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1．緒言 

剣道の動作解析は，一般的に画像解析法が用いら

れている。しかし，対人技能の解析には画像上競技

相手の陰になる部分の解析が不可能であったり，三

次元空間での動きを知ることは二方向以上からの画

像を同期解析する必要があるなど，難点がある。竹

森ら 1)の作成した加速度計は，これらの難点を回避

してしかも，本来の動作に支障しない解析を行うた

め，できるだけ小型で軽量の加速度計となっており，

上下，左右，前後の三方向の加速度を計測すること

ができる。渡邊ら２）の研究で，竹森らの作成した加

速度計を使うことによって通常のビデオ解析での加

速度評価を超える動作解析が可能であると報告され

ている。 
合理的な運動動作の形成は，競技力向上を目指す

競技者にとっては大きな課題の一つである。剣道競

技者においても，稽古では基本動作の重要性を説き，

理想とする打撃動作の形成を目指している。当然そ

こには加速度が重要な要素として含まれている。特

に剣道では敏速な体の運用と打撃が要求されるので，

それに適した加速が大切と考えられる。剣道の基本

動作を解析している研究は数多く見られる。横山ら
３）は三次元動作分析法を用いて分析することにより，

剣道選手の正面打撃動作に内在する運動経過を明ら

かにし，標準的な正面打撃動作のモデルを構築する

報告をしている。しかし，その報告には身体部分ご

との関節角度変化についてしか報告されていない。

剣道の特徴である，敏速な体の運用と打撃で形成さ

れる動きには重要な要素として加速度が含まれる。 
 そこで本研究では，竹森らの作成した加速度計を

用いて剣道の基本動作において三次元方向での加速

度の測定を行い，熟練者と未熟練者の加速度の違い

を比較し，熟練者と未熟練者の各身体部位の加速度

の特徴を検討することによって，剣道の基本動作に

おける合理的な動作を明らかにすることを目的とし

た。 
2．研究方法 

2－1 被験者 

Ｉ大学における剣道部の男子大学生２名（年齢２２

歳，剣道経験年数１５年を熟練者，年齢１８歳，剣

道経験年数７ヶ月を未熟練者とした）を対象とした。 

2－2 対象動作 

 中段の構えから，任意の一足一刀の間合より，被

打撃者の正面を大きく振りかぶって打つ基本動作と

した。 

2－3 加速度の測定 

 加速度の測定は，竹森らの方法に準拠し，高分解

能（14 ビット）ＡＤコンバータ内臓キーエンス製の

ポータブルデータレコーダーＮＲ2000 を用いてコン

パクトフラッシュメモリに最大 5 個の 3 軸加速度セ

ンサ（日立マテリアルズ，Ｈ34Ｃ）からのデータを

100Ｈｚで記録した。 

2－4 加速度計装着部位 

 加速度計を装着する身体部位は，腰部，左前腕部，

右前腕部，左足首部，右足首部の５ヶ所とし，それ

ぞれを伸縮性テープにより固定した。 

3. 結果と考察 

3－1 腰部加速度 

 図１の熟練者腰部(上図，上段)の動きを見ると，打

突前ではＹ軸，Ｘ軸，Ｚ軸に加速はみられず，ほぼ

等速に移動して打突を行っている。打突直後ではわ

ずかにＸ軸とＺ軸に加速度の増加が見られるが，こ

れは，打突時の体勢を立て直していると考えられる。

また，打突後から残心までは加速度の増加はなく，

打突直前と同様にほぼ等速で移動している。 
一方，未熟練者(下図，上段)をみると，打突の直

前にＹ軸，Ｘ軸，Ｚ軸ともに，加速度の増加を示し

ている。Ｙ軸では，最初に下降しながら動きだし，

次に前上方に移動し打突の直前に再び下降を示して

いる。このことは打突前に腰が大きく上下動し，姿

勢が崩れていることが分かる。また，打突後から残

心までの間では，Ｙ軸，Ｘ軸，Ｚ軸ともに，大きく

加速度の増加を示している。このことは，腰が上下，

左右，前後に大きなブレが生じており，熟練者ほど

スムーズな体移動ができていないと考えられる。  
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3－2 左足首加速度 
 図１の熟練者左足の動き(上図，中段)をみると打突

未熟練者

7.3 8.3 9.3 10.3

秒

加
速

度

腰Y降
腰X右
腰Z後
左前腕Y後
左前腕X頭
左前腕Z左
右前腕Y後
右前腕X降
右前腕Z右
左足首Y頭
左足首X前
左足首Z左
右足首Y頭
右足首X後
右足首Z右

打突時

打突前左足に加速度の増加がない 打突後左足の加速度の増加があまり見られない

踏み込み動作

腰が大きくブレている



49 

前にＹ軸，Ｘ軸，Ｚ軸ともに加速度の増加がみられ

る。これは打突前のすばやい左足の引きつけ動作で

あると思われる。また，打突直前，Ｘ軸に加速度の

増加があるが，これは左足の蹴り足によるものだと

推察される。次に，打突後から残心までをみるとＹ

軸，Ｘ軸，Ｚ軸に周期的な大きな加速度の増加が認

められる。送り足により左足をリズミカルに素早く

引きつけていることと思われる。 
 一方，未熟練者の打突前，及び打突後を見るとＹ

軸，Ｘ軸，Ｚ軸において，いずれも大きな加速度の

増加はみられない。未熟練者は左足の素早い動作が

打突前後にできていないと考えられる。 
3－3 右足首加速度 

 図 2 は，打突時 0.6 秒間の運動経過を表したもので

ある。熟練者の右足首加速度(上図，下段)をみると，

打突直後，Ｙ軸，Ｘ軸，Ｚ軸に大きな加速度の増加

がみられる。この結果は，竹刀の打突直後に右足に

よる踏み込み動作をしていることがわかる。また，

踏み込み動作時のＹ軸，Ｘ軸をみると，一度前方に

振り出した後，引き戻すように，踏み込みをしてい

ることがわかる。熟練者は踏み込み足の振り戻しに

より，支持足の上に腰を移動し身体を安定させ次の

動作に備えていると考えられる。 

 一方，未熟練者(下図，下段)は打突直前，Ｙ軸，  

Ｘ軸，Ｚ軸に大きな加速度の増加がみられる。この

ことから竹刀の打突直前に踏み込み動作をしている

ことがわかる。百鬼ら４）は，熟練者が上肢と下肢の

協調的な働きにより安定して遠く踏み込んで打撃し

ているのに対し，未熟練者では，協調されないで打

撃と体の移動が一致していないという報告をしてい

る。このことから，未熟練者は踏み込み動作時に右

足が低く，遠くに移動せず右足の離床から着床が早

いため，竹刀の打突直前に踏み込みが開始している

と考えられる。また，打突から残心までは，Ｙ軸，

Ｘ軸，Ｚ軸ともに加速度の増加はみられず，熟練者

との相違はみられなかった。 
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3－4 左前腕加速度 

 熟練者に比べ，未熟練者は打突直後，Ｙ軸に小さ

な加速度の変化が多くみられた。浜口ら５）によると，

熟練者は肘関節が伸展して打突しているのに対し，

未熟練者の特徴は逆に屈曲して打突していると報告

している。したがって，未熟練者は打突の際に両肘

の締めが弱く打突後に揺れる動作になっているもの

と推察される。 
3－5 右前腕加速度 

 右前腕では，Ｙ軸，Ｘ軸，Ｚ軸ともに熟練者と未

熟練者では大きな加速度の違いはみられず，右腕の

使い方に大きな相違は認められなかった。 

 

4．まとめ  

 3 軸加速度計を用いて剣道正面打撃の熟練者と未

熟練者の動作解析をした結果，次のことが明らかに

なった。 

1）腰部の動きは，熟練者では，打撃前後の移動はほ

ぼ等速の動きをしているのに対し，未熟練者では，

打撃前後に加速波形が多くみられ，安定した移動

が行われていない。 

2）左足の動きは，熟練者では，打突後素早い左足の

引きつけが見られるが，未熟練者では左足の素早

い動作ができていない。 

3）右足の動きは，熟練者では，打突直後に踏み込み

動作をしているのに対し，未熟練者では，打突直

前に踏み込み動作をしている。 

4）左前腕の動きでは，熟練者に比して未熟練者は打

突直後，小さな加速度の変化が多くみられ，左腕

が伸展していない。 

5）右前腕の動きでは，熟練者と未熟練者に大きな相

違はみられなかった。 

6)今回の加速度計を用いた方法で，これまで報告さ

れている画像解析の知見と同様な結果が得られた。 

今後の課題 

この測定法を用いて，これまで解析されていな

い対人動作の巧拙について今後検討することを課

題としたい。また，初心者がどのくらいの練習量

で熟練者と同様な踏み込み打突ができるようにな

るのかを明らかにしたい。 

 

5．参考文献 

1）渡邊由陽，竹森重，巽申直：剣道競技中の動作，

身体各部位の動きの時系列解析，武道学研究 40－

別冊，ｐ67，2007 

2）渡邊由陽 他：加速度計を用いた剣道の対人的技

能の動作解析，武道学研究 41－別冊，ｐ37，2008 
3）横山直也 他：剣道における正面打撃動作の標準

的 3次元動作モデルの構築，武道学研究 33－3，ｐ

39－50，2001 
4）百鬼史訓 他：剣道における打撃動作中の足底力

に関する研究，踏み込み動作について，武道学研

究 10－2，ｐ113－114，1977 
5)浜口雅行 他：剣道打撃動作時の手，肘，肩関節

角度変化の分析，武道学研究 10－2，ｐ43－45,1977 


