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1. はじめに
　柔道競技は過去のオリンピック実績

（表 1 ）から大会時にはメダルではなく
“金”メダル獲得を期待される種目であ
る。それゆえ、代表選手が金メダル獲
得を逃して落ち込む姿に、勝利至上主
義だ、金以外でもメダルを獲得したこ
とに誇りをもてと多方面から非難・指
摘されることが多々ある。しかしなが
ら、日本柔道は決して勝利至上主義
ではなく、勝利を追求する勝利追求
主義をモットーに強化を行なってい
る。我々はどんな結果でも誇りをもっ
ているし、いかなる勝利にも反省・検
証を行なって次の戦いにつなげてきて

いる。勝利を追求して全力で強化して
いるからこそ、試合までの学びや強化
の過程が次の試合や将来のキャリアに
活きてくると思う。柔道は伝統的な種
目ゆえに古典的に捉えられているが、
1964 年東京オリンピックで正式種目
となってから常に世界を視野に戦って
きており、いち早く科学サポートの態
勢を整えてきた。規模の違いはあるが、
ハイパフォーマンス・サポート事業（旧
マルチサポート事業）のアスリート支
援（スポーツ医・科学、情報面からの
フィットネス、トレーニング、栄養、
心理、動作分析、レース・ゲーム分析、
医学、情報戦略などの分野でトップア

スリートを支援）の先駆けとなってい
る。

2. 科学的サポートの変遷
　1964 年の東京オリンピック以降、
各スポーツ種目において科学的サポー
トの導入が始まったが、当初日本柔道
界には、特別な情報戦略サポート活動
の導入は遠い存在のものであった。な
ぜなら日本柔道は、ナショナルチーム
の厳しい合宿や世界一の練習量をこな
し、世界で勝つことが当然のことであ
り、世界に負けることはほとんどな
かったからである。そして、これらの
活動は、柔道界発展のための研究論文
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表 1　過去オリンピック 9 大会における柔道メダル獲得数と相対比率（ 1984 ～ 2016 ）

1984
ロサンゼルス

1988
ソウル

1992
バルセロナ

1996
アトランタ

2000
シドニー

2004
アテネ

2008
北京

2012
ロンドン

2016
リオ

金 ４ １ ２ ３ ４ ８ ４ １ ３

銀 ０ ０ ４ ４ ２ ２ １ ３ １

銅 １ ３ ４ １ ４ ０ ２ ３ ８

合計 ５ ４ 10 ８ 10 10 ７ ７ 12

総金メダル数相対比率（％） 40.0 25.0 66.7 100.0 80.0 50.0 44.4 14.3 25.0

総メダル数相対比率（％） 15.6 28.6 45.5 57.1 44.4 27.0 26.9 26.9 29.3
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等で活用されていた。しかし、ソウル
オリンピックでの男子日本柔道の大敗
後、この活動に関する必要性をナショ
ナルチームが認識し、特に初期の導入
は、女子ナショナルチームの強化での
取り組みが発端であったと記憶してい
る。当時、次のバルセロナオリンピッ
クから正式競技として導入が決定して
いた女子ナショナルチームが、対外国
人選手に勝つための情報収集源として
大いに興味を示した。男子においても
試合に向けた減量が困難な有望選手が
多く、体重コントロール、コンディショ
ニング管理のための栄養サポート、映
像撮影等のサポートが導入されてき
た。当時の映像情報戦略面では世界に
比べて劣っており、情報収集に留まっ
ていた感がある。
　これ以降、日本柔道の科学サポート
は飛躍的な進歩を遂げてきた。リオデ
ジャネイロ大会において男女監督（井
上、南條）は勝利を目指すために「総合
力」をスローガンとして掲げた。その
中でも科学サポートの充実が最重要課
題とされ、筆者の石井、岡田を中心に
ハイパフォーマンス・サポート事業と
の連携協力を実施し、従来の体制・機
能を改革し、日本柔道の科学サポート
は過去最大の規模と最高のクオリティ
を有した。
　各項目のサポート内容の変遷は前述
したように若干の違いがある。今回は
紙面の関係上取り上げないが、特に栄
養面・情報戦略面（筆者：石井担当）で
はロンドン大会前後から世界でもトッ
プの成果をあげている。その中で若干
遅れていたのはトレーニング面であっ
た。柔道は技術面での要素が強く、筋
力トレーニングを軽視する面もあっ
た。しかしながら世界の柔道の競技力
が高まってきたのは、他国チームが科
学的根拠に基づいた、栄養面、メンタ

ル面、トレーニング面、情報戦略面の
強化活動の導入を何十年も前からいち
早く取り入れ、日本に勝つための対策
を投じてきたことが要因であったと指
摘され、北京大会以降、ナショナルコー
チは強化選手への個人的サポート活動
の必要性を見出した。その中に筋力ト
レーニングの重要性も指摘され、有賀
誠司氏（東海大）や筆者である岡田（日
本体育大学）の活動で見直されて急速
に広まった。
　リオデジャネイロ大会では、調整練
習においてウェイトトレーニングを実
施する選手が複数いた。従来のオリン
ピック大会ではほとんど見ることがな
かった状況であった。現在は大筋群を
中心とした筋力トレーニングは強化練
習のメニューとして確立されている。
反面、柔道は相手と柔道衣を握り合う
競技であるが、握力の面での科学的ア
プローチが充分でないと思われる。そ
こで今回は把握筋持久力評価について
の研究を紹介したい。

3. 柔道現場に活きる競技者の把握
筋持久力評価の研究

１）目的
　柔道競技は 4 分間の試合時間で決勝
戦まで戦うためには 5 〜 6 試合戦わな
くてはならない。試合内容がフルタイ
ムを戦うような際には、柔道選手誰も
が前腕部位の張りを感じることを経験
する。柔道においては相手と直接組む
ことが必須の要件であり、自分が優位
な組手になるためには、この組むとい
う動作が重要になってくる。有利な位
置を握っている時間が増えるほど投技
や固技を成功させる可能性が高まる。
そのため、柔道競技者にとって把握筋
持久力はパフォーマンスに影響を与え
る体力要素といえ、適切に評価してい
くことが必要である。しかしながら、

これまでの柔道競技者の握力の評価
は、最大筋力の評価のみになっている

（11）。柔道における握る力や握り方は
これまでも重要視されており、柔道競
技者の握力の特性について検討が行な
われている。柔道競技者の握力の特性
として、他種目競技者（野球、テニス、
陸上など）と比べて受動握力が大きく、
その力発揮は小指側三指の依存性が高
いことが示唆されている（22）。一般的
に柔道の引き手は相手の力に逆らわず
筋力を発揮する、つまり力を入れたり
抜くという技能的なことが指摘されて
いるが、競技力に握力は絶対に重要だ
と考えられる。
　柔道競技者の受動握力は、釣り手

（一般的に襟を持つほうの手）と引き手
（袖を持つほうの手）に差がみられない
が（18）、その維持率は、釣り手よりも
引き手側が高いことが示唆されている

（23）。能動握力に関しては一般的な握
力測定機器が用いられているが、筋持
久力に関連する維持率の評価に関して
は様々な方法で実施されており、統一
されていない（15,18,23）。持久的な発
揮筋力としては、握りを繰り返し発揮
するもの（能動的持久力）と同条件であ
る一定時間筋力を発揮するもの（受動
的持久力）が考えられる。
　筋持久力の評価に関する研究をみ
ると、その多くは被験者の最大筋力
から負荷を設定し、持続的な筋力発
揮における筋力の低下曲線から筋持
久力の評価が試みられている（1,2,4,5,7-
10,12,14,24）。しかしながら、筋持久力
を評価する変数は、測定時間、測定動
作、負荷値などが異なっており、変数
それぞれの特性を比較検討することは
困難である。そのため、柔道競技に適
した方法の選択も難しく、それぞれの
研究で用いられている測定機器も実験
室に備えられたものであり、コーチン
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グ現場に普及させることは難しいのが
現状である。柔道のコーチング現場に
把握筋持久力の評価方法を導入するに
は、厳密ではなくともある程度の再現
性と正確性を確保した上で、競技特性
と導入のしやすさを考慮したものでな
ければならないだろう。また、握ると
いう技能は個人差も考えられるが、今
回は視覚的条件が遮断されているパラ
リンピック柔道選手（視覚障害者柔道）
と健常者の柔道選手を比較対象として
把持能力の特徴を検討する。視覚障害
者柔道においては視覚的情報がなく相
手と直接接する手の情報や能力が重要
となってくるため、より握力の力発揮
能力が競技力に重要となってくる。
　そこで、本研究では、市販されて
いるハンドグリップを用いた反復ハ
ンドグリップ運動と柔道衣の袖部分
に 10 kgのプレートをぶら下げた試作
の測定器具を用いた保持実験における
運動量およびその時間、運動後の休息

時間と握力発揮値の関係を明らかに
し、柔道競技者の把握筋持久力を評価
する方法を構築するための基礎データ
を得ることを目的とした。

2 ）方法
①被験者
　本研究の被験者は週 2 回以上の運動

（部活動を含む）をしている男子 15 名
（年齢 22.0±2.0 歳、身長 177.4±7.0 cm、
体重 77.9±9.7 kg）であった。また、柔
道独特の握力評価をするために、パ
ラリンピック柔道の藤本選手（ 1996 年
アトランタ大会、2000 年シドニー大
会、2004 年アテネ大会［金メダル］、
2008 年北京大会［銀メダル］、2016 年
リオデジャネイロ大会［銅メダル］）を
対象とした。

②実験内容
実験 1：被験者にハンドグリップを用
いた反復運動（以下、反復ハンドグリッ

プ運動）を実施させ、運動中、運動後
の握力発揮値を計測した。運動負荷は、
運動実施の 1 時間以上前に安静時の握
力測定を行ない、その発揮値から設
定した（表 2 ）。反復ハンドグリップ運
動は、メトロノームに合わせて 60 回
／分のテンポで実施させて、1 分の運
動後に 30 秒のインターバルをとった。
反復ハンドグリップ運動 1 分とイン
ターバル 30 秒を 1 セットとし、5 セッ
ト実施させた。握力測定は、各セッ
トのインターバルと運動終了後 5 分、
10 分、15 分に 3 回ずつ実施し、平均
値を算出した（図 1 ）。
実験 2：柔道独特の握力評価を明らか
にするため、柔道衣に 10 kgプレート
の負荷をかけて 2 分間把握する実験を
行ない（図 2 ）、その前後に握力を測定
した（図 3 ）。

③測定器具
実験 1：反復ハンドグリップ運動には
市販のハンドグリップ（ジョイナス社
製La・VIEおよびアイアンマインド社
製Captains of Crush Grippers）を、測
定には握力測定器（竹井機器工業株式
会社製グリップD・デジタル握力計）
用いて行なった。
　測定して得られたデータは、セッ
ト数と休息時間ごとに群分けをした。

表 2　安静時発揮値から設定したセットごとの負荷

セットごとの負荷（ディセンディングセット法）（kg）

安静時発揮値 1セット 2セット 3セット 4セット 5セット

　40 kg以下 20 15 15 10 10

　40～ 50 kg 27 20 20 15 15

　50～ 60 kg 36 27 27 20 20

　60 kg以上 45 36 36 20 20

図 1　反復ハンドグリップ運動および測定の実施方法 図 2　柔道衣にプレートを負荷し、把握する
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筋持久力（リカバリーを含む）の評価
について検討するため、セット数（運
動時間・量）と運動後の休息時間の
それぞれを因子とした分散分析（ 1 因
子ANOVA）を行ない、有意な差がみ
られた場合は多重比較検定（Tukey-
Kramer法）を行なった。
実験 2：実際の試合に近い形にするた
めに柔道衣の袖部分に 10 kgのプレー
トをぶら下げた試作の測定器具を用い
て実験を行なった。

３）結果
　図 4 は、安静時と反復ハンドグリッ
プ運動の各セットの握力（箱ひげ図）を
示している。反復ハンドグリップ運動

（ディセンディングセット法）によっ
て握力は、3 セットまで減少がみられ

（平均 35%減）、それ以降は大きな変
化がみられなかった。本研究では、反
復ハンドグリップ運動の運動時間およ
び量がどのように握力に影響を与え
るかを検討するため、分散分析を行
なった。その結果、運動時間の効果は
有意であった（ F = 22.16 、P < 0.001 ）。
図 5 は、安静時および反復ハンドグ
リップ運動各セットにおける握力の多
重比較検定の結果を示している。安静
時の握力は、1 セットから 5 セットま
でのすべての項目と有意な差がみられ
た。1 セットは、3 セットから 5 セッ
トまでの項目と有意な差がみられ、
2 セットは、安静時のみ有意な差がみ
られた。
　図 6 は、反復ハンドグリップ運動
終了時および休息時間ごとの握力（箱
ひげ図）を示している。運動終了時

（ 5 セット）の握力の平均値は、運動
後 5 分に安静時握力の 80%まで回復し
ており、それ以降は微増していた。反
復ハンドグリップ運動後の休息時間が
どのように握力に影響を与えるかを分

測定 測定

2 分間保持動作

図 3　実験プロトコル

図 4　安静時と反復ハンドグリップ運動の各セットの握力（箱ひげ図）

図 5　安静時および反復ハンドグリップ運動各セットの握力の比較
○：平均値　線の範囲：95%信頼区間　*：p < 0.05 vs. 安静時　†：p < 0.05 vs. 1 セット

析するため、分散分析を行なった結
果、休息時間の効果は有意であった

（ F = 11.47、P < 0.001 ）。図 7 は、反復
ハンドグリップ運動終了時および休息
時間ごとの握力の多重比較検定の結果
を示している。運動終了時（ 5 セット）
の握力は、運動後 5 分、10 分、15 分の
すべての項目と有意な差がみられた。
運動後 5 分の握力は、運動後 10 分、

15 分の項目と有意な差がみられな
かった。
　図 8 は 2 分間の把握保持実験の結果
を示している。藤本選手は実験前後の
筋力の差が－2％で学生選手（－20％）
と比べて筋力の減少率が低い傾向を示
した。被験者数が少なく統計的有意差
は認められなかった。
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4）考察
　本研究では、安静時握力の発揮値か
ら負荷を設定し、市販されているハ
ンドグリップを用いた反復ハンドグ
リップ運動（ 60 回／分、1 セット：運
動 1 分とインターバル 30 秒、5 セッ
ト、ディセンディングセット法）を実
施させ、各セットと運動後の握力の変
化を観察した。反復ハンドグリップ運
動における握力は、運動量・時間（セッ
ト数）が増えるごとに減少し続けると
考えられたが、運動開始前半の低下が
著しく、後半は低下がほとんどみられ
なかった。時間経過に伴う筋力低下の
パターンは、筋力低下度が一定である
ものと運動開始初期にきわめて大きな
低下が起こりやがて穏やかになるもの
の 2 種に大別されるが（17,20,21）、本
研究の方法では後者のパターンであっ
た。また、反復ハンドグリップ運動に
よる筋力低下が緩やかになる 3 セット
の発揮値は、先行研究でみられた足底
屈運動の低下速度の変わる時点の発
揮値（割合）と類似しており（7）、筋力
ピーク値の 60%強であった。このよ
うな筋力低下のパターンに違いを生じ
させる要因には筋線維組成や活動筋へ
の血液供給の有無があると報告されて
いる（6,16,17,20,21）。最大努力での筋
力発揮を反復した場合の筋力の低下速
度は筋線維タイプと関係があり、速筋
線維（fast-twitch fiber：FT線維）の割
合が高いほど筋力低下は大きく、初期
に急激な筋力低下を示すとされている
ことから（6,20,21）、把握に関連する筋
群がFT線維優位であることが示唆さ
れる。局所的な持久力トレーニング
は、筋への血液の受け入れや酸素の利
用能のような末梢性の改善を促すこと
が確かめられているため（3,19）、適切
な評価が現場で実施できれば、適切な
トレーニングプログラムをデザインす

図 6　反復ハンドグリップ運動終了時および休息時間ごとの握力（箱ひげ図）

図 7　反復ハンドグリップ運動終了時および休息時間ごとの握力の比較
○：平均値　線の範囲：95%信頼区間　*：p < 0.05 vs. 5 セット

図 8　10 kgプレート保持実験の比較
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ることが可能になると考えられる。安
静時握力の発揮値の 50%強を初期負
荷とした本研究の結果では、2 セット
の発揮値がそれ以降の発揮値と差がみ
られなかったことから、2 セットまで
の運動で顕著に変化する局面を評価で
きる可能性がある。また、国際柔道連
盟試合審判規定では、選手が試合間の
休息を 10 分間とることができるため、
10 分間でどこまで局所的な疲労を回
復できるのかもパフォーマンスに関連
する要因になるだろう。本研究では、
運動後 5 分の発揮値がそれ以降と変化
があまりみられなかったことから、休
息時間 5 分で発揮値が顕著に変化する
局面を評価できる可能性はあるが、ト
レーニングによって休息時間 5 分まで
の回復が改善されるのか、それ以降の
変化がみられなかった部分が改善され
るのかはさらに検討が必要である。ま
た、学生選手に比べ藤本選手の値はほ
とんど変化しなかったというデータが
出た。このことから単純な握力評価で
は柔道の把握能力を評価できないこと
が示唆された。視覚障害者柔道におい
ては、視覚的情報がなく、相手と直接
接する手の情報や能力が重要となって
くるため、より握力の力発揮能力が競
技力に重要となっている。競技特異性
を理解し、評価していくことが今後は
必要になってくると思われる。
　柔道競技は、全身的運動と局所的作
業の両方が複雑に関連しているため、
局所的な筋持久力トレーニングのみで
実際の試合におけるパフォーマンスが
向上するのかという課題がある。2010
年に開催された世界柔道選手権大会

（東京）の 90 kg級の決勝戦を振り返っ
た選手のコメントで「まだスタミナは
あったが、もう握ることができなかっ
た」という部分を参考にすると、中枢
性の機能はまだ限界に達していない

が、末梢性の機能に限界がきたことが
推察できる。日本においては、全身持
久力の向上が重要視され、主として全
身持久力トレーニングが実施されてい
るが、全身持久力と筋持久力の両方を
戦略的に向上させるようなトレーニン
グプログラムを実施しているところは
非常に少ない。把握筋持久力といった
柔道特異的な体力要素を適切に評価
し、パフォーマンスとの関連をみてい
くことが上記した課題の解決につなが
ると考えられる。

5）結論と今後の課題
　本研究では、市販されているハンド
グリップを用いた反復ハンドグリップ
運動における運動量および時間、運動
後の休息時間と握力発揮値の関係を明
らかにし、柔道競技者の把握筋持久力
を評価する方法を構築するための基礎
データを得ることを目的とした。その
結果、握力の発揮値は、反復ハンドグ
リップ運動の運動量・時間の影響を受
けて低下していた。その変化は、前半
の低下が著しく、それ以降の有意な低
下はみられなかった。2 セット目の握
力発揮値は、それ以降の発揮値と有意
な差がみられなかった。また、反復ハ
ンドグリップ運動後の握力の発揮値
は、休息時間の影響を受けて上昇して
いた。その変化は、運動後 5 分で安静
時握力の 80％程度まで回復し、それ以
降に有意な上昇はみられなかった。 
　把握に関する筋力低下に及ぼす生理
学的要因は、筋力発揮開始直後と運動
の後半部分では異なる可能性がある
が、今回の負荷設定においては 2 セッ
トの運動時と運動後 5 分の発揮値で、
筋力発揮の顕著な変化が捉えられるこ
とが示唆された。
　本研究の反復的な筋力発揮や持続的
な把握は、最大筋力や筋パワーの評価

に比べて測定時間が長く、被験者に苦
痛を与え、発揮値に測定誤差が含まれ
やすくなるため（13）、評価の再現性に
ついて今後も検討していく必要があ
る。

4. まとめ
　柔道の強化においては前述したよう
に大筋群を中心とした筋力トレーニン
グや全身持久力を向上させるトレーニ
ングは強化練習のメニューとして確立
している。しかしながら、握力などの
筋力トレーニング、局所的筋持久力に
関しては若干立ち遅れている。柔道は
必ず相手と組まなければ成立しない競
技である。どのように握るのか、どの
ように力を発揮するのかが今後重要な
課題となっている。今回の研究におい
て実施した柔道衣の袖部分に 10 kgの
プレートをぶら下げた保持実験につい
ては女子監督が興味関心を示している
ので、女子強化選手を被験者として同
様に実施し、その結果を基に徹底した
分析とトレーニングを行なっていく予
定である。◆
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