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けん玉による遊びのサイエンス 
 

小川鑛一 

 

 

1. はじめに 
 けん玉にも歴史がある。1770年にはすでにけん玉（挙玉）が日本に存在していたという

文献がある。そのルーツはフランスと言われている。けん玉が日本に伝来して 200 年以上

たち、ゲーム性、スポーツ性を増し、そのけん玉は変身した。明治 40 年ごろ、昭和初期、

終戦後、昭和 50年ごろと何回か、けん玉は大流行した。筆者はそのうちの終戦直後の流行

時にこのけん玉に出会い、これに夢中になって小学校時代を過ごした。本稿では、そのけ

ん玉の概要とそれを操る人間の動作、人間と機械の動きの差異，けん玉の効用に焦点をあ

て述べる。 

 

2. けん玉と遊び 
２.１ けん玉の変遷 

 けん玉は、図１に示すように 200年以上に

わたる改良の歴史がある。図Ａは、コップと

ボールだけの簡単なもので、17世紀のヨーロ

ッパでカップ・アンド・ボールと呼ばれてい

たころの形 1）である。図Ｂは、鹿角とボール

のけん玉である。約 200年前に日本にけん玉

が伝来したものはこのような形であった。図

C は竹のけん玉である。鹿角は高価であった

ことから、このような竹のけん玉が一般に普

及したようである。図Ｄは、剣とボールのけ

ん玉で、ヨーロッパ（フランス/ベルギー）

で現在でも見受けられる形である。図Ｅは大

皿と小皿だけのけん玉で、これに剣を付けた

ものが今日、日本で使われている図Ｆのけん

玉である。 

 図２は，左よりハワイ，フランス，日本の

けん玉の写真である。写真に示した外国製の

けん玉は現地で入手可能であるが、それを使

って子供が遊んでいる姿は見たことがない。 

 

２.２ けん玉の遊び方 

 けん玉は、図１に示したような変遷の後、

今日ある姿（図 3 参照）となった。図３は現

在広く親しまれているけん玉である。けん玉

にもその部位に名称が付けられている。それ

ぞれの部位に玉を乗せたり、玉を移動させた

りすることがけん玉遊びの基本である。 

図 1 けん玉の歴史 

ハワイのけん玉

フランスのけん玉

日本のけん玉

ハワイのけん玉

フランスのけん玉
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 図２ ハワイ，フランス，日本のけん玉 
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 昭和 50年（1975年）5月 5日の子供の日に日本けん玉協会が設立され、けん玉に段位を

与えるシステムが確立された。 

 けん玉には何十という技（わざ）2）があり、それぞれの技には名前が付けられている。

そのうちの基本技は「大皿」、「小皿」、「中皿」、「ろうそく」、「とめけん」、「飛行機」、「ふ

りけん」、「日本一周」、「世界一周」、「灯台」、「もしかめ」と 11項目が続く。 

このうちの最後の「もしかめ」は、「も

しもし亀よ亀さんよ世界のうちでおま

えほど・・・」と歌をうたいながら玉を

大皿と中皿の間を往復させる遊びであ

る。この「もしかめ」は基本技の代表で、

初段から十段まである段位のうち、初段

で 200回、2段で 300 回、3段で 500回、

4 段で 1000 回以上できることが要求さ

れている。このほか段位以前の認定には

級位がある。この級位は 1級が一番難し

い。1級の認定試験には「もしかめ」が

最低連続50回できることのほか、「日本

一周」が 3回、「世界一周」が 2回、「灯台」が 1回できることが要求されている。 

 前述の基本技に続き、「けん先すべり」、「地球まわし」、「さか落とし」、「１回転飛行機」、

「２回転灯台」などと極めて高級な技がある。

図４はそれら高級技に類するものの一部であ

る。段位によって何の技を何回できることとい

うように，けん玉の技は段位認定表に位付けさ

れている。日本けん玉協会公認の段位認定者目

前で、段位（級位）希望者は前述の表に基づく

認定試験を受け、合格すると段位が授与される。

ただし、段位を受けるためには認定料（登録料）

を支払う必要がある。 

 日本けん玉協会は、昭和 50年（1975年）故

藤原一生元会長（映画にものなったタロー・ジ

ロウ物語を書いた児童文学作家）が創立され、

今年（平成 15年（2003年））で 28周年を迎え

た。この間、日本けん玉協会は日本全国に 1821

（1999.6現在）という多くの支部を設立した。

それら支部は小学校、中学校、大学，会社であ

る一方，町内会支部や南極昭和基地支部あるい

は海外支部などと支部の数は多くある。 

 けん玉協会は，2003 年には NPO(nonprofit 

organization 非営利組織団体)法人化となり，

新しい組織で全国的に活躍を始めている。日本

けん玉協会は、日本けん玉道選手権大会、全日

本少年少女けん玉道選手権大会、小学生を対象

にした文部科学大臣杯などを主催している。全

国もしかめ記録挑戦会では、かつては 1万回程

度のもしかめで優勝をしていた。しかし、その

記録回数は年々増え、その回数を数えるほうが
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図３ 現在のけん玉と各部名称 

 

図４ 高度なけん玉の技 
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もたなくなった。最近のもしかめは回数を測るのではなく時間で測るようになり、2000年

の記録であるがなんと 7 時間 26 分 33 秒間もの間けん玉のもしかめをやり続けたという驚

くべき記録が生まれた。これを回数に直すと約 9 万回（50 分間で 1 万回として）となる。 

 

３. けん玉とサイエンス 
３.１ けん玉と人間の動作 

 けん玉を行う場合、もしも目隠してけん玉を行ったとするなら玉を操ることはまずでき

ない。人間の目が重要な役割を果たしていることは間違いない。また、玉が皿に衝突する

音をキャッチし、その音もうまく玉を操るための情報として取り入れ、次の動作に反映さ

せている。こうした玉の動きや音を、目や耳で捉えることは工学でいうと計測であり、玉

を落とさず上手に操る行為は制御である。 

けん玉の動作を計測・制御工学のフィードバック制御系として表現するなら、図５のよ

うな制御系ブロック線図として描くことができる。人間の動きをあえて機械の動きと比較

するなら、脳はコンピューター、

手・足（筋肉）はモータ（アクチュ

エーター）、目と耳はセンサに対応

する。そして，けん玉は制御対象で

ある。この制御対象であるけん玉の

“玉“をいかに上手に大皿、小皿に

乗せ、剣に入れるという制御動作が

けん玉遊びである。 

 

 ３.２ けん玉の動き 

 けん玉遊びの一つに「とめけん」

という技がある。けん玉の剣と玉の

運動を 16 ㎜カメラで撮影し、それ

らの位置変化を実測した。時間に対

するその位置の傾きを図より読み

取り、算出した速度を図６に示す。

「とめけん」というのは、“玉”が

“けん”と糸で結ばれ，ぶら下がっ

ている玉を上方に一度急激に移動

させ、空中に浮いた玉が下方に再び

下がってくる途中の瞬間を捉え、玉

の穴に剣先を差し込む（受け止め

る）という遊びである。 

 玉と剣は糸で結ばれているので、

0.6秒まではこの両者は同量だけ上

方に変位している。0.6秒で剣を下

方に急激に移動させ、玉が落下して

くるのを迎えるようにし剣をやや

上昇させ玉の穴へ突入させている

様子が図より読み取れる。人間のこ

のような動作には機械には見られ

ない動きがある。それはどの一瞬を見ても滑らかに動いていることである。この滑らかな

人間の運動はサイバネティック・モーションと名付けられ、その運動を機械運動に導入す

 

 

 

図６ けん玉の動く速さ 

 
図５ けん玉の制御系 
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る研究も行われている 4）。 

 上述のサイバネティック・モーションの研究の一環として、図７のように上部から落下

してくる物体を受け止める動作の研究 5）も実施した。図に示すように脚を充分に曲げるこ

とによって人間は衝撃力を緩和させている。この研究は、図のように物体と腰の加速度を

計測し、脚を曲げた場合の衝突緩和の程度を測定した。また、人間が高所から飛び降りる

際の衝撃 6）についても研究を行った。この場合も飛び降り時に充分脚を曲げると衝撃は緩

和される。特に脚を曲げると頭部への衝撃力伝搬は大幅に緩和されることがわかった。 

 玉を皿に乗せたり剣に入れたりするけん玉動作は、膝の曲げを活用（脚の大きな筋肉を

活用）すると非常にうまく操れる。このような脚の曲げ運動を行うと、玉が皿にドッキン

グする際（衝突時）の相対速度が小さくなるのでうまくいくのである。けん玉を行う人間

は，こうした相対速度を小さくするために無

意識のうちに脚曲げ動作を行っている。この

脚曲げにより相対速度が減少するお陰で衝突

時の衝撃は緩和され，けん玉が上手に行える。 

 

４. けん玉の効用 

 近頃、子供たちが路地で遊んでいる姿が見

られなくなった。子供のころの遊び、つまり、

けん玉、独楽、めんこ、おはじき，鬼ごっこ、

木登り、水泳、口喧嘩など自然環境の中での

遊びや運動を怠ることは、生活体験欠乏症と

いうそうである。こうした体験を持たない現

代の子供たちは、いまでは、テレビゲームや

漫画に夢中になり、塾通いに熱心である。自

分勝手で相手の気持ちを理解できない指示待

ち人間、積極性に欠け、発言力に乏しい人間

が育っているように思える。このような世の

中で、けん玉は生活体験欠乏症の一端をカバ

ーするものとして大いに薦めたい遊具ではな

かろうか。 

 こうした生活体験欠乏症にかからないため

の一助になるけん玉遊びには、図８に示すような効用 3）が考えられる。図中には工学技術

も示してあるが、それは人間の行動・動作が前述した計測・制御工学という工学分野にも

関連するからである。また、人間の行うけん玉動作を機械がやれるかという課題もロボッ

ト工学に結び付く。実際に「ふりけん」や「とめけん」をロボットにやらせた研究はある。

しかし、現在のところ人間が行うけん玉という高度な技は，機械ではできていない。こう

した複雑な動作は，まだ人間にはとうていかなわない。 

 

５. おわりに 
 筆者は、藤原一生先生の子供たちへの熱心なけん玉伝承活動に感動を覚え、けん玉協会

設立直後に協会員になった。日本けん玉協会に入会当時、デパートの屋上で、子供たちへ

のけん玉伝承活動のお手伝いを行った。「もしかめ」の最高記録は当時 1万回前後であった

が、いまではその回数はなんと５万回を上回る記録がある。１万回を上回る記録が出始め

たころ、当時の会長藤原一生先生より、もしかめの回数を測るカウンター開発の依頼を受

けた。水銀スイッチを腕時計のように手にはめ、電子カウンターで計数すると同時に表示

ができる装置を完成させた。あるとき、会長とともに岡田真澄司会のテレビ番組にそのカ

 

図７ 落下物体の受け止め時の加速度 
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図８ けん玉の効用 
 

ウンターを持参して出演した。番組の中では、そのカウンターは順調に作動した。しかし、

後日、それを競技会で用いたところ誤動作でやや数を多めに表示することがわかった。人

間は機械のように往復運動を正確に繰り返すわけには行かず、たまには、落としそうにも

なる。しかし、その落としそうになった玉を再び捕らえ直すという機械には到底真似ので

きない離れ業を人間は行うことができる。このように人間はたまには不規則で急激で素早

い動きを行うので、そのときに水銀スイッチ内の水銀は暴れてしまう。こうしたときに水

銀スイッチは多めにオン／オフを繰り返し，もしかめ動作回数を多めにカウントするとい

うことが明らかになった。 
 ここ 20年近い間、外国出張の度に何本かのけん玉をお土産として持参した。外国の幼稚

園、小学校、企業などを訪問の際にはけん玉を披露するというミニ文化交流を行ってきた。
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これまでにけん玉を披露した国は、ネパール、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、

パキスタン、マレーシア，ポーランド、フランス、イギリス、ドイツ、オランダ、ベルギ

ー，スエーデンと 14ヵ国にのぼる。 

 フィリピンの小学校で，あるクラス担任の先生にけん玉のデモンストレーションを軽い

気持ちで行った。するとこの先生は私のクラスだけではもったいないと、全校生を校庭に

集め校庭でやってくれと依頼してきた。パキスタンの小学校では校庭に朝礼台を準備し、

その上マイクまで用意したので朝礼台の上で行ったことがある。この小学校では、校門前

に子供たちのブラスバンドが整列し、まるで VIPのような気分で迎えられたこともあった。

ここでも全校生の見守る校庭で披露した。また、ポーランドの幼稚園で行ったときなど、

感謝の印として帰りがけに花束を贈呈され、おまけに子供たちのかわいい歌のプレゼント

が披露され大歓迎を受けたうれしい思い出もある。 

 ファジイ制御は洗濯機や仙台の地下鉄にその制御技術が導入され、ひところ盛んにもて

はやされたあいまい制御技術である．図９の写真は，そのファジイ制御提唱者ザデー教授

より“玉”の部分にサインいただき、千葉雄司名人には“けん“の部分にサインをいただ

いたけん玉である。 

 こうした数々のけん玉にまつわる楽しい

思い出があるなかで、1994年 2月、アセアン

諸国産業技術視察から帰国した前日、会長の

藤原一生先生が他界された。先生とはいつか

フランス・パリのエッフェル塔の真下で、ま

た、走っている新幹線の中で、どこまで「も

しかめ」が続けられるかの競技会をしようと、

半分本気で話し合っていたところでもあっ

たのでまことに残念でならない。 
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図９ ファジー制御のザデー先生と 

けん玉名人千葉氏のサイン入りけん玉 
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