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1．緒言 

 
剣道では従来，面技が重要視される傾向があり，

練習過程において正面打ちに最も多くの修練がな

されているのが一般的である。剣道試合・審判規則

や細則には，有効打突の条件として打撃力に関する

明確な記述は見られないが，実際の試合では，打撃

力は審判員が「今の打ちは軽い」などと言うことか

らも有効打突を判定する要素になっていると考え

られる。また剣道は決められた打突部位をお互いが

竹刀を用いて有効打突を競い合う運動であり，攻防

を制するためには相手の防御動作よりも攻撃動作

の優位性が必須条件であり，特に正面打ちの巧拙が

剣道の習熟過程において大きな要因になっている

と考えられる。 

そこで本研究では，熟練者として剣道経験年数

10 年以上の者で段位三段以上を有する者，未熟練

者として段位を有していない初心者とに分け，正面

打ちにおける打撃力及び打撃時間の測定を行い，両

者を比較することによって、熟練度による打突動作

の相違を明らかにすることをねらいとした。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 
 剣道熟練者として茨城大学男子剣道部員男子 8
名，女子 5 名。未熟練者として体育科 1 年生男子 5
名，女子 10 名を対象とした。熟練者の学年構成は
男子 4 年生 3 名，2 年生 2 名，1 年生 3 名，女子 3
年生 3 名，2 年生 1 名，1 年生 1 名であった。 
2-2 測定方法 
2-2-1 打撃力の測定 
原口２）らが作製した打撃力測定装置を用い，一

足一刀の間合からの正面打ちの打撃力を測定した。
使用する竹刀は，男子は長さ 120cm，重量 550g，
女子は長さ 117cm，重量 500g の同一のものを用い
た。測定機器の高さを 160cm に設定し，機器の中
心から被験者の右足のつま先までの距離を男子は
180cm，女子は 150cm とし測定を行った。正面打ち
は最大努力で，継ぎ足をせずに，大きく振りかぶり
を入れないで打つように指示した。なお，測定前に
測定器への打突に慣れさせるため 2～3 回の試打を
行わせた。 
2-2-2 打撃時間の測定 

測定機器はステンレス製の板（40.2cm×32.2cm×

0.3ｃｍ）にストレンゲージを張り付け，床から少

し浮くように加工し，歪みを計測できるように作製

した。打撃力測定機器の中心から板の中心までの距

離を男子は 180cm，女子は 150cm とし，右足のつ

ま先を板の中心にのせて中段の構えの姿勢をとる

ように指示をした。打突をするタイミングは指示せ

ず，被験者各々のタイミングで行わせた。右足離床

開始とともに ON,打撃時に OFF となるように作製

し，打撃時間を測定した。なお測定は打撃力の測定

と同時に行った。 
2-3 統計処理 

各平均値の有意差検定は，対応のある t検定を用い
て行った。いずれの統計処理項目においても有意差
は 5％（Ｐ＜0.05）とした。 
 
3．結果と考察 

3-1  打撃力 

熟練者男子の打撃力の平均値と標準偏差は，水平

方向打撃力 16.13±3.15kg，垂直方向打撃力 46.33±
9.9kg，合力 49.28±8.55kg であり，未熟練者男子の

平均値と標準偏差は，水平方向打撃力 14.05±4.91kg，
垂直方向打撃力 34.1±6.52kg，合力 37.01±6.61kg
であった。いずれも熟練者が未熟練者を上回る値で

あり，垂直方向の打撃力と合力に有意差がみられた。

また，水平方向の打撃力には有意差がみられなかっ

た。熟練者女子の打撃力の平均値と標準偏差は，水

平方向打撃力 12.15±2.28kg，垂直方向打撃力 36.98
±4.3kg，合力 38.98±4.38kg であり，未熟練者女子

の平均値と標準偏差は，水平方向打撃力 12.36±
6.16kg，垂直方向打撃力 23.1±11.31kg，合力 26.33
±11.87kg であった。水平方向の打撃力では未熟練

者が熟練者の値を上回る結果であったが垂直方向

の打撃力と合力では熟練者が未熟練者を上回る結

果であった。垂直方向の打撃力と合力に有意差がみ

られた。また，水平方向の打撃力には有意差がみら

れなかった。 
熟練者と未熟練者では水平方向の打撃力に差が

ないが，熟練者は垂直方向に強く打突できることか

ら強い打突が行われていると考えられる。また，合

力をみると，熟練者男子，熟練者女子，未熟練者男

子，未熟練者女子の順に強い打突が行なわれていた。

熟練者間に男女差が出たのは筋力の差であると考

えられるが，未熟練者男子よりも熟練者女子の値が

大きいことから筋力以外の技術的な要因が打撃力

に関わっていると言えよう。 
打突動作は左右両手で一本の竹刀を把持して行

う運動であるが，熟練者は有効な打突を行うために

左右両上肢を巧みに協調させて打撃していると考

えられる。 
 

表１ 打撃力の比較    

 水平方向 垂直方向 合力 

  (kg) (kg) (kg) 

熟練者男子   ＭＥＡＮ 16.1 46.3 49.2 
Ｓ．Ｄ． 3.15 9.9 8.55 

未熟練者男子 ＭＥＡＮ 14.1 34.1 37.1 
Ｓ．Ｄ． 4.91 6.52 6.61 

熟練者女子   ＭＥＡＮ 12.1 36.9 38.9 
Ｓ．Ｄ． 2.28 4.3 4.38 

未熟練者女子 ＭＥＡＮ 12.3 23.1 26.3 
Ｓ．Ｄ． 6.16 11.31 11.87

 
3-2 打撃時間 

熟練者男子の打撃時間の平均値と標準偏差は，

0.50±0.19 秒であり，未熟練者男子の平均値と標準

偏差は， 0.51±0.26 秒，であった。両群間で有意

差はみられなかった。熟練者女子の打撃時間の平均
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値と標準偏差は， 0.41±0.14 秒であり，未熟練者

女子の平均値と標準偏差は，0.58±0.17秒であった。

両群間で有意差はみられなかった。 
連日，稽古を行っている熟練者が未熟練者より打

撃時間が早い，という予想に反して両群間の値に差

はみられなかった。しかし得られた値のグラフ波形

から，打撃時間の測定の始まりから打突に至るまで

に，足が離れきるポイントがあることが確認された。

今回の測定では，測定機器から足が少しでも浮き始

めた時点から測定開始となるため，定義としたこの

打撃時間は詳細には，①足が離れきるまでの時間②

足が離れきってから打突に至るまでの時間，の二つ

の成分にわけることができる。そこで，第二段階と

して打撃時間を，①と②の時間にわけて見ていくこ

とにした。 

 
図 1 熟練者男子 S6 選手・打撃力と打撃時間 

 
表２ 打撃時間の比較   

  足が離れきるまでの時間(秒） 足が離れきった後の時間(秒） 

熟練者男子   ＭＥＡＮ 0.23 0.27 
Ｓ．Ｄ． 0.12 0.08 

未熟練者男子 ＭＥＡＮ 0.097 0.43 
Ｓ．Ｄ． 0.06 0.28 

熟練者女子   ＭＥＡＮ 0.19 0.23 
Ｓ．Ｄ． 0.17 0.05 

未熟練者女子 ＭＥＡＮ 0.17 0.4 
Ｓ．Ｄ． 0.09 0.18 

 
熟練者男子の打撃時間の平均値と標準偏差は，足

が離れきるまでの時間 0.23±0.12 秒，足が離れきっ

てから打突に至るまでの時間 0.27±0.08 秒であり，

未熟練者男子の足が離れきるまでの時間は 0.097±
0.06 秒，足が離れきってからの時間は 0.43±0.28 秒

であった。両群間に，足が離れきるまでの時間に有

意差がみられ，足が離れきってからの時間に有意差

はみられなかった。熟練者女子の打撃時間の平均値

と標準偏差は，足が離れきるまでの時間 0.19±0.17
秒，足が離れきってから打突に至るまでの時間 0.23
±0.05 秒であり，未熟練者女子の足が離れきるまで

の時間は 0.17±0.09 秒，足が離れきってからの時間

は 0.4±0.18 秒であった。両群間に，足が離れきる

までの時間に有意差はみられず，足が離れきってか

らの時間に有意差がみられた。 
熟練者は足が離れきるまでの時間と離れきった

後の時間にあまり差がないが，未熟練者は地面から

足を離す動作が非常に早く，足が離れきってからそ

れまでの約 2 倍以上の時間をかけて打突が行われ

ていた。 
網代 1)らの報告によると，剣道鍛錬者は打突した

後に右足の踏み込みが行われ，非鍛錬者は右足を踏

み込んでから打突する傾向がある。また，鍛錬者は

体全体の動きが円滑で左足をふみきった瞬間に打

突を行い，非鍛錬者は大きく右足を無意味にあげて

から踏み込みを行うとのことである。今回の結果は

熟練者の打ち方，未熟練者の打ち方それぞれの特徴

を表わしているといえ，先行研究 1)を支持する結果

となった。また，熟練者は構えた状態でいつでも打

てる準備ができているために，体重移動が円滑に行

われるといえ，未熟練者の構えた状態は，打突の準

備ができていないために，打突の際に非効率的な動

作を行っていると考えられる。 
熟練者男女 13 名の結果を個々にみてみると，男

子 S1 選手・S6 選手・S8 選手，女子 S2 選手の打撃

時間は未熟練者の平均値よりも大きい値を示して

おり今回の打撃時間では熟練度による相違がない

ことが窺える。しかしながら，いずれの選手も足が

離れきってからの時間は未熟練者よりも早い結果

であった。女子が男子よりも打撃時間が早い理由は

女子の間合いが近いことが考えられる。剣道の打突

は，「構え」から「打突動作（移動+打突）」，そ

して「残心」への一連の運動であり，熟練者はこの

動作を円滑に行うこと，さらに他の優れた能力によ

って高い競技能力を発揮することが可能となると

いえる。 
今回の研究では，熟練度による打撃時間の相違は

みられなかったが，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，打撃

時間の定義を見直し，今後の課題としていきたい。 
 
 
4．まとめ 
本研究は，剣道熟練度における打撃力と打撃時間

について検討し，以下の結果が得られた。 
1)水平方向の打撃力は熟練者と未熟練者の間に有
意差はみられない。 

2)垂直方向の打撃力と合力は熟練者が未熟練者を
上回り，熟練者は強い打突を行っている。 

3)打撃時間は熟練者と未熟練者の間に有意差はみ
られない。 

4)足が離れきるまでの時間は未熟練者が早く，足が
離れきった後の時間は熟練者が早い。 

5)今回の測定での打撃時間は，足が離れきるまでの
時間と足が離れきった後の時間にわかれ，熟練度
による打突の特徴がみられた。 
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