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1. 緒言 

剣道は、竹刀を用いて攻防を展開する競技であ

り、各自に適した竹刀を選ぶことは前提条件と考

えられる。竹刀には、全日本剣道連盟の剣道試合・

審判規則第３条及び剣道試合・審判細則第２条に

定められる構造、長さ、重さ、太さ、鍔の大きさ

などの規格があり、この規格に準拠した竹刀を使

用することになっている。また、竹刀は、並型、

胴張型、古刀型など様々な形状のものが市販され

ており、剣道競技者は各自の指標を持って竹刀を

選定していると思われる。 

岩切ら（1993）は、竹刀選定の基準について、

最も重視されるものはバランス（重心）であり、

次いで、重さ、柄の握りなどが基準とされている

と報告している。また、重さについては各自が目

安を持っているようであるが、バランス（重心）

や柄の握りについては基準とする目安がなく、持

った感じ・感覚的なもので選ぶ傾向があると指摘

している。一般的に胴張型は重心が手元（柄部）

寄りに感じられ、古刀型は剣先寄りに感じられる

と言われているが、実際どのような形状がバラン

ス（重心）に影響を与えているかはほとんど明ら

かにされていない。 

そこで、今回、剣道競技者が通常使用している

竹刀の形状について測定し、重心の位置と重量、

節部の位置、太さ等との関係を明らかにすること

で、竹刀を選ぶ際の一指標となる基礎資料を得る

ことを目的とした。また、剣道競技者の身体特性

からみて、どのような竹刀を選定しているかにつ

いても検討することを試みた。 
 

2. 研究方法 

2-1 対象 

国立大学法人Ｉ大学男子剣道部員 23名が試合及

び稽古で使用する竹刀 56 本を対象とした。 

2-2  測定方法 

1) 竹刀の形状測定 

重心の位置を含めた以下の 14 項目を設定し、計

測にはマルチンの計測器を用いた。節部は刃部の 3

節を剣先に近いものから第１節部、第２節部、第

３節部とした。重心の位置、各部分の位置は剣先

からの距離とし、柄部の長さは柄頭から柄革折り

返し下部までの距離とした。また、柄部の周囲に

ついては、右手部分を柄革折り返し下部から 5cm

の部分、左手部分を柄頭から 5cm の部分として直

径を測定した。 

（1）重心の位置  （8）柄部の周囲（右手部分） 

（2）重量     （9）柄部の周囲（左手部分） 

（3）全長     （10）先革の周囲 

（4）第１節部の位置（11）竹刀最大囲の位置 

（5）第２節部の位置（12）竹刀最大囲 

（6）第３節部の位置（13）竹刀最小囲の位置 

（7）柄部の長さ  （14）竹刀最小囲 

2) 被験者の身体計測 

次の 8 項目をマルチンの計測器とスメッドレー

式握力計（竹井機器製）を用いて測定した。 

（1）身長     （5）手長（右手） 

（2）体重     （6）手長（左手） 

（3）握力（右手） （7）前腕囲（右手） 

（4）握力（左手） （8）前腕囲（左手） 

3) 統計処理 

 測定した値は平均値±標準偏差で示し、変動係

数を算出した。また、各項目の相関は Pearson の相

関係数を用いて算出した。なお、有意水準は 5%未

満とした。 

 

3. 結果と考察 

3-1 竹刀の形状 

測定した竹刀形状の結果を表 1 に示した。重心の

位置の平均は 65.3±1.1cm であり、変動係数は 1.6

であった。このことから、竹刀の重心は竹刀の剣

先から平均 54.6%の位置、所謂、全長の中程からや

や柄部寄りの位置にあることがわかった。竹刀の

重心の位置は竹刀の形状が並型、胴張型、古刀型

等多様であることからバラツキが大きいものと予

測されたが、今回の測定では変動係数が 1.6 と比較

的小さい値を示した。しかしながら、重心の位置

の分布が一定であるかどうかについては、今後更

にデータ数を増やして検討することが必要である

が、競技者は、この僅差の中で自分に適した感覚

のものを選定していることが明らかになった。 

各節部の位置については、第１節部の位置が平均

24.2±2.3cm、であり、第２節部の位置が平均 52.1

±1.5cm、第３節部の位置が平均 77.2±1.0cm であ

った。変動係数をみると、第１、第２、第３で、

それぞれ 9.5、2.8、1.3 の値であり、第１節部の位

置の変動は第３節部の位置の約 7.3 倍であること

が明らかになった。第１節部は、丁度、竹刀の物

打ちの箇所であり、この部分の強度が竹刀の耐久

性に影響することから、第１節部が剣先から中結

の中間位置にあるものは、比較的、節部のもつ強

度の特性を生かすかことができると考えられる。

一方、すり上げ技等では、相手の竹刀に滑りやす

くするため、第１節部が中結に近いものが適して

いると考えられる。これらのどの要素を生かすか

で第１節部の位置に相違がみられるものと推察さ

れる。 

竹刀の周径についてみると、竹刀最小囲の位置は、

平均 6.2±0.3cm、竹刀最小囲は平均 7.5±0.2cm で

あり、最小囲の位置は剣先付近に集中しているこ

とがわかった。竹刀最小囲は一定的であるが、そ

の位置は竹刀によって異なっている。本研究では、

先革の長さを測定していなかったが、先革が長く

なると最小囲の位置は剣先から遠位になる傾向が

みられることから、この関係が原因となっている

と推察される。一方、竹刀最大囲の位置は平均 75.2

±1.4cm、竹刀最大囲は平均 13.7±0.7cm であり、

竹刀最大囲の位置は、竹刀の剣先から平均 62.9%の



箇所にあり、一定の位置にあることが認められた。

竹刀の形状では、竹刀最小囲の位置より最大囲の

位置の方が変動係数が低く、散布度は小さい。こ

れは、重心の位置及び第３節部の位置が一定の位

置にあることに起因すると思われる。 

表 1 竹刀形状の測定値 

  Mean±SD CV 

（1）重心の位置(cm)  65.3±1.1 1.6  

（2）重量(ｇ) 525.6±9.7 1.8  

（3）全長(cm) 119.5±0.2 0.1  

（4）第１節部の位置(cm)  24.2±2.3 9.5  

（5）第２節部の位置(cm)  52.1±1.5 2.8  

（6）第３節部の位置(cm)  77.2±1.0 1.3  

（7）柄部の長さ(cm)  34.0±1.8 5.2  

（8）柄部の周囲 右手部分(cm)  10.0±0.3 3.4  

（9）柄部の周囲 左手部分(cm)   9.1±0.3 3.7  

（10）先革の周囲(cm)   9.4±0.2 2.1  

（11）竹刀最大囲の位置(cm)  75.2±1.4 1.8  

（12）竹刀最大囲(cm)  13.7±0.6 4.3  

（13）竹刀最小囲の位置(cm)   6.2±0.3 5.2  

（13）竹刀最小囲(cm)   7.5±0.2 2.2  

 

3-2 重心の位置と他の項目間の相関 

重心の位置と他の 13項目との相関関係を算出し

た結果、柄部の周囲（左手部分）（ｒ=0.5236、ｐ

<0.05）、竹刀最小囲（ｒ=-0.4434、ｐ<0.05）、第２

節部の位置（ｒ=0.3283、ｐ<0.05）、柄部の長さ（ｒ

=-0.3137、ｐ<0.05）との間に有意な相関が認めら

れた。特に、左手の握り箇所の太さは重心の位置

と相関があり、左柄部が太くなるほど重心の位置

は柄部側に接近する傾向がある（図 1）。また、竹

刀の最も細い部分が細くなるほど重心が柄部側に

接近する傾向がある。竹刀最小囲については、先

革の周囲と相関が認められており、先革の太さは

試合規則により直径 26mm 以上と定められている

ことから、竹刀の先端部を自由に細くすることは

できない。また、第２節部の位置が剣先から遠囲

になるほど重心の位置が柄部寄りになり、柄部の

長さを短縮するほど重心の位置が柄部寄り移動す

る傾向が認められた。以上ことから、特に柄部の

周径、柄部の長さは、重心の位置と相関があり、

竹刀選定の１指標となると思われる。

 
図 1 重心の位置と柄部の周径（左手部分）の相関 

3-3 身体特性と使用竹刀の関連 

被験者の身体計測値を表 2 に示した。剣道競技

者の身体特性からみて、どのような竹刀を選定し

ているかについても検討するため、被験者が最も

使いやすいと思う竹刀を 1 人 1 本選ばせ、23 本の

竹刀形状の測定値と対象者 23人の身体計測値の相

関関係を算出したが、有意な相関は認められなか

った。しかしながら、手長と竹刀最小囲の間、握

力と竹刀重量の間に統計的に有意ではないが、相

関がある傾向がみられたので、今後、データ数を

多くして再検証する必要がある。 

 また、今回測定した竹刀形状と身体特性には関

連がみられなかったことから、身体計測の項目の

再検討が課題となる。一方、竹刀の選定は身体特

性よりも各自の得意技、プレースタイル、戦術な

どに効果的なもので行われている可能性が高い。 

表 2 身体計測値 

  Mean±SD 

（1）身長(cm) 171.0±6.7 

（2）体重(kg)  70.3±13.2 

（3）握力 右手(kg)  53.2±8.6 

（4）握力 左手(kg)  51.0±8.7 

（5）手長 右手(cm)  18.1±0.8 

（6）手長 左手(cm)  18.3±1.0 

（7）前腕囲 右手(cm)  28.3±2.0 

（8）前腕囲 左手(cm)  27.4±2.1 

 

4. まとめ 

竹刀の形状を測定し、どのような形状がバラン

ス（重心）に影響を与えているかを中心に分析し

た結果、以下のことが明らかになった。 

1）竹刀の重心の位置は平均 65.3±1.1cm であり、

剣先から平均 54.6%の位置にあった。また、変動係

数は 1.6 を示し、散布度は小さかった。 

2）竹刀形状の中で、第３節部の位置と竹刀最大囲

の位置は一定であることが示唆された。 

3) 竹刀の重心の位置は、柄部の周囲（左手部分）、

竹刀最小囲、第２節部の位置、柄部の長さとの間

に有意な相関が認められた。 

4）竹刀形状と身体特性には有意な相関はみられな

かった。 
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