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1. 緒言 
 武道は運動類型的には対人競技であり，様々な

武道の技術もこの対人性にもっとも特性を現して

いると思われる。その対人競技である剣道におい

ては，間合の巧拙が勝負に影響を及ぼす要素の一

つと捉えられている。間合とは，一般的に，中段

に構えた時の相手と自分との距離関係をいう。 
 近年，巽ら１）は，DLT 法を用いた移動軌跡の分析

から，剣道試合中の間合における間隔の出現頻度

を報告している。試合時の間合の経時変化をみる

と，一定のリズム，すなわち周期性の存在を感じ

取ることができる。巽らは，試合中の間合の経時

変化を波形として捉え，間合波形の周波数解析を

試みている。この研究によれば，高段者の試合は，

より定常性や規則性のあるリズムで展開されてお

り，中学生群や大学生群の試合のリズムには，周

期性は認められなかったと報告されている。しか

し，この研究には，データのフィルター処理の仕

方に問題があり，ノイズに相当する部分も混入し

ている可能性もある。解析精度の向上には，ノイ

ズの除去が必須であり，剣道試合のＶＴＲ撮影か

ら得られた画像データに最適のフィルタリングを

施す必要がある。したがって，本研究では，最適

遮断周波数を決定したのち，中学生選手，高校生

選手，全日本選手権選手を対象に，これらの間合

波形の周波数解析を行った。 

図１ 残差分析法による最適遮断周波数の求め方 

2-4 パワースペクトル密度について 

 図２のような間合の経時変化を描く間合波形を

用いて，パワースペクトル密度を求めた。(図３)

間合波形を一連の周波数の和と考え，周波数成分

の分布の違いによって間合波形を分類することが

できる。この周波数成分の分布を示すものが，パ

ワースペクトル密度である。なお，実際の体移動

に対応する周波数の範囲は，1 秒に 1 回（1.0Hz）

以上のリズムとなると，細かい足捌き等の運動に

なり，体移動のリズムとは異なると判断される。

また，10 秒に 1 回（0.1Hz）以下の動きについては，

測定上，データ入力が 1点と限定される問題があ 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3

時間（分）

間
合

（
ｍ

）

 

2. 研究方法 
2-1 対象とした競技者及び試合 
 第 26回関東中学校剣道大会の男女個人戦試合の

中から任意に抽出した男子 20試合，女子 20試合。

第49回全国高等学校剣道大会の男女個人戦試合の

中から任意に抽出した男子 20試合，女子 20試合。

第 42 回，第 47 回全日本選手権大会の中から任意

に抽出した 20 試合。以上，合計 100 試合を分析の

対象とした。なお分析の対象とした試合は，試合

所要時間が試合制限時間（中学生：3 分，高校生：

4分，全日本：5分）の 1/2 以上を経過したものと

した。 
図２ 剣道試合における間合の経時変化 

 
2-2 VTR 撮影方法と画像処理 
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 VTR 撮影は，巽らの方法に準拠し，試合場全体が

VTR 画像に入るようにカメラを固定設置し連続撮

影をした。画像処理には，1/30 秒単位でコマ送り

可能なビデオカセットレコーダーとパーソナルコ

ンピューターを使用した。座標入力点は競技者の

左足部とし，DLT 法を用いて実平面上の 2次元座標

を算出し，移動軌跡図を求めた。 

2-3 データ処理法 

 最適遮断周波数の決定は，Winter の方法である

残差分析法(図１)を用い，3Hz を採用した。平滑化

には Bryant らの IIR フィルターを用いた。 図３ パワースペクトル密度 

  



ることから，本研究での周波数解析の範囲を，

0.1Hz～1.0Hz とした。 

 

3. 結果 

 表１に，各競技者別における間合波形の周波数

出現率を示した。中学生男子では，最も高い出現

率を示した周波数は 0.8Ｈｚの 21.0％であり，次

いで 0.7Ｈｚ(15.8％)，0.4Ｈｚ・0.5Ｈｚ・0.9Ｈ

ｚ(13.2％)の順であった。0.7Ｈｚ～0.9Ｈｚのリ

ズムに顕著さがみられる試合が全体の 50％を占め

ていた。中学生女子では，0.2Ｈｚ～0.4Ｈｚ，0.8

Ｈｚ～1.0Ｈｚの範囲などに分散しており，高い出

現率を示した周波数はみられなかった。高校生男

子においても中学生女子と同様に，高い出現率を

示した周波数はみられなかった。高校生女子では，

最も高い出現率を示した周波数は，0.7Ｈｚと 0.8

Ｈｚのそれぞれ 22.9％であり，次いで，0.9Ｈｚ

(14.3％)，0.5Ｈｚ・0.6Ｈｚ(8.6％)の順であり， 

0.7Ｈｚ～0.9Ｈｚのリズムに顕著さがみられる試

合が全体の 60.1％を占めていた。全日本選手権選

手では，最も高い出現率を示した周波数は，0.5Ｈ

ｚの 22.2％であり，次いで，0.4Ｈｚ・0.6Ｈｚ

(16.7％)，0.3Ｈｚ・0.7Ｈｚ(11.1％)の順であっ

た。0.4Ｈｚ～0.6Ｈｚのリズムに顕著さがみられ

る試合が全体の 55.6％を占めていた。 

 

表１ 各競技者別における間合波形の周波数出現率 

周波数 中学男子 中学女子 高校男子 高校女子 全日本

0.1Ｈｚ 0% 0% 0% 2.8% 0%
0.2Ｈｚ 2.6% 12.9% 12.9% 5.7% 2.8%
0.3Ｈｚ 10.5% 12.9% 12.9% 5.7% 11.1%
0.4Ｈｚ 13.2% 12.9% 9.7% 2.8% 16.7%
0.5Ｈｚ 13.2% 3.2% 9.7% 8.6% 22.2%
0.6Ｈｚ 7.9% 9.7% 12.9% 8.6% 16.7%
0.7Ｈｚ 15.8% 9.7% 12.9% 22.9% 11.1%
0.8Ｈｚ 21.0% 12.9% 9.7% 22.9% 8.3%
0.9Ｈｚ 13.2% 12.9% 12.9% 14.3% 8.3%
1.0Ｈｚ 2.6% 12.9% 6.4% 5.7% 2.8%  

4． 考察 

中学生男子と高校生女子をみると，出現率の最

も高い周波数は，0.8Ｈｚであった。この周期は，

時間に換算すると 3 秒に 1 回のリズムであり，剣

道の動作では，3秒に 1回の攻防動作をしていると

推察できる。近年，中高生の試合は，試合開始後，

数秒で攻撃し合い，相手の様子をじっくりと窺う

ことなく，攻防を繰り返していると言われている。

したがって，こうした早いリズムでの展開が中学

生男子と高校生女子にとっては，多数を占めてい

るものと考えられる。この早いリズムを生みだす

原因は，相手の動作や心理のよみに不安があり，

また，防御技能が劣っていた場合などに，先手攻

撃をかけることによって優位な展開を試みている

ことにあると推察される。先手攻撃数の増加によ

り，対峙時間がより少なくなり，相互のリズムが

速くなるものと思われる。 

一方，中学生女子と高校生男子においては，顕

著な周期性がみられないことから，特定のリズム

のある試合や，特定のリズムに偏向する試合数が

少ないものと思われる。いわゆる，技能差や個人

差が他群に比して顕著なことから，バラツキが多

くなり，不規則になるのではないかと推察される。 

試合での周期性を損なう原因の一つとして，現

行の 4分間 3 本勝負のルールを適応して，1本勝ち

などで有利な試合展開に持ち込もうとする戦術的

な動きが考えられる。すなわち，試合の流れが途

中で度々変化することによるものである。相手の

様子をじっくり窺うこともなく早く攻撃する展開

に対して，高段者に多くみられる対峙時間のある

攻防展開，あるいは，防御を中心としたゆっくり

とした展開等，リズムの相違のみられる動きが不

規則に混入すると周期性は当然損なわれると考え

られる。こうした傾向の試合が高校生男子，中学

生女子に多く出現しているものと思われる。 

次に，全日本選手権選手をみると，出現率の最

も高い周波数域は 0.5Ｈｚに認められた。時間に換

算すると 6 秒に 1 回のリズムでの攻防動作を繰り

返していると推察される。このリズムは，中高生

のリズムに比して，2分の 1 に減速したリズムであ

る。中高生に比してゆっくりした動きを表してい

ると考えられる。巽らは，剣道の試合内容は，習

熟度が高まるのに伴って，鍔ぜり合いの多い展開

から，一足一刀の間合の多い展開へ変化すること

を報告している。鍔ぜり合いの回数が減少するこ

とは，それだけ，攻撃回数が減少していることを

意味しており，また，全日本選手権選手のような

高いレベルでの試合では，間合のかけ引きや相手

の動作や心理のよみ等の技術が向上し，互いに防

御技能も高いため，攻防時間に要する対峙時間が

増加しているものと考えられる。こうしたリズム

に特徴がみられることは，各試合の展開に試合を

通して規則性が生じていることと同時に，全日本

選手権レベルの試合では，試合者の動きに顕著な

相違がなく，近似した動きで展開されているもの

と思われる。 

以上のことから考えると，中高生に対人的技能

や試合技能を指導する場合には，3秒に 1 回という

早いリズムの動作への対応が必要となるであろう。

すなわち，この早いリズムでは，頭で考えながら

動作を起こしていたのでは適切な対応をすること

はできないであろう。反復練習による動作の反射

化が必要となり，特に，対人的技能の学習では，

相手の動きを想定した技を組み合わせながら，多

様な動きに対するパターンを反射化する，パター

ン学習が重要となるであろう。中高生の試合では，

体が勝手に反応するようなものでなくては対応し

きれないことを生徒に自覚させることが指導上大

切と思われる。 
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