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1．緒言 
日本古来の武道である剣道は他のスポーツ種目

にみられない特徴を多く有している。その中でも発

声は最たる一つである。現代スポーツの中で剣道ほ

どに発声が重んじられ，競技の勝敗にまで関わりを

もつ種目は他に類をみない。実際，ほとんどのスポ

ーツで競技中に声が発せられており，特に瞬発力や

最大筋力の発揮を必要とする場面，例えば重量挙げ

などによくみられる。このような運動中の発声は人

間の自然な状態として行われている。また，発声に

関する生理学的研究も多く報告されている。なかで

も，自発的な「かけ声」と随意収縮による最大筋力

との関係の研究は，剣道の発声を研究する上で有益

である。それによると自発的な「かけ声」で低下し

ていた筋力の著しい回復や通常では発揮できない

大きい筋力が発揮されるとしている。このように，

剣道の発声は剣道論のみならず運動生理学的にも

興味のある問題である。 
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，

竹刀を用い打突することを考えた場合，打撃力は有

効打突を判定する要素になっていると考えられる。 
そこで本研究では，発声が打撃力に関係してくる

のではないかと考え，剣道における正面打撃動作に

おいて 4 種類の発声に関する測定項目を設定し，打

撃力を測定するものとする。４種類の測定結果を比

較検討し，男子大学生剣道部における正面打撃動作

の発声と打撃力の関係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 
 茨城大学における男子大学生剣道部３名（年齢
22 歳，大学 4 年生）を対象とした。 
2-2 測定方法 
2-2-1 打撃力の測定 
原口ら 1)が作成した打撃力測定器を使い，正面打

撃動作において以下の 4 項目の測定を 10 本ずつ行
った。測定の際に①②③④の順番に１本ずつ測定し，
1 人あたり合計 40 本測定を行った。一足一刀の間
合い（測定器の中心から 2ｍ25ｃｍ）からの正面打
撃動作により測定を行い，竹刀は大学生用のもの
（長さ 125ｃｍ，重さ 550ｇ）を使用した。正面打
撃動作は，振りかぶらずに打った後，前方へ抜ける
ように指示をした。なお，測定前に測定器への打撃
に慣れさせるために 2・3 回試打を行わせた。 

 
測定項目 
① 気合い（発声）を入れて，打撃部位呼称をし

て正面打撃をする。 

② 気合い（発声）を入れて，打撃部位呼称をし

ないで正面打撃をする。  
③ 気合い（発声）なしで，打撃部位呼称をして

正面打撃をする。 
④ 気合い（発声）なしで，打撃部位呼称をしな

いで正面打撃をする。  

2-2-2 分析方法 

４種類の測定項目における平均値と標準偏差は，

パーソナルコンピューターの Ｗｉｎｄｏｗｓ 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌを用いて求めた。

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％以下（Ｐ＜0.05）とした。 
 
3．結果と考察 

3-1  打撃力の比較 
表 1 ①の時の水平・垂直・合力の平均値 

  水平 垂直 合力 

Ｓub.1 11.41±1.28 55.01±5.96 56.20±6.08 

Ｓub.2 11.01±2.20 49.20±3.87 50.47±3.86 

Ｓub.3 20.90±4.04 41.25±2.69 46.38±3.23 

 
 表 2 ②の時の水平・垂直・合力の平均値 

  水平 垂直 合力 

Sub.1 10.65±1.28 49.81±3.65 50.97±3.52 

Sub.2 10.51±2.17 41.75±3.06 43.11±3.04 

Sub.3 17.27±2.45 34.24±4.47 38.47±4.01 

 
 表 3 ③の時の水平・垂直・合力の平均値 

  水平 垂直 合力 

Ｓub.1 10.55±1.33 51.41±3.78 52.51±3.55 

Ｓub.2 11.22±2.48 46.81±4.04 48.20±4.00 

Ｓub.3 19.15±1.74 37.97±4.19 42.60±3.75 

 
 表 4 ④の時の水平・垂直・合力の平均値 

  水平 垂直 合力 

Ｓub.1 9.4±0.84 48.9±4.28 49.8±14.3 

Ｓub.2 11.24±2.34 41.93±3.36 43.36±3.53

Ｓub.3 15.93±2.59 29.86±2.37 33.92±2.67

 
①と②の比較  
項目①と②を比較すると，項目①Ｓ1 平均 56.20

㎏（±3.52），Ｓ2 平均 50.47kg（±3.86），Ｓ3 平

均 46.38kg（±3.23），項目②Ｓ1 平均 50.97 ㎏（±

3.52），Ｓ2 平均 43.11kg（±3.04），Ｓ3 平均 38.47kg
（±4.01）であり，Ｓ1 を除く二人に有意差が見ら

れた。これは，発声が打撃力に関係してくると考え

られる。猪飼ら 2）は掛け声が最大筋力の増大効果

（12.2）のあることを検証し，北村ら 3）は掛け声に

よりパワーは 14.6％，最大筋収縮速度は 9.6％増大

することを報告している。猪飼や北村らの報告によ

り，打撃時の発声が打撃力に影響し，打ち込む太刀

に勢いを加えているということが示唆された。 
 
①と③の比較 
項目①と③を比較すると，項目①Ｓ1 平均 56.20

㎏（±3.52），Ｓ2 平均 50.47kg（±3.86)，Ｓ3 平均

46.38 ㎏（±3.23），項目③Ｓ1 平均 52.51kg（±3.55），
Ｓ2 平均 48.20kg（±4.00），Ｓ3 平均 42.60 ㎏（±

3.75）であり，3 人とも有意差は見られなかった。

①と②の比較の結果と，①と③の比較の結果から打

 



 

70 
 

撃部位呼称が打撃力に影響してくるのではないか

と考えられる。勝木 6）らの報告によると，剣道の

試合におけるすべての有効打突において打撃部位

呼称が発声されており，有効打突の発声はそれ以外

の打突時の発声よりも長い傾向があったと報告し

ている。本研究の測定時は被験者に試合を意識させ，

正面打撃動作を行わせた。3 人の被験者による打撃

部位呼称時間は，練習時の基本練習より長いと感じ

られ，このことが打撃力に関係してくると考えられ

なくもない。有効打突と打撃力，そして打撃部位呼

称がどのように関係してくるかは，これからの現代

剣道の課題となってくると考え，今後検討していき

たい。 
 
①と④の比較 
項目①と④を比較すると，項目①Ｓ1 平均 56.20

㎏（±3.52），Ｓ2 平均 50.47kg（±3.86），Ｓ3 平

均 46.38kg（±3.23），項目④，Ｓ1 平均 49.81kg（±

4.30），Ｓ2 平均 43.46kg（±3.53），Ｓ3 平均 33.92kg
（±2.67）であり，3 人とも有意差がみられた。項

目①は 3 人とも 4 項目の中で水平方向・垂直方向・

合力ともに最も高い打撃力の値を示した。それに比

べ，項目④は 3 人とも水平方向・垂直方向・合力と

もにほぼ最も低い値を示している。比較を見てみて

も６つの比較の中で最も有意差が見られた。このこ

とにより，発声及び打撃部位呼称はかなり打撃力に

有効になっていると考えられる。 
 
②と③の比較 
 項目②と③を比較すると，項目②Ｓ1 平均 50.97
㎏（±3.52），Ｓ2 平均 43.11kg（±3.04），Ｓ3 平

均 38.47kg（±4.01），項目③Ｓ1 平均 52.51kg（±

3.55），Ｓ2 平均 48.20kg（±4.00），Ｓ3 平均 42.60
㎏（±3.75）であり，一人に有意差が見られた。打

撃力の相違を見てみると項目②より項目③の方が

打撃力が高い値を示している傾向が見られた。これ

は上記で述べたように打撃部位呼称が打撃力に影

響してくると考えられる。 
 
②と④の比較 
 項目②と④を比較すると，項目②Ｓ1 平均 50.97
㎏（±3.52），Ｓ2 平均 43.11kg（±3.04），Ｓ3 平

均 38.47（±4.01），項目④，Ｓ1 平均 49.81kg（±

4.30），Ｓ2 平均 43.46kg（±3.53），Ｓ3 平均 33.92
（±2.67）であり，一人に有意差が見られた。有意

差は一人であったが，各打撃力を見てみると，何も

発声をしない項目④より，気合い（発声）を入れて

正面打撃をした方が僅かではあるが高い値の打撃

力がでることがわかる。 
 
③と④の比較 
項目③と④を比較すると，項目③Ｓ1 平均 52.51kg

（±3.55），Ｓ2 平均 48.20kg（±4.00），Ｓ3 平均

42.60 ㎏（±3.75），項目④Ｓ1 平均 49.81kg（±4.30），
Ｓ2 平均 43.46kg（±3.53），Ｓ3 平均 33.92kg（±

2.67）であり，一人を除く二人に有意差がみられた。

②と④の比較と比べて見ると打撃力の結果にも出

ているように，気合い（発声）を入れて正面打撃動

作を行うより，打撃部位呼称をして正面打撃動作を

行う方が打撃力に影響していると考えられる。正面

打撃動作を行う時に打撃部位呼称をすることによ

って最大筋力の増大効果や最大筋収縮速度が気合

い（発声）を入れて正面打撃動作を行う時に，より

増加されることが考えられる。 
 

 すべての結果を見てみると３人の被験者の打撃
力において，最も高い値を示したのが項目①，次に
項目③，次に項目②，最後に項目④という傾向が多
く見られた。上記で述べたように気合い（発声）及
び打撃部位呼称は打撃力と関係してくることが考
えられ，気合い（発声）を入れて正面打撃動作を行
う場合より，打撃部位呼称をして正面打撃動作を行
う場合の方が打撃力の増加傾向が大きいことが言
える。 
以上のことから，剣道の発声は打撃力に関連があ

ると認められた。気合い（発声）及び打撃部位呼称

をすることにより水平方向，垂直方向，合力ともに

打撃力の増加傾向が見られた。特に，気合い（発声）

を入れて正面打撃動作を行うより，打撃部位呼称を

して正面打撃動作を行う方が打撃力の増加傾向が

大きい傾向がみられた。項目①のように気合い（発

声）を入れて，打撃部位呼称をした打撃力が最も高

い値を示したが，特に打撃力に影響しているのは打

撃部位呼称ということが言える。今回は発声と打撃

力の関係について検討したが今後，気合い（発声）

のタイミングや質また，打撃部位呼称の時間などが  
打撃力に及ぼす影響について検討していきたい。 
 
4．まとめ 
本研究は、剣道における発声と打撃力について検

討し、以下の結果が得られた。 
1）気合い（発声）及び打撃部位呼称をすることに 
より水平方向，垂直方向，合力ともに打撃力の増
加傾向が見られた。 

2）４項目の内，最も高い打撃力の値を示したのは，
気合い（発声）を入れて，打撃部位呼称をして正
面打撃動作を行う場合であった。これは，３人の
被験者とも同じ傾向が見られた。 

3）気合い（発声）を入れて正面打撃動作を行う場
合より，打撃部位呼称をして正面打撃動作を行う
場合の方が打撃力の増加傾向が大きい特徴が見
られた。 
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