
y = 0.0108x - 0.0818
r =0.997332(p＜0.05)
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1． 緒言 

 剣道の手のうち作用とは「竹刀の握り方、打突

したり応じたりするときの両手の力の入れ方、緩

め方、釣り合いなどを総合したもの」と捉えられ

ている。この手のうち作用は、有効打突の判定に

関与しており、手のうち作用による打突の強さや

冴えが不十分であれば 1本と認められない。従っ

て、打突指導では、手のうち作用の指導法は当面

する課題となっている。また、平成 24年度から実

施の中学校保健体育科における武道領域では、“基

本となる技”を身に付けさせることに改訂されて

いる。剣道では、これらの技は、二段技、引き技、

抜き技が例示されている。動作分析における先行

研究では、基本打ちの技を対象としたものが数多

くみられるが、しかけ技、応じ技を対象とした報

告はほとんどみられない。そこで今回、基本とな

る技を対象に、これらの動作時における手のうち

作用の巧拙を明らかにして、初心者がより効果的

に打突動作を身に付けることができようにするこ

とを試みた。 

 

2．研究方法 

2－1 対象者 

 対象者は、習熟者群として I大学に所属する剣

道部 3名及び初心者群として I大学剣道実技受講

者 3名とした。 

2－2 測定方法 

手のうちの測定は、林ら(2009)のモーメント検

出用ひずみゲージを貼付した加工竹刀（長さ 125cm、

重さ 550g）を長さ 5mのリード線でセンサーインタ

ーフェイス(共和電業製、PCD－300A)に接続し、2

アクティブ法でブリッジ回路を構成し行った。 

なお、上下方向及びモーメントの力成分の入力

はサンプリング数 200Hz、収録データ数 1000 とし

た。 

2－3  対象動作 

 対象動作は、平成 24年度から実施の中学校保健

体育科の改訂内容に準拠し、“基本となる技”①引

き面 ②小手－面の 2種類とした。これらは合図

によってタイミングの制限を行い、実戦的な打ち

方に近似させて行わせた。 

2－4 加工竹刀の各モーメントの較正 

 切断した竹刀先端部をテープで机に固定し竹刀

左手グリップ部中央に較正用重り 2.5kgと 5.0kg

をそれぞれ丈夫なナイロンロープに介して吊り下

げ、既知の較正負荷とした。曲げモーメントの較

正には、ひずみゲージ Bおよび Dが上面となるよ

う、長軸方向軸力の較正にはひずみゲージが Aお

よび Cが上面となるよう、較正負荷を吊り下げた。

ねじりモーメントの較正には、左手グリップ部に 

左右逆方向に固定したパイプレンチの柄に較正負

荷を吊り下げた。 

図 1に、曲げモーメントの較正結果を示した。 

 

 

上下方向の較正結果は、 Y=0.0108X－0.0818、 

r=0.997332 であり、ねじりモーメントの較正結果

は、Y=0.0186X-0.3575、 r=0.997557 であった。以

上の結果から、本竹刀の検出精度は十分であると

判断できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 モーメントの較正結果（上下方向） 

 

2－5 データ処理 

 データ処理には、Microsoft Excel を使用した。

各対象者の①引き面と②小手－面のデータは、イ

ンパクト時を基準に平均化した。上下方向の力は、

上方向の力を所謂、剣道用語に該当する「引き手」

とし、下方向の力を「押し手」として定めた。同

様に、波形のピーク値の差から、「引き手」及び「押

し手」の作用時間と作用力を算出した。また、長

軸まわりの作用モーメントは、手首の背屈を「絞

り」、逆方向を「解放」として求めた。 

 得られたデータは、全て平均値±標準偏差で表

し、解析には市販の統計ソフトを用いて行った。

有意水準は、全て危険率 5％未満とした。 

 

3．結果と考察 

3－1 引き面の比較 

図 2 に、引き面の手のうち作用を比較したもの

を示した。引き面における引き手と押し手の作用

力の平均値と標準偏差は、習熟者群では、引き手

250.0±42.0N、押し手 480.2±64.6Nであり、一方、

初心者群では、それぞれ 130.2±79.43N、270.5±

87.1Nであった。習熟者群は初心者群に比して引き

手、押し手ともに有意に大きな作用力を示してい

た。また、引き手と押し手の比率をみると、習熟

者群では、押し手は引き手の 1.9倍の作用力であ

り、初心者群では、2.1倍の作用力であった。引き

面は、両群とも、同様な力配分で打撃していると

思われる。 

次に、引き手、押し手の作用時間を見ると習熟

者群では、引き手 0.18±0.02sec、押し手 0.10±

0.02secであり、初心者群では、引き手 0.17±

0.04sec、押し手 0.12±0.02secであった。両群間

に引き手、押し手ともに有意差はみられなかった。 



以上の結果から、両群の引き手と押し手の作用

時間には相違がなく、一方、習熟者群は引き手と

押し手により大きな作用力が働いていることが理

解された。同じ時間内で作用力を高めるには、手

首の力を利かせることが有効であり、習熟者は引

き手と押し手ともに、効果的なスナップ作用を働

かせて引き面を打突しているものと推察される。       

さらに、引き手の作用力を増すために習熟者は引

き手の動作直前に下方向への力を加える動作がみ

られたが、この動作は初心者にはみられなかった。

この動作は作用力を増すためのものなのか、或い

はタイミングをとるものかについては明らかにす

ることはできなかった。 

また、長軸まわりの作用モーメントの波形から、

剣道の打撃時には、引き手の手首の背屈で絞り作

用、すなわち、内絞り（－方向）がみられ、一方、

押し手で解放と逆絞りの方向（＋方向）の作用、

すなわち外絞り（かえし）をみることができた。

習熟者は初心者に比して内絞りと外絞りの解放が

大きく、特に、引き手で大きく加速させる絞り動

作の特徴が認められた。 
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図 2  引き面における手のうち作用の比較 

 

3－2小手－面の比較 
 小手－面の手のうち作用を比較したものを図 3

に示した。 

小手－面に要した全体の作用時間をみると、習熟

者群では、0.45±0.047sec であり、初心者群では

0.49±0.098secであった。両群間に有意差はなか

った。 

次に、第１打の小手の引き手と押し手の作用時間

をみると、習熟者群は 0.14±0.054sec、0.11±

0.017secであり、初心者群は 0.17±0.068sec、0.11

±0.016secであり有意差はみられなかった。しか

しながら、第 1打の面の引き手の作用時間では、

習熟者群の 0.10±0.013sec は、初心者群の 0.13

±0.031secに有意に短く、一方、押し手の作用時

間では、習熟者群の 0.09±0.009sec は、初心者群

の 0.08±0.011sec に比して有意に長かった。これ

らの結果から、両群間に小手－面技の全体に要す

る作用時間に差は認められないものの、第 2打の

面に要する作用時間に相違が認められた。すなわ

ち、熟練者は第 1打後の第 2打に入る時間がより

短縮され、二段技が瞬時に繋がる手のうちをして

いることが示唆された。 

 作用力をみると、習熟者群は初心者群に比して

小手の引き手と押し手、面の引き手と押し手のい

ずれも有意に大きかった。習熟者群における小手

－面技の手のうちは、初心者より顕著に大きな力

が作用しており、押し手でみると小手で 2.1倍、

面で 1.8倍の力が働いている。また、初心者群の

小手の引き手の作用力は 71.2±19.4Nであり、習

熟者群の 257.5±95.9Nに比して顕著に小さいこと

から、スナップの利かせ方が弱いことが推察され

た。 

 さらに、習熟者群の第 1打の小手と第 2打の面

における作用力を比較すると、面は小手に比して

引き手、押し手ともに有意に大きかった。初心者

群においても、同様な傾向を示した。したがって、

小手－面などの連続打ちを練習させることによっ

て、第 2打の作用力を高めることが予測でき、こ

の手のうち作用を 1本打ちに応用することが有効

な運動の仕方の一つと考えられる。 
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図 3 小手－面における手のうち作用の比較 

 

4．まとめ 

 ひずみゲージを貼付した加工竹刀を用いて“基

本となる技”を対象に手の内作用の巧拙を明らか

することを試みた結果、以下の知見が得られた。 

1）引き面における作用時間では、初心者群と習熟

者群の間に引き手、押し手ともに有意差はみられ

なかった。 

2）引き面における作用力では、習熟者群は引き

手・押し手ともに初心者群に比して有意に大きか

った。また、習熟者群は引き手の内絞りのモーメ

ントが初心者群に比して大きかった。 

3）小手－面に要した全体の作用時間では、両群に

有意差はみられなかったが、習熟者群は第 1打と

第 2打の間が初心者群に比して有意に短かった。 
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