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1. はじめに
剣道は、日本の歴史的背景に根ざし
た剣術の修練をルールに基づいて実践

うになったからである。しかし、無心

き、効率的な稽古やトレーニングを検

になるのは難しく、いまだ“心が動く”

討することで、今後の剣道における競

ことはしばしばある。

技力向上の一助となることを願うもの
である。

してきた経緯があり、鎌倉時代から江

このように、長年の修練を通して鍛

戸時代にかけて行なわれた戦いの場を

錬度が培われた結果として、今に至っ

通して、勝つための手段を構築する日

ている。要するに剣道は、競技者また

本の伝統的な武道として位置づけられ

指導者として長年にわたって現場での

最近日本のスポーツ界は、若い人た

ている。こうした歴史的な伝統を尊重

経験を積み重ねていく中で自己を研鑽

ちが驚異的に強くなり、世界で活躍す

しつつ、現在の剣道は、剣道着、袴、

できる武道・スポーツと位置づけるこ

るようになった。これはなぜだろう

防具を着用し、竹刀を持って相手と対

とができるのである。

か？

峙し、一定の間合いを取りながら有効
打突を競うものとなっている。
筆者は約 60 年間にわたって剣道に
従事し、現在 73 歳である。この年月

本稿では、筆者の
「修行」と
「研究」
、

2. スポーツ界の動向

一つには、2020 年に東京オリンピッ

そして
「指導」実践を踏まえ、論理的な

ク・パラリンピックが開催されること

経験則や科学的視点に基づいて指導実

が一因といえる。各スポーツ団体は、

践の観点からの提言を取り上げる。

世界で勝てる競技者特有の特性体力を

の積み重ねによって剣道の本質に触れ

現場で役立つ研究とは何かを模索す

養成する必要に迫られる。そのため個

つつあり、今が一番楽しいと思えるよ

る中で、故三橋秀三教授・師範から、
「素

人や競技に必要な、研究に裏打ちされ

うになっている。若いころは剣道の

振りをやめろ」と言われたことがある。

たトレーニング方法や指導法などの開

稽古をすることが苦しく、いつやめ

筆者はどうしてもこの言葉に納得がで

発と実施が急務となる。また、国立ス

ようかと思ったこともある。ところ

きず、実験研究を行ない、得られたデー

ポーツ科学センターとも連携し、デー

が 60 歳を過ぎ、65 歳になったころか

タを検証することを志した。これらの

タの蓄積を行なっている。新人の発掘

ら徐々に楽しさを得られるようになっ

研究が、筆者の競技力向上と現場での

と指導者の養成は結果を出すためには

た。それは相手と対峙したとき、攻防

実践指導において役立っていることに

不可欠であり、国を挙げての一大プロ

動作の展開の中で相手の動きを察知で

疑いの余地はない。以降、継続して現

ジェクトの一環を担っている。同時に

き、仕掛けての打突や出頭を捉えるこ

場で役立つ研究を展開するに至った。

トップアスリートの家庭環境も見逃し

と、相手の動きに応じて打突できるよ

これまでの研究で得られた知見を紐解

てはならない。幼少のころから親とと
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もに当該スポーツに関心をもち、苦し

法の研究が絶対条件となる。これから

る我々は、常に人格の向上を目指し、

さの中に楽しみを見出し、実践し英才

の剣道における指導やコーチングは、

自ら品格を備えるように努力すること

教育を行なっていることも優秀な若い

科学的研究と論理的研究（経験則）そ

も意識しなければならない。

アスリートが生み出されるひとつの要

して根性論（ハードな稽古やトレーニ

因であろう。

ング）の融合が必要であると考えてい

3. 剣道の目的と特性

二つ目に、日本列島にスポーツ施設

る。体育・スポーツ界において、根性

剣道は、現代社会において、日常生

が充実してきたことも大きな要因であ

論が否定されて久しい。しかし科学的

活とは切り放せない密接な文化のひと

る。これにより関連競技人口が増え、

根拠と論理的研究に基づいた根性論の

つとして世界的規模で実施されてい

スポーツの大衆化を促す一因となった

指導が日本人には適しているかもしれ

る。剣道修行の動機や目的は、図 1 の

といえる。しかもその地域で指導にあ

ない。スポーツ界全てではないが、そ

（競技剣道）、段位取
ように競技として

たる人たちが文部科学省公認の社会体

の練習やトレーニングを拝見すると科

得として（段位剣道）、健康のために
（健

育指導者資格（「地域スポーツ指導者養

学的根拠に基づいたハードで厳しい体

康剣道）、理合を会得する（形剣道）
、

成」
）のライセンスを取得し、指導者と

力、技術、戦術、精神力のトレーニン

己を磨き高める
（教養剣道）と分けられ

して活躍していることも要因のひとつ

グを導入し、競技者の競技力向上に努

る。それぞれの目的は独立したもので

である。

めている。これらトレーニングの積み

なく、お互いに密接な関連を有してい

重ねが世界で勝てる競技者の育成につ

る。例えば、競技剣道を修行する者に

ながっていると思われる。

とって健康でなければその目的は達成

三つ目に、日本におけるスポーツ科
学とトレーニング科学の研究成果が現
場のコーチや指導者に還元されたこと

全日本剣道連盟では、全日本強化選

できない。健康のための剣道を行なっ

が挙げられる。これまでスポーツの指

手を講習するとき「剣道男子強化訓練

ている者にとっても競技的な要素が

導に関しては指導者の経験則や体験智

講習会」
、
「剣道女子強化訓練講習会」、

あったほうが長続きするし、楽しみを

によって行なわれることが多かった

「剣道選抜特別訓練講習会」という名称

深めることができる。さらに、段位取

が、この経験則や体験智に科学のメス

で講習会を行なう。つまり、一般に

得や“剣の理”を取得する形剣道は、生

を入れ、実証することで、より洗練さ

用いられている技術練習のことを「訓

涯にわたり質を高める文化的側面を有

れたトレーニング方法や指導に役立て

練」として扱っているのである。日本

している。教養剣道は、広い知識から

ることが可能となる。これまで蓄積さ

語の訓練という用語は、「教え練る」と

得た心の豊かさと幅広い精神、そして

れてきた日本のスポーツに関する科学

解されている。徹底的に練ることによ

技術の修行を積んで心身の調和を図

的研究の成果と対比しつつ
「何を」
「ど

り力が抜けて洗練され強くなると同時

り、豊かな精神的活力を身につけるこ

のようにすればよいのか」について、

に
「美」を感じるようになるというもの

とができると考えられる。

各個人や競技種目に対応する新たなト

である。例えば、全日本強化訓練講習

剣道は、剣道着・袴をはき、剣道具

レーニング指導方法が展開され、具現

会における午前の訓練内容は、素振り

を付け、竹刀を持って相手と向き合い、

化されつつあると考えられる。

のみを徹底的に訓練する。すると午後

一定の間合を取り攻め合う中で打突の

ところで筆者は、剣道の修行を行な

の稽古が終わるころには、訓練生たち

好機を瞬時に捉え有効打突を得ること

う中で研究とそれに基づく実践指導の

の技に冴えができ、一段と強くなった

環境に育まれ、現在も修行中である。

のを感覚的に感じるようになる。この

これまで自身が強くなるために
「何を」

ような、個々の剣道競技者が持ち合わ

「どのようにすればよいのか」について

せている技量を思う存分発揮できるよ

実践指導している。剣道の指導者は、

う、過酷でハードな訓練を課す場をつ

強くならなければ指導できない。剣道

くることの有効性は、長い剣道の歴史

の指導は、競技剣道を目指している剣

の中で証明されている。ゆえにこれが

士に指導内容をいかに理解させ、実践

技術的な面における剣道流コーチング

させるかである。そのためには指導者

といえるのである。また、スポーツを

自身が強い（地力がある）ことと、指導

科学する、あるいは指導する立場にい

図1

剣道の動機・目的
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に集中する。試合は 4 分から 5 分、審

て楽しいものではなく、どちらかと言

査においては 1 分から 2 分の戦いであ

えば苦しかったのが本音である。現

筆者は、全剣連の理事、常任理事と

るため、比較的短時間の競技といえる。

在 73 歳であるが、今が一番楽しいと

しておおよそ 17 年間携わった。その

しかし、試合全体を考えれば、勝ち上

感じている。それは相手と対峙し、攻

間、普及委員会、社会体育委員会、試合・

がれば優勝戦までに 6 試合から 7 試合

防動作の展開から適切な機会に技が自

審判委員会、強化委員会、指導委員会、

対戦することになる。よって、瞬発力

然に発現し打突できること、相手に防

将来構想委員会で仕事をさせていただ

が必要であると同時に、数試合を戦い

御されても捨て身の技が発現できれば

いた。ここでは、本論と関係する普及

きるための持久力も必要である。試合

よいと考えるようになったこと、また、

委員会と社会体育委員会、強化委員会

日には、早朝からコンディションを整

相手の打突に対して出頭技や応じ技が

について述べる。

えつつ開会式に臨み、再び試合に向け

できるようになったこと、さらに、打

て調整を行なってから出場する。トー

突後の技へのつなぎが自在に可能と

ナメント方式で勝ち上がっていくと夕

なってきたことである。それは間合い

方までかかり、全体として約 6 時間か

における攻防から相手の動きを
「よみ」

細についてはご一読願いたい）
。

（1）普及委員会・社会体育委員会
普及委員会は、剣道の普及・発展の
ために何をすべきか様々な角度から議

ら 7 時間の長い日程となる。また、審

（予測・予知・察知）、反射的に打突で

論され、新たな方策を考えるセクショ

査においては、試合と同様に早朝から

きることが必要で、絶対感覚の創出で

ンであった。一方、社会体育委員会は、

準備をし、審査の受付を行なってから

あると感じている。このように剣道は

普及委員会から独立して設置された

再びコンディションを整えて審査に臨

加齢とともに強くなる可能性がある競

新たなセクションである。1991 年
（平

む。例えば 8 段審査は、一次審査に合

技である。実際、60 歳代、70 歳代の

成 3 年）
、当時の武安専務理事が普及

格すると二次審査があり、二次審査が

高段者の剣道家に対し、全日本剣道選

委員会にて、
「剣道界は、高段位をも

始まるのはおおよそ 17 時から 18 時こ

手権優勝者や世界剣道選手権優勝者が

つ者が直ちに指導者になります。指導

ろになり、二次審査に合格すると形審

稽古をお願いしても、打突できない、

者は必要な知識や教職を備えていなけ

査へと進む。よって全体が終了するの

また打突したとしても出頭技や応じ技

ればなりません。段位がたとえ低くて

は 19 時から 20 時近くになることもあ

で対応されてしまうということが起こ

も必要とされる知識と教養を備えた人

る。

る。また、自身の練度が高まることに

が指導者として尊重されます。これか

日本で最も最難関とされている剣

より、相手に“心”で打たれることを感

らは、指導資格をもった人たちによっ

道 8 段審査の 2017 年における審査結

じるようになる。これらは、他のスポー

て活動する剣道界を創っていこうと思

果は、表 1 のとおりである。年間の受

ツでみられない特性であろう。

います。」と宣言された。これを契機に

審者数は 3,747 名で合格者 25 名、合格
率 0.7%であった。ここからいかに難し
い審査であるかがわかる。8 段審査は、

普及委員会から独立して社会体育委員

4. 全日本剣道連盟の概要と動向

会が発足した。筆者は、この社会体育

剣道の統括団体である全日本剣道連

委員会に所属し、文部科学省から通達

7 段を取得してから 10 年の修行年が必

盟
（以下、全剣連）は、剣道の歴史や剣

があった
「社会体育指導者資格」の地域

要で、46 歳から受審できる。このよう

道の理念、剣道修練の心得、剣道指導

スポーツ指導者養成のための資料づく

（地力）の
な段位制度は、自身の技能力

の心得、また、剣道に関する事業など

りに 3 年間携わった。この制度は、す

指標となり、修行の度合いを表すもの

インターネット上で公開している（詳

でに他のスポーツ団体で実施されてい

である。他方、称号制度は人格識見を
評価するものであり、錬士・教士・範
士がある。これらも剣道のひとつの文

表1

剣道 8 段審査の結果

2017 年の 8 段審査結果

化的特徴である。
筆者は、剣道の手ほどきを受けて

開催日

開催地

受審者数

合格者数

合格率

5月1日

京都府

875

8

0.9

5月2日

京都府

867

5

0.6

から 58 年間の半世紀強にわたり修行

11 月 29 日

東京都

1,028

5

0.5

中である。65 歳のころから剣道がよ

11 月 30 日

東京都

977

7

0.7

うやく楽しくなった。それまでは決し

合計

3,747

25

0.7
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たが、剣道界には段位制度があり、高

らい、剣士たちの心身両面のケアとト

形の必要性
（1）
、剣道の初心者指導法

段位を取得すれば地域スポーツ指導者

レーニングの知識と教養、さらにト

（2）
、剣道一流競技者の技術および技

として指導に従事できるシステムに

レーニングの実践を取り入れることで

の発現打突、打突動作における筋の働

なっていた。そこで従来のシステムを

あった。剣道界では
「剣道をすればよ

きや関節の動きと呼吸相などの生体に

改め、1994 年
（平成 6 年）に第 1 回社会

く、トレーニングは必要ない」という

関する研究（4,7,21,27）、打突動作にお

体育指導者養成講習会が開催された。

考え方があり、新たなことを取り入れ

ける
「手の内」の研究として竹刀に加わ

全剣連としては、公的な事業であり、

ることは至難の業であった。筆者は、

る力の分析
（41）
、指力分析
（8-14）、打

画期的であった。

強化委員会で世界選手権のための強化

撃力や床反力などに関するバイオメカ

訓練講習会でスポーツ科学とトレーニ

ニクス的研究
（3,23,25）
、また剣道稽古

ング科学の講演を行なうよう提案し、

中のエネルギーの使われ方や持久性

筆 者 は、1997 年
（ 平 成 7 年 ）に

福永哲夫先生
（当時東京大学所属）を招

（4,15,28,29）、といったテーマについて

第 10 回世界剣道選手権大会の女子監

聘し、講義を行なっていただいた。こ

の研究も実施した。さらに、稽古を行

督を務め、優勝することができた。こ

のとき講義に参加していた選手は、い

なっている中で、40 歳を過ぎてから

の経験から強化委員に選考され、世界

まや日本の代表的な指導者である。今

体力の低下が手に取るように感じられ

剣道選手権大会の強化訓練講習会に講

後もスポーツ科学、トレーニング科学

た。そこで、これを補うための体力に

師として携わることになった。これま

の研究成果をスポーツ団体で取り入れ

関心が向き、剣道修行者の形態および

で高校生、大学生は選手強化の候補に

ることで、日本のスポーツ界をより発

機 能 的 特 性（16-19,22,26）、 特 に 筋 力、

挙がらなかったが、筆者が委員会にて

展させる一助となることを願うもので

スピード、パワーなどの測定を実施し

高校生、大学生の参加を強く要請した

ある。現在、全剣連にはスポーツ医科

た。これらの測定から、体力トレーニ

ところ、強化の対象となった。しかし、

学委員会が設置されており、ドーピン

ングの必要性を感じ、日々実践に努め

強化訓練を重ねている中で、世界選手

グ問題や剣道医学などに取り組んでい

ている。またさらに、試合分析
（38,39）
、

権を目指している選手との実力差が大

るが、剣道を科学することや剣道に必

これまでの経験則や体験智に基づい

きすぎたため、候補から除外されるこ

要な科学的トレーニングの実証・導入

た論理的研究として教養剣道の原理

ととなった。これを受けて筆者は再び

はまだ十分とはいえないと考えてい

（31）、剣道で学び得たもの（35）、剣道

委員会において提案を行ない、将来を

る。今後は各種学会で発表されてきた

の修行過程における攻防一致から攻応

担う高校生以上で 25 歳までの剣士を

剣道に関する知見の整理と新たな科学

一致への検討
（37）
、年齢とともに伸び

選抜、対象とした全日本選抜特別訓練

的研究のプロジェクトチームを構築

ていく剣道
（40）などの研究を試みた。

講習会
（骨太剣士）を立ち上げた。この

し、指導、コーチング、稽古、トレー

これらの研究が筆者の修行と指導実践

講習会において、実力的に上位の選手

ニングに役立てられることが望まれ

に多いに役立っている。本項では、論

たちとハードな稽古を行なうことで心

る。

理的研究と実験的研究についてと、各

（2）強化委員会

以降の項目では、筆者が取り組んで

研究の中から竹刀に作用する力を測定

上達・成長を促すことができた。また、

きた論理的、実験的研究の一部をご紹

することによる打突動作の研究例を紹

ただハードで厳しい稽古ではなく、
『交

介したい。

介したい。

身両面に負荷をかけ、ジュニア選手の

剣知愛』の指導精神がなされるよう意
識した。そのことが指導者と受講者の

5. 剣道の研究

（1）剣道の論理的研究
剣道の概念

信頼関係につながり、成長し上達して

筆者は学生時代、「間合いの中に何

いる要因と考えている。今後はスポー

かある」と常々考えていた。大学卒業

筆者はこれまで、
「剣道の概念とは

ツ界のみならず、全ての業界において

後、学生とともに剣道の稽古や修行を

何であるか」を表現するために、図を

若い力が必要であろう。

行ないつつ、この課題に対して様々な

様々に作成しており、それをまとめた

筆者がもうひとつ委員会で進言した

方面からのアプローチにより剣道を科

ものが図 2 である。剣道は対人競技で、

のは、帯同ドクターとトレーニング

学することが必要であると考え、次の

身体運動学的には打突運動に分類され

コーチに強化訓練講習会へ参画しても

ようなテーマの解析から試みた。剣道

る。またその練習は稽古（古［いにしえ］
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を考える）といわれ、有効打突
（一本）

身
効

体

打突とする。また、ただ打突したので

・

は一本とはならず、打突後に
『残心』が

道の文 化 ・ 教 養 剣 道

創 造

心
有

稽

らず、気・剣・体が一致した技を有効

身

身

を得るために心身が調和しなければな

創

和
突

が必要であるとの考えから、適切な構

共

調
打

古

動

をしてはならず次の備えを行なうこと

心

運

必要となる。残心とは、攻撃後に油断

えをとることである。よって、有効打
突の判定があっても、ガッツポーズを

（人間性）
（生命力）

（人）

取るなど残心がみられなければ取り消
しされる。この点が他のスポーツと違

図2

剣道の概念

う競技特性であろう。また、礼儀作法
が正しく行なわれない場合は再度やり
直しをしなければならない。剣道は礼
有

に始まって礼に終わることを最も重視
身

している。これは、相手に敬意をもつ、

身

構え

攻め

打突

残心

働
効

つまり相手がいるから成り立ち、相手
に強くさせていただいているという概

心気力一致

ての特性といえる。また、対人的運動

気剣体一致

打

念であり、剣道の伝統的運動文化とし
体

創造性が養われることから、これを共

心

創という。共創の継続が、
「道」の文化

予測
よみ

判断
決断

行動
実行

備え

無心

突

として互いに技を発現することにより

となる。
図3

剣道の技術構造とその研究

剣道の技術構造

図 3 は、剣道の技術構造の模式図で
ある。剣道の稽古・試合は、技術面
（身）

ことが求められる（残心）。

解決の論理的研究などである。また、

以上のような剣道の概念と剣道の技

剣道のスポーツ医科学的研究やトレー

体（身）
、つまり現象面に表れる技術は、

術構造を踏まえ、実際の指導現場で役

ニング科学の知見は、論理的研究を裏

相手と対峙して構え、適切な間合いを

立てることを可能とするために、筆

付けるものとなる。今後は、科学的研

図って相手を攻め、崩し、隙の生じた

者はこれまでに各種研究を実施してき

究と理論的研究、そして客観と主観的

ところを一挙動
（一拍子）で打突して残

た。すなわち、構え・姿勢は、どのよ

研究などを融合した総合的な科学研究

心を取る。また、相手の打突に応じて

うにすべきかの実験研究、攻めはどの

により、研究者と現場指導者の融合が

技を返すことによっても有効な打突を

ようにするか、また、適切な間合いを

図られる必要がある。

生む。

図るにはどうすべきか、VTRによる各

と精神面（心）から成り立っている。身

一方、精神面
（心）としては、相対関

種動作分析、打突はどのようにすべき

係としての攻防動作中に相手の動きを

かの実験研究、一本の有効打突の価値

剣道は前述のとおり、身体運動学的

予測・察知し（よみ）
、瞬間的に判断・

観はどうあるべきか、また、残心の身

には打突運動に分類され、竹刀の操作

決断して行動・実行すると同時に、次

構え、気構えから技をつなぐにはどの

と身体移動がその中核となる。した

につながる心構えと気構えを創出する

ようにすべきかといった、主観的問題

がって、竹刀を適切に保持することと

8
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（2）剣道の科学的研究

その操作、および身体の制御が必要と

【実験方法】

で打突する動作）と試合要領（竹刀を

実験室において手の内を測定する

小さく振り上げ速く打突する動作）を

竹刀の握りは、
『手の内』
といい、
「茶

ために、4 枚の鋼板にストレインゲー

各 10 回実施した。各動作における関

巾絞りで打て」と教えられることがあ

ジを貼付し、竹刀の柄頭に設置した

節の動きをみるためにエレクトロ・ゴ

る。これはつまり、雑巾を絞るように

（図 4 ）
。 そ の 上 で、 面 打 突 動 作 の 基

ニオメーターを作成し、肘関節に取り

打ちなさいということであり、これま

本要領
（竹刀を大きく振りかぶり全身

付けた。測定したデータは磁気テープ

なる。

で伝統的に行なわれている教示である
が、はたして正しいのか、筆者にとっ
ての疑問のひとつであった。そこで、
手の内の研究として以下を実施・報告
している。
・打撃動作時の握りについて
（8）
・剣道打突における握りの研究
（9）
・打撃動作時の竹刀に作用する力の分
析（41）

図4

竹刀の柄部に鋼板
（ABCD）
を取り付けた模式図

鋼板は、長さ 15 cm、幅 1.5 cm、厚さ 3 mm。鋼板にストレインゲージを貼付し、
竹刀の柄部に設置した。

・素振り時の竹刀に作用する力の分析
（10）
・剣道打撃動作時の指に作用する力の
分析（11）
・打撃動作時の指力の分析
（12）
・剣道打撃動作時の指力分析～上段の
構えを中心に～
（13）
・上段の構えからの剣道打撃動作にお
ける指力発揮の分析
（14）

X-Y
Recorder

これらのうち本稿では、①手の内の
研究として竹刀に作用する力の分析、
②素振り時の竹刀に作用する力の分

Recti
corder

析、③打撃動作時の指力の分析に関す
る研究と、その現場への応用について

図5

Data
Recorder

Strain
AMP
Gonio
AMP
EMG

手の内の実験風景。左右の上腕二頭筋と左右のエレクトロ・ゴニオメーター

概要を紹介する。
①竹刀に作用する力の分析研究の概要
剣道は、稽古の前に必ず素振りを行
なう伝統がある。一方で、前述のとお
り当時師範から素振りをやめるように
言われたことから、筆者は納得できず、
福永哲夫先生を訪ねた。すると研究活
動を行なってはどうかと提案いただ
き、これが本格的な実験研究の始まり
であった。まずは打突動作や素振りに
おける竹刀への力のかかり方
（作用）に
ついて分析することにした。

写真 1

実験風景
（被験者:故三橋秀三範士）
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Subj. K.H

Trained

Subj. N.T
Men（Shiai）

Men
（Kihon）

Untrained
Men
（Shiai）

Left Arm

Left Arm

Right Arm

Right Arm

Men（Kihon）

図6

面打突時の基本要領と試合要領記録で 10 回重ね合わせた。左側が熟練者、右側が未熟練者

大約 140°であった。ここから完全に

力は 0.3 秒後に約 17 kgの作用がみられ

（図 5、写真 1 ）。

伸 展 せ ず に 少し曲がった状態で打突

た。このパターンは基本要領のときと

【結果と考察】

している。また、左手における上下の

ほぼ同じである。一方、左手に作用す

図 6 は、面打突動作の基本要領と試

力の作用は、いずれも振り上げ、振

る力をみると、基本要領では 2 度にわ

合要領について、動作開始から打突時

り下ろしの際に 2 度にわたってみられ

たって力を発揮していたが、試合要領

までの記録を 10 回分重ね合わせたも

た。すなわち、下向きの力は動作開始

では 1 度の大きな力の作用がみられた

のである。1 番上が右肘関節の角度、

か ら 0.2 秒 後 に 約 6 kg、 さ ら に 0.6 秒

のみであった。下向きの力は約 13 kg、

次が右手の上の力、つまり柄の上側に

後には約 12 kgの作用がみられた。一

上向きの力は約 17 kgであった。

加わる力で、力の作用方向は上から下

方上向きの力は、動作開始 0.2 秒後に

未熟練者では、基本要領においては

向きである。その次は右手の柄の下側

約 3 kg、さらに 0.6 秒後に約 12 kgの作

熟練者とほぼ同じような傾向を示した

の力で力の作用方向は下から上向きで

用がみられた。このように、右手、左

が、試合要領では熟練者と異なり、右

ある。下 3 つは同様に左腕のものであ

手のいわゆる「手の内」について、右手

肘関節に大きな屈曲がみられた。また

る。ゴニオグラムおよび力曲線はとも

では竹刀の上下に作用する力において

竹刀の柄に加わる力の様式も一定した

に右上腕二頭筋の筋放電開始からト

時間的に大きなずれがみられたが、左

型を示していなかった。

レースしたものである。

手では、ほぼ同時に上下の力が作用す

に記録し、X−Yレコーダーで再生した

熟練者は、右肘関節の屈曲が始まり、
屈 曲 角 度 は 最大で約 110 °であった。

以上のように、面打突動作において、

る傾向がみられた。そしてそれは 2 度

熟練者、未熟練者を問わず、右手と左

出現していた。

手では力の出現状況に大きな差異がみ

ここから伸展動作が始まり、肘関節を

次に、試合要領の速い動作で行なっ

られた。このことは、竹刀の振り上げ

十分に伸ばして打突している。この竹

た場合では、基本要領と比較して、右

および振り下ろし時において、右手は

刀の振り上げ、振り下ろし間において、

肘はわずかな屈曲
（ 約 150 °）の 後 に

握るというよりも
“引く”あとに“押す”

右手では動作開始から約 0.2 秒後に上

伸展しているが、左肘はいきなり伸

という動作で行なわれていることを意

向きの力が約 7 kg作用し、0.8 秒後に

展が起こっている。この動作中にお

味している。一方左手では、上下同時

は下向きの力が約 6 kg作用していた。

ける力の作用をみると、右手におい

に 2 度にわたって力が作用しているこ

一方左手では、肘関節は右手ほど

て、上向きの力は動作開始 0.2 秒後に

とから、これはいわゆる竹刀の振り上

大きな屈曲はなく、動作開始から最

約 8 kgの作用がみられ、一方下向きの

げ、振り下ろし時に“握る”力が働いた
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と考えられる。
Men
（Kihon） Right hand

図 7 は、面打突時の右肘関節角度と

レコーダーで連続的に記録したもので
ある。左側が熟練者、右側が未熟練者

Impact

である。熟練者では、基本要領にお

Men
（Kihon） Right hand

Subj. K.H
Force
（Downward）kg

図 4 のA）に作用する力の変化をX－Y

Force
（Downward）kg

右手の上側（力の作用方向は下向き、

Trained

Unrained

Impact

Subj. N.T

Start

Start

いて肘関節は約 115°が最大屈曲であ
り、そこから伸展が開始され、下向き

て右肘関節の屈曲はほとんどなく、肘
関節 160°において約 15 kgと基本要領
の約 2 倍の力によって竹刀が振り下ろ

Force
（Downward）kg

る。試合要領では、基本要領と比較し

Force
（Downward）kg

の力によって竹刀が振り下ろされてい

（Shiai）
（Shiai）

Impact

Impact

Start

されている。また、相手へのインパク

Start

ト時の肘関節角度は熟練者で 180°と

Angle of elbow joint
（Degree）

ほぼ伸びきった状態で打突している。

図7

一方未熟練者では、両要領とも 10 回

Angle of elbow joint
（Degree）

面打突時の右肘関節角度と右手の上側に作用する力の変化

の試技における動作のばらつきが大き
かった。また、打撃時における肘関節

レコーダーで連続的に記録したもので

Force
（Upward）
kg

図 4 のB）に作用する力の変化をX－Y

Force
（Upward）
kg

図 8 は、面打突時の右肘関節角度と
右手の下側
（力の作用方向は上向き、

Men
（Kihon） Right hand
Unrained Subj. N.T

Men
（Kihon） Right hand
Trained Subj. K.H

の伸展が約 170°
と不十分であった。

Impact

Impact

Start

ある。左側が熟練者、右側が未熟練者

Start

である。熟練者は、基本要領において、
動作開始直後から肘関節屈曲約 140°
において 6 kgの上向きの力によって竹

（Shiai）

刀を振り上げ、最大屈曲約 110°から

（Shiai）

約 8 kgの力が作用して伸展が行なわれ
ている。
【まとめ】

Impact
Force
（Upward）
kg

は、肘関節の屈曲はみられずいきなり

Force
（Upward）
kg

伸展が起こり始めている。試合要領で

Impact
Start

Start

a. 面打突動作において、熟練者では基
本動作と試合動作における大きな差
異がみられた。すなわち、基本要領

Angle of elbow joint
（Degree）

図8

Angle of elbow joint
（Degree）

面打突時の右肘関節角度と右手の下側に作用する力の変化

では肘関節の屈曲がみられるが試合
要領では屈曲がみられず、いきなり
伸展がみられた。また、試合要領で
は、基本要領の約 2 倍の力が作用し
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ていた。

Suburi（Slow）
Trained Subj. K.H

b. 両手における竹刀の柄に作用する力
の様式についてみた結果、右手では
“引き”
“ 押し”の 2 つの力の作用が柄
の下側および上側に時間的にずれて
現れている傾向があり、左手では上
下に作用する力が同時に出現する傾
向がみられた。このことは、右手は
竹刀の柄に対して単なる
“引き”
“押
し”
の動作であり、左手は柄を
“握る”
動作が行なわれているものと考えら
れる。
c. 熟練者は未熟練者と比較して 10 回

図9

熟練者における前進後退正面素振り
（ゆっくりの動作）

の試技の動作のばらつきは少なく、
Suburi（Fast）
Trained Subj. K.H

ほとんどが同じような動作パターン
で行なわれていた。逆に未熟練者は
ばらつきが大きかった。
②各種素振り時における竹刀への
力の作用に関する研究の概要
打突運動を中心に行なうスポーツ
は、素振りが基礎・基本動作として重
要視されている。三橋
（42）は、剣道の
素振りについて、打撃の竹刀操作を基
礎的に練習する方法として位置づけ、
関節可動域を大きく、リズミカルに行
なえるようにする効果があると述べて

図 10

熟練者における跳躍正面素振り
（速素振り）

いる。また村上ら（43）は、竹刀の動く
基本的な方向を知り、打突に必要な手

下に作用する力を測定し、素振り時の

ほとんどみられない。左肘関節につい

と身体の動きの調和を図り、打の基礎

手の内について分析した。

ては、右肘ほど屈曲動作が起こらず、

を体得させようとするものであると述

【結果と考察】

上腕二頭筋の活動も小さい。しかしな

べているが、素振りに関する科学的な

図 9 は、熟練者の前進後退正面素振

がら、1 回の素振りが完了するタイミ

分析に関する報告は当時みられなかっ

りをゆっくり行なった場合の記録であ

ングで上向き、下向きの力ともに作用

た。

る。上から、右上腕二頭筋の筋放電活

しているのがわかる。特に下向きの力

そこで、前項の分析で使用した竹刀

動、右肘関節角度、右手の上側の力（下

が大きい。

を用いて、素振り時に作用する力につ

向きの力）、右手の下側の力（上向きの

図 10 は、熟練者の跳躍正面素振り

いて調査するための実験を行なった。

力）であり、下半分は同様に左手のも

（速素振り）の記録である。右手におい

熟練者を対象に、正面素振りをゆっく

のである。右肘関節は、上腕二頭筋の

ては、ゆっくり行なった場合と比較し

り
（前進後退正面素振り）と速く
（跳躍

活動が起こるのと同時に屈曲し、素振

て、上腕二頭筋の活動および肘関節の

正面素振り）連続的に 10 回行ない、左

りが完了するタイミングで右手におい

屈曲・伸展角度、また竹刀への力の作

右上腕二頭筋の筋放電活動、左右肘関

て小さな上向きの力が作用しているの

用について同様の傾向がみられたが、

節角度の変化、および右手、左手の上

がみてとれる。一方で、下向きの力は

特に竹刀に対し上向きの力が大きく作
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用しているのがみてとれる。一方、左

【結果と考察】

【実験方法】

手に関しては、1 回の素振りの中で上

被験者は、H.A（ 35 歳、7 段）、H.O

図 11 は、各被験者の面返し胴打突

下ともに 2 度の力が作用している点で

（ 26 歳、5 段）、I.S（ 22 歳、4 段）、H.U

の動作開始前から打撃点までの記録を

特徴的であった。また、ゆっくりと行

（ 22 歳、4 段）、K.A
（ 21 歳、3 段）の剣

打撃点を基準にして 10 回重ね合わせ

なう素振りと比較して、左手がより大

道経験者であった。対象動作は、剣道

トレースしたものである。縦軸におい

きな力を発揮していることがわかっ

の打撃動作の中でも竹刀操作を行なう

ては上から順に、RAが右肘関節角度

た。

上で最も指の働きが重要であると思わ

変化曲線、LAが左肘関節角度変化曲

以上のことから、素振り動作におい

れる応じ技の「面返し胴」と「面すり上

線、RⅡが右手の人差し指、RⅢが右

て、右手と左手では力の出現状況に差

げ面」
、そして「胴打ち落し面」をそれ

手の中指、RⅣが右手の薬指、RⅤが

異がみられた。これは、右手では竹刀

ぞれ 10 回ずつ行なった。以下に、面

右手の小指の各力曲線を示したもので

を振り上げる際に右手が関与している

返し胴についての結果を紹介する。

ある。LⅡからLⅤは同様に左手のデー

こと、一方左手は、上下同時に力が作
用していることから、いわゆる竹刀を
“握る”力の出現であると考えられた。
さらに速い素振りの場合は、その速度
を操作するためにより頻繁に、かつ大
きな力を竹刀に作用させることが必要

写真 2

竹刀型把持力計
（竹井機器社協力）
を試作

であることがみてとれる。

'men-kaeshi-do'

【まとめ】
a. 右手、左手が竹刀の柄に作用する力
の様子をみた結果、右手は竹刀を振
り上げる動作時に関与していること
が示唆された。また、左手は竹刀を
振り下ろすときに握る動作に関与し
ていると示唆された。
b. 速い素振りは、ゆっくりした素振り
と比較して、左手においてより頻繁
に、かつ大きな力が作用している。
③打突動作時の指力の分析に
関する研究の概要
剣道の手の内を明らかにするために
前 2 項のような実験を行なったあと、
指に加わる力、つまり指力の研究に興
味をもった。そこで写真 2 のような竹
刀型把持力計（竹井機器製）を試作し、
右手および左手の第Ⅱ指
（示指・人差
し指）
、第Ⅲ指（中指）
、第Ⅳ指
（環指・
薬指）第Ⅴ指（小指）に加わる力を測定
した。

S：動作開始時
O：応じ点
B：打撃点
RA：右肘関節角度
LA：左肘関節角度
RⅡ：右示指 RⅢ：右中指 RⅣ：右環指 RV：右小指
LⅡ：左示指 LⅢ：左中指 LⅣ：左環指 LV：左小指

図 11

面返し胴打突の指力
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タを示したものである。横軸は、Sが

で握り絞めて打て」という指導をよ

動作開始時、Oが応じ点、Bが打突点

く反映していた。

先取り研究が課題となろう。一方で、
現場の指導者と研究者が協力し合いな

である。肘関節の角度変化については
上振れが屈曲を表す。肘関節について

「よみ」
「予測」
「察知」する能力、つまり

6. 実験的研究の現場への応用

みると、各被験者とも構えから両肘と

以上、打突動作時の竹刀に作用する

もに屈曲して応じ、応じ点後に最大屈

力の分析から、実際の現場で行なわれ

曲となり、その後伸展して打突してい

てきたこと、また筆者が経験したこと

た。

に対して一定の示唆が得られた。

がら有用な知見を積み重ねるために
は、相応の支援体制が必要である。こ
れには経済的な支援も含まれる。
これまですでに優秀な科学的研究論
文が埋蔵されている。これらを現場で

まず、今回紹介した研究例は、当時

活かしつつ、新たな研究プロジェクト

各被験者とも全体的に左手のほうが大

師範から
「素振りはやめなさい」と指導

による知見の積み重ねと現場との融合

きな力を発揮していた。またその指力

いただいたことに端を発した。そして

が必要であろう。◆

の様相をみると、左手では打突直前に

素振りと実際の打突動作における力発

小 指 お よ び 薬 指 が 10 ～ 20 kgの 大 き

揮分析のひとつとして、竹刀に作用す

な力を発揮していた。人差し指、中指

る力およびそのときの肘関節の屈曲・

は肘関節屈曲時、すなわち応じ点前か

伸展動作の状況を記述した。分析の結

ら応じ点にかけて 5 ～ 6 kgの力を発揮

果、熟練者と未熟練者では動作の再現

していた。一方右手では、各指とも肘

性において大きな差がある、すなわち
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