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The birthplace of karate is China.At the late 14th centuryp the Chinese mar‐

tial arts called kempo was propagated into Ryukyu Kingdom,present Okinawa.

The Karate‐ do science is the Bushido ofconventional」 apan practiced as sports.

It came to deepen concern as a part ofhealth science today.

For health,Stance Techniques ofthe latest health science fleld will have high

concern,and will keenly realize necessity.Stance Techniques was analyzed fun‐

damentally and some subject that it cOuld contribute to the internationaliza‐

tion age was suIIIIIlarized.There are three features ofthis thesis.The transla‐

tion equipped with original collection of the way technology which stands in

the flrst place as for four languages(Japanese,English,South Korean,and

Chinese)was completed.Next,it is ha宙 ng packed the model and phOtOgraph

of how where karate‐dO stands.
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.は じめに

空手道科学的技術の愛好者は、釣 り合いが取れた姿勢と立ち方に重点を置き

ながら改良する研究心が必要である。立ち方は.身体のより低い部分に関して

考えられるべきである。立ち方は、低い部分に関する技術として強力に滑 らか

に実行さすため、より速 く、より安定した状態、より正確な動作をすることで

ある。身体の上部は、地面と腰を垂直にすることである。関節は、過度に張 り

詰めない。意識の創造する力は、まず リラックスしている状態か ら生み出すも

のであるため、空手道の科学的技術を刺激するのに使われることが望ましい。

立ち方は、空手道のみでなくあらゆるスポーツでの重要な要素である。防御 と

攻撃の両方の実行される強い空手技術はバランスがとれて安定したスタンスに

大いに依存する。空手練習の目的とは、自然な姿勢から始め、強さと機敏さで、

日常に役に立つ自然な姿勢である。

糸東流空手道摩文仁賢榮宗家(2003)の空手の効用は、「体育」としての空手、

「武育」としての空手、「気育」としての空手という側面を言及している。空手

道としての目的と使命とは、空手道を研磨することによって神秘的な世界の魂

を磨 くことであり、未踏の世界を体得ことであり、そして理想的な社会を形成

するため貢献することである。友寄隆一郎 (1991)は 『空手道の教本 ‐空手武

術の概念と実習―』を使用にして、関西大学講師として空手道の普及に貢献 し

た時期があった。空手練習の使命として、立ち方に関する一部の著書は、次の

ように紹介できる。

1970年代のM.Nakayama(1978)は 、『BCSt KARATE 2 Fundamentals』に、

猫足立ち。前屈立ち・後屈立ち・騎馬立ちおよび交差立ちの 5タイプの教授要

綱を記述している。安定したベース ・エリア (Basc Ar c a )、爪先の方向、両側

の位置、肘の曲げ方および重心を図示している。

1980年代の真野高一(1984)は、立礼と座礼から始まって、猫足立ち ・基立

ち ・四股立ち ・前屈立ちおよび後屈立ち等の 13タイプの教授要綱を記述して

いる。連盟の申し合わせによって、両側の位置、つま先の方向、肘の曲げ方お

よび重心の4点 の基準を目安として図解している。山崎照朝 (1984)は、不動

立ち ・猫足立ち ・四股立ち 。前屈立ち ・後屈立ちおよび騎馬立ちの 13タイプ
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の教授要綱を記述 している。写真、両側の位置、肘の曲げ方および手の移動方

向を分か り易く解説している。

1990年代では、内藤武宣 (1998と 1999)は、この 2年 間に精力的に 3部 作

(教本 。全書 ・絵説)を 出版 している。教授要綱は、足を自由自在に動かすた

め、不動立ち 。前屈立ち 。後屈立ち ・閉足立ちおよび騎馬立ち等の 7タ イプを

解説 している。

2000年代になると、H.Nushiyama・R.C.Brown(2000)は、外八字立ち ・猫

足立ち 。前屈立ちおよび後屈立ち等の 8タ イプを写真、両側の位置、肘の曲げ

方および座標軸を用いて移動方向を分か り易く解説している。糸東流空手道摩

文仁賢和流祖によって、発展させた日本空手道会糸東流師範会 (2001)には、

レの字立ち ・外八字立ち ・猫足立ちおよび四股立ち等の 14タイプの教授要綱

を記述 している。剛柔流空手宗家の窪田孝行 :T.Kubota(2002)は、レの字立

ち ・外八字立ち 。猫足立ち ・基立ち 。四股立ち 。前屈立ち ・後屈立ちおよび平

行立ち等の 17タイプの教授要綱を記述 している。佐久川春範 (2002)は、猫足

立ち 。四股立ち 。前屈立ち 。後屈立ちおよび平行立ち等の 7タ イプの教授要綱

を記述 し、さらに、在永宣(2003)は、レの字立ち ・外八字立ち ・猫足立ち ・四

股立ち 。前屈立ち 。後屈立ちおよび結立ち等の 16タィプの教授要綱を記述し

ている。

ここでは、23種類の立ち方について分類した。立ち方は、特徴から始めて、

両側の位置、つま先の方向、肘の曲げ方および重心の 5点 の基準を目安として

モデルを図解 した。それぞれの立ち方に関するデータから図解 し、相関分析を

行つたので、ここに報告をする。

2.下 肢のア トラス

下肢 とは、足や脚部ともいい、上肢の逆である。下肢の骨格には、Fig.1.の

ように分類できる。最上部にある下肢帯 とは、下肢は、骨盤帯とも呼ばれる。

骨盤帯は両側の寛骨、仙骨、股関節と仙腸関節から構成され、体幹の仙骨にと

りつけられている。大腿は、腰から膝までの部分。大腿の長い管状の組織。上

部はこ(股)関節の骨盤で筋肉がつ く、下部はしつ(膝)関節で頸骨 ・〃卜骨と連
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下肢帯

大腿

下腿

瀾卜骨

胆骨

距腿関節

===ュ翼曇婁翼雲足根中足関節
指節間関節

Fig.1.下肢の骨格と筋力(働物Fra″θ′″ごν″θ
`″

ルr Pο″θr力 Xbノ7た

'

結した大腿骨の部分。中央部は大腿骨で円柱状である。下腿は、座骨 (スネ)

といい、膝蓋骨、llF骨と腫骨か ら構成されている。大腿骨と足根骨の中間にあ

る。足根骨は、踵にある踵骨が最大。後にはアキレス腱が停止する。踵のすぐ

上にある一本の太い腱であるアキレス(踵骨)腱の下部にあり、中足骨の上部

にある。中足骨は、楔状骨や立方骨の外側にあり、基節骨の内側にある細長い

中間の骨である。指骨は、中足骨と基節骨の間にある節骨である。下肢の骨格

足根骨

中足骨

足指骨

足根骨

中足骨

足指骨
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の4ヶ 国語 (日英韓中)用 語と解説を行ったのが、Table l.である。

3.立 ち方の姿勢 と構成のモデル

立ち方の目的とは、あらゆるスポーツでの最重要な要素である。防御と攻撃

の両方の実行される強い空手技術はバランスがとれて安定した姿勢の立ち方に

強く依存する.基本的な立ち方は強さと機敏さである。その要因は任意の空手

技術の直接の部分ではなく、日常に役に立つ自然な姿勢であるからである。空

手練習の目的は、自然な姿勢から始めることである。膝はリラックスしなけれ

ばな らず、いつも柔軟に、そう、それは直ちにどのような防御にでも移るか、

位置を攻撃することができる。足の位置は自然な形と異なることが、用心深い

弛緩の原理は同じである。空手の立ち方は、より低い身体にな り、腰および脚

の位置にすることである。立ち方は上部の身体を移動するためにある。した

がつて、形が最適になるほど、それに比例 して技術も最高になる。現実は、そ

れを究明するにはかなりの研究と時間を要する。重要な瞬間では、技術が実行

される瞬間である。良い形は堅くない。堅さと安定 した位置を維持する濃縮度

は、最小エネルギー源になる。それは次のステップする運動に必要であるから

である。重要なポイントは、膝を広げること、膝を接続 して外へ側に拡張 して

いる線を想像する。拡張された線の上で、膝を外へ強 く広げる。立ち方と技術

は目的と状況によって変化する。

空手の自然体 とは、自然な筋肉の状態になった時の立ち方である。立ち方

は、脚が膝を内部と外部へ強要することによって異なった緊張状態に置かれ

る。緊張状態は筋肉の作用によって立ち方が異なる。自然体は特定の技術へ移

動する準備の姿勢である。一方の脚がバランスの維持中の緊張支援で続きと攻

撃と逆襲に強さを加えられる。安定性は、足によって取 り巻かれた面積に正比

例 している。例えば、前の立ち方が後ろの立ち方より安定 している間、後ろの

立ち方は猫足立ちの安定性より高い。また、重心の高さは重要な要素である。

重心がある程度低ければ低いほど姿勢はより安定する。

身体の上部姿勢は、1地面と腰を垂直にすることである:正 しい姿勢は、着実

な立ち方から生まれる。しかしなが ら、攻撃か防衛かにかかわらず、身体がバ
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状骨や立方骨の外側にあり、基節骨の内側にある細長い中間の骨である。

中足骨と基節骨の間にある節骨である。

寛骨とは、腸骨、坐骨と恥骨からなる部分である。寛骨は外側からであり、下肢帯の一部である。
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6 理骨 こ つ Kei Kotsu ribia ぞ 詈 階

ナねの骨で下肢の膝からくるぶ し(躁)とつながる部分で太くてその主体である。スネの骨でDF・骨とと
もに下腿を支持する。下端の足首の関節をつくる。

足根骨 そくこん こつ Sokukon Kotsu rarsal Bones 雪詈詈 脚根骨、双根骨

踵にある踵骨が最大。後にはアキレス腱が停止する。踵のすぐ上にある一本の太い腱であるアキレス(踵骨)腱
の下部にあり、中足骨の上部にある。

中足骨
らゅうそく
こつ

Chusoku Kotsu
Metatarsal

Bones
手 雪詈 中足骨、全脚骨

足の背へ向かって弓なりになつた管状骨である。楔状骨や立方骨の外側にあり、基節骨の内側にある
細長い中間の骨である。第1中足骨は、中足骨の中で最も短く、最も太い骨である。

指 骨 こ つ Shi Kotsu Phalanges 可詈 指 骨

足の骨から構成される中足骨と基節骨の間にある節骨である。第2～5指は基節骨、中節骨と末節骨か
らなっている。

寛骨と仙骨にある耳状面をいう。両関節面は繊維軟骨でおわれ、強靭な関節に包まれ半関節を意味す
る。骨盤をつくる骨の連結に重要である。

股関節 こ かんせつ Ko Kansetsu Hip」 oint 71オ。lせ社 股美F

大腿の中に含まれ右寛骨と大腿骨の中間に接している。股関節を含めた身体の両側方にある領域であ
る。広い意味では腰の関節である。

ib骨結合
らこつ
ナつごう

じnlkotsu

Ketsugou
Pubic Symphysi` 剌詈4詈

軋骨大小便不通
骨 康

た腿の中に含まれ右寛骨と大腿骨の中間に接 している最下端部にある。その上部には膀洸、下部には
鐘的がある重要な部分である。

膝関節 ひざ かんせつ Hiza Kansetsu Knee」 oint 舎せ社 膝美T

墜にある関節部分。膝の屈曲した状態で回旋も可能。大腿骨の下端と頸骨の上端には内外両側に二つ
の半月状の軟骨盤がある。膝蓋骨 。関節半月 。十字靭帯で保護される。

距腿関節
きよたい
らヽんせつ

Kyotai Kansetsu ralocrural」 oint 冽ヨせ」 距腿美ケ

踵にある踵骨が最大であり、足根骨の最上位で、距踵舟関節の上部にある関節である。

足根骨の中にあり、距腿関節と足根中足関節の中間ある関節である。

巳根中足関節
tくこん
らゅうそく

Soku■on Chusoku

Kansetsu

rarsoIIletatarsal

loint

雹到=子 ■■
せ社

瞑根中脚業=

中足骨の中にあり、距踵舟関節と中足指節関節の中間ある中足の関節である。

中足指節関節
ちゅうそくしせつ
かんせつ

Chusokushisetsu

Kansetsu

Matatarsophala

ngeal」 oints

子 理雪フトピキ型

斗四
金脚指ヤ鴨3

中足骨の中にあり、足根 中足関節と指節間関節の中間ある足の指の関節である。一方では基関節に、
他方では中間間接と末関節に分類される。

脂節間関節
しせつかん
かんせつ

5nisetsukan

に nnoo十 Qll

[nterphalangeal

Tnints パ4dせ 社 l旨1躙 I

足指骨の中にあり、足根中足関節の外側にある足の指の関節である。
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ランスと安定を欠くと有効にならない。どのような状況でも攻撃を打ち返す能

力は、安定 した立ち方技術に依存する。依存する技術は、速 くて、正確にそ し

て順調に行うことである。そのためには、何よりも強さと安定した姿勢から開

始すべきである。よりよい姿勢には、両足、両脚、胴、両腕および両手をよく

制御 しなければならない条件が必要である。そして、すべてが同時に働かなけ

ればならない。バランスの取れた方法によって技術は速 くそ して強くなる。技

術が強く実行される時に起 こる反応を吸収するために、姿勢は低 くなければな

らない。その時の姿勢は、足が広い面積を取 り巻 くものでなければならない。

強さと安定性を考える場合、最良の姿勢は、床に両方の足の底部をしっか り付

けることである。それから、互いの股を堅 くね じることによって脚を強化する

のである。トレーニングにおいて安定性を心に留めなければならない。腑と肛

門を接続 している線が、力と安定性にとって、可能な限 り短いという感 じを持

つことである。垂直な姿勢にする身体の上部は、地面に垂直でない場所でも必

要である。姿勢は直接相手に面するか、斜角相手に面するか、最後に直角相手

に面するかである。

確実な空手術の研究には、釣 り合いが取れた形と立ち方を習得することであ

り、改良する研究心が必要である。技術を実行する基礎研究として、①安定感

が取れていること。② 腰を順調に回転できること。③速度は最大限に使うこ

と。④制御が容易に管理されるのを確認すること。⑤適切な筋肉が円満に働く

のを確認すること。⑥膝 と足指、ひざと爪先は、スタンスに関わ らず、同じ方

向を向くべきである。立ち方の4ヶ 国語 (日英韓中)用 語は、Tablc 2.のとお

りで、36種類である。

自然体は、身体の力を抜き、自然に立つ姿勢である。膝は変化に耐えるため

弾力性をもたらすことである。このことはバランスの取れた合理的な立ち方に

おける技術向上にある。それは、蹴 りのショックに耐えるため体重をしっかり

と支えることである。自然体は、下体の形態による正確な技である。その技は、

最大限の速度、力強 く、そして効果的な威力を発揮できるのに最適な形態であ

る。上体は床面に垂直であり、そして敏感に動作できるように努力することで

ある。関節は必要以上に力を入れないことである。立ち方の基本モデルは、爪

先が両足間の直線から約90度以上を外向きの立ち方、約90度を直角な立ち方、
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Table 2 .立ち方の 4ヶ 国語 (日英韓中)用 語 餃 ultiling口′ノIン′″sル減閣

Jtta″θse乃 鮨́ら勧 ′″a″ご鋤 θs`ЙrS麟コ
“
υ

日本語 Japanese 英 語 韓国語 中国語
簡 崚 堂 r十勝ヽ

漢 字 読 み ローマ字 English
せ号Ol

Korean
Chinese

| 歩き立ち あるきだt Arukl Dach Walking Stanα せ凋ア 走」

2 後ろ廻し立ち うしろまわしたt
Ushiro・mawash

Dach
Backward Closes Stan∝ ■ユ。トバ7 背后帖身」

3 内八字立t うちはちじだt Uchihachli Dach Inner 8 Characters Stanc( 嘲せ4村 ア 内八字形」

4 内輪立ち うちわたt Uchiwa Dach Inner Ring Stanc( LH=川 フ 内不」

5 片足立 かたあした Kata・Ashi Dach Hang One・leg Stanc( せせパフ 単rII」

6 騎馬立t き|まだt IGba Dach Straddle Leg Stanc( 料ア1 騎DJ」

7 後屈立ち こうくつた1 Koulutsu Dach Back Stanc( 哄子01川7 后屈」i

8 交差立ち こうさだち ICousa Dach Inter Level Stanc( エメ1州 フ 交又」

9 三戦立t サンチンだt Santin Dach Hour Olass Stanα せ祖 州フ| 三哉J

四股立t しこたち Shlko Dacb Shlko Dach 人}二月冽 四股」

11 自然‖ しぜんたし Shizenta Natural Postu讀 朴嘔All川冽 自然引

スライト
ステ・リピンウ

スライド
ステ,ッ「シゲ Suraido Suteppingl SLde Steppinl 口|ユ電子ス 滑」

前日立t ぜんくつだt Zenkutsu Dach Forward Stanc( 霊詈・lバフ 前屈」

添足立t そえあしたt Soeashi Dach Attaches・leg Stanc( 君尋 凋ア 添足」

外八字立t そとはちじだt Soto・HachJi Dach Outer 8 Characters Stanc( 到R讐ヌ|バア1 外八字形」

立ち方 たちかた Tachi Ka悦 Stance Techniquel 村ヒ ■増 立起法、立方ツ

!7 鶴足立ち つるあしたち Tsuruashi Dach Crane・leg Stanc( 0キ■1月 71 鶴足立

T字立t ティじだち Tづi Dach T・characters Stanc( ヨ4 劉フ| Tttj

虎立t とらだt Tora Dach Tiger Stanc( 咽 川ア1 虎立

内歩進立ち
ナイファンチン1

ナ Naifanchini Dach NaiFanchin Stanα 嘲■d州 ノ| 内歩逃」

斜め立t ななめだt Naname Dach Escapinl 哄冽 月7 斜j

並び平行立t
ならび―へいこう

だナ Narabi・heikou Dach ROw Parallel Stanc( 嗜 ■3」月フ 井平行姑J

猫足立t ねこあしだt Nelo・Ashi Dacb Cat Stanc( 二番
，
「

`‖
式胆」

背立 はしfたち Hai Dach ■dge Stanc( 子を月71 脊背」

八字立1 はちじだt Hachll Dach Open Leg Stanc( せ外 パア| 八字」

半月 はんげつだt Hangetsu Dach Vヽide Hour Glass Stanc( せ担 月ノ1 半月

-9-



ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Model l.立ち方の基本モデル

`防

θ」%Jb″ baυ¨
“
υ

半身後屈立ち
はんじス

こうくつだt
AFter(half・bOdy)Bend

ql.nぉ
`

せ祖キ=川 フ 半身后屈」nn´h

不動立ち ふどうだt Fudou Dach Immoblty Stang 早=月 フ 不功」

平行立ち へいこうだt Heikou Dach Paralel Stancl 増可 州フ 平行」

閉足立ち へいそくだ1 Hcisol【u Dach Closed Leg Stang 瑚琴川フ 閣足立、国脚J

偏向立ち へんこうたち Iienkou Dach Slant Stanct 毬■月フ 備向」

前交差立t まえこうさだt Mae・Kousa Dach FOrward Closed Stanc( 摯エスト相7 前交又」

結び立t むすびだ Musubi Dach Connects Stancl 4早 凋フ 結」

基立t もとだt Moto Dach Basic Stanc( ア|モ芍フ 基」

楽立t らくだt Raku Dach Ease Stanc( 電司 村フ 容易」

レの字立4 レのじだ1 Ren1l Dach Renoi Stanc( 司鋼ヌlバフ ネし字」

Outside Tension

外向きの立ち方

レの字立ち

Natural Stance

直角な立ち方

Inside Tension
内向きの立ち方

内人字立ち

Other Tension

その他の立ち方
半身後屈立ち
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig.2.レ の字立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前 面、右側 :背 面)。力物

′θsゴι」ο″θF′/63g′″ごι力θ dire`ι′ο″θF′ιクιθθゴ″′θ″θ71 Sι′″θθ.(Ce″ιθrr2動θ rrθ″ぁ

″

"ι

ttθカカ″

約 90度 以内を内向きの立ち方、さらにその他の立ち方に分類できる(Modcl

l . )。

3.1.直 部向きの立ち方 (爪先方向が直角)

3.1.1レ の字立ち

レの字立ちの読み方は、 レの じ だち(Rcnoji Dachi)である。特徴は 、急

所の金的 を守 る ことにある。 レの字立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中

央 :前 面、右側 :背 面)は 、Fig.2.の とお りである。

両足の位置 として、前足 と後 ろ足の間隔は約 25cmで ある。前後の間隔は平

行立ち と同 じである。爪先の方向 として、前足は正面 に約 90度 ・直角にす る。

後足は正面か ら斜め 45度 にす る。言い換えると、前足は真直 ぐに して、後足

の爪先は外向きとす る。爪先の方向として、前足は正面 に約 90度 ・直角にす

る。後足は正面か ら斜め 45度 にする。膝は、腰 を軽 くし、曲げないようにす

る。重心では、頭は正面 にまっす く
゛
(90度)に す る。両肩は正面か らまっす く

゛

(90度 )に する。

3.1.2 外八字立 ち

外八字立ちの読み方は、そ と はち じ だち(Soto H a c h t t i  D a c h i )である。特

徴は、不動立ちと良 く似ているが、スタンスは若千広 くな り、安定 した立ち方

―- 11 -―



ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig.3.外 八字立 ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前 面、右側 :背 面).角 物

′θsr`ゴθ′ 。r′ ノθg′ ″′ ι力θ ごゴrθειゴθ″ θF′
`ゎ`ο

θゴ″ O νιθr′∂θ力′r′
`ι

θrs

S″ ″θθ.iCe″
`θ
rrrヵθ Frθ″ち″g力

`め
θカカ″

である。外八字立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)

は、Fig。3.の とお りである。

両足の位置として、両足の距離は肩幅より小さく約30cm程度である。外八

字立ちは、内八字立ち、不動立ちと平行立ちと同じ距離である。爪先の方向と

して、真正面か ら外へ、それぞれ 70度開く。両足の爪先は一直線上より外に

向け約 70度 (外向き)の 角度に開く。すなわち、両足の爪先は平行立ちより

内側になり、不動立ちの外側の方向である。膝の曲げ方は自然に伸ばす。重心

は足裏の中央にくるようにする。

3.1.3 不動立ち

不動立ちの読み方は、ふどう だち(Fudou Dachi)である。特徴は、前屈立

ちと後屈立ちの中間的な立ち方である。上体は直立して下腹に力を入れる、背

筋は真直く
゛
に伸ばす。腰は低 く。攻撃を受けて敏速に反撃を駆けるときに有効

である。不動立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)

は、Fig.4.の とお りである。

両足の位置として、騎馬立ちのように膝は軽く内側に曲げる。両膝は競争し

ている様な安定 した姿勢をとる。両足の位置は約30cmで ある。不動立ちの両

足の位置は、外八字立ち、内八字立ちと平行立ちと同じである。爪先の方向と

して、平行立ちか ら前足の爪先は内向きで、左足の爪先を約 45度 に開く。す

-12-



ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig.4 不動立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。2"ρ θ―

sr″θ″θF′ノθg′燿ご
`力

θJ」irθθ″θ″οF a`つιθθ′″力η″οわゴ″ヶ Sι′″θθ.(Ce″ιθrr2Ъθ

Frρ″ち″g/2ιrbθ力J場″

なわち、両足の爪先は平行立ち、外八字立ち、内八字立ちと不動立ちの半分以

下の外側方向である。1黍の曲げ方は、前屈と騎馬だけを合わせて、重心を前に

かけ、膝を外に開いて立つ。両膝は競争している様な安定 した姿勢をとる。重

心 として、上体は直立して下腹に力を入れる、背筋は真直ぐに伸ばす。腰は低

く。動きにくい立ち方である。

3.1.4 猫足立ち

猫足立ちの読み方は、ねこあし だち(Nckoashi Dachi)である。特徴は、「猫

足」の名称にあるように、足の形が猫 と似ているからである。相手の攻撃を軽

Fig 5.猫 足立ちにおける足の位置 と爪先の方向

sゴ″θ″θF′ ノθg′″ピι力θ dirθθιゴθ″θF′ ιip′οθ

r′ghιrbθヵゴ″aリ

(中央 :前面、右側 :背面)。2物 ′θ‐

′″ a′ι sι′″θθ.(Cer2`θrrr力θ Frθ″ち

―- 13 -―



ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

く受けなが ら、敏速に反撃をかけるときの技術である。組み手は攻撃に良く使

用される。前足は前蹴 りと金的蹴 りができる。猫足立ちにおける足の位置と爪

先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)は 、Fig.5.の とお りである。

両足の位置として、前足の爪先か ら後ろ踵までの間隔は50cmにする。前足

の内側線と後踵の内側は同一直線上にする。後屈立ちより足幅が狭 く、後踵を

軽く揚げる。両足の位置は、基立ちと同様の間隔である。爪先の方向として、

前足の爪先は真正面の床面に90度 (直角)で 軽く浮かせる (上足底部)。後ろ

にある後足の爪先は正面に向け外側へ 60度広げる。膝の曲げ方として、前膝

は軽く内側に自然に曲げる。後膝は軽く内側に傾曲げる。前膝を開めて、金的

を守るように構える。重心として、体重は主に後ろにある右足に置く。しかし、

体全体のウエイ トは後足に70%、 前足に30%に 心がける。言い換えると、後

脚に全体重をのせる。上体は垂直にする。

3.1.5 基立ち

基立ちの読み方は、もと だち(Moto Dachi)である。これは、基本的なたち

方である。基立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)

は、Fig.6.の とお りである。

両足の位置として、基立ちの両足の位置は、外八字立ちと内歩進立ちの中間

である。爪先の方向として、前足はその後足に平行 (約90度 ・直角)す る方

向よりやや前方を向く。後ろ足は正面に対 して約 70度 (外向き)開く。膝の曲

げ方として、腰を軽 くし、曲げないようにする。重心は、両足の中央におくよ

うにする。足の跡でわかるように、上半身もそれにつれて左半身になる。

3.1.6 四股立ち

四股立ちの読み方は、しこ だち(ShikO Dachi)である。特徴は、相撲をとる

様な形で、肩幅の 2倍 にし、早い足の動作は期待 しない。四股立ち方は、約50

度の角度に外側 し、腰はより低いのを除くと、Straddle―Lcg Stanceに似ている。

Straddic‐Lcg Stanccのように、それは、足と腰を練習することに良く、不快な

足技術を実行するための強い位置である。四股立ちにおける足の位置と爪先の

方向 (中央 :前面、右側 :背面)は 、Fig.7.の とお りである。

-14-



ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

両足の位置として、両足は足を前後 しないで一直線上に置 く。両足の間隔は

約 65cm。つまり肩幅より広い程度である。両足の間隔は、内歩進立ちと同じ

程度である。爪先の方向として、爪先と睡の角度は、ほぼ一直線上に置きなが

ら約 50度 (外向き)に開く。左足の爪先は軽 く外側に向ける。右足の爪先は軽

く外側に向ける。四股立ちの爪先の方向は、不動立ちと僅かに大きい。膝の曲

げ方として、両膝は両足に対 して均等に約 120度に曲げる。両膝は床にやや直

斜角にする。重心として、上体は直立 して下腹に力を入れながら中央に置く。

背筋は真直く
゛

(垂直)に 伸ばす。腰は下ろす。

F i g . 6 .基立ちにおける足の位置と爪先の方向

θF′ ノθg′″ごι力θごrrθθι′。″θr′ ιttριθθ

rrghι「わθカゴ″aリ

(中央 :前面、右側 :背面)。乃物′θsカメθ″

′″β′sゴθ Sι′ηθθ.`Ce″ιθrrr力θ rrοl12ι′

Fig.7 四股立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。ルb pο‐

sゴ″θr2 θF′ ノθg′″∂ι力θ dirθε″θ″θF′ ιクιθθ]″Sカゴ■θ Sι′″θθ.(Ce″ιθrrョ%θ Frθ″ぁ

r′ghιrゎθヵ′″θリ
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig.8.前 屈立 ちにお ける足の位置 と爪先 の方 向 (中央 :前 面 、右側 :背 面 )。 劉物 ′θ―

sゴ″ο″οF′ 力g′ ″′ι力θ direθ″ο″οFa bipιθθ 2″ForⅣ ar′ Sι′″θθ.〔Ce″
`θ

rr7カθ Frθ″ち

r′g71ι「わθ力J″θリ

3.1.7 前屈立ち

前屈立ちの読み方は、ぜんくつ だち(ZCnkutsu Dachi)である。特徴は、前

屈立ちは、後屈立ちの反対である。下段突きや中段打ちの練習に使用する攻撃

用である。練習によって、太ももとふ くらはぎの筋肉が強化される。左手は右

の耳の横に構える場合もある。右手は金的の守るため構える。後ろの脚はまっ

す く
゛
で、膝が足のすく

゛
上にあるように、前の脚は曲がり、股関節部は下がる。

肩の幅を側へ 2倍 にして、 1本 の脚を移動させる。その時におよそ 30度に距

離を転送する。前部と後部の足部の間の重量の分配は、6対 4の 比率にする。

これは前面の目標への攻撃のための強い位置である。パワーが、正面に向けら

れる時に使われる。肩の幅を側へ 2倍 にして、1本 の脚を移動させる。その時

におよそ30度に距離を転送する。後屈立ちは正面への強いスタンスである。そ

れは攻撃の前に使用され、閉鎖で正面から防御するためである。前屈立ちにお

ける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)は 、Fig.8。のとお り

である。

両足の位置として、足は前後に広げ、後屈立ちより広いスタンスである。両

足の間隔は肩幅と同じように、開きは約30cmにする。前脚は膝の上に曲げな

がら外部に強要する。その結果、膝は足の親指の外部の端の上に置 く。両方の

足は地上で水平にする。両足の位置は、前屈立ちの逆である。前屈立ちの両足

の間隔は騎馬立ちと後屈立ちと同様である。爪先の方向として、前足は重心か
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

ら前に約 90度 (直角)に置き、膝から鉛直線にして、爪先を床につける。後足

は、約 70度 (外向き)に広げる。両足の爪先の方向は、前屈立ちの逆である。

膝の曲げ方として、前膝は、膝から床に垂直なるように曲げ、そして軽く広げ

る。後膝は真直 く
゛
に伸ば し45度 に曲げる。言い換えると、後脚の膝を地に付

けた時、前足の踵と後脚の膝の間に握 り拳 1個 の間隔にする。重心として、上

体は正面か ら少 し斜めにして前よりにする。背筋は真直 く
゛
に伸ばす。腰は低

く。右足は重心か ら後ろに置 く。前後体重の比率は 6対 4に する。前足は重心

から前の左へ置き、内側に入れる。

3.1.8 後屈立ち

後屈立ちの読み方は、こうくつ だち(Koukutsu Dachi)である。特徴は、後

屈立ちは、前屈立ちの反対である。練習することによって、足腰のバネが強化

されると受け方に役立つ。前蹴 りの場合、背刀で流 しうけで、手刀受けて構え

る。後屈立ちは、正面攻撃を妨げるために効果的である。尻は下が り、後部は

半分の前の直面位置においてまっす ぐに保持する。前後体重の比率は約 3対 7

にする。後屈立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)

は、Fig.9.の とお りである。

両足の位置としては、両足は前後に広げ、平行にする。両足の間隔は約80cm、

開きは約 30cmで ある。左足は内側に入れる。後屈立ちの両足の間隔は、騎馬

Fig.9.後 屈立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。角

"′

θ‐

sゴιrθ″θF′ノθg′″ごι力θ dirθθι′ο″θra ιゎιθθ′″Ba`力 ″′rごSta″θθ.(Ce″ιθrr7■θ Frθ″ち

rfghιrゎθヵプ″θリ

- 17 -―



ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

立ちと前屈立ちと同様である。爪先の方向としては、前足は重心の向きと同じ

正面に向き約 90度 ・直角を置き、爪先を床につける。後足は膝から鉛直線と

する正面に向かって約 70度に広げる。後屈立ちの爪先の方向は、前屈立ちと

逆の足の置き方である。膝の曲げ方としては、前膝は、床に垂直なるように曲

げ、そして軽 く広げる。後膝は45度に曲げる。膝の力は練習が大切である。重

心としては、上体は正面から少し後足よりにする。背筋は少し曲げながら伸ば

す。腰は低く。顔の向きは正面のままである。足の指示は直角を形成する。前

脚がこのスタンスの中で体重のほとんどを支援しない。それは蹴ることで容易

に用いるか らである。現実は位置を変更せず、体重を変えることによって相手

に迫れる。後脚を外へ緊張させることは移動を前に促進するためである。

3.2.直 角向きの立ち方 (爪先方向が直角)

3.2.1 結び立ち

結び立ちの読み方は、むすび だち(Musubi Dachi)である。特徴は、「縄など

を結ぶ」ような両腕の状態にあり、それが名称の由来になっている。両踵は

引っ付けてそろえる。両足の爪先の幅は閉足立ちより広 く、両踵の接点から45

度で開く状態にする。両足は金的から垂直にする。膝の力は無くすように静か

に見える自然体にする。 しっか りと握った拳は腰の横に置 く。その結果とし

て、攻撃と防御に役立つ。結び立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前

Fig.10.結 び立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。■

"′

θ―

sゴιJθ″θF′ノθg al12ど
`力

θ dirθθιゴθ″θF′ ιゎιθθゴ′の ″″θθ漁,Sta″
`θ

.(Ce″ιθrrヨ%θ Frarち

rig力ιrゎθヵゴ′″
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

面、右側 :背面)は 、Fig.10.のとお りである。

両足の位置として、結び立ちは閉足立ちと同様の距離 (約l cm)である。両

睡は引っ付けてそろえ、軽く接 しる姿勢である。爪先の方向として、両足の爪

先の幅は閉足立ちより広 く、両踵の接点から開く状態にする。左右の間の外側

からの角度が約 60度 (外向き)開く。結び立ちの角度は、外八字立ちと不動立

ちの中間である。膝の曲げ方として、自然に伸ばす。重心として、足裏の中央

にくるようにする。しっか りと握った拳は腰の横に置 く。足は金的から垂直に

する。

3.2.2 閉足立ち

閉足立ちの読み方は、へいそく だち(Hcisoku Dachi)である。特徴は、名称

は 「起立」の姿勢で爪先を閉じる状態からの由来である。両足の幅は無くなる

程度に引っ付けて、そろえながら平行にする。両足は、金的か ら垂直にする。

膝の力は無くすように静かに見える自然体する。しっか りと握つた拳は腰の横

に置 く。その結果 として、攻撃と防御に役立つ。閉足立ちにおける足の位置と

爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)は 、Fig.H.のとお りである。

両足の位置として、両足の幅は無くなる程度 (約l cm)に 引っ付けて、閉

じた状態でそろえなが ら平行にする。前後せずに両かかとは一直線上で、両足

のかかとと爪先は軽く接する。爪先の方向として、両足の爪先の方向は左右の

Fig.11.閉 足立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。Z"′ ο―

sゴιノθ″θr′ 力g′″ご
`力

θ dirθ
`″

θ″θF′ ιゴpιθθ′″ C10sθごZθg Sι′″θθ.(Cer`θrr7ヵθ

Frθ″ちrighιめθカカ″
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig. 1 2 .平行立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。力
"′

θ‐

sゴι」0″θF′ノθg′″ごι力θ dirθθιiO″θF′ ι,p`θθ]″Par′ノ′θ′Sι′″θθ.(Cerιθrr7拗θ Frθ″ち
rrghιrゎθヵゴ″οリ

線か ら約 90度 (直角)に する。つまり、正面に向ける。すなわち、一直線上

の両足の角度は直角である。これは平行立ちと騎馬立ちと同様である。膝の曲

げ方として、膝の力は、力を入れ無いように静かに見える自然体に伸ばす。重

心 として、踵でも爪先でもなく、足裏の中心部に置くようにする。

3.2.3 平行立ち

平行立ちの読み方は、へいこう だち(Hcikou Dachi)である。特徴は、足の

幅は閉足立ちより右足を肩幅と同じく平行移動する。しっかりと握った拳は腰

の横に置く。不動立ちと同じように平凡に静かに見えるが攻撃と防御に有効で

ある。平行立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)は 、

Fig.12.のとお りである。

前足の踵と後足の爪先の間は小拳 1個 分にする。両足の位置は閉足立ちより

右足を肩幅約 30cmと 同じく平行移動する。平行立ちの両足の位置は、外八字

立ち、内八字立ちと不動立ちと同じである。爪先の方向として、両足の爪先の

方向は閉足立ちや騎馬立ちと同様の角度で、まっす ぐ前方に向ける。すなわ

ち、約 90度 (直角)″である。膝の曲げ方として、左右とも自然に伸ばす。重

心は足裏の中央部に置くようにする。体重はそれぞれ 50%に する。
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig. 1 3  騎馬立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。■腱 ′θ‐

sゴ″θ″θF′ノθg′″どι力θ dirθθ″ο″θF′ ιわιοθ′″S`radd■θ Zθg Sι′″θθ.(Ce″ιθrrttθ

rr9″ちrighιめθカカ″

3.2.4 騎 馬立 ち

騎馬立ちの読み方は、きば だち(Kiba Dachi)である。脚は前方に直線 しな

がら広げる時に、肩の幅の 2倍 にする距離にする、また膝を外へ曲げる。両足

の体重は、平等に分配する。脚が共にあまりにも接近している場合、また、姿

勢が高すぎると、不安定な平衡になる。脚があまりにも遠 く離れると、筋肉は

適切に緊張することができない。そのため立ち方は不安定にな り、迅速な移動

が妨げ られる。騎馬立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :

背面)は 、Fig.13.のとお りである。

両足の位置として、両足は肩幅よりやや広い間隔で右足を一直線上に開く。

両踵の間隔は身長の半分 (約80cm)程 度である。両足の間隔は前屈立ちと後

屈立ちと同様である。爪先の方向として、爪先は踵よりなるべく正面より内側

に入れる。足刀 (足の外側)は 、膝から鉛直線上で、左右平行 (約90度 ・直

角)に する。爪先の方向は、閉足立ちと平行立ちと同様である。重心として、

膝の曲げ方として、背筋は真直 く
゛
に伸ばす、姿勢は正面に向けて直立になる。

両膝は軽く内側に曲げ、いっぱいに開く。重心として、体重の比率は左右に 5

割程度である。背Jを まっす く
゛
に伸ばす。上体は直立して下腹に力を入れる。

その結果、定着 し姿勢、前の姿勢および騎馬立ちは、高い安定性を持つのであ

る。足と尻の筋肉をすべて締める。
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig. 1 4 .内八字立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。のい

ροsゴ
`ゴ
θ″ θF a ノθg′ ″ど

`力
θ ごゴrθθι′θ″ θFa ι′ρ ιθθゴ″ /′″θr∂  Char′ θιθrs

S′′77 θθ.iCe″ιθrrr力θ Frθ″ちrighιttθカゴ″″

3.3 内部 向 きの立 ち方 (爪先方 向が外 角)

3.3.1 内八字立 ち

内八字立ちの読み方は、うち はちじ だち(Uchi Hachtti Dachi)である。特

徴は、上体は直立 して下腹に力を入れる、背筋は真直く
゛
に伸ばす。攻撃を受け

て敏速に反撃を駆けるときに有効である。内八字立ちにおける足の位置と爪先

の方向 (中央 :前面、右側 :背面)は 、Fig.14.のとお りである。

両足の位置として、両足の幅は肩幅より小さく約30cm程度である。内八字

立ちの両足の位置は、外八字立ち、不動立ちと平行立ちと同じ距離である。爪

先の方向として、両足の爪先は一直線上より外に向け約 HO度 (内向き)の 角

度に開く。すなわち、両足の爪先は平行立ちより内側になり、外八字立ちと不

動立ちとの逆の方向である。膝の曲げ方として、自然に伸ばす。重心として、

上体は直立 して下腹に力を入れる、背筋は真直く
゛
に伸ばす。攻撃を受けて敏速

に反撃を駆けるときに有効である。

3.3.2 三戦立ち

三戦立ちの読みガは、サンチン だち(Santin Dachi)である。特徴は、姿勢は

前後 ・左右の変転自在になる。歩 く幅は狭く、脇を締めて拳を肩の前に置く。

呼吸はこの姿勢を維持 しながら活用する。両手は左足を下にして金的の攻撃を
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig.15.三 戦立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。■
"′
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防衛 しなが ら両腕 を内か ら絞 る。三戦立ち方 は、前部か後部、左か右、特 に

防御用の技術 に技術 を実行するための強 いスタンスである。このスタンスは内

部にお辞儀 した足 を緊張 させ る.そ れが反対 になるとほど強 くないけれ ども、

その可動性 を助ける外部 に有効である。この立ち方は、次の攻撃のために所定

の位置に戻ってか ら逆転 を利用する。三戦立ちにおける足の位置 と爪先の方向

(中央 :前 面、右側 :背 面)は 、Fig.15.のとお りである。

両足の位置 として、前足は左足の前にゆるやかに弧 を描いて肩幅の位置 まで

出る。後足の爪先 と前足の睡の間隔は約 40cmに する。三戦立ちの両足の位置

は、後屈立ち、騎馬立ち と前屈立ちの半分程度である。爪先の方向として、前

足は斜め前方移動後、左の爪先は正面の方向に 120度 (内向き)向 ける、後足

の爪先は真正面の約 90度 に向ける。足が一緒 に近すぎるか、膝が中にあま り

にもかがんだな らば、安定性は害 される。そのために柔軟性は失 う。後部足指

と前踵は一緒 に存在 し、そ して踵は離れて肩幅にす る。

膝 の曲げ方 として、前1茶は軽 く内側 に曲げ る。後膝は軽 く内側 に曲げる。両

膝は両足の指先に垂直である。膝は内側 に練習す ること。練習 にはよ く使 う方

法である。両方のぼは曲げ られ、内部 に回す。下腹部は張 り詰め、地面 と垂直

にすることである。膝が前方へおよそ 2 cm足指の爪先 と後部膝 の上に直接、前

部が膝であるという状態で内部 に緊張 させ る。重心 として、右足は重心か ら左
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig. 1 6 .内歩進立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面).刀 物

′θsゴιrθ″θF′′θg a″ごι力θ dirθθ″θ″θF′ ιクιοθ′″Naゴル″θカゴ″S`′″θθ.〔Ce″
`θ
rr2場θ

Frθ′ちrighιrわθカゴ″″

へ 3歩 長 く後ろに引く。左右体重の比率は 5割 。腰は低くしなが ら曲げる。尻

の筋肉を上方に引き締めるように腰を曲げる。足指が内部に指 し、そして体重

が均等に流通させる。

3.3.3 内歩進立ち

内歩進立ちの読み方は、ナイファンチン だち(Naifanchin Dachi)である。内

歩進立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)は、Fig。16.

のとお りである。

両足の位置として、両睡の間隔を約 65cmに し、平行立ち、外八字立ち、内

八字立ちと不動立ちの約 2倍 にする。爪先の方向は、それぞれ正面に対 し内八

字の型 (約HO度 )と 同様である。すなわち、内側へ約 70度 とすれば、正面

か ら約 HO度 (内向き)で ある。1黍の曲げ方として、まず、膝頭と臀部を自然

に曲げる。次に、膝頭か らの垂線が両親指を結ぶ線上にお りる。重心として、

体の中央真下にくるようにする。腰に重心を置 く。

3 . 4 .そ の他の立 ち方

3.4.1 鶴足立ち 
・

鶴足立ちの読み方は、つるあ し だち(Tsuruas h i  D a c h i )である。特徴は、鶴

の足が立っている形か ら鶴足立ち と呼ぶ。一方の足 を支えなが ら立ち、一方 に
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

Fig. 1 7 .鶴足立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。η物′θ‐

」ιrο″οF′ノθg′″ご
`力

θ direθιゴο″θr′ί ιθθ r″cra″θザθg Sta″θθ。(Cer`θrrコ助θ Frθ燿ち
righ`rゎθヵ」inaリ

立っている足の足床は下腿の内側に引っ付ける。この時に、揚げた足は横蹴 り

ができるように手を止め、攻撃の準備をする。鶴足立ちにおける足の位置と爪

先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)は 、Fig.17.のとお りである。

爪先の方向として、左足を右膝の高さまであげるため、角度はゼロである。

一方の足は、正面に向け外側へ45度(外向き)広げる。膝の曲げ方として、立っ

ている足の足床は下腿の内側に引っ付ける。重心として、一方の足は重心から

前へ置き、内側に入れる。

3.4.2 半身後屈立ち

半身後立ちの読み方は、はんしん こうくつ だち(HanShin Koukutsu Dachi)

である。特徴は、攻撃用と防御に活用するが、防御面に有効である。尻を後に

出すように立つ。前の足は爪先を真直く
゛
に向け、後の足は真横に爪先を向け

る。半身後立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)は 、

Fig.18.のとお りである。

両足の位置として、両足か少し斜めに平行にする。前足の爪先か ら後ろ踵ま

での間隔は約 60cmと し、前足と後足は一直線上にする。両足の位置は、外八

字立ち、内八字立ちt不 動立ちと平行立ちの 2倍 程度である。爪先の方向とし

て、前足の爪先は正面に対 して約 90度(直角)に向く。後足は正面に対 して約

0度 に向く。すなわち、前足の爪先の方向は直角である。膝の曲げ方として、
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

F i g . 1 8 .半身後屈立ちにおける足の位置と爪先の方向 (中央 :前面、右側 :背面)。劉物
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後足は肘頭 を横 に向ける、前足は肘頭 を伸ば して、軽 く曲げる。その時 に踵を

すかす。重心 として、上体は正面で、後 ろ寄 りに くるようにす る。

3.4.3 交差立ち

交差立ちの読み方は、こうさ だち(Kousa D a c h i )である。特徴は、交差立ち

は別名 「掛け立」とも言 う。上体は正面か ら少 し前 にす る。背筋は斜めに伸ば

す。腰は低 く。真横 に移動するように、前に足 を交差 させ る。この時 に、頭 を

上下 させないように動 く。交差立ちにおける足の位置 と爪先の方向 (中央 :前

面、右側 :背 面)は 、Fig.19.のとお りである。

Fig 19 交差立 ちに おける足の位置 と爪先 の方 向 (中央 :前 面 、右側 :背 面 )。■
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ITによる立ち方 (空手道)のモデルと4ヶ国語 (日英韓中)用語 (沢、肥塚、樋日、長田)

両足の位置として、肩幅 (約80cm)よ り狭 くする。両膝は曲げる練習が大

切である。前の右膝を曲げる。後の左足は引き寄せなが ら踵を軽 く浮かす。爪

先の方向として、前足は斜め前方移動し、床に足裏を付ける。後右は後方に移

動すると爪先で左斜めに立つ。膝の曲げ方として、前膝は、軽く内側に曲げる。

後膝は約 60度 に曲げる。膝の力は練習が大切である。一方、後部の膝頭が前

部の膝裏の当たるようにする。重心として、上体は正面から少し前にする。背

筋は斜めに伸ばす。頭を上下させないように動く。重心は後ろに置く。

4 .検 討

4.1 立ち方の姿勢と構成に関する組織モデル

自然体は自然な筋肉の状態になった時の立ち方である。立ち方は、脚が膝を

内部と外部へ強要することによって異なった緊張状態に置かれる。緊張状態は

筋肉の作用によって立ち方が異なる。自然体は特定の技術へ移動する準備の姿

勢である。一方の脚がバランスの維持中の緊張支援で続きと攻撃と逆襲に強さ

を加えられる。空手の姿勢はヽ2つ の強さと機敏さの基礎である。これ らの要

因は任意の空手技術の直接の部分でなく、日常に役に立つ自然な姿勢である。

1  自然な立ち方  | 1  有意な立ち方  |
L“ …………__

基立ち

八字立ち

不動立ち

閉足立ち

平行立ち

前屈立ち

後屈立ち

騎馬立ち

騎馬開き立ち

半身後屈立ち

結び立ち

三戦立ち

半月立ち

猫足立ち

四股立ち

Mode1 2.立ち方の組織モデルα物遅ぉ
"コ

μbaυ〆Dgattar」i192〆aa″
“
υ

立ち方の組織モ|デル
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空手練習は、自然な姿勢から始めることである。

H.Nishiyama・ R.C.Brown(2000)は  『Karate Thc Art of“Empty‐Hand"Fight―

ing』に、立ち方の系統図として、Natural,outside、outsidcおよび othcrsに分

類 している。沢ほか(2005)は、「ITによる空手道学の足技術と急所の相関モデ

Table 3.立ち方における両足の距離と爪先角度との関係αZθχぬj」i19J〆励θ
″lι′″

“
〆わο泌ヵ″′コご励θ雄,わθ angeヵs麟″J

立ち方の両足の距離に関する表中では、前足と後足が接近すると(0_lcm)とし、
片足が地面に接近すると、(0.3cm)とした。

番

号 立ち方名称
両足
距離
(cm)

前足爪
先角度

(°
)

後足爪
先角度

(°
)

両足爪
先角度

(°
)

外向
き

直角
向き

内向
き 御

他
練
流

レの字立ち 25 90 45 45 外 O

2 外八字立ち 30 70 70 40 外 O

3 不動立ち 30 45 45 平 行 外

4 猫足立ち 50 90 60 30 外 O

5 基立ち 50 90 70 20 外

6 四股立ち 65 50 50 80 外 O

7 前屈立ち 80 70 90 20 外 O

8 後屈立ち 80 90 70 20 外 0

9 結び立ち 60 60 60 直 0

10 閉足立ち
■
■ 90 90 平 行 直 O

11 平行立ち 30 90 90 平 行 直 O

12 騎馬立ち 80 90 90 平 行 直

13 並び平行立ち 30 90 90 平 行 直 O

14 内八字立ち 30 110 110 40 内 0

15 三戦立ち 40 120 90 30 内

16 内歩進立ち 65 110 110 ‐40 内

17 鶴足立ち 013 0 45 0 ◎

18 半身後屈立ち 60 90 0 90 ◎

19 交差立ち 80 0 60 45 ◎ O

20 入身体勢 ◎ 0

21 半身体勢 ◎ 0

22 T字立ち ◎

23 半月立ち ◎
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ル」の中に、立ち方のモデルは、①自由な立ち方、②無意な立ち方および③有

意な立ち方の 3項 目に分類 している。それぞれの内容に関する用語は下の欄に

記載 した (Modc1 2.)。

4.2 立ち方に関する両足間の距離と角度

外向きの立ち方は、レの字立ち、不動立ち、外八字立ち、基立ち、猫足立ち、

四股立ち、前屈立ちおよび後屈立ちである。両足距離は25～ 80(cm)の 範囲

である。前足と後足の角度は、共に45～ 90度の範囲である。直角向きの立ち

方は、結び立ち、閉足立ち、平行立ち、騎馬立ちおよび並平行立ちである。両

足距離は、1～ 80(cm)の 範囲である。前足と後足の角度は、共に60～ 90度

の範囲である。ここで、前足と後足が接近 している結び立ちと閉足立ちの両足

距離は、l cmとし、鶴のように片足が地面に接近している場合のみの両足距

離は、0.3cmとする。

内向きの立ち方は、内八字立ち、三戦立ちおよび内歩進立ちである。両足距

離は 35～ 65(cm)の 範囲である。前足角度は HO～ 120度の範囲である。後

足角度は共に90～ HO度 の範囲である。その他の立ち方は、鶴足立ち、半身

後屈立ち、交差立ち、入身体勢、半身体勢、T字 立ちおよび半月立ちである。

Table 3.の右欄は、糸東流の立ち方名称であるが内容については言及されてい

ないが、参考のため○表示を行ったのである(Table 3)。立ち方と両足間隔との

関係において、30cm以下の狭い間隔の立ち方は、レの字立ち、外八字立ち、不

動立ち、平行立ち、内八字立ちおよび並平行立ちである。一方、80cm以上の

広い間隔の立ち方は、前屈立ち、後屈立ち、騎馬立ちおよび交差立ちである

(Fig.20.)。

立ち方と両足角度との関係について、前足の角度を下部から上部になるにつ

れ大きく並べると、それに対応 して前足の角度との関係が比較でき、直角 (90

度)よ り大きい角度 と小さい角度が識別できる (Fig.21.)。すなわち、後足角

度より前足角度が広い角度は鶴足立ち、交差立ちと前屈立ちである。後足角度

と前足角度が同じ角度は不動立ち、四股立ち、結び立ち、外八字立ち、閉足立

ち、平行立ち、騎馬立ち、並平行立ち、内八字立ちと内歩進立ちである。後足

角度より前足角度が狭い角度は上記の以外である。
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立ち方名称

交差 立ち

騎馬立ち

後属 立ち

前屈立ち

内歩進立

四股 立

基 立

猫 足立

三戦 立

内八

平 行 立

不 動 立

外八字立

レの字立

閉 足 立

結 び 立

鶴 足 立

0     10    20    30    40    50    60    70    80    90

両足の間隔 (cm)

Fig.20.立ち方と両足間隔との関係(′θル滅η わθι″θθ″Sι′″θθθ′″ごβθ励 励θ Zθg L‐

ιθry′カ

両足における距離 (幅)と つま先の角度との関係をFig.22.に示した。表示

◇は前足、表示■は後足のデータを表示している。前足は90度以下である。後

足は0～ 80度の範囲に分布している。表示◇のなかに表示■が共存している

データもある。共存しているデータは約半分である。両側の距離が30cmのと

ころでは、前足と後足が完全に一致している。両側の距離が30cmの立ち方は、
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立ち方名称
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三戦立ち

内歩進立ち

内人字立ち

並び平行立ち

半身後屈立ち

騎馬立ち

平行立ち

閉足立ち

後屈立ち

基立ち

猫足立ち

レの字立ち

前屈立ち

外八字立ち

結び立ち

四股立ち

不動立ち

交差立ち

鶴足立ち

10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120

外向からの両足の角度 (°)

Fig.21.立 ち方と両足角度との関係(′θ力r」iθ″ゎθ如
"θ

″S″″ιθs a″ご″θ励 励θ Zθg

И″メθ)

囲前足  ■後足
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30    40    50    60    70    80    90

両足の距離 (cm)

Fig.22.両足における距離と角度との関係醗 ル減知わθι″θθ″θFttθ″力″コ
`θ

′″ご湯θ

И″ノθ力βθtt Zθ″)

120

100

80

60

40

20

0

20  30  40  50  60  70

前足の角度 (°)

100 110 120

Fig.23.前足と後足の角度との関係(″θね触η わθι″θθ″泌θИ″ノθ θFa ttrθ″
“
わ′″ご

Hin′ ιθ♂s)
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内八字 ◆平行 ・並平行 。外八字 ・不動立ちである。前足の角度 と後足の角度の

関係をFig.23.に表示 し、両角度が同じである立ち方は、不動立ち45度、四股

立ち50度、結び立ち60度、外八字立ち70度、閉足立ち90度、平行立ち90度、

騎馬立ち90度、並び平行立ち90度、内八字立ち HO度 および内歩進立ち立ち

110度である。

5. おわ りに

生命を維持する人体の下肢の骨格 と構成 (空手道の下段部分)は 、次のよう

に部構成している。まず、骨盤帯は両側の寛骨、仙骨、股関節と仙腸関節から

構成される下肢帯がある。次に、腰から膝までの部分と大腿の長い管状の組織

である。上部はこ(股)関節の骨盤で筋肉がつく、下部はしつ(膝)関節で頸骨 ・

朋卜骨と連結した大腿骨の部分である。中央部は大腿骨で円柱状である大腿があ

る。最後に、肛骨 (スネ)と いい、膝蓋骨、リト骨と腫骨から構成されている。

大腿骨と足根骨の中間にある下腿か らなっている。一方、足部の足根骨、中足

骨および中指骨を含む骨格に基本技術に分類することができる。立ち方の基本

モデル技法を中心にした両足の爪先角度と両足間の距離 (幅)に ついて、相関

関係と相関モデルを考案 した。その結果、一定の傾向が確認されたので、以下

のように整理を行つた。

1)空 手道の立ち方 4ヶ 国語 (日英韓中)用 語には、36用語を編纂 した。

2)立 ち方技術の最重要な構造と特性を理解するために、4ヶ 国 (日英韓中)

用語を使用 しなが ら、下肢帯の骨格の写真と24用語解説を行つた。

3)立 ち方の基本モデルの最重要な技を理解するために、爪先の角度に関し

て、約90度以上を外向きの立ち方、約90度を直角な立ち方、約90度以内を

内向きの立ち方とその他の立ち方について、モデル、写真と用語解説を行つ

た。

4)約 90度以上を外向きの立ち方は レの字立ち、外八字立ち、不動立ち、猫

足立ち、基立ち、四股立ち、前屈立ちと後屈立ちに分類できる。

5)約 90度を直角な立ち方は、結び立ち、閉足立ち、平行立ち、騎馬立ちと

並び平行立ちに分類できる。
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