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1，緒言 

剣道は，竹刀を用いて有効打突を競い合うス
ポーツであり，打撃力は有効打突を保障する一
つの要素となっていると考えられる。これまで
に，打撃力に関する研究は数多く，キスラー社
製ロードワッシャーを用いて独自の打撃力測
定器を作成し，正面打ち，小手打ち，上段から
の片手打ち，二刀の構えからの大刀・小刀の打
撃力，引き技の打撃力を分析した百鬼２）らの
研究が特筆に値する。しかし，これらは大学生
を対象としたものがほとんどであり，中学生や
高校生を対象としたものはほとんどみられな
い。学校で，剣道を指導する上で，中学生・高
校生がどの程度の打撃力で打撃しているのか
把握しておくことは，指導の一つの目安になる
と考えられる。また，近年，試合での打突動作
をみてみると，鍔競り合いからの引き技の有効
打突の取得率が増加している。そこで，本研究
では，中学生選手，高校生選手，大学生選手を
対象とし，引き面打ちと正面打ちの打撃力の測
定を試み，習熟段階と打撃力にどのような相違
や関係がみられるのか検討し，各段階の有効打
突の判断基準として，審判や指導する上での一
助となることをねらいとした。 
 
2，研究方法 
2－1 被験者 
連日稽古を行っている大学生女子剣道部員

７名（年齢：19～21 歳，経験年数：11～16 年，
段位：二段～三段），高校生女子剣道部員 6 名
（年齢：15～17 歳，経験年数：3～11 年，段位：
二段～三段），中学生女子剣道部員 5 名（年齢：
12～14 歳，経験年数：1～5 年，段位：初段）
の計 18 名を対象とした。 
2－2 形態測定 
 計 測 項 目 は ， 身 長 （ 平 均 ： 中 学 生
154.64±3.26cm，高校生 156.33±4.78cm，大学
生 158.91±7.28cm），体重（平均：中学生
48.52±5.88kg，高校生 56.1±3.13kg，大学生
51.04±3.02kg）の２項目である。 
2－3 打撃力の測定 
 原口ら 4)が作製した打撃力測定器を用い，打
撃力測定器の高さは 158cm に設定した。対象
動作として，一足一刀の間合いからの正面打ち
による打撃力の測定をした。また，被験者特有
の鍔迫り合いの間合い（被打撃体の中心から被
験者の右足先までの距離：中学生 42～62cm，
高校生 72～109cm，大学生 54～105cm）から
の引き面における打撃力の測定をした。竹刀は
各段階で同一の竹刀（全て鍔付き，大学生：重
量 500g，長さ 120cm，高校生：重量 470g，長
さ 120cm，中学生：重量 450g，長さ 114cm）
を使用させ，その際 2－3 回の試打を行わせ，
試合や稽古における実践的な打撃を行なうよ 

 
 
う指示した。 
2－4 統計処理 
 各平均値の有意差検定は，一元配置の分散分析と対
応のない t 検定を用いて行った。いずれの統計処理項
目も有意差は 5％以下（P＜0.05）とした。 
 

3，結果と考察 
表 1 正面打ちの最大打撃力の平均値と標準偏差 

3－1 正面打ちの打撃力 
水平方向の打撃力の平均は，中学生18.69 kg（±3.93），

高校生 10.25 ㎏（±2.48），大学生 18.69 ㎏（±3.93）
であった。垂直方向の平均は，中学生19.58 kg（±6.12），
高校生 24.73 ㎏（±5.03），大学生 39.07 ㎏（±6.35）
であった。合力の平均は，中学生 21.07 kg（±5.64），
高校生 26.83 ㎏（±5.20），大学生 43.37 ㎏（±7.10）
であった。これらを比較すると(図 1)，全ての成分値で，
大学生と高校生，大学生と中学生の間には有意な差が
みられた。一方，高校生と中学生の間には，有意差が
見られなかった。この結果から，習熟段階が上がるに
つれて打撃力も高い値を示していることが認められた。
有意差のみられた中学生と大学生の間では，中学生よ
り大学生が水平方向では約 2.5 倍前後，垂直方向で約
2 倍前後の打撃力の相違が見られた。高校生と大学生
の間には，水平方向が約 1.8 倍前後，垂直方向が約 1.6
倍前後の打撃力の相違が見られた。横山４） らの「剣
道の正面打撃動作における打撃力に関する研究」では，
水平方向の打撃力は，右足を踏み込んでの身体への前
方への移動が打撃力の大小を左右される。また，垂直
方向は，竹刀の振りかぶり角度が最大打撃力の垂直方
向への大小に左右され，打撃力は運動の技術的要素と
深い関わり合いをもつ，と報告されている。したがっ
て，習熟段階が上がるにつれて，前方向の移動が早く，
竹刀の振りかぶりが早くなっていることが窺える。特
に今回は大学生が正面打ちにおいて，技術レベルが高

 中学生 高校生 大学生 

 Mean  S.D. Mean  S.D. 
Mean  
S.D. 

水平方向 7.39±1.41 10.26±2.48 18.70±3.93

垂直方向 19.58±6.12 24.73±5.03 39.07±6.35

合力 21.07±5.64 26.84±5.20 43.37±7.10

 
 
 
 
 

   

 中学生 高校生 大学生 

 Mean  S.D. Mean  S.D. 
Mean  
S.D. 

水平方向 8.32±2.38 9.82±4.02 9.67±5.47 

垂直方向 32.03±6.43 41.25±7.79 45.37±7.03

合力 33.16±6.40 42.48±8.72 46.59±7.57

  最大打撃力値 (kgf) 

表２ 引き面の最大打撃力の平均値と標準偏差 



 

4 
 

いと推察される。 
3-2 引き面の打撃力 
 水平方向の打撃力の平均は，中学生 8.32kg
（±2.38），高校生 9.82kg（±4.02），大学生
9.67 kg（±5.47）であった。垂直方向の平均は
中学生 32.03kg（±6.43），高校生 41.25 ㎏
（±7.79），大学生 45.37 ㎏（±7.03）であった。
合力の平均は中学生 33.16kg（±6.40），高校
生 42.48 ㎏（±8.31），大学生 46.59 ㎏（±7.54）
であった。これらを比較すると(図 2)，水平方
向は中学生，高校生，大学生すべてにおいて，
有意差がみられなかった。垂直方向と合力は，
大学生と中学生の間に有意差がみられた。大学
生と高校生，高校生と中学生の間には，有意差
はみられなかった。この結果から，習熟段階が
上がるにつれて打撃力も高い値を示している
ことが分かった。また，引き技の特徴として，
全ての段階において，水平方向より垂直方向に
高い値が示された。百鬼２） らの「剣道におけ
る引き面の打撃力と打撃姿勢に関する研究」で
は，引き技の打撃力は，動作的特徴が打撃力特
性と深く関わっていると報告されている。身長
と体重に有意差がないことからも，引き技の打
撃力において，打撃動作が打撃力に影響される
と考えられる。 

図 1 正面打ちの最大打撃力の比較 

図２ 引き面の最大打撃力の比較 
3－3 引き面と正面打ちの比較 
 習熟段階別に引き面と正面打ちの平均を比

較したところ，中学生と高校生は垂直方向，合力にお
いて有意差がみられた。大学生は，水平方向のみに有
意差がみられた。この結果から，大学生は中学生や高
校生と打撃動作に相違があることがわかる。大学生の
垂直方向や合力において，正面打ちと引き技で差が少
ないのは，中学生や高校生よりも動作が前後に変って
も打撃力が一定であり，安定していることが推察され
る。また，中学生と高校生の水平方向では，有意な差
がみられなかった。山神ら３） は，引き技はとび込み
面よりも，打撃時の前傾と竹刀角度が小さく，上方か
ら打ち下ろす動作になっているため，前方方向に小さ
く，垂直方向に大きく現れたものと思われると報告し
ている。したがって，全ての段階で，垂直方向，合力
において正面打ちより引き面のほうが高い値を示す傾
向にあることが認められた。しかし，中学生と高校生
は垂直方向と水平方向において，ほとんど差がみられ
なかった。これは，正面打ちにおいて，上述したよう
に，身体の移動が遅いことが推察される。 
 また，水平方向において正面打ちは顕著に差が見ら
れるが，引き面はほとんど差が見られない。それに伴
い，垂直方向も引き面に比べると正面打ちの打撃力の
差が大きくなっている傾向がみられ，水平方向の差が
広がっていくと，垂直方向の差も広がっていくことが
わかった。水平方向の打撃力は，身体の移動が深く関
わっていることもあり，引き面の打撃力は正面打ちに
比べ差が少ないと考えられる。 
 
4，まとめ 
女子剣道選手における中学生・高校生及び大学生の

打撃力を測定した結果，次のことが明らかになった。 
1）正面打ち・引き面共に，習熟段階が上がるにつれて，            

最大打撃力は高い値を示した。 
2）正面打ちは，すべての成分値で大学生と高校生，大            
学生と中学生に有意差がみられた。高校生と中学生
の間には有意差が見られなかった。 

3）引き面は，水平方向においてはすべて有意差がみら            
れなかった。垂直方向・合力は，大学生と中学生の
間に有意差がみられた。 

4)正面打ちは，中学生より大学生が約 2 倍前後，高           
校生より大学生が約 1.6 倍前後の打撃力の相違がみ
られた。 

5)引き面は，中学生より大学生は 1.3 倍前後，高校生            
より大学生は，約 1.1 倍前後の打撃力の相違がみら
れた。 
今回の研究では，習熟段階における打撃力を中心に

研究を行ったが，被験者数も少なかったことから，更
に事例数を増やして検討を試みたい。また，パワー，
筋力などの身体的要素及び技術的要素等の打撃力に及
ぼす影響を解明していきたい。 
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