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【要 旨】 

本研究の目的は，柔道競技の固技におけるパフォーマンスを正確に分析できるコードを開発するこ

とと，活用可能性について検証することであった．まず，共同研究者らと協議し「修正版ワザコード」が

作成された．「修正版ワザコード」を検証するために，筆頭研究者によるパフォーマンス分析と外的妥当

性の検証を実施した．GSP2019 男子を対象としたパフォーマンス分析では，「四つ這い/うつ伏せの相

手に対し背後から絞技を施そうとする」と「四つ這い/うつ伏せの相手に対し前方から帯を持ち三角絞を

施しながら側方に返そうとする」の 2 つの技術が多く用いられていることが示された．外的妥当性の検証

では，大学生および大学院生に対して，「修正版ワザコード」を用いたパフォーマンス分析を行わせた．

GSP2019 の試合から典型的な固技の攻防シーンを抽出した 20 編の動画を作成して参加者に提示し

たところ，平均正答率は 97.9％であった．「修正版ワザコード」を用いたパフォーマンス分析では，競技

実績や指導歴に関係なく，より正確に固技の競技様相を分析・整理でき，柔道競技におけるコーチン

グに寄与する可能性が示された． 
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【Abstract】 

The present study aimed to develop codes for accurately analyzing katame-waza 

(grappling techniques) in judo competitions and to verify the applicability of those 

codes. First, a revision of the existing codes was produced by the present authors, 

jointly with research colleagues. Then, the first author did a performance analysis and 

a verification of the revised codes’ external validity. In the Grand Slam Paris 2019 (GSP 

2019), two techniques often used by male judoka with opponents who were on all fours 

or in a prone position were to choke the opponent from behind or to turn the opponent 

on his side by holding his belt from the front, using a triangular grasp. To evaluate the 

revised codes’ external validity, university and graduate school students participated 

in a performance analysis using the codes. When the participants were shown 20 

videos of typical uses of katame-waza from the Grand Slam Paris 2019, the validity of 

their ratings was 97.9%. This indicates that performance analyses that use the revised 

codes will result in correct analyses of katame-waza, whether or not the raters have 

had experience in competition or coaching. Thus, the revised codes could be useful for 

coaching in judo competitions. 

 

 


