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国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：1 － 8（2019）

体操競技のあん馬における「交差倒立技」の運動構造に関する
運動学的研究

後藤　豊，伊藤清良

要　旨

　本研究は，あん馬の ｢交差倒立技｣ の体系化への試みである。
　そのために，｢逆交差 1/4 ひねり倒立 1/4 ひねり逆把手に片腕支持逆交差入れ（逆ブライアン）｣
の運動構造が構造体系論的観点から考察された。
　そこでは，この技が「鉛直運動面上の回転運動」という，あん馬における新しい運動構造を持つ
ことが示された。
　本研究はあん馬における「交差倒立技」の新しい体系構築に貢献できるであろう。

キーワード：  体操競技，あん馬，交差倒立技，運動構造，体系化，運動学，構造体系

原著論文



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：9 － 20（2019）

7 人制ラグビーにおける防御戦術に関する研究

廣瀬恒平，田中大雄，千葉　剛，嶋崎達也，鷲谷浩輔，中西貴則，澤田大地

要　旨

本研究では 7 人制ラグビーについて記述的ゲームパフォーマンス分析を用いて戦術研究を行い，現
場のコーチングに有用な防御戦術に関する知見を得ることを目的とした．その結果，以下のことが
明らかとなった．
１）状況によっては，前に出ずに防御することが有効である．
２）  ディフェンスラインの突破を阻止するためには，タックルの成功とオフロードパスの阻止が重

要な要素である．
３）オフロードパスを阻止するためには，アシストタックルとボールタックルが有効である．
４）アシストタックルには複数の付随的効果が認められ，防御の好循環に入る可能性が示された．
５）  ボールキャリアーがハンドオフを使用した場合には，タックルを外されないようロータックル

にいくことが有効である．
６）7 人制ラグビー特有のいくつかのトレーニング課題が明らかとなった．

キーワード：  記述的ゲームパフォーマンス分析，ゲーム構造，プレー事象間の関係性

原著論文



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：21 － 35（2019）

バスケットボール競技における集団戦術の体系化に向けた研究：
運動形式と運動課題に着目した構造主義的アプローチ

皆川孝昭

要　旨

　競技スポーツにおける球技では，技術・戦術に関する体系的把握が未だ不十分であり，状況がよ
り複雑となる集団戦術においては特に，体系化に際して必要とされる運動課題の把握がより困難な
ものとなるという問題性を抱えている。
　そこで本研究では，バスケットボール競技における集団戦術としてのピックプレイの構造を運動
課題も含めて明らかにし，体系化の一助とすることを目的とした。そしてそれは，オフェンスの構
造モデルを示し，運動課題を明らかにする，という手順によって展開された。
　本研究で得られた成果は，次のように纏められる。（1）ボールマンの戦術行為は，5 つの運動形
式で，（2）スクリナーの戦術行為は，5 つの運動形式で把握される。（3）協働による戦術行為の共
通の課題は，「ボールマンがスクリーンを利用する際に『over』されない」，「破れの中でシュート
とアシストパス成功させる」であり，（4）ボールマンは，「『drive』『sprit/snake』でゴールを攻め
る」，「『stretch』『retreat』でスペースを創出し攻撃のチャンスを創り出す」，（5）スクリナーは，「ボ
ールマンの攻撃に『dive』『pop』『short roll』で協働する」，「『slip』でチャンスを創出する」，「『repick』
でボールマンの二次攻撃を助ける」，という課題が要求される。

キーワード：  バスケットボール，ピックプレイ，体系化，運動形式，運動課題，構造モデル

原著論文



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：37 － 45（2019）

『クロチルド・ド・リュジニャン』における二人の罪人

多田寿康

要　旨

　オノレ・ド・バルザックが 1822 年に上梓した『クロチルド・ド・リュジニャン』はバルザック
がローヌ卿という筆名で書いた三作目であり，前二作は共著であったが本作品は初めて一人で書い
たものである。この小説は歴史小説の中に恋愛小説的要素と暗黒小説的要素が含まれている。悪役
としてはアンゲリ・ル・メクレアンとミッシェル・ランジュという二人の悪人が登場する。
本稿ではこの二人の敵役に焦点を当てて，その身体的特徴や性格の描写，筋への関与とそれぞれの
役割を分析することによって，若きバルザックがどのようにして悪人を描き，ストーリーを組み立
てていったかについて考察する。
　まず，単独執筆となったことで，筋の一貫性が保たれ，登場人物の性格が豹変することもなくな
り，前二作と比べて完成度も上がったと思われる。
　罪人としては，ル・メクレアンは主に猛獣的な残酷さを特徴とし，ランジュは蛇のような狡猾さ，
悪魔的な性格が強調されて描かれるが，終盤には，これら二つの悪が一つに収斂していき最終的に
は消滅する。これはもう一つの筋立てである恋愛小説的要素と並行関係にあり，バルザックの『人
間喜劇』につながるストーリーテラーとしての才能の一つがすでに発現していると言えるだろう。

キーワード：オノレ・ド・バルザック，初期小説，クロチルド・ド・リュジニャン，罪，罪人

原著論文



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：47 － 56（2019）

Effects of a high-fat diet on the biochemical properties of skeletal muscle in 

voluntary wheel-running rats

Fumihiko KARIYA and Keizoh KOBAYASHI

要　旨

　本研究の目的は，高脂肪食と自発運動の併用が持久的能力に関与するラット骨格筋の生化学的特
性の向上を生じさせるかどうかを検討することである。9 週齢のフィッシャー344 系雌ラット (n = 
20) を 1）ND 群 : 通常食安静群；2）HF 群：高脂肪食安静群；3）NDT 群：通常食自発運動群；4）
HFT 群：高脂肪食自発運動群の 4 群に分けた。実験期間は 8 週間とし，実験期間終了後，直ちに
ラット足底筋を摘出し，生化学的特性の分析に用いた。NDT 群と HFT 群の実験期間全体にわた
る走行距離は，ほぼ同様の値であった。本研究の主な結果は，以下の通りである。1）ラット足底
筋の生化学的特性（代謝酵素活性，ミオシン重鎖（MHC）アイソフォーム組成，ヘキソキナーゼ
発現量）は，高脂肪食よりも自発運動の影響を強く受ける傾向にあった；2）ラット足底筋ミオシ
ン重鎖アイソフォーム組成における type Ⅰ MHC アイソフォームのパーセンテージは，自発運動
単独よりも，高脂肪食と自発運動を併用することにより，更なる増加を示した。この高脂肪食と自
発運動の併用による type Ⅰ MHC アイソフォームの相対的な増加は，自発運動ラットの速筋にお
いて更なる持久的能力の向上をもたらすものと考えられる。

Key words:   oxidative enzyme, glycolytic enzyme, myosin heavy chain isoform composition, 
hexokinase II protein content, plantaris muscle.

研究報告



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：57 － 67（2019）

高等学校硬式野球部のマネジメントに関する研究
─ 島根県甲子園代表校を対象として ─

大西基也，百武憲一，岩井美樹

要　旨

　本研究は，島根県の甲子園代表校のマネジメントに関する詳細を明らかにすることを目的とした。
分析の結果，以下の内容が推察された。
監督が 15 年間の指導経験の中で試行錯誤し，勝ち抜くための戦い方や野球部をマネジメントする
方法が徐々に確立されていき，15 年目に夏の甲子園出場という結果につながっている。
　9 人の指導者 1 人 1 人が役割分担して目の行き届いた指導や業務を行い，126 人という大所帯を
まとめている。
　学校からの年間予算は，施設管理費と光熱費に使用し，金銭支援や部費をその他の必要経費に充
てている。
　高い目標を掲げながらも人間教育を重要視して，人間味があり，人から愛され，なおかつ社会で
活躍できる人材を育成している。
　以上，本研究で推察された内容は，高等学校硬式野球部をマネジメントする際の一助となると考
えられる。

キーワード：  野球，高等学校硬式野球部，マネジメント，島根県

研究報告



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：69 － 79（2019）

剣道試合における選手配置（オーダー）に関する研究
─ 若潮杯争奪武道大会（剣道の部）を対象に ─

岩切公治，井島　章，田中　守，丸橋利夫，多田寿康，上宇都鉄舟

要　旨

　本研究は，国際武道大学で開催されている，若潮杯争奪剣道大会に出場した全国の強豪校の指導
者に選手配置についてのアンケート調査を行い，全国の強豪校の指導者が選手配置について，どの
ように考慮しているのか，どのような戦略判断を行っているのかを調査結果をもとに検討を行った。
　その結果，特にポイントゲッターを 2 名とした場合の選手配置については，男子の場合，副将・
大将と中堅・大将の配置に高い数値が示された。また，試合の後半に流れを求めており，後半部分
のポジションで勝負する傾向にある。一方，女子の場合は，次鋒・大将と先鋒・大将の配置に高い
数値が示された。前半部分にポイントゲッターを配置し，試合の前半に流れを求めており，前半部
分に配置することによって先行しながら試合を展開する傾向がみられた。

キーワード：  剣道，指導者，選手配置，試合の流れ，ポイントゲッター

研究報告



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：81 － 88（2019）

中高齢者を中心とした Sitting-Shooter Basketball ゲームの実践報告
─ 障がい者スポーツ指導者研修会における検討 ─

奥山秀雄，浅沼　徹，中島一郎

要　旨

　本研究では，中高齢者における SSB ゲームの確立・改善および普及に寄与することを目的として，
SSB ゲームの講習会に参加した中高齢者 55 名のゲームスコアと参加者 34 名から得られた感想・
意見の特徴を明らかにした。その結果，以下の知見を得た。
１）  講習会に参加した中高齢者における SSB ゲームの個人得点は，４ｍゲーム，３ｍゲームを問

わず，年齢の影響を受けない可能性が考えられた。
２）  SSB ゲームにおけるシュート距離やシュート角度の違いにより，男女のゲームスコアに差が

生じる可能性が確認された。
３）  SSB ゲームの感想・意見および課題や改善点に関する意見は，障がい者スポーツ指導の観点

から，今後，SSB ゲームを普及する上で，より具体的な示唆を提供する重要な知見であった。

キーワード：  SSB，中高齢者，ゲームスコア，課題，普及

資　料



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：89 － 97（2019）

カンボジア王国における運動会に関する意識調査
─ プレア・シハヌーク州初等教員養成校の学生を対象に ─

木村寿一，山平芳美

要　旨

　カンボジア王国の小学校保健体育科指導要領には，保健体育の授業を年間 76 コマおこなうよう
に示されている。しかし，多くの小学校で保健体育の授業が実施されていない。そこで同国の教育・
青少年スポーツ省では，2013 年から体育授業の普及を目標に，小学校での運動会政策に取り組み
始めた。国際武道大学も同様に，2012 年からプレア・シハヌーク州初等教員養成学校（以下，
PTTC）と協働して，学生たちが小学校での運動会を実施している。
　そこで本研究は，PTTC の学生にインタビュー調査をおこない，運動会の実践から得られた彼
らの経験について以下の 3 点を明らかにした。
　（1）PTTC の学生が主体性に運動会に取り組んだ。
　（2）PTTC の学生が運動会の知識と運営方法を学んだ。
　（3）PTTC の学生が独自開催の運動会に難しさを感じた。
　これらの経験を通して PTTC の何人かの学生は，運動会の種目を指導案に採用したり，教育実
習先の小学校で運動会の種目を体育授業で実践したりした。

キーワード：  運動会，体育授業，協働

資　料



国武大紀要（Int. Budo Univ. Journ.）
第 35 号：99 － 108（2019）

全国中学生ハンドボールクラブチームカップ女子大会における映像観察
によるシュートプレーの印象分析：大会使用球の規格変更前後の比較

下拂　翔，福田　丈，小俣貴洋，中山紗織，服部友郎，田中　圭

水野尚芳，山田永子，藤本　元，會田　宏

要　旨

　本研究の目的は，大会使用球が公益財団法人日本ハンドボール協会検定球 2 号球から 1 号球へ変
更されたことがシュートプレーに及ぼす影響を専門家による印象分析を用いて明らかにすることで
あった。2017 年と 2018 年の全国中学生クラブチームカップにおいてベスト 4 以上の成績を収めた
チームに所属し，両大会ともバックプレーヤーの中心選手として出場した女子選手 5 名の 80 シー
ンが対象であった。9 名の専門家には，80 シーンを観察し対象者ごとにシュートプレーについての
印象をできるだけ多く記述するよう伝えた。得られた印象の記述内容を KJ 法によって分類した。
その結果，特に投動作において多くの変化が観察された。しかしながら，「変化なし」という記述
もあった。今後は，1 号球が大会使用球として継続的に行われる大会のデータの集積や，異なるボ
ールサイズを使用したトレーニング実験が行われていくことが必要であると示唆された。

キーワード：    印象分析，KJ 法，ルール変更，ボールサイズ

資　料
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