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1. 空手道競技について

は 193 の国と地域が加盟しており、愛

ルの統一が世界的になされて大きく発

空手道は日本を代表する武道のひと

好者は 1 億 3,000 万人以上にのぼると

展し、2016 年 8 月に 2020 年の東京オ

つであり、沖縄を発祥の地として、琉

さ れ て い る（40）。JKFはWKFの 直 轄

リンピック・パラリンピックの追加種

球に古くから伝わる
“手”という格技が

団体であり、全日本空手道選手権や国

目として正式採用され、組手競技と形

中国から伝来した格技の影響を受けて

民体育大会など、国内の主要な競技大

競技の両者が実施されることとなった

発展したものである。空手という名称

会の開催に大きな影響力をもってい

は“手”に中国の武術が影響したことか

る。

（40）。
このように競技としての空手道が、

ら“唐手”と呼ばれるようになった。そ

武道性を伴ったスポーツとしての位

愛好家などの増加とともに発展する一

の後、“徒手空拳”による鍛錬が重視さ

置づけの下、国内では昭和 30 年代か

方で、空手道に関する科学的研究は国

れたことと、禅宗の教えにある
“空”の

ら空手道の競技化が研究されてきた

内外において散見されるものの、競技

影響を受けて
“空手”になったといわれ

（27）
。空手道の競技には大きく 2 種目

の発展に比べると後れをとっていると

ている。空手は沖縄から日本本土へ

がある。前後左右、斜め前と後ろに敵

思われる。空手道には、上肢、下肢、

と上陸し、日本古来の諸武道になら

の存在を仮定して技の正確性やスピー

頭部、体幹部、ほとんど全ての部位を

い、また教育の手段として認められる

ドおよび表現力などを競う形競技と、

協調的に用いた豊富な種類の受け技や

ようになったことなどを踏まえて、昭

実際に相手との攻防によってポイント

攻撃技が含まれていること
（29,30）、素

和初期から
“空手道”と呼ばれるように

を競う組手競技の 2 種目である。特に

早い動作だけでなくゆっくりとした動

なった。空手は行なわれた地域や指導

組手競技は世界的に人気が高い。その

作が多く含まれていることなどから、

者の特徴などと関連して、流派に分か

特徴のひとつは、安全のために技が相

子どもから高齢者および障がい者まで

れて発展した（27）。この中で最も発展

手の身体に触れる前に
「とめる」ことを

の様々な対象に受け入れられる特性を

した流派が
「松涛館流」
「 剛柔流」
「 糸東

前提とし、過度の接触等には罰則が与

有している。これらには、生理学、運

流」
「 和道流」であり、全日本空手道連

えられることである。したがって、相

動学、心理学、バイオメカニクスおよ

盟（JKF: Japan Karate Federation）
は、

手を倒すことが必ずしも勝敗につなが

び体力学など、様々な学術分野が取り

これらを基盤とした空手道の統括的な

るわけではなく、武道的な性格に大

上げるべき課題が多く含まれていると

組織である。空手道は国内のみならず

きな制限が課せられている。このた

思われる。

国外でも発展を続け、世界空手道連盟

め、組手競技の普及は平易ではなかっ

組手や形競技におけるトップアス

（WKF: World Karate Federation）
に

た。しかしながら、WKFを中心にルー

リートのパフォーマンスには、スピー
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ド、力強さ、緩急、駆け引きなど、見

などが重要となる。

下腹部の運動を意識した腹筋呼吸かも

るものをひきつける魅力がある。エネ

エネルギーの供給系に注目した生理

しくは丹田呼吸であり、これが呼吸法

ルギーの供給系に注目し、血中乳酸濃

学的研究は散見されるものの、神経・

とされている。呼吸法では通常、吸気

度、酸素摂取量、心拍数などを調べた

筋系の機能と動作に注目した研究はさ

よりも呼気に重点が置かれ、これを

いくつかの報告では、組手競技中の運

らに少ない。したがって我々は、電気

ゆっくりと長く行なう方法を繰り返す

動強度が全体として高強度であること

生理学的な手法と三次元動作解析を用

ことにより、様々な心理学的、生理学

を示す結果が得られている
（3,18,36）
。

いて、空手道や剣道の踏み込み動作に

的な変化が得られることが知られてい

試 合 で は、2 ～ 3 分 間 の 中 で フ ッ ト

おける力の抜きに関する研究を最近に

る。

ワークなどを交えながら断続的に、突

なって開始した。また、力みのないパ

リラックス感は呼吸法の効果として

き、蹴り、受けなどの技術が全力で行

フォーマンスにはリラクセーションが

重視されている。日本において先駆的

なわれる。このような特徴を間欠的高

必須であるが、我々はこの方法のひと

な生理学的研究を行なった平井（16）

強度運動
（9）と捉えて、組手を中心と

つとして呼吸法の研究にも取り組んで

は、高僧を被験者として、坐禅の最

した通常の技術練習に加え、高強度イ

きたので、以下の項では、関連する研

中の脳波にα波が出現することを見

ンターバルトレーニングを行なうこと

究分野とともに取り上げる。

出した。α波の振幅増大と周期延長
が 60 分間の坐禅の最中に継続する一

で、疲労に至る前のパフォーマンス
が改善されることも報告されている

2. リラクセーションと呼吸法

方で、呼吸数の減少と脈拍数の増加が

（34）
。形競技については、その種類に

空手道を含めた武道やスポーツで

得られたため、坐禅は大脳皮質の興奮

よって異なる可能性はあるが、30 秒程

は、競技場面での過度な緊張や不安は、

水準の低下と脳幹部の自律神経機能の

度の持続時間で一流競技者が行なった

パフォーマンスを低下させる要因のひ

開放をもたらすと推測された。この大

場合の強度がやはり高強度であること

とつと考えられている。その対処法と

脳皮質の興奮水準の低下によるα波の

を示す結果が得られている
（4）
。しか

して、スポーツ心理学の分野では呼吸

変化は、リラックス感と密接な関係が

し形競技は組手競技とは異なり、比較

法、漸進的筋弛緩法、自律訓練法など

あるものと思われる。

的低い重心位置を維持し、上下動を抑

のリラクセーション技法が有効とされ

我々は坐禅で行なわれる意識的な呼

えながら突き、蹴り、受けおよび移動

ている
（37）。一方で、より良いパフォー

吸法を、坐禅の経験のない被験者を対

動作を、あるときは素早く、あるとき

マンスを発揮するためには、高いレベ

象に、以下のように行なわせて一定の

はゆっくりと、局面に応じて行なう。

ルでの集中力が必要であり、
「リラッ

効果を得た（7,39）。被験者に自分の腹

したがって、下半身の筋持久力的要素

クスしつつ集中」という、一見相反す

筋筋電図をオシロスコープ上で確認

の強さを土台にしながら、スピードと

る 2 つの状態が適度に配分されている

できるように工夫し、呼気時間は 9 ～

力強さを表現する動き作りが重要とな

ことが重要である（35）
。ここでは、呼

12 秒、吸気時間は 6 ～ 8 秒となるよう

る。

吸法に注目する。

に大まかに設定した。被験者には腹筋

組手と形競技は両者ともに、突き、

我々の通常の呼吸は、横隔膜による

の収縮を意識した呼吸法
（腹筋呼吸法）

蹴り、受けおよびこれらと関連した前

吸気を中心とした無意識的な呼吸であ

を無理なく、しかしできるだけしっか

後左右への移動動作について、高いレ

り、その働きは、外気から酸素を取り

りと行なうように指示した。開眼状態

ベルでのスピードが求められる。組手

入れ、物質代謝の結果生じた二酸化炭

で 20 分間の腹筋呼吸法を行なわせる

競技では、とめることが前提とされて

素を排出することである。一方、武道

と、腹筋呼吸法開始後約 5 分の時点か

はいるが、ある程度のコンタクトは避

や座禅などでは、意識的に調節できる

らα波が出現し、その後α波の出現頻

けられないため、衝撃に耐えうる骨、

呼吸運動の特性に基づき、目的をもっ

度は増大して頻回に観察されるよう

筋、軟部組織などの衝撃耐久力も必要

て意識的に呼吸が行なわれてきた。最

になった（図 1 ）
。詳細な解析を行なっ

となる。したがって、これらを念頭に

近では、瞑想の基本的な手段のひとつ

た結果、このα波は周波数の高いα

置いた筋力トレーニング、筋パワート

として呼吸に注意を向けることが、ア

波（ 10-13 Hz）であることがわかった。

レーニング、敏捷性、巧緻性、平衡性、

スリートを含めた様々な対象に対して

呼吸法の前後で行なった心理テスト

柔軟性も含めた調整力のトレーニング

行なわれている。意識的呼吸の基本は、

（POMS: profile of mood state test）
の
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結果から、被験者は不安が少なく活気
のある心理状態になることが明らかと
なった（図 2 ）。これらの結果から我々
は、腹筋呼吸法によって出現するα波
は、不安が少なく活気のある心理状態
に関係する周波数の高いα波であると
結論した。周波数の低いα波は眠りと
関係し、周波数の高いα波は覚醒と関
係するとした他の報告
（5）を合わせて
考えると、腹筋呼吸法は眠りに向かう
リラックスではなく、リラックスしつ
つ集中、という武道やスポーツ競技が
狙う精神的効果を導く可能性が示され
た。
「集中」と関連して、我々は近赤外分
光法
（NIRS）を用いて、腹筋呼吸法中

図 1 開眼状態で行なわれた腹筋呼吸法時の脳波
腹筋筋電図には、長く漸増する腹筋収縮が認められ、腹筋呼吸法が行なわれているこ
とが確認できる。呼吸法 10 分経過の脳波では、矢印の所でα波が観察される。呼吸法
20 分経過の脳波では、α波が頻回に出現している。
（文献 7 より引用）

の前頭前野の活性化に注目して実験を
行なった（39）。その結果、上述した腹
筋呼吸法の最中には前頭前野の局所的
な血流が徐々に増加する結果を得た
（11）
、注
（図 3 ）。前頭前野は作業記憶
意
（22）、意欲（33）など様々な機能を担
う。また、注意の持続もしくは意欲の
持続は、スポーツや武道における集中
力に含まれ
（6）
、前頭前野の機能と関
係する。したがって、腹筋呼吸法に伴
う前頭前野の血流増加は、集中という
より良いパフォーマンスを導く状態が
得られる可能性を示唆する。
上述した我々の研究では、腹筋呼吸
法中の脳波の変化の背景に、脳幹にあ
るセロトニン神経の活性化が関与し、
セロトニン神経の活性化に前頭前野が

図 2 腹筋呼吸法前後の心理テスト
（POMS）
の結果
緊張不安が減少傾向にあり、活気が上昇する結果が得られた。
（文献 7 より引用）

重要な役割を果たすという仮説も検討
された。Yuら
（39）の研究では、腹筋
呼吸法中の脳波のα波増加に加えて、

液中セロトニンレベルの増加は、セロ

脳皮質活動の減少が起こることが確認

腹筋呼吸法後に血液中セロトニンレベ

トニン神経の活性化を反映すると考え

されている
（20）
。大脳皮質活動の減少

ルが増加する結果も得られた
（図 4 ）
。

られた。

は、周波数の高い脳波から低い脳波へ

動物モデルでは、血液中セロトニンレ

脳内セロトニンレベルの増加が脳波

の変化（徐波化）に反映される。前脳基

ベルの増加が脳内セロトニンレベルの

の変化に関与する可能性が示唆されて

底部には大脳皮質活動の増加に関係す

増加を反映する、という結果が得られ

いる。動物モデルにおいて、前脳基底

るアセチルコリン神経があり、大脳皮

ているため（31）、腹筋呼吸法による血

部にセロトニンを微量注入すると、大

質の広範な領域に投射している。した

4
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とが解剖学的に示されている
（13）
。最
近 のGonçalvesら（12）の 研 究 で も、 腹
側前頭前野から背側縫線核に密な投射
があることが報告されていることか
ら、前頭前野の活性化がセロトニン神
経を活性化し、脳波のα波の増加に関
与した可能性が示唆される。
上述した空手道の流派のひとつであ
る剛柔流では、下腹部を意識した呼吸
を特に重視する。剛柔流の形には深く
て長い呼吸とゆっくりとした動作が多
く含まれている。形の持続時間は比較
図 3 腹筋呼吸法中の前頭前野の局所脳血流変動
酸素化ヘモグロビン（oxy-Hb）と総ヘモグロビンレベル
（total-Hb）
は
呼吸法開始後ゆっくりと増加した。（麓: 未発表資料）

的短いが、繰り返し行なう、また複数
の種類の形を組み合わせて繰り返すト
レーニングにより、上述した腹筋呼吸
法と同様の効果が得られるものと考え
られる。
腹筋呼吸法の長期的なトレーニング
効果に関する研究は少ない。Alderman
らは週に 2 回、1 回につき 30 分間、呼
吸に意識を向ける瞑想と 30 分間の有酸
素運動を、健常者とうつ症状のある大
学生に 8 週間行なわせると、両被験者
グループともに抑うつ的な症状が改善
され、脳波で調べた認知的な機能が改
善する結果を得た
（1）
。我々は腹筋呼
吸法を行なったことがない大学生を対

図 4 腹筋呼吸法前後の血液中セロトニンレベルの変化
腹筋呼吸法の終了後に血液中セロトニンレベルが上昇していることがわかる。
VAB：腹筋呼吸法 WB- 5 HT：全血中セロトニン （文献 39 より引用）

象として、腹筋筋電図をフィードバッ
クせずに週に 2 回、1 回につき 20 分間、
15 週にわたって腹筋呼吸法を行なわせ
た結果、POMSの抑うつ的な気分の改

がって、前脳基底部へのセロトニンの

中のα波の変化と血液中セロトニンレ

善が、約 10 週ごろから大きくなる傾向

微量注入による大脳皮質活動の減少に

ベルの間に相関関係があることも示さ

を得た
（麓ら未発表）
。これらの結果か

は、アセチルコリン神経の抑制がかか

れた
（39）。以上の結果から、腹筋呼吸

ら、腹筋呼吸法を週に 2 回程度、1 回に

わることが示唆される。我々の研究で

法中の脳波の変化には脳内セロトニン

つき約 20 ～ 30 分間程度行なわせるこ

は、開眼状態で腹筋呼吸法を行なうと、

レベルの増加が影響していると考えら

とで、安定した心理面の変化を得られ

腹筋呼吸法開始後約 5 分以後にα波が

れる。

る可能性が示唆される。上述したよう

増加する結果を得ている。通常、開眼

上述したように、腹筋呼吸法中に起

に、空手の形を呼吸に重点を置き、長

状態ではα波よりも周波数の高いβ波

こった脳血流の局所的な増加は、前頭

期的な視点で捉えてトレーニングする

が優位に出現するため、α波の増加は

前野の活性化に伴う血流増加を示唆す

ことにより、技術や体力面のみならず

脳波の徐波化を反映すると考えられ

る。前頭前野は脳幹にあるセロトニン

メンタル面での安定した効果が得られ

る。また、我々の研究では腹筋呼吸法

神経と双方向性に線維連絡しているこ

ると期待される。
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3. 武道の踏み込み動作における

横方向に一歩踏み出すという、比較的

み動作の開始直後には重心位置が一度

力の抜きについて

単純な横移動動作を対象として、移動

斜め下方向へ移動し、その後斜め上方

前項では、空手道を含めた武道やス

開始に必要な運動を、移動方向と同側

向への移動が強まるが、非熟練者では

ポーツの試合などに臨む前、もしくは

の脚の力を抜くことによって行なう場

そのような重心移動が起こらない可能

競技中の基本的な心身の状態として、

合と、反対側の脚に力を入れて行なう

性が示されている
（17）
。このことは、

適度に力が抜けた状態を作るための呼

場合が実験的に設定された。前者で

武道の踏み込み動作において後脚で床

吸法の有効性を取り上げた。一方、ス

は、移動速度が大きくなって筋電図活

に働きかける運動の直前に、力を抜く

ポーツから日常生活までに含まれる

動は減少するため、より効率的で素早

運動が起こっている可能性を示唆す

様々な動作において、力を抜くことを

い動作となる可能性が示唆されている

る。しかしながら、この運動に関係す

利用した動作の重要性や力を抜くこと

（38）
。また、二足歩行ロボットによる

る生理学的な測定や空手道の選手を対

同様の横移動動作において、支持脚（移

象にした測定などはほとんど行なわれ

一般的に、力を調節的に入れるより

動方向と反対側の脚）で地面を蹴る横

ていない。

調節的に抜くほうが難しいとされてい

移動と支持脚で地面をほとんど蹴らな

我々は、剣道の熟練者による測定に

る
（15,21）。また、瞬時に力を入れ抜き

い横移動を比較すると、後者のほうが

おいて、踏み込みの開始直前に前脚大

する場合でも、力を入れるより抜くほ

支点となる足関節の負担が少なく、動

腿部の筋電図活動の減少が現れる結果

うで時間がかかり、その差異は運動能

き始めが早い。さらに、支点側の足裏

（8）
。また、光学式
を得ている
（図 5 ）

力の高低で拡大することが知られてい

が滑らずに自然に真横に移動できると

モーションキャプチャを用いて空手道

る（28）。さらに、ある筋の脱力は遠隔

されている。その横移動の方法は、移

の熟練者における腰部の動きを測定す

筋の無意識的な脱力を導き、そのメカ

動側と同側の膝を曲げながら脚全体を

ると
（図 6 ）、筋電図活動の減少後に一

ニズムに大脳皮質一次運動野の抑制回

上方に上げるように横に開いて、ロ

定の時間の遅れを伴って、斜め下方向

路が関与することなども報告されてい

ボットの身体重心を移動側へと倒れ込

への腰部の移動が起こることも分かり

る（23,24）
。

ませ、体重をできるだけ支点に残さず

（10）
つつある
（図 7 ）
。これらの結果は、

に、両脚の運動を同時並列的に行なわ

パフォーマンスに必要なエネルギーを

せることとされている（25）。

筋力発揮のみに依存するのではなく、

に関する研究が行なわれている。

スポーツの初心者や幼児などの動き
はぎこちない。この原因のひとつとし
て、関節の固定や保護を優先させた

このような横移動動作は、テニスの

力を抜くことをきっかけに発生する位

動作戦略として共収縮を優先的に採用

サーブレシーブやサッカーのゴール

置エネルギーの変化をも利用して、素

しているため、関節周りの筋の力が適

キーパーのセービングなど、スポーツ

早く効果的な踏み込み動作を達成しよ

度に抜けていないことが考えられて

場面において多くみられ、力を抜く動

うとする動作戦略の存在を示唆する。

いる。発育発達の過程や動作の習熟に

作が含まれている可能性がある。一

素早く大きな筋力発揮前の筋電図活

伴って力を抜く動作が自然に身につく

方、武道競技などにおける前方への移

動の減少は、基礎的な生理学の研究に

ことが、幼児が立つとき
（26）や子ども

動動作に上述の力を抜く動作が含まれ

おける動作前休止期に相当すると考え

が台か ら 飛 び 降 り るとき
（14）
、バス

ている可能性があるが、報告はほとん

られる。動作前休止期は、あらかじめ

ケットボールのドリブルの習熟
（19）な

どない。剣道や空手道などでは、前方

主働筋に軽度の随意的な緊張を与えた

どを対象とした研究において、共収縮

への鋭い踏み込みとともに攻撃技を繰

状態から急速な動作を起こす際に、動

の減少という観点から報告されてい

り出す踏み込み動作があり（図 5 ）
（8）、

作に先行して約 100 msec程度生じる

る。これらの結果は、習熟による協調

その速度や力強さが勝敗に大きく影響

筋電図活動の休止期のことであり、主

性の高い動作獲得の背景として、関節

する。一般に、踏み込み動作は後脚で

として単関節の等尺性筋力発揮におい

を安定化させるために力を適切に抜く

瞬間的に強く床を押すようにして身体

て研究されてきた。また、運動誘発電

ことの必要性を示唆している。

を前方へ移動させ、前足の足底で鋭く

位と脊髄反射を用いた研究では、動作

一方で、すでに獲得された動作をよ

床をたたくように行なわれる。光学式

前休止期を起こす運動プログラムは脊

り効率的に遂行するために、力を抜く

モーションキャプチャを用いた剣道の

髄レベルではなく大脳皮質レベルで計

ことを利用しようとする研究がある。

踏み込みの研究では、熟練者の踏み込

画されていることも明らかとなって
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いる（2）
。近年では垂直跳びにおいて
も動作前休止期が観察されているが
（32）、スポーツや武道における動作前
休止期についての報告はほとんどなく
今後の研究が期待される。
踏み込み動作において力の抜きを
伴った動作を獲得するために、我々は
傾斜利用によるトレーニング方法の有
効性を検討し始めている。後ろ足を斜
面におき、前足は水平面に置いた状態
で踏み込み動作を行なう。後脚で瞬間
的に斜面を強く押すようにして水平方
向に踏み込み動作を行なうと、傾斜が
あるため身体は自然に斜め下方向へと
落下しようとする。動作の開始時点に
おいてこの落下の感覚を把握した状態
で、水平面において踏み込み動作を行
なうとより効果的な踏み込み動作が得
られるようである。

図 5 剣道の熟練者の面打ちに伴う踏み込み動作開始時の筋電図活動
写真 2（右上）
から写真 3（左下）
の間に、前脚の大腿四頭筋
（前脚、Rectus Femoris）に、
力を抜くことに関係する筋電図活動の減少が観察される。
（文献 8 の内容に基づいて著者作図）

4. まとめと今後の課題
2020 年の東京オリンピック・パラ
リンピックに採用された空手道競技は
世界中の愛好家から支持される競技と
して発展を続けてきたが、科学的な研
究については競技の発展に比べると後
れていると思われる。我々は生理学的
な手法や動作解析を用いて、空手道を
含めた武道競技で必要とされる、リラ
クセーションにつながる腹筋呼吸法と
素早く効率的な踏み込み動作における
力の抜きについて研究を進めている。
国内外で、生理学、運動学、心理学、
バイオメカニクスおよび体力学などの

図 6 空手道の熟練者の踏み込み動作に伴う腰部マーカーの位置変化
被験者は、組手競技で使用される刻み突きという技を、静止した相手に対し自分のペー
スで行なった。仙骨位置のマーカー（sacrum marker）の軌跡が開始位置から斜め下方向
に移動し、その後水平方向へ向けて移動していることが分かる。（文献 10 の内容に基づ
いて著者作図）

学問分野における空手道の研究が散見
されるが、基礎的な研究と技術指導や

採用され続け、また子どもから高齢者

トレーニング指導など武道・スポーツ

および障がい者までの様々な対象に、

現場への落とし込みにつながる応用的

これまで以上に幅広く受け入れられる

な研究がますます増えていく必要があ

重要な基盤になると思われる。◆

る。このような科学的研究の発展は、
2020 年以後もオリンピック・パラリ
ンピック競技として空手道が継続して

謝辞
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授 蝶間林利男先生には、主催されている特定
非営利活動法人ABCAの活動を踏まえて、子
どもたちへの空手道の影響について貴重なご
助言を賜りました。また、東京国際大学教授
碓井外幸先生には、スポーツ生理学の観点か
ら貴重なご助言を賜りました。心より御礼申
し上げます。
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図 7 空手道の熟練者の踏み込み動作開始時の腰部マーカーの変位と筋電図活動
仙骨位置のマーカー（sacrum marker)の垂直方向（下方向）の変位が、前脚大腿四頭筋
（Rectus Femoris of front leg）の筋電図活動の減少後に起こっていることがわかる。
（文
献 10 の内容に基づいて著者作図）
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NSCAジャパンS&Cフォーラム2018開催のお知らせ
2018年度も、
「NSCAジャパンS&Cフォーラム」
を下記のとおり実施いたします。
なお、
「NSCAジャパン第18回総会」
も併せて同日に行います。

■ 日時：2018年6月17日（日）11：00 ～ 16：45
■ 会場：笹川記念会館
（東京都港区三田3-12-12）
■ 講演者：未定
■ CEU：1.0 CEU（カテゴリー A）
■ 参加申し込みについて：
4月上旬から受付開始予定です。S&Cフォーラムの
詳細および申込方法については、次号4月号および
ウェブサイトにてお知らせいたします。

Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan
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