した。これが古代オリンピック
の始まりと言われている。この大会は大陰暦に基
づいて 4 年に一度開催され平和の休戦士がオリ
ーブの冠を身に付けて休戦を伝えた。オリンピック
の期間は旅行も自由で観客も安全に移動が出来
たと伝えられている。 
競技種目には、ゼウス神の 600 歩（1 スタディ

オン）を基準とした短距離走（191m）、長距離走、
円盤投げ、槍投げ、レスリング、ボクシング、パンク
ラチオン、戦車競走などであった。ほとんどの競技
は、全裸で行われたが、鍛え上げられた肉体を誇
示するためのみではなく、女性の参加を禁じるた
めであった。このことから近代オリンピックも初期

の頃は男性のみの大会で女性の参加に対しては
消極的であった。 
 古代オリンピックは西暦393年まで1169年間
293 回の大会が行われたが、次第に多くの国が
参加するようになり、勝敗に対する拘りや不正、宗
教上の理由などにより多くの問題を抱えるように
なった。オリンピアの地とは、ペロポネオス半島の
西側、アルフェイオス川、クラディオス川に囲まれ
た谷地にあり、ローマ帝国の支配により大会が中
断されると度重なる川の氾濫や戦争による施設の
破壊などにより古代オリンピックの遺跡は、地中に
埋もれ千年の眠りにつくことになった。 

1821 年トルコからギリシャが独立するとフラン
スやドイツの考古学者によりオリンピアの遺跡の
発掘が行われ、古代オリンピックは伝説の世界か
らよみがえり、現実世界での歴史的事実として認
識されるようになった。1859 年からは古代オリン
ピック復活大会として古代種目の再現を行う大会
が 4回開催されている。 

 
３３  近近代代オオリリンンピピッッククのの草草創創期期  
  
近代オリンピックの歴史に関しては、ピエール・

ド・クーベルタン男爵の存在なくしては語れない。
長い間続いたイギリスとの戦争に敗れ沈滞したフ
ランスで生まれ育ったクーベルタンは、イギリスの
パブリックスクールを視察して積極的にかつ紳士
的にスポーツに取り組む学生達の姿に感銘を受
けた。 
 教育学に深い関心を持っていたクーベルタンは、
「服従を旨とし知識を詰め込むことに偏っているフ
ランスの教育では、健全な青少年は育たない。ス
ポーツを取り入れた教育改革が必要である」と確
信していく。「情操の完全な発育のためには健全
な肉体が必要である」と考えたクーベルタンは、
「スポーツの交流という自由貿易がヨーロッパに
実現する日には、平和という神聖な目的が大きく
前進するであろう」という理念から近代オリンピッ
クの設立を構想していく。 
 しかし、近代オリンピックの開催は、資金難との
戦いでもあった。クーベルタンは晩年、赤貧の生活
を送りながら、オリンピックのいくすえを案じ、「自
分の心臓をオリンピアの丘に埋めて欲しい」と遺
言したと伝えられている。 
 このような経緯を経て、1896 年古代オリンピッ

ク発祥の国、ギリシャのアテネにおいて第 1 回近
代オリンピックが開催される。この大会では財政事
情により金メダルはなく優勝者に銀メダル、準優
勝者に銅メダル、第 3 位には賞状が贈られた。ま
た、第 1回大会に参加したのは男子のみであった。
当時のクーベルタンは全裸で競技を行った古代
オリンピックのように、女性の参加を認めず男子の
みの大会を考えていたようである。また、スポーツ
は余暇の活動が理想と考え肉体労働者の参加も
容認しておらず、後にアマチュアリズムという概念
を導いている。 
 第 2 回パリ大会（1900）、第 3 回セントルイス
大会（1904）は、資金難とオリンピック理念の浸透
が不十分な大会であった。両大会とも万国博覧会
と同時の開催で、鳩や気球のレース、障害物競争
なども行われ、期間も定まらず大会の趣旨が定着
していなかった。パリ万国博覧会では、アフリカか
ら原住民を拉致し檻に入れて展示していたという
記述も残っておりアフリカ系の人々には人権のな
い時代であった。 
 
４４  オオリリンンピピッッククのの定定着着期期  
  
第4回ロンドン大会（1908）は、クーベルタンの

理念が浸透していく大会であった。初めて開会式
が行われ、個人資格の参加から各国オリンピック
委員会（以下 NOC）代表としての参加となった。
そのため国家代表としての意識が強くなり「勝利
至上主義」「ナショナリズム」の意識が芽生え判定
でのもめごとが増えた大会でもあった。このことを
憂慮したタルボット司教は教会で「勝つことでは
なく参加することに意義がある」と諭した。クーベ
ルタンはこの言葉を引用し「オリンピックとは勝つ
ことが目的ではなく、如何に闘ったかが大切であ
る」と強調するようになった。 
 第5回ストックホルム（1912）大会は、クーベル
タンの思想が欧州の平和から世界平和へと飛躍
する大会となった。クーベルタンは、柔道の普及を
通じて世界的活動を続ける嘉納治五郎に書簡を
送り、日本のオリンピック参加を呼びかける。嘉納
は大日本体育協会を設立し、アジア初の IOC委員
に就任する。ストックホルム大会には、嘉納と三島
弥彦、金栗四三の僅か 3 名のみが参加した。マラ
ソンに出場した金栗は、熱中症で意識不明となり
途中棄権となるが、この後、様々な逸話を生む。気
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温の高い中で行われたマラソンでは、熱中症によ
りポルトガル代表のフランシスコ・ラザロが死亡し
ている。金栗は 55年後の 1967年記念行事でス
トックホルムに招待されゴールテープを切ってい
る。 
 第 6回ベルリン大会（1916）は、第一次世界大
戦で欧州に戦火が広がり初の中止となった。第 7
回アントワープ大会（1920）大会は、あえて戦火
の被害が大きかったアントワープの地で開催され
た。戦災の瓦礫の中、「戦死者への追悼と平和へ
の誓い」となった大会で人々に大きな感銘を与え
た。この大会でクーベルタンが考案したオリンピッ
ク旗が掲揚されている。 
 第 8 回パリ大会（1924）では、初の選手村（コ
テージ）が作られている。第9回アムステルダム大
会（1928）では、日本人初の女性選手が参加、人
見絹代が陸上 800 メートルで銀メダルを獲得し
ている。第 10 回ロサンゼルス大会（1932）では、
芸術種目が残っていたとの記述がある。 
 
５５  オオリリンンピピッッククとと戦戦争争  
  
第 11 回ベルリン大会（1936）は、「ヒトラーの

オリンピック」とも言われ、ドイツ民族の優秀さの宣
伝とユダヤ人に対する迫害を隠蔽する大会となっ
た。10 万人の観客、TV 初中継などと共に初めて
の聖火リレーが行われ、オリンピアの地からベル
リンまでの聖火リレーに人々は熱狂した。ナチスの
プロパガンダとして利用されたこの大会は、初の
記録映画も作成され、女性監督レニ・リーフェンシ
ュタール監修のもと国際映画賞を受賞するが、第
二次大戦後、リーフェンシュタールは投獄され、長
い間、批判の的となった。 
 この大会で特筆すべきことは、日本代表として
参加した孫基禎がマラソンで金メダルを獲得した
ことである。孫は花束で日の丸を覆い表彰台に上
がったが、日本はその後、再び孫にマラソンを走ら
せることはなかった。孫はその後もオリンピックに
翻弄された人生を歩むことになるが後述すること
とする。 
 嘉納治五郎等の努力により第 12 回東京大会
（1940）は、初のアジアでの開催、東京に決定した。
東京大会開催が最終的に確認された IOC カイロ
総会から帰国の途についた嘉納は、経由地バンク
ーバーで多くの日系移民の歓迎、見送りを受けて

東京に向かった。しかし、嘉納は帰国を目前にし、
氷川丸の船中で肺炎によりその生涯を閉じている。
この前年にクーベルタンも逝去しており、二人の
偉人は第二次世界大戦と東京大会返上後に移行
された第12回ヘルシンキ大会（1940）・第13回
ロンドン大会（1944）の中止を見ることはなかっ
た。戦争へと突き進む日本政府は、代替として様々
な大会を用意していくがオリンピック選手であった
金栗四三、孫基禎選手は国威発揚の諸行事に振
り回されていく。 
 1945年第二次世界大戦が終結し、前回中止と
なった第 14 回ロンドン大会（1948）が開催され
る。戦争責任国として日本、ドイツは参加を拒否さ
れたが、長い間続いた戦禍から解放された喜びと
二度と過ちを繰り返さないという誓いから「友情
のオリンピック」と呼ばれた。第 15 回ヘルシンキ
大会（1952）は、東京が返上した後、ヘルシンキ
に移行された大会である。第二次大戦後に起こっ
たアメリカを中心とする自由主義諸国とソビエト
連邦を中心とする社会主義諸国による東西冷戦
構造が大会に暗い影を落としている。 
 
６６  オオリリンンピピッッククとと東東西西冷冷戦戦・・人人種種差差別別  
  
第 16 回メルボルン大会（1956）は、初の南半

球、オセアニアの開催となった。南半球では夏と冬
が逆転するため11月から12月の開催となった。
ソ連のハンガリー侵攻に抗議し、スペイン・オラン
ダ・スイスが不参加となった。水球のハンガリー対
ソ連の試合では、乱闘騒ぎまで起こっている。ソ連
が金メダル獲得数で初めてアメリカを上回り 1 位
となった大会でもある。第 17 回ローマ大会
（1960）は、7 都市が立候補したが、誘致活動を
勝ち抜いたローマ開催となった。自転車競技の選
手が興奮剤を使用して死亡するという事件が起こ
った。ボクシングのモハメド・アリが金メダル獲得、
帰国後、人種差別から川に金メダルを投げ捨てた
という逸話が有名である。 
 第 18 回東京大会（1964）は、アジアで初めて
開催された大会である。アパルトヘイト政策を継
続する南アフリカが参加を拒否された。台湾問題
で IOCを脱退した中国は継続して参加しなかった。
この大会からテレビの衛星中継が開始され、大会
は巨大な劇場と化した。 
第 19 回メキシコシティー大会（1968）は、IOC
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温の高い中で行われたマラソンでは、熱中症によ
りポルトガル代表のフランシスコ・ラザロが死亡し
ている。金栗は 55年後の 1967年記念行事でス
トックホルムに招待されゴールテープを切ってい
る。 
 第 6回ベルリン大会（1916）は、第一次世界大
戦で欧州に戦火が広がり初の中止となった。第 7
回アントワープ大会（1920）大会は、あえて戦火
の被害が大きかったアントワープの地で開催され
た。戦災の瓦礫の中、「戦死者への追悼と平和へ
の誓い」となった大会で人々に大きな感銘を与え
た。この大会でクーベルタンが考案したオリンピッ
ク旗が掲揚されている。 
 第 8 回パリ大会（1924）では、初の選手村（コ
テージ）が作られている。第9回アムステルダム大
会（1928）では、日本人初の女性選手が参加、人
見絹代が陸上 800 メートルで銀メダルを獲得し
ている。第 10 回ロサンゼルス大会（1932）では、
芸術種目が残っていたとの記述がある。 
 
５５  オオリリンンピピッッククとと戦戦争争  
  
第 11 回ベルリン大会（1936）は、「ヒトラーの

オリンピック」とも言われ、ドイツ民族の優秀さの宣
伝とユダヤ人に対する迫害を隠蔽する大会となっ
た。10 万人の観客、TV 初中継などと共に初めて
の聖火リレーが行われ、オリンピアの地からベル
リンまでの聖火リレーに人々は熱狂した。ナチスの
プロパガンダとして利用されたこの大会は、初の
記録映画も作成され、女性監督レニ・リーフェンシ
ュタール監修のもと国際映画賞を受賞するが、第
二次大戦後、リーフェンシュタールは投獄され、長
い間、批判の的となった。 
 この大会で特筆すべきことは、日本代表として
参加した孫基禎がマラソンで金メダルを獲得した
ことである。孫は花束で日の丸を覆い表彰台に上
がったが、日本はその後、再び孫にマラソンを走ら
せることはなかった。孫はその後もオリンピックに
翻弄された人生を歩むことになるが後述すること
とする。 
 嘉納治五郎等の努力により第 12 回東京大会
（1940）は、初のアジアでの開催、東京に決定した。
東京大会開催が最終的に確認された IOC カイロ
総会から帰国の途についた嘉納は、経由地バンク
ーバーで多くの日系移民の歓迎、見送りを受けて

東京に向かった。しかし、嘉納は帰国を目前にし、
氷川丸の船中で肺炎によりその生涯を閉じている。
この前年にクーベルタンも逝去しており、二人の
偉人は第二次世界大戦と東京大会返上後に移行
された第12回ヘルシンキ大会（1940）・第13回
ロンドン大会（1944）の中止を見ることはなかっ
た。戦争へと突き進む日本政府は、代替として様々
な大会を用意していくがオリンピック選手であった
金栗四三、孫基禎選手は国威発揚の諸行事に振
り回されていく。 
 1945年第二次世界大戦が終結し、前回中止と
なった第 14 回ロンドン大会（1948）が開催され
る。戦争責任国として日本、ドイツは参加を拒否さ
れたが、長い間続いた戦禍から解放された喜びと
二度と過ちを繰り返さないという誓いから「友情
のオリンピック」と呼ばれた。第 15 回ヘルシンキ
大会（1952）は、東京が返上した後、ヘルシンキ
に移行された大会である。第二次大戦後に起こっ
たアメリカを中心とする自由主義諸国とソビエト
連邦を中心とする社会主義諸国による東西冷戦
構造が大会に暗い影を落としている。 
 
６６  オオリリンンピピッッククとと東東西西冷冷戦戦・・人人種種差差別別  
  
第 16 回メルボルン大会（1956）は、初の南半

球、オセアニアの開催となった。南半球では夏と冬
が逆転するため11月から12月の開催となった。
ソ連のハンガリー侵攻に抗議し、スペイン・オラン
ダ・スイスが不参加となった。水球のハンガリー対
ソ連の試合では、乱闘騒ぎまで起こっている。ソ連
が金メダル獲得数で初めてアメリカを上回り 1 位
となった大会でもある。第 17 回ローマ大会
（1960）は、7 都市が立候補したが、誘致活動を
勝ち抜いたローマ開催となった。自転車競技の選
手が興奮剤を使用して死亡するという事件が起こ
った。ボクシングのモハメド・アリが金メダル獲得、
帰国後、人種差別から川に金メダルを投げ捨てた
という逸話が有名である。 
 第 18 回東京大会（1964）は、アジアで初めて
開催された大会である。アパルトヘイト政策を継
続する南アフリカが参加を拒否された。台湾問題
で IOCを脱退した中国は継続して参加しなかった。
この大会からテレビの衛星中継が開始され、大会
は巨大な劇場と化した。 
第 19 回メキシコシティー大会（1968）は、IOC

が南アフリカの参加を容認する決議を行ったこと
により、アフリカ諸国26カ国に続き、ソ連などの共
産圏計55カ国がボイコットを表明したが、IOCが
決議を変更しボイコットは回避された。また、黒人
差別を理由にボイコットを示唆していたアメリカ陸
上競技200メートル代表のトミー・スミス、ジョン・
カーロスが、人権活動家キング牧師の暗殺を機に
大会出場を決意し、金、銅メダルを獲得する。しか
し、表彰式に黒手袋で拳を突き上げ人種差別反対
のアピールし、メダルを剥奪されオリンピックから
永久追放となる。これに連座し銀メダルを獲得し
たピーター・ノーマン（オーストラリア）も人種差別
反対のバッジをつけて表彰台に上がったとして、
その後の大会には選出されていない。この裏側に
はオーストラリア先住民アボリジニの隔離政策の
問題が含まれているといわれている。 
 最近でも人種差別問題は続いており、アメリカ
でのアフリカ系やアジア系に対する暴力、中国の
ウイグル族への弾圧、日本でのヘイトスピーチな
どが例として上げられる。「スポーツ選手は競技場
で競技に集中していれば良い」という感覚と共に
人種差別問題は半世紀以上経過した現在も解決
していない。 
 
７７  オオリリンンピピッッククのの肥肥大大化化ととテテロロリリズズムム  
  
第 20 回ミュンヘン大会（1972）は、テロリズム

との戦いであった。大会期間中にパレスチナゲリ
ラが選手村のイスラエル選手宿舎を襲撃し、イス
ラエル選手団のコーチ、選手を殺害し 9名を人質
にした。救出は失敗し銃撃戦の末、人質 9 人全員
とゲリラ 5人、警察官1人が死亡するオリンピック
最大の惨事となった。2回目の開催となったドイツ
は、競技を中断したが中止せずに大会を完遂した。 
 第 21 回モントリオール大会（1976）は、「前回
より少しでも盛大な大会の開催」をというナショナ
リズムから、肥大化し続けたオリンピックが大きな
危機を迎える大会となった。インフラの整備などで
10 億ドルの赤字を出し、その後長い間、市民税と
してモントリオール市民の大きな負担となった。 
 第 22 回モスクワ大会（1980）は、社会主義の
国で初めて開かれた大会であった。しかし、開催
国ソ連が、アフガニスタンに侵攻したため、アメリ
カを中心に 50 カ国がボイコットした。参加を表明
した国の中にも個人の資格での参加や開会式の

入場行進に参加せず、国旗の掲揚を行わない国
もでた異様な大会となった。我が国も日本体育協
会は不参加を支持し、その内部機関であった JOC
も不参加を決議した。これに対して選手側からは、
柔道の山下泰裕選手、レスリングの高田裕司選手
など金メダル候補から参加の訴えがあったが政
府には届かなかった。個人的な意見ではあるが、
当時のほとんどの種目は国からの支援が十分で
はなく、個人で費用を捻出して強化を行っていた。
このボイコットは代表権を得た多くの選手の人生
に暗い影を落としたように思える。また、代表すら
決定しなかった競技もあり、まさに幻のオリンピッ
ク代表となってしまった。 
 第 23 回ロサンゼルス大会（1984）は、最終的
に無投票での決定となった。東西冷戦構造のボイ
コットの影響と、肥大化し続ける大会費用の捻出
で開催に立候補する国がなくなったのである。こ
れに対して大会組織委員長のピーター・ユベロス
は、「市民の税金は 1 セントも使わない」と言い切
り立候補に踏み切った。その開催費用捻出方法は、
「スポンサー1業種1社とし高額な支援を受ける」
「テレビ放映権料の高額化」「観客収入や肖像権
料」「大会グッズの販売」などで、宿舎は大学等の
公共施設を利用して支出を抑えるというものであ
った。その結果、2億ドル以上の黒字を出し、アメリ
カの青少年育成基金となった。この大会を機にオ
リンピックは「商業主義」「劇場型大会」への道を
ひた走っていくことになる。また、モスクワ大会の
報復としてソ連、東ドイツなど 14の社会主義国家
が不参加となった。 
 
８８  オオリリンンピピッッククのの開開花花期期  
  
第 24 回ソウル大会（1988）は、アジアで 2 回

目となる大会であった。韓国の独特の外交策が実
り、159カ国が参加し真の世界王者を決める大会
となった。しかし、陸上100メートル決勝でゴール
テープを切ったベン・ジョンソンは数日後、ドーピ
ング検査陽性となり、金メダルを剥奪され選手村
を追放となった。第二次大戦後、韓国に帰って韓
国陸上競技連盟会長を歴任した孫基禎が、聖火
ランナーとして開会式の競技場を走った。 
 第 25 回バルセロナ大会（1992）は、旧ユーゴ
スラビア紛争の中、プロ選手の参加を容認する大
会となった。第26回アトランタ大会（1996）は、オ
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リンピック初のスポンサーであるコカコーラ本社
のある地で商業主義が更に加速される大会とな
った。 
第27回シドニー大会（2000）は、南半球２回目

の大会で、オリンピック肥大化の歯止めのため採
点競技、判定競技の種目減を検討した大会でもあ
った。アボリジニの陸上 400 メートル代表キャシ
ー・フリーマンが人類融和の象徴として聖火最終
ランナーを務め、更に競技でも金メダルを獲得し
大きな感動を呼んだ。柔道篠原の世紀の誤審が
起こったのもこの大会である。 
 第28回アテネ大会（2004）は、21世紀最初の
大会として近代オリンピック発祥の地、アテネで開
催された。以前から問題となったホテルなど宿泊
費の高騰、ハンマー投げ等、投擲競技でのドーピ
ング問題が表面化し、ハンガリーのヤニッシュが
失格となり室伏広治が金メダルに繰り上げとなり
話題となった。第 29回北京大会（2008）は、3回
目のアジア開催となった大会である。食の安全や
環境問題、チベット、ウイグル自治区での動乱や開
会式前の人口雨などの問題が取り上げられた。第
30回ロンドン大会（2012）は、英国代表選手が乳
牛の初乳を摂取し好成績をあげるなどスポーツ科
学の進化とともにスポーツ愛好家が増加したこと
がレガシーとなった大会であった。第 31回リオデ
ジャネイロ大会（2016）は、ファベイラ問題等の治
安の悪さと輸送の渋滞が課題となった。ソウル大
会以降、大きなテロなどの問題もなく、オリンピッ
クは 30年間、世界一のアスリートを決める大会と
して人々に大きな感動と勇気を与え続けている。 
 
９９  東東京京22002200大大会会ととオオリリンンピピッッククのの未未来来  
  
序でも述べたように第 32 回東京大会（2021）

は、7月 23日（金）スポーツの日に開会式が行わ
れる。前日も「海の日」を例外的に移動して日本全
国をあげての開催となる。先にも述べたが、オリン
ピックは戦争をはじめとする様々な苦難を乗り越
えて、1988 年ソウル大会以降、30 年以上、世界
のアスリートが集結する大会、真の世界一を決め
る大会として存続してきた。 

1896年第1回アテネ大会から 125年、オリン
ピックは多くの試練に遭遇した。第一次大戦、第二
次大戦による東京大会の返上を含む3回の中止、
この間に問題となったナショナリズムや勝利至上

主義。第二次大戦後の東西冷戦構造、ボイコット
や政治の介入、肥大化や開催費用の増大、テレビ
中継による劇場型の大会運営、商業主義とプロ化
など、時代の流れの中で様々な施策を施しながら
存続してきた。 
 東京2020大会での参加選手は男女ほぼ同数
になるといわれる。スポーツ界から男女共同参画
の扉が開かれるのは誇らしいことでもある。人種
差別問題も根深く残っているが、1968 年メキシコ
大会で永久追放となったトミー・スミス、ジョン・カ
ーロスも2005年に復権し、出身校であるサンノゼ
州立大学に銅像が建てられた。銀メダルのピータ
ー・ノーマンは像になることを固辞し、2 位の表彰
台は空席のままであるが、この台には、「ピーター・
ノーマンは共に立った。どうかあなたもここに立っ
てほしい」という言葉が記されている。全てのオリ
ンピック選手にこの言葉を知って欲しいと願うし、
ノーマンの生き方は真のオリンピック選手として永
遠に伝えられるべきである。 
 これからのオリンピックの課題は、ドーピング、
若者・メディア受けするスポーツの導入、プロ化、
国籍の変更、立候補都市の減少などである。すで
に第33回パリ大会（2024）、第34回ロサンゼル
ス大会（2028）の開催は決定済であるが、これら
の事項は IOCで再検証する必要がある。 
 間近に迫った東京 2020 大会は、新型コロナウ
イルスとの戦いであった。延期が決まってからの
期間は、選手たちは海外大会の参加や国内での
合同合宿の制限など長いトンネルの中で我慢を
強いられてきた。また、数少ない国際大会の参加
前後の PCR 検査や帰国後 2 週間の隔離生活な
ど、陽の当たらない部分でもがき続けて日々であ
ったことと推察する。 
東京 2020 大会の開催のコンセプトは、「スポ

ーツには世界と未来を変える力がある」「すべての
人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」
「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」
「そして未来へつなげよう（未来への継承）」から、
「人類がコロナに打ち勝った証」へと変わってきた。 
 東京 2020 は、未来のオリンピックに何を残す
大会になるのであろう。大会の開催は世界への約
束である。再延期の声もあるが、北京冬季大会、パ
リ大会への影響を考えると現実的ではない。選択
肢は開催か中止しかない。中止となれば、戦争で
中止となった第 13回ロンドン大会（1944）以来、
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リンピック初のスポンサーであるコカコーラ本社
のある地で商業主義が更に加速される大会とな
った。 
第27回シドニー大会（2000）は、南半球２回目

の大会で、オリンピック肥大化の歯止めのため採
点競技、判定競技の種目減を検討した大会でもあ
った。アボリジニの陸上 400 メートル代表キャシ
ー・フリーマンが人類融和の象徴として聖火最終
ランナーを務め、更に競技でも金メダルを獲得し
大きな感動を呼んだ。柔道篠原の世紀の誤審が
起こったのもこの大会である。 
 第28回アテネ大会（2004）は、21世紀最初の
大会として近代オリンピック発祥の地、アテネで開
催された。以前から問題となったホテルなど宿泊
費の高騰、ハンマー投げ等、投擲競技でのドーピ
ング問題が表面化し、ハンガリーのヤニッシュが
失格となり室伏広治が金メダルに繰り上げとなり
話題となった。第 29回北京大会（2008）は、3回
目のアジア開催となった大会である。食の安全や
環境問題、チベット、ウイグル自治区での動乱や開
会式前の人口雨などの問題が取り上げられた。第
30回ロンドン大会（2012）は、英国代表選手が乳
牛の初乳を摂取し好成績をあげるなどスポーツ科
学の進化とともにスポーツ愛好家が増加したこと
がレガシーとなった大会であった。第 31回リオデ
ジャネイロ大会（2016）は、ファベイラ問題等の治
安の悪さと輸送の渋滞が課題となった。ソウル大
会以降、大きなテロなどの問題もなく、オリンピッ
クは 30年間、世界一のアスリートを決める大会と
して人々に大きな感動と勇気を与え続けている。 
 
９９  東東京京22002200大大会会ととオオリリンンピピッッククのの未未来来  
  
序でも述べたように第 32 回東京大会（2021）

は、7月 23日（金）スポーツの日に開会式が行わ
れる。前日も「海の日」を例外的に移動して日本全
国をあげての開催となる。先にも述べたが、オリン
ピックは戦争をはじめとする様々な苦難を乗り越
えて、1988 年ソウル大会以降、30 年以上、世界
のアスリートが集結する大会、真の世界一を決め
る大会として存続してきた。 

1896年第1回アテネ大会から 125年、オリン
ピックは多くの試練に遭遇した。第一次大戦、第二
次大戦による東京大会の返上を含む3回の中止、
この間に問題となったナショナリズムや勝利至上

主義。第二次大戦後の東西冷戦構造、ボイコット
や政治の介入、肥大化や開催費用の増大、テレビ
中継による劇場型の大会運営、商業主義とプロ化
など、時代の流れの中で様々な施策を施しながら
存続してきた。 
 東京2020大会での参加選手は男女ほぼ同数
になるといわれる。スポーツ界から男女共同参画
の扉が開かれるのは誇らしいことでもある。人種
差別問題も根深く残っているが、1968 年メキシコ
大会で永久追放となったトミー・スミス、ジョン・カ
ーロスも2005年に復権し、出身校であるサンノゼ
州立大学に銅像が建てられた。銀メダルのピータ
ー・ノーマンは像になることを固辞し、2 位の表彰
台は空席のままであるが、この台には、「ピーター・
ノーマンは共に立った。どうかあなたもここに立っ
てほしい」という言葉が記されている。全てのオリ
ンピック選手にこの言葉を知って欲しいと願うし、
ノーマンの生き方は真のオリンピック選手として永
遠に伝えられるべきである。 
 これからのオリンピックの課題は、ドーピング、
若者・メディア受けするスポーツの導入、プロ化、
国籍の変更、立候補都市の減少などである。すで
に第33回パリ大会（2024）、第34回ロサンゼル
ス大会（2028）の開催は決定済であるが、これら
の事項は IOCで再検証する必要がある。 
 間近に迫った東京 2020 大会は、新型コロナウ
イルスとの戦いであった。延期が決まってからの
期間は、選手たちは海外大会の参加や国内での
合同合宿の制限など長いトンネルの中で我慢を
強いられてきた。また、数少ない国際大会の参加
前後の PCR 検査や帰国後 2 週間の隔離生活な
ど、陽の当たらない部分でもがき続けて日々であ
ったことと推察する。 
東京 2020 大会の開催のコンセプトは、「スポ

ーツには世界と未来を変える力がある」「すべての
人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」
「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」
「そして未来へつなげよう（未来への継承）」から、
「人類がコロナに打ち勝った証」へと変わってきた。 
 東京 2020 は、未来のオリンピックに何を残す
大会になるのであろう。大会の開催は世界への約
束である。再延期の声もあるが、北京冬季大会、パ
リ大会への影響を考えると現実的ではない。選択
肢は開催か中止しかない。中止となれば、戦争で
中止となった第 13回ロンドン大会（1944）以来、

77年ぶりのこととなる。しかも、第12回東京大会
は日本が開催を返上し、ヘルシンキに移行してお
り、オリンピックの自主的返上は日本のみである。
コロナ禍という現状とは別に、50 年後、100 年後
もオリンピックの暗い歴史の一つとして長く語り継
がれることになるであろう。 
 中止が決定すれば、オリンピック開催に誘致以
前から反対であった人々、コロナ禍の苦境で生活
に困窮したり、命の危険を危惧する人たちは、一
時的には安堵することであろう。しかし、日本の未
来を考えたとき、生涯に1度しか見ることができな
い大会を目撃することができなくなる。それのみで
なく日本は世界のスポーツ界から一気に信頼を
失うであろう。そして最も危惧することは、日本人
の覇気、元気がなくなってしまうのではないかとい
うことである。勝算のない戦いには撤退する勇気
も必要であるが今がその時であるとは思えない。 
 もちろん、政府のコロナ対策や大会組織委員会
のオリンピック開催に対する広報が十分だとは思
わない。組織委員会には、オリンピック開催のメリ
ットをもっと積極的に国民に発信して欲しいし、政
府には大会開催が大きなパンデミックを生まない
科学的な根拠、最善策を示して欲しい。国民の不
満は緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置の中、
東京2020のみが特別扱いになっているという点
である。 
 アスリート達から見れば、4 年に一度、いや、5
年間待った大会への参加は何ものにもかえがた
い願いである。しかし、「アスリートは命がけで頑張
ってきたのだから」などという同情は必要ない。選
手たちは、国民の祝福や賛同が得られない中で
大会だけは開催して欲しいなどと考えてはいない。
国民の祝福が得られないならば、金メダルも輝き
をなくしてしまうことも十分理解している。 
 
１１００  ままととめめ  
  
本研究は、オリンピックの歴史を振り返り、その

意義を再検証し、2021 年に開催される東京
2020 大会の問題点とオリンピックの未来を考え
ることにあった。本研究で得られた知見は以下の
通りである。 
 
（１） 平和の祭典として紀元前776年から西暦

393 年まで 293 回続いた古代オリンピッ

クは、勝敗に対する拘りや不正、宗教上の
理由や紛争、天災などで中断され千年以
上の眠りについた。 

（２） 19世紀にオリンピア競技場の遺跡が発掘
され、クーベルタン男爵の手によって
1896 年近代オリンピックがアテネの地で
開催された。 

（３） クーベルタン男爵は、オリンピック開催費
用の捻出で晩年は赤貧の生活を送り、
1937 年「自分の心臓をオリンピアの丘に
埋めて欲しい」と遺言し息を引き取った。 

（４） 近代オリンピックの中止は、第 6回（1916
年ベルリン）、第 13回（1940年ヘルシン
キ）第 14回（1944年ロンドン）の 3回で
第一次、第二次世界大戦による。東京開催
が決まった 1940 年大会は日本が返上し
ている。 

（５） 近代オリンピック初期から起こった問題は、
戦争や地域紛争・大会趣旨の理解不足・
人種差別・東西対決・ボイコット・勝利至上
主義・ナショナリズムなどである。 

（６） 近年におけるオリンピックの問題点は、肥
大化・開催費用の増大・商業主義・イベン
ト化・プロ選手の参加・ドーピング・メディ
ア主導・国籍変更・新種目の導入などであ
る。 

（７） 東京 2020 大会は、コンパクトな大会、震
災からの復興をテーマに誘致されたが、コ
ロナ禍での延期、IOCの高圧的態度、開催
費用の増大などにより、約 70％の国民か
ら支持を得られなかった。 

（８） 50年後、100年後に禍根を残さないため
に、東京 2020 大会は開催すべきである。
日本は国際社会との約束を果たす義務が
あり、それがコロナ禍後の復興の第一歩
であり、スポーツの最も大きな使命である。 

（９） 東京2020大会に参加する多くの選手は、
国民の賛同、祝福なしに大会に出場するこ
とを望んでいない。IOC・大会組織委員
会・JOC・国内競技連盟は、オリンピックの
意義を積極的に発信すると共に、スポーツ
の商品化や劇場型大会などを再検証すべ
きである。 
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