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1. 緒言 

剣道競技は，竹刀を媒介として技を競い合う運

動である。剣道の打突動作は，一足一刀の間合か

らの前方への打突動作や鍔競り合いからの引き技

において瞬間的で巧みな竹刀操作が主となってい

る。したがって，瞬間的な動きを可能にするため

には，優れた腕の筋力パワーが必要となってくる

ことが予想される。相手との攻防の中で打突の機

会をとらえ，瞬時に打ち込んでいくためには相手

の動きを読むことも大事であるが，その判断を瞬

間的に竹刀の振りに移していくためには腕の筋力

が大きく関わっていると考えられる。剣道におけ

る上肢の働きは，竹刀の操作はもちろんのこと，

鍔競り合いから相手を崩して打突するなどの重要

な役割を担っている。また，相手との攻防の中で

竹刀を払ったり，打ち落とす等といった瞬間的に

竹刀に力を加えたりする動作が含まれている。さ

らに，防具を装着し 400～450ｇの竹刀を素早く振
るためには上肢の筋力パワーは重要な要素であり，

剣道の競技力に深く関与していると思われる。 
 そこで，本研究では，女子大学生剣道選手の上

肢の最大無酸素パワーの測定をし，女子大学生ハ

ンドボール選手および陸上競技選手との比較によ

り，剣道選手の体力特性を明らかにすることをね

らいとした。また，剣道のレギュラー選手と非レ

ギュラー選手を比較し，剣道の競技力における無

酸素性パワーの及ぼす影響について検討した。  
 

2. 研究方法 
2-1 被験者 

茨城大学における剣道部の女子大学生 10 名(レ
ギュラー選手 5名，非レギュラー選手 5名)，陸上
競技部の女子大学生 3 名(短距離選手，三段跳び選
手，投擲選手各 1 名)，ハンドボール部の女子大学
生 5名，合計 18名を対象とした。 
2-2 形態測定 
 計測項目は，身長，体重，上腕最大囲，大腿最

大囲の合計 4 項目である。なお，上下肢周径につ
いては，左右どちらも測定した。また，除脂肪断

面積は，上腕背部と大腿部の皮下脂肪厚を測定し，

Frisancho(1981)の方法に準拠して算出した。 
2-3 最大無酸素パワーの測定 
全被験者に対して，自転車エルゴメーター(パワ
ーマックス V：コンビ社製)を用いて，最大無酸素
性パワー(MAnP)を測定した。2 分間の休息をはさ
んで異なる 3種類の負荷について 10秒間の全力ペ
ダリングを行った。上肢については，自転車エル

ゴメーターの後ろに回り，腕でペダルをこいで，

下肢と同様に全力ペダリングを行わせた。なお，

測定前には，全力ペダリングに慣れさせるために，

(0.5kp～1.0kpの負荷で)5分間のウォーミングアッ
プを行った。また，サドルの高さは被験者ごとに

調節し，運動中はサドルから臀部を持ち上げるこ

とがないように指示した。上肢についても足を伸

ばして座り，臀部を動かさないように指示し，全

力ペダリングを行うように指示した。 

上肢は，マニュアル操作で，2.5，3.5，4.5 の 3
種類の負荷を設定して測定を行い，ペダル回転数

を求めた。この 3 種類の負荷とペダル回転数から
回帰定数項と回帰係数を算出し，上肢の最大無酸

素パワー値を求めた。 

2-4 最大無酸素パワーの求め方 
 MAnP(W)=-0.98・a0²/4a₁ 
 a0：回帰定数項 a1：回帰係数(ただし，a1＜0) 

 
3. 結果と考察 
3-1 女子大学生剣道選手の上肢の無酸素パワー 

表 1 に被験者の身体特性と無酸素パワー値を示
した。女子剣道選手の上肢の最大無酸素パワーの

平均値と標準偏差値は，204.6±24.30wattであった。
女子ハンド選手では 210.7±15.63watt，女子陸上選
手では 222.4±61.25wattであり，両群とも女子剣道
選手との間に有意差はみられなかった。上腕除脂

肪断面積あたりの最大無酸素パワーをみても，女

子剣道選手で右腕が 5.2±0.75watt/cm2，左腕が 6.2
±0.90watt/cm2，女子ハンド選手では，右腕が 6.2
±1.55watt/cm2，左腕が 6.5±1.12watt/cm2，女子陸

上選手は，右腕が 6.0±0.50watt/cm2，左腕が 6.5±
0.15watt/cm2であり，有意差はみられなかった。剣

道は竹刀を操作する競技であり，相手を打突する

際に竹刀という道具を媒介とするため，他の競技

に比べてそれほど筋パワーを必要としていないと

考えられる。また，剣道は竹刀を両手で振る競技

ではあるが，右手は打突するために始動する筋で

あり，左手は竹刀を固定するために働いていると

報告されているように右・左手でそれぞれ働きが

違う。左右非対称の動きが，上肢の左右の筋力の

差につながり上肢MAnPに影響があるのではない
かと考えられる。 
次に，右の上腕除脂肪断面積をみてみると，本

研究では有意差はみられなかったが，先行研究で

は，女子剣道選手が他の競技選手に比べて高い値

であった。また，女子剣道選手の左右の上肢周径

でも，わずかではあるが右側の方が高かった。巽

ら2)は，剣道は，竹刀を右半身的な構えで持ち，右

上肢による竹刀操作の運動範囲や運動量が左上肢

よりも多いと報告している。このことから，女子

剣道選手の右腕の周径囲・除脂肪断面積が発達し

ているのは筋組織の増大によるものであることが

窺える。 
また、上肢と下肢の最大無酸素パワーの相関性

をみると，女子競技選手においては r=0.498という
正の相関を示していた(図 1)。女子剣道選手におい
ても r=0.270と高くはないが，相関性があることが
窺える(図 2)。また，上肢MAnPが下肢MAnPに対
してどれくらい発揮されているかみたところ，女

子剣道選手では 53.5±9.28%，女子ハンド選手で
51.3±7.16%，女子陸上選手は 46.1±8.39%であった。
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同じように、柔道選手の上肢及び下肢の Critical 
Power について調べた研究でも下肢のパワーに対
して約半分のパワーが発揮されていることが報告

されている。どの競技においても、下肢のパワー

に対して約 2 分の 1 の力が発揮されていることが
わかる。 
 
表1　被験者の測定結果

女子剣道選手 女子ハンド選手 女子陸上選手
身長(cm) 159.8±6.37 163.3±3.68 167.8±10.51
体重(kg) 55.6±8.62 61.1±5.46 59.2±10.10
上肢MAnP(watt) 204.6±24.30 210.7±15.63 222.4±61.25
下肢MAnP(watt) 391.5±75.06 417.8±66.27 478.7±77.82
右腕除脂肪断面積あたりのパワー 5.2±0.75 6.2±1.55 6.0±0.50
左腕除脂肪断面積あたりのパワー 6.2±0.90 6.5±1.12 6.5±0.15
右腕周径値(cm) 27.2±2.10 27.6±1.68 26.3±3.75
左腕周径値(cm) 25.8±2.44 27.6±1.15 25.8±3.33
右腕除脂肪断面積（㎠） 39.3±3.12 35.7±10.29 37.0±9.87
左腕除脂肪断面積（㎠） 33.5±3.59 33.4±6.86 34.2±8.77
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図 1女子競技選手の上肢MAnPと下肢MAnP 

との相関 
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図 2女子剣道選手の上肢MAnPと下肢MAnP 
との相関 

 
3-2 レギュラー選手と非レギュラー選手の比較 

表 2 に女子大学生剣道選手におけるレギュラー
選手と非レギュラー選手の測定結果を示した。レ

ギュラー選手の上肢 MAnP の平均値と標準偏差値
は，207.1±19.15wattで，非レギュラー選手の 202.0
±30.74watt との間に有意差はみられなかった。上
腕除脂肪断面積あたりのパワーをみると，レギュ

ラー選手の右腕が 5.0±0.48watt/㎠，左腕が 6.0±
0.97watt/㎠であり，非レギュラー選手の右腕が 5.5
±0.94watt/㎠，左腕が 6.3±0.91watt/㎠であった。
両群間に有意差はみられないことにより，剣道の

競技力において上肢の最大無酸素パワーはあまり

関与していないものと推察される。剣道では，巧

みな足捌きや竹刀操作，相手との駆け引きなど，

無酸素パワー以外の能力によって高い競技力を発

揮することが可能であることが考えられる。 
上腕周径値は左右ともに，レギュラー選手と非

レギュラー選手の間にほとんど差はみられなかっ

た。しかし，右腕除脂肪断面積においては有意差

がみられ，また，上腕周径値，上腕除脂肪断面積

ともに右腕の方が高い値を示していた。つまり，

利き腕の筋力が発達し，レギュラー選手は特に優

れていると推察される。井上は，大学生剣道優秀

選手と剣道一般選手を対象として筋パワーについ

て報告しており，腕伸展パワーは，体当たりの時

に相手を崩したり，いなしたりする際や，竹刀を

振るときに用いられる筋パワーに深い関係がある

とし，剣道優秀選手はこの筋パワーが優れていた

ことを報告している。剣道は左手を中心に動作を

起こし，右手の使い方で打突するといった，左右

上肢の協調が大切である。右手を巧みに使うとい

うことは剣道において重要なことであり，打突部

位へのコントロール，竹刀の振り上げ，振り下ろ

しのスピード，打突時の決めや冴えなど両手を相

互に作用させることに大きな影響を与えると考え

られる。また，近年，試合における鍔競り合いの

割合が急増していることが報告されている。鍔競

り合いでの攻防や鍔競り合いから相手を崩して打

突するなど，パワーの向上が必要となっているこ

とがいえる。攻撃・防御のいずれにおいても上肢

における筋力の発達は不可欠であるといえる。 
剣道の競技力を高めるためには，相手との攻防

の中でさまざまに変化する動作に対応できる能力

を高めることが望ましい。試合の中では相手の隙

を見逃さずに瞬時に打突動作に移す等といった無

酸素性パワーが発揮される局面と相手との間合い

でのやりとり等といった有酸素性パワーが発揮さ

れる局面が交互に展開される。そのため，無酸素

性パワー・有酸素性パワーどちらの能力も向上さ

せることが望ましいといえる。また，打突の好機

をとらえる読みや集中力，忍耐力などの精神的な

要素や技術的・戦術的な要素も競技力の向上につ

ながる要因であると考えられる。今後は，女子剣

道選手の競技力向上について，無酸素性パワー以

外に有酸素性パワーや剣道で大事とされる竹刀の

握り方，手の内の冴えなどの要因について検討し

ていく必要があると考える。 
 

表2　レギュラー選手との比較
レギュラー選手 非レギュラー選手

身長(cm) 162.4±7.14 157.2±4.82
体重(kg) 56.0±9.42 55.2±8.83
上肢MAnP(watt) 207.1±19.15 202.0±30.74
下肢MAnP(watt) 416.6±96.55 366.4±42.17
右腕除脂肪断面積あたりのパワー 5.0±0.48 5.5±0.94
左腕除脂肪断面積あたりのパワー 6.0±0.97 6.3±0.91
右腕周径値(cm) 27.2±2.42 27.3±2.02
左腕周径値(cm) 25.7±2.82 25.9±2.33
右腕除脂肪断面積（㎠） 41.4±1.50 37.1±2.92
左腕除脂肪断面積（㎠） 34.8±4.53 32.3±2.11

 
 

4. 文献 

1) 中村好夫，武藤芳照，宮下充正：最大無酸素パ
ワーの自転車エルゴメーターによる測定法，
Jap.J.Sports.Sci,3(10):pp834-839,1984 

2) 巽 申直，服部恒明，椿本昇三，木村喜芳：剣
道競技者の体肢の脂肪・除脂肪断面積につい

て，茨城大学教養学部紀要，20，370-374，1988 
3) 粉川 彩：女子大学生剣道選手における無酸素
パワーについて，平成 15年度卒業論文 

 34


