
喫煙が剣道競技パフォーマンスに及ぼす影響－巧緻性・敏捷性能力指標を主軸に－

１．緒言

近年、煙草による健康被害が多くある中、歩

きたばこや路上喫煙などのマナーの悪さも目立

ち社会問題になっている（小川，2004、尾上ら，

2006）。JTの「平成25年全国たばこ喫煙者率調
査」によると、成人男性の喫煙率は32.2％で昭和
41年の83.7％から年々減少しているが、諸外国と
比較すると未だに高い状況である（厚生労働省調

べ，2013）。煙草の煙の中には、4,000種類以上の
化学物質と40種類の発がん性物質がある（井坂，

1992、佐々木，1999）。発がん促進物質において

は約200種類以上あることが確認されており、そ

のなかでも一酸化炭素とニコチンは煙草の主成分

で、悪影響を及ぼす主因となる化学物質である 
（福場ら，1993）。特にこのニコチンには強固な依

存性がある。そのため、喫煙者が禁煙を試みても

上手くかないことが多いのはそのためであるとも

いわれている（柳田，1992）。

ニコチンの精神依存についての実験では、

Yanagitaら（1974）のアカゲザルでの実験、Lang
ら（1977）のラットによる実験、三徳（2007）や

中野ら（2011）の、「ヒト対象の実験及び調査」

にて、ニコチンには非常に強い精神依存性（ある

薬物を摂取したいという欲求を強く抱いているこ

とを特徴とする精神状態）があることが確認され

た。またこれらによると、ヒトにはニコチンに対

する「身体依存（ある種の薬物を反復摂取した結

果、身体が薬物の作用に適応して薬物を切らして

しまうと禁断症状が出るようになる状態）」がみ

られ、退薬症候（禁断症状：不安、焦燥、不眠、

精神集中の困難、徐脈、食欲亢進）があると確認

されている。このように、ニコチンの依存症に一

度入ることになれば、そこから脱出することすら

困難となってしまう。さらには、喫煙が癌や心筋

梗塞をはじめとする様々な病気と強く関係付けら

れていることも明らかとなっている（日本禁煙学

会HP，2014、Kishioka, 2014）ため、喫煙が心身
へ及ぼす悪影響が、多くの機関で示されるべきで

あろう。

しかし、このようにタバコの害が周知の事実

であるにも関わらず、大学生による喫煙の増加

は懸念され続けているのみで、大きな減少傾向

は見られない（福場ら，1993）。ましてや、青

年期にあたるこの大学生という時期は身体諸機

能や体力面でのピークを迎えるとも言われてお

り、いわば発育発達期の最大値を示す時でもある

（Kobayashi et al., 2004、漆坂ら，2009）。よってこ
の時期の喫煙開始は健康面・身体活動といった体

力要素に大きな影響を及ぼすものと考えられよう

（Kobayashi, 2004、木村ら，2007）。
また、日常生活のみならず、スポーツ現場にも

マイナスの影響を及ぼしている（山地，2001、中

潟ら，2008）。喫煙がスポーツ活動に及ぼす影響

として多くの報告があるが、主に酸素運搬能力を

低下させ、血圧を上昇させつつ皮膚音を下げると

いう、スポーツ活動にとっては好ましくない状況

をもたらすことが多い（山地ら，2001）。それで
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も大学生のスポーツ競技者らは、先に記したよう

なニコチン依存状態へ突入してしまうと、残念な

がら練習前でも試合前でも喫煙をするようになっ

てしまう（中潟ら，2008）。また、大学生のみな

らず、社会人のスポーツ活動チームやプロスポー

ツチームにおいても喫煙者が多い団体も見られて

おり（宮永，2011）、スポ－ツ選手を志す子供た

ちにとっては、模範となるべき行為から遠い存在

に映る可能性があるだろう。

これまで、喫煙と体力問題に関してはいくつか

の報告があがっているが、それらのほとんどが呼

吸機能や循環機能について検討したものである。

例えば、トレッドミルによる漸増負荷テストで

は、喫煙者で持続時間が短いことが示されている 
（藤瀬ら，2000、橋爪ら，2005）。また1,500m走、
踏み台昇降テストの記録（坂井ら，1994）や最大

酸素摂取量においては、喫煙者の方結果的に数値

が劣ること（Chatterjeeら，1987、中潟ら，2008）
なども報告されている。さらには、運動後の心拍

数の回復が非喫煙者より遅いという報告もある

（中潟ら，2008、橋爪ら，2005）。Saitoら（2012）
による研究では、喫煙と筋力には負の相関が認め

られる可能性を示していた。さらに伊藤ら（2012）

は、喫煙者の方が中等度運動強度でも、筋の酸素

需要に対し、酸素供給が不足している可能性を示

唆した。

このように、喫煙は、運動能力や持久運動に影

響を及ぼすという報告は多く見られている。しか

し喫煙が競技パフォーマンスを左右する巧緻性や

敏捷性など、いわゆる「そのスポーツ競技特有の

巧みさ」を支える要因らに対し、喫煙がどのよう

に影響を及ばすのかについての研究等は、現在の

ところ非常に報告数が少ない現状にある。

２．本研究の目的

本研究の目的を以下２点に集約したい。

１）剣道競技パフォーマンススキルそのものに喫

煙が与える直接的な影響を観察する；これまで、

球技系の競技に対する喫煙の影響はバスケット

ボール（宮永，2011）やフェンシング（冨田ら，

1996）においては観察されている。しかし剣道パ

フォーマンススキルに対する喫煙の影響に関した

報告は見られていない。

この「剣道」は、2014年度より中学校体育の武

道にて柔道と同様に必修選択科目の一つと位置づ

けられ（文科省HP，2014）、様々な知見の集約が
必要となるスポーツ競技の一つである。この競技

の特徴は、互いに竹刀を保持して構えた至近距離

での攻防であり、形態的にも動作的にもきわめて

複雑かつ多様である（星川，1978）。神経系の発

達が大きく向上する中学校期（宮下，2009）にこ

のような複雑な動きを要求することは、スキル要

素を構成する「敏捷性・巧緻性・瞬発力・予測判

断能力」、さらには柔軟性という要員らを一度に

開花させることが期待できるスポーツ種目ともい

えよう。さらに、動作が機敏であれば体格や体型

は特別な適正条件にはならないと松村（1993）は

述べており、スポーツ・体育教育現場においては

重要な位置づけを占めるべき競技であるともいえ

る。よって、剣道パフォーマンスに直接的に影響

を及ぼすようなスキルテストの考案も含めた形

で、この剣道スキルに喫煙が、どう影響を及ぼす

のかについての知見集約に貢献する目的を第一に

位置づける。

２）今回の対象大学（Ｈ大学；北海道内）におけ

る剣道部は、その道内における競技実績は高い位

置にあるが、全国出場を果たしても初戦敗退とい

う結果がよく見られている。そしてこの剣道部に

おける喫煙者の割合は全部員のおよそ半数であ

り、全国上位レベルを目指していかねばならない

大学生スポーツ競技者としては遺憾な数値といえ

るのではないだろうか。

よってこの「全国に出場しても即敗退」という

状況が、喫煙の多い状況や喫煙の頻度等と何らか

の連関性があるのか、考察を深めていくことを第

二の目的とする。
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３．研究方法・研究デザイン

喫煙と剣道の競技スキルにまつわる関係性を分

析する目的に沿い、以下のような方法を採用し

た。

３−１．被験者

本研究では、Ｈ大学Ｉ校に在籍している剣道部

の選手、全部員数19名のうち男子14名、女子１名

の計15名（内，喫煙者10名・非喫煙者５名）を対

象とした。喫煙者の割合については、部内全体で

およそ半数強である。被験者は定期的に（平均２

時間程度／週５回）剣道の稽古を行っている者と

した。被験者は、５分前喫煙者群・20分前喫煙者

群・非喫煙者群の３群にて分析した。そして喫煙

者には、実験開始５分前と20分前に喫煙を行わせ

た。尚、この実験前に行った喫煙に関わる５・20

という「時間帯」については、常に選手達が剣道

の試合前や練習に喫煙する時間をインタビュー調

査にて調査をし（４．結果にて記載）最も回答

の多かった時間帯（＝５分前：４名、20分前：６

名、非喫煙者：５名）という結果を受けた形で測

定数値とした。

３−２．調査期間

インタビューは2013年10月最終週６日間にて実

施した。そして喫煙との関係性を問う実験は同年

11月第３週に実施した（この実施前にプレテスト

を２回実施）。

３−３．インタビューについて

インタビューは本学剣道部に所属する喫煙者10

名に対して実施した。インタビュー内容を以下に

提示する。

①　試合や練習前に喫煙を行うのかについて

②　一日に何本喫煙するのかについて

③　試合や練習以外での喫煙状況について

④　喫煙前後の体調について

⑤　喫煙前後では競技に対する主観的な影響につ

いて

インタビュー活動は、倫理・人権に関わる内容

となる。よって（Ｈ大学Ｉ校における研究倫理規

則第２条、第３条、第６条に掲げられている事項

を遵守し）このインタビュー後、速やかに破棄す

る旨を対象者へ伝えた。

３−４．喫煙が剣道競技のパフォーマンススキル

特性に及ぼす影響を測定するためのスキ

ル測定方法

今回の測定では、小粥ら（2001）が作成した「剣

道のパフォーマンス特性に基づいたスキルテスト

方法」に沿う形態に加え、松村（2006）や坪井

（1985）、星川（1968）らの剣道に関する文献を参

考に、新たな一項目のスキルテストを設定した。

表１．剣道競技スキル測定項目一覧

今回の実験における「四則計算による選択反

応」の項目は、剣道においても重要要素となる

「瞬時の判断思考力」と「敏捷性」の同時進行

的な剣道スキルの遂行能力（星川，1978、松村，

1993、奥村ら，2001）を測定するために採用した。

よって、先行研究の剣道スキルテストに一つ附加

される形態として位置づけた。

・反復前後跳び課題

反復前後跳びとは、両足をそろえて竹刀を振り

かぶった状態のまま、前後に跳ぶ動作である。こ

れは剣道における俊敏な移動能力に関るスキルを

判定するテストである（小粥ら，2001）。この測

定方法を図１へ示す。被験者は設定したスタート

ラインへ立つ。次にそのラインから３ｍ先にある

１m間隔の３本線の間を、前後に両足をそろえ
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・反復前後とび
・選択反応
・（四則計算による選択反応）
・すり足シャトルラン
・早素振り（５秒、10秒、30秒、１分間）
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て竹刀を構えた状態を保ちながら前方向へ移動す

る。さらに再び同じ線上を同動作によりスタート

ラインへ戻る。この素早い前後跳び移動を、30秒

間でどのくらい実施可能となるのか、の実施回数

を測定した。判断基準は反復横跳び同様に白線を

越える、あるいは白線を踏むことでカウントをす

るものとした（白線を超えていない場合はノーカ

ウントとし、回数に含めないものとした；小粥

ら，2001）。

図１．反復前後とび課題

・選択反応課題

正面、左右45°の角度で３人が元立ち（剣道の

基本体系：松村，1993）となり、面に１～３の数

値が記載された番号を貼り付けて待機する。そし

て出題者は１～３の番号を提示し、被験者はその

指示された番号の面を全力で向かいながら打突を

する、というスキル測定である。設定時間は30秒

間で、計測中に何回「正確に」かつ「素早く」打

突したか、の測定を行った。これは瞬時の予測

能力及び判断力と、鋭敏な動きの両者を同時測

定する巧緻性能力を測るテストとなる（小粥ら，

2001）。先行研究におけるこのテストは、光刺激

による特殊な高性能機械を用いていたが、本研究

ではこの形態採用が困難だったため、出題者によ

る提示にて実施した（図２）。

・四則計算による選択反応課題

ここでは選択反応測定課題とほぼ同様の形式に

て測定を行った。選択反応課題よりもさらに「短

時間に予測を伴った思考をし」ながら「素早い移

動を伴う」というより「瞬時の思考判断力」及び

「敏捷性」のスキルを遂行する能力を測るテスト

として採用している。

まず、出題者が簡単な四則計算のカードを提示

し、それに対して被験者は瞬時に答えの書いてあ

る番号の面を打突する、という課題を行った。そ

して30秒以内に正確に打突できた回数を測定した

（図３）。

図３．四則計算による選択反応課題

・すり足シャトルラン課題

10m幅のライン間をすり足（星川，1978、高橋
ら，1985）にて全力で４往復し、その際にかかっ

た所要時間を計測した。すり足シャトルランを行

う際には竹刀を持ち、通常の剣道の練習時に何

度も行うといわれている（高橋ら，1985）。よっ

て「すり足動き」と同様形式で実施した。ただ

し、ライン間の移動の際には、できるだけ剣道パ

フォーマンススキルに近い形を採用するため、踏

み込み動作を必ず中央地点にて一度実施しながら

移動する（小粥，2001、松村，1993）ものとした（図

４）。
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図２．選択反応課題
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図４．すり足シャトルラン課題

・竹刀早素振り

ここでは、剣道で欠かせない「できる限り素

早い素振りを持続する（高橋ら，1985、松村，

1993）」というスキル測定を行った。持続時間設

定は、「「５秒」、「10秒」、「30秒」、「１分間」で

ある。そして各時間数のこの動作を全力で実施さ

せ、その反復回数を計測した。この際、これらの

各時間数の早素振り前・早素振り後の心拍数も回

復力を測る形で計測（松村ら，2006）した。なお

安静時心拍数はこの課題の遂行前に測定した。ま

た時間数毎の早素振り後において休憩時間を設定

した。これは上昇した心拍数をある程度抑えるよ

う、また剣道のパフォーマンス競技特性に基づく

形（松村ら，2006）で、すべて２分間と設定した。

図５．竹刀早素振り課題

３−４．分析方法

得られたデーターは、各群における比較する

対としてすべて平均値及び標準偏差で提示した。

（測定の各項目に関しては、５分前喫煙者群、20

分前喫煙群、非喫煙者群別にKolmogorov-Smirnov
検定を実施。そこで、全ての項目における分布の

正規性を確認済。）

５分前喫煙群、20分前喫煙群、非喫煙群の各項

目における比較には分散分析（ANOVA）および
Bonferroni法による多重比較を行った。また有意
水準は５％未満で判定した。　

各測定項目における喫煙者群と非喫煙者群の２

群の比較にはT-testを採用した（ここでの喫煙者
は、５分前喫煙者群と20分前喫煙者群を合わせた

ものである）。統計分析処理には、SPSSを採用し
た。

４．結果

４−１．インタビューにおける結果について

方法３－３に基づき、以下に提示する。

①試合や練習の何分前に喫煙するのかについて

試合や練習前に喫煙する時間帯の調査を行っ

たところ、平均で13分であった。その中でも一

番喫煙回数の多い時間帯は「５分前、20分前」

であった（約80％）。

②及び③喫煙本数及び喫煙の練習外での状況につ

いて

一日に煙草を吸う本数調査を行ったところ、

平均で10本であった。また、練習や試合以外の

中で、一日のどのような場面で喫煙するかにつ

いては、５項目に分別された。以下「起床直後：

５名」、「部活終了後：５名」、「夕食後６名」、

「就寝直前：４名」、「余暇活動時：６名」とい

う結果に至った（重複あり）。また、この５項

目全ての時間帯に喫煙をしているものは２名で

あった。

④喫煙後主観的感覚について（体調を主体に）

喫煙後の主観的な体調について、各被験者か

ら得られた主な回答は、「普段と変わらないと

思う：４名」、「だるさを感じるときが多い：５

名」、「頭がうまく働かないと思う：５名」、「気

分が少し落ち着く：５名」、「眠くなる：３名」

と回答していた（重複あり）。

⑤喫煙前後の競技に対する主観的な影響について

喫煙前後の競技に対する影響についても、思

い当たる主観的な印象を述べてもらった。これ
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より「あまり変わらないと思う：５名」、「試合

での持久力が落ちていると感じる：６名」、「息

切れする：４名」、「鋭さが落ちるような気がす

る：５名」という４項目に分類された（重複あ

り）。また持久力の低下及び息切れ、鋭さの低

下の３項目すべてを挙げている被験者が１名と

いう結果となった。

４−２．被験者の特性および３群での比較

表２に、５分前喫煙者・20分前喫煙者・非喫煙

者の３群で実施した各スキルテスト種目課題にお

ける平均値と標準偏差を、一覧として示した。以

下、各課題についての結果を示していく。

４−３．反復前後跳び課題について

反復前後とび課題は、30秒以内の回数の多さを

競うスキルテストとなる。分散分析の結果、３

群で有意差がみられ、非喫煙者が58.2回（±8.4）
と最も多い数値を示す結果となった（p≦0.05，
p＝ .027）。また多重比較より、５分前喫煙者
群と非喫煙者群との間に有意な差が認められた

（p＝ .026：図６及び表２参照）。

４−４．選択反応課題について

選択反応課題においては、回数評価であるた

め、その数値の大きさが良好な結果を反映するも

のとなる。分散分析の結果、この３群間で有意差

が認められた（p≦0.001，p＝ .000）。多重比較で
は、５分前喫煙者群と20分前喫煙者群（p＝ .000）、
20分前喫煙者群と非喫煙者群において有意な差が

認められた（p＝ .000：図７及び表２参照）。
 

図７．選択反応課題平均値

４−５．四則計算における選択反応課題

四則計算における選択反応課題においても、

４－４同様に、打突回数の多いことがスキルテス

トの良好さを示すこととなる。５分前喫煙者では

およそ17回、20分前喫煙者でも約17回、非喫煙者

でおよそ21.5回という平均値となり、非喫煙者の
数値が高く示されたが、有意差は認められなかっ

た（表２参照）。

４−６．すり足シャトルラン課題について

すり足シャトルラン課題は、所要時間の早さを

競うスキルテストとなる。表２より各平均値にお

いて、５分前喫煙者では31秒前後、20分前喫煙者

で30秒前後、非喫煙者で26秒前後というように非

喫煙者のタイムが最も速いという結果に至った。

しかし３群間での有意な差は認められなかった
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図６．反復前後とび課題平均値

表２．３群における被験者特性（平均値）
５分間喫煙

n＝ 5
20分前喫煙

n＝ 5
非喫煙者

n＝ 5
反復前後跳び２回目 32.00±08.7 45.0±06.6 58.2±08.4*
選択反応 26.20±01.7 16.8±02.8*** 28.0±02.1
四則計算による選択反応 17.00±03.9 17.0±01.6 21.5±05
すり足シャトルラン 31.25±04 30.2±02.8 26.6±02.7
早素振り５秒 9.00±00.8 8.8±01.5 9.0±00.7
安静時心拍数 76.50±13.3 85.2±09.9 69.6±08
運動後心拍数 94.50±26.1 100.8±16.6 81.6±16.2
早素振り10秒 14.75±01 16.6±01.7 17.2±02.3
安静時心拍数 79.50±17.9 82.8±09.9 64.8±13
運動後心拍数 99.00±18.7 112.8±13.7 96.0±18.5
早素振り30秒 46.25±05 47.2±04.7 46.6±03.1
安静時心拍数 76.50±10.2 81.6±15.1 72.0±12
運動後心拍数 127.50±36.8 139.2±21 122.4±28.6
早素振り１分 90.25±10.6 92.0±04.7 90.6±08.8
安静時心拍数 84.00±14.7 92.4±19.3 78.0±11.2
運動後心拍数 147.00±32.7 154.8±18.2 141.6±29.3
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喫煙が剣道競技パフォーマンスに及ぼす影響－巧緻性・敏捷性能力指標を主軸に－

（表２参照）。

４−７．竹刀早素振り課題について

この課題に関しては、それぞれ「５秒」、「10

秒」、「30秒」、「１分間」という４つの時間帯の

課題を設定した。表２より、すべての課題に関し

て３群間での有意差は確認されず、その間に測定

した休憩時の安静時心拍数及び運動後の心拍数に

関しても、３群における有意な差は確認されな

かった（表２参照）。

４−８．喫煙者群を一つの群として分析した結果

（非喫煙者VS喫煙者群としての分析）について

表３に喫煙者群（５分前喫煙者及び20分前喫

煙者を合致させたもの）、非喫煙者の２群で剣道

スキルテスト課題の測定平均値と標準偏差を、表

３に示した。

表３より、反復前後跳び課題、四則計算によ

る選択反応課題、すり足シャトルラン課題、早

素振り10秒後における安静時心拍数にてそれぞ

れ２群間での有意差が確認され、非喫煙者群が

各々のスキルテストの良好な結果を示すという

傾向にあった（順に、 p≦0.01，p＝ .004；、p≦
0.05，p＝ .012；、p≦0.05，p＝ .034；、p≦0.05，
p＝ .032）。

５．考察

５−１．インタビュー調査について

試合や練習前の喫煙の時間帯について調査した

ところ、平均で13分という結果であった。さらに

５分前と20分前に喫煙をするという回答が最も多

かった。このように「常習化」して練習前や試合

前に喫煙してしまう背景の一つとして、一度喫煙

を始めたらやめることのできない「煙草に含まれ

るニコチン依存メカニズム」が影響していること

が考えられる（柳田，1992）。ニコチンには禁断

症状があるため、常に吸っていないと落ち着かず

（中野ら，2011）、集中力を発揮することが困難と

なる。よって、試合や練習の直前だと認識してい

たとしても、ニコチン依存に打ち勝つことができ

ず、喫煙してしまうのではないだろうか。

また一日に吸う本数については、少ない人で５

本、多い人で約15本吸うという結果であった。こ

れについては、喫煙の習慣化という問題が絡んで

くる。漆坂ら（2009）は、喫煙の本数の多寡と喫

煙期間の長期に相関がみられたと報告している。

さらに習慣化してしまう原因として、喫煙者のス

トレスからの解放をのぞみ、抑うつの状態を軽減

するためという報告もある（佐々木，1999）。こ

れらより、喫煙者群で喫煙本数が多い人ほどスト

レスが多く、喫煙行為を習慣化してしまいやすい

ということが推察される。また生活の中に喫煙が

蔓延している状況にある（起床直後、部活終了後、

夕食後、就寝前等）ため、まさに依存状態に陥っ

ていると表現できるだろう（Lang, 1977、柳田，
1992、Kobayashi, 2004）。
喫煙後の体調に関しては、普段と変わらない者

もいたが、無気力や眠くなるといった状態が大半

を占める結果となった。この背景としては、喫煙

を行うことによる脳血流の低下（井坂，1992、篠

原ら，1997）や、そこから派生する気力の低下へ

とつながることが考えられる（中尾ら，2003）。 
今回の対象者の喫煙者群の中には、食欲がわか

ないため、食事をお菓子で済ませる、あるいは一
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表３．２群における被験者特性
被験者分析 喫煙者群 非喫煙者群

　平均値　標準偏差　平均値　標準偏差
反復前後跳び 39.2±09.8 58.2±08.4**
選択反応 22.6±06.1 28.0±02.1
四則計算による選択反応 17.0±02.6 21.5±05*
すり足シャトルラン 30.7±03.2 26.6±02.7*
早素振り５秒 8.9±01.2 9.0±00.7
安静時心拍数 81.3±11.7 69.6±08
運動後心拍数 98.0±20.1 81.6±16.2
早素振り10秒 15.8±01.6 17.2±02.3
安静時心拍数 81.3±13.1 64.8±13.1*
運動後心拍数 106.7±16.6 96.0±18.5
早素振り30秒 46.8±04.5 46.6±03.1
安静時心拍数 79.3±12.6 72.0±12
運動後心拍数 134.0±27.7 122.4±28.6
早素振り１分 91.2±07.3 90.6±08.8
安静時心拍数 88.7±16.9 78.0±11.2
運動後心拍数 151.3±24.1 141.6±29.3
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日中何も食べないといったケースも確認された。

喫煙により食欲が低下し、バランスのよい食事を

摂らないことで脳の働きを低下させ、完全に無

気力な状況へ自らを陥れている（佐々木，1999）。

こういった状況は、剣道パフォーマンスの低下に

繋がるだけでなく、日常生活の健康的な営みとは

真逆の「不健康な」な状態であるともいえよう。

これは決して好ましいことではない。喫煙におけ

る健康被害のリスクが高く、スポーツを競技とし

て遂行する者としては誠に残念な状況であるとも

表現できよう。これらのことから、剣道の競技パ

フォーマンスにも何らかの影響を付加した可能性

は否めないことが推察された。

５−２．スキルテストの反復前後跳び課題に関し

て

反復前後跳び課題は、剣道における敏捷性や前

後に踏み込む時の瞬発力に即したスキルテスト項

目である。今回は喫煙が反復前後跳びの回数に影

響を与えているのかどうかを調べる目的として測

定を行った。

非喫煙者と喫煙者では、２群の間に有意な差が

認められており（表３）、さらに多重比較にても

５分前喫煙者と非喫煙者との間で有意差が観察さ

れた（表２及び図６）。

これらの結果から伺えることは、剣道動作パ

フォーマンス実行直前に喫煙を行うことは、瞬発

的な跳び動作や素早い移動を伴う足さばきに対し

て、負の作用をもたらす可能性がある、というこ

とである。これは、喫煙による脳の血流量の低下

が大きく関係している可能性があるだろう（井

坂，1992、篠原，1997）。

脳血流量の低下は、人が疲労を感じる時や鬱病

の症状のときにも現れる（柳田，1992、Kishioka, 
2014）。その特徴として、やる気の喪失や判断力

の衰え、さらには動きが緩慢になってしまうな

どの要因が挙げられている。さらに、Kubotaら
（1985）は喫煙者と非喫煙者とでは喫煙者の方で

有意に脳血流が低いという報告を示している。

剣道の特徴的な動作運用法の一つに今回の「足

さばき」がある。相手を攻め、自分を守り、相手

の竹刀に応じる時、上肢や身体のみの動作ではな

く身体の移動がその中心となることを助ける大切

な動きである（星川，1978、高橋ら，1985）。剣道

はいかなるときでも相手に対応し、瞬時に反応し

て自らを素早く移動することができる体制を整え

ていなければならない（奥村ら，2001、小粥ら，

2001）ため、この動きは必須となるのであろう。

喫煙者群においてこれらのスキル能力が劣って

しまったということは、足さばきや打突後の姿勢

や体制、また踏み込みなどの遅れにつながり、パ

フォーマンススキルが喫煙という行為によって低

下したものと考えられる。したがって、喫煙は剣

道パフォーマンスのスキルを支える一つの「瞬発

力」や「俊敏な移動する力」に対して負の要因を

もたらす可能性があることが示唆された。

５−３．選択反応課題（四則計算含む）に関して

今回選択反応課題及び四則計算課題を規定した

のは、剣道競技において、相手の動きを瞬時に予

測し、反射的に素早く動かなければいけない能力

が重要な項目として示されているからである（星

川，1978、奥村ら，2001）。そのため、選択反応の

回数の多さ及び思考を短時間で下して打突する能

力と喫煙の関係を調べる目的として測定した。

選択反応課題結果において、非喫煙者と喫煙者

間における２群間に有意差は見られなかったが、

四則計算においては有意差が確認され、非喫煙者

群の方がより良好な成績を収めたことが明らかと

なった（表２）。また３群間比較においても、単

純な選択反応課題において有意な差が認められて

いた（表３及び図７）。

剣道における面打突所要時間が平均0.2 ～３秒、
小手打ちが平均0.23秒で勝敗が決せられる剣道競
技（星川，1978、Imahukuら，2010）では、隙を
見つけ瞬間的に踏み込んで打突することが強く求

められている（高橋ら，1985、松村，1993、奥村ら，

2001）。このことより、剣道競技における単発技・
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喫煙が剣道競技パフォーマンスに及ぼす影響－巧緻性・敏捷性能力指標を主軸に－

連続技ともに、肉眼で捉える事が困難なほどのス

ピードを持つことが分かる。このような背景の中

でいかに高い剣道パフォーマンススキルを実施す

るかは、やはり相手の構えや剣先の方向・間合い

やリズム・視線、といった様々な要因を基にした

相手の動きを読み取る予測能力や瞬時の判断力が

必須となるだろう（高橋ら，1985、松村，1993、奥

村ら，2001）。さらにこの能力をベースとした素

早い打突スキルの保持及び向上（小粥ら，2001、

Imahukuら，2010）は欠かせなくなるだろう。
今回喫煙者群が非喫煙者群よりも判断力が劣

り、結果的に打突が遅れてしまうという結果が確

認された。これは、先の反復前後跳び課題におい

ても喫煙者群のマイナス要因の促進の背景にある

脳血流の低下（柳田，1992、Kishioka, 2014）がこ
の課題においても大きく影響を及ぼしていると考

えられる。さらに、喫煙者の方が非喫煙者と比較

すると学力・思考能力ガが低いという報告（長谷

川，2006、尾上ら，2007、漆坂ら，2009）や慢性

喫煙は脳血流低下の促進因子になる可能性がある

（井坂，1992）という報告等からも、今回の結果

を裏付ける背景の一つとして示唆できよう。

奥村ら（2001）によると、剣道における「攻め」

の時間帯は技・知識の活用のみでなく、相手の動

きを瞬時に予測する能力が必須であると述べてい

る。今回対象となったＨ大学剣道部は毎年全国大

会に出場している強豪校である。道内大会では毎

年優勝しており、個人ともに団体戦においても良

好な成績を納めている。しかしながら、全国大会

となると上位入賞まで上り詰めることができない

現状にある。道内の大会では選手同士の手の内を

深く理解している相手が多く、対戦相手選手の動

きの癖・得意技、また試合運びの間合いなど、把

握をしている選手が多い。だが全国大会となる

と、新しいタイプの選手の動きの分析や、いわゆ

る「未知なる行動予測を把握することが困難」と

なり、瞬時の良好な判断力につながらないケース

が多いことが考えられる。そしてレギュラー群の

中に慢性的な喫煙者がいることは考察５－１にて

提示した。

これらのことから、喫煙が剣道パフォーマンス

スキルの重要要素ともいえる「瞬時の予測判断能

力」や「その判断を元にした素早い打突」に対し

ても、負の影響を与える可能性が高いことが示唆

されよう。そしてそれは未知なる対戦相手との試

合において有利な状況とは対極の位置にあること

も推察されるべきである。

５−４．すり足シャトルラン課題について

剣道におけるすり足とは、常に移動中心を床面

と水平になるよう、腰を中心にすり足で滑らかに

そして素早く身体を移動させることである（星

川，1978、松村，1993、Imahukuら，2010）。今回
はスキル測定という形式ではあったが、剣道の基

本動作に沿う形で踏み込み動作も採用した。

すり足シャトルラン課題については、非喫煙者

と喫煙者の間で有意な差が見られた（表３）。こ

の動作は、反復前後跳び課題同様に、素早い移動

とスキルの鋭敏な出力要素を持ち合わせている

ことが重要となる（松村，1993、奥村ら，2001、

Imahukuら，2010）。よって、全力にて素早い動
きを実施するという乳酸性作業閾値の時間帯（非

喫煙者群平均値；約26秒、喫煙者群平均値；約31

秒）でかつ瞬発力を伴いながら、難易度の高いス

キルを遂行するだけの集中力と酸素運搬能力を持

ち合わせていなければこのスキル遂行は困難とな

るだろう。

宮永（2011）はバスケットボール選手を対象と

した喫煙者と非喫煙者群のスキルテストを実施

し、20mシャトルラン種目において両者に有意差
が確認されたと示している。これは、無酸素性作

業運動遂行能力に対して喫煙がなんらかの影響を

もたらしていることを示唆している。また橋爪

ら（2005）も、短時間の激しい運動パフォーマン

ス結果に対して喫煙は悪影響をもたらすと推察し

た。

今回の剣道パフォーマンススキルにおいても、

これら先行研究とほぼ同様の時間帯かつ素早い動
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きを伴うスキルテストであったことから、喫煙

は、無酸素的な作業運動能力に対して、また鋭敏

なスキルの出力に対しても負の要因をもたらす可

能性が示唆された。

５−５．早素振り課題について

早素振りとは、剣道競技における最も基礎的な

動きを体得するために、時間をよりかけて練習

される動作の一つであり、熟練になればなるほ

ど息あがることなく何度も遂行することができ

る、いわば剣道の熟練度を把握する目安の動作ス

キルとも表現できる（松村，1993、奥村ら，2001、

Imahukuら，2010）。　
今回のスキルテストでは４段階に時間を設定し

（小粥ら，2001）、早素振りの回数及びその前後の

心拍数を測定するものとした（３－４参照）。

その結果、早素振り10秒については安静時心拍

数にて有意差が認められたが（表３）、他の秒数

設定における安静時心拍数、及び早素振り回数や

運動後心拍数において、非喫煙者群と喫煙者群と

の間に有意な差は見られなかった。また３群での

有意差も確認されなかった。

この早素振り10秒の安静時心拍数での有意差に

ついては、Chatterjeeら（1987）や伊藤ら（2012）
の「短時間高強度運動後における心拍数の回復力

は非喫煙者よりも喫煙者の方が遅い」という報告

類似していると考えられる。

しかし、これよりも長い時間帯における心拍数

変動や回数においては特に有意差が認められな

かった。この背景として競技水準の高さや経験年

数の長さによる「早素振りという技に対する経験

値の高さ（松村，1993、松村，2006）」が影響して

いるのではないかと考えられる。

松村（2006）によると、剣道時における心拍数

の分析結果から、競技水準が高い選手たちは早素

振り練習及び掛かり稽古時において、ある一定レ

ベルの心拍数値を保つことができる、と述べてい

る。そしてその遂行持続時間が延長されても目

立った心拍数上昇は見られないとも報告してい

る。したがって、喫煙をしていても今回の対象者

である喫煙者群の心拍数に大きな変動が見られ

ず、経験値が影響するという早素振りの技そのも

のを獲得している熟練者レベルの対象者がこのよ

うな結果を示した可能性が考えられた。

剣道は３本勝負が基本であり、２本先取した

ものを勝ちとするとしている（星川，1978）。ま

た、試合時間は５分、延長は３分と規定されてい

る（全日本剣道連盟HP，2014）。よって他の競技
と比較し、１分前後の高い持久力はあまり必要な

く、敏捷性や瞬発力に特化しているスポーツパ

フォーマンス競技であると表現できよう。よって

喫煙者と非喫煙者に大きな影響や差異が確認され

なかったものと考えられた。

６．５−１〜５を受けてのまとめ

本研究の結果、喫煙は剣道競技のパフォーマン

ススキルそのものにも負の要因をもたらすといっ

た影響が示されることが明らかとなった。そして

瞬時の予測判断力を伴う形の打突や素早い移動能

力、反射能力、短時間の運動回復能力に影響を及

ぼしていることが示唆された。

これらの結果はおそらく、「全国大会に出場し

ても即敗退」という状況に少なからず影響をもた

らしている可能性は考えられないだろうか。これ

は５－２でも述べたように、予測・判断力が特に

重要となる剣道パフォーマンススキルにおいて

は、脳血流量を低下させ、判断力を鈍らせるとい

う慢性喫煙状態下で今現在よりも高いパフォーマ

ンスを獲得していくことは難しくなってくるだろ

う。しかしニコチンの依存に一度足を踏み込むと

なかなかそこから抜け出すことは厳しい状況に

なってくる（柳田，1992、中尾ら，2003、中野ら，

2011）こともインタビュー結果より明らかであっ

た。無気力な状態にある自身を不健康と認識しつ

つも、やめることができないのである。ただ近年、

「やめろといわない禁煙指導（多田，2013）」といっ

た画期的な著書も存在していることから、自助努
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力のみならず、様々な手法を用いて喫煙から禁煙

に踏み込むことは可能となるであろう。

せっかくの高い技術を持ち合わせて競技レベル

でスポーツ活動を行っても、結果が喫煙の影響を

受けることで伸び悩んでしまうのは相応しくな

い。また将来的な健康の維持増進のためにも、喫

煙に対する早急な意識変革や改善に踏み切ること

は、将来の人生設計をより良好に導く上でも重要

な態度ではないだろうか。

また中学校体育でも選択必修科目となった剣道

競技は、本来常に理性を失うことなく相手を尊重

し、ルールやマナー・礼儀といった要素を常に大

切にしながら公式な態度をもつスポーツ種目の

一つであると位置づけられている（松村，1993）。

しかしながら今回の対象者から得たインタビュー

結果より、あらゆる時間帯及び場面で喫煙をし、

副流煙を撒き散らしながら生活をしているとい

う、状況下で生活をしていた。

煙草の煙に関しては、主流煙よりも副流煙の

方が多くの有害物質が含まれている（佐々木，

1999）ため、喫煙者よりもその煙で受動喫煙を受

けている側の方が、実は被害としてダメージは大

きいのである（福場ら，1993）。さらに、受動喫

煙によって心機能や脳血流の低下（Kubota, 1985、
柳田，1992、Kishioka, 2014）、呼吸器疾患によっ
て持久力が低下した（山地，2001）となれば、非

喫煙者の剣道プレーヤーがもつ技術や技能を低下

させる恐れがあるだろう。よって喫煙者は周囲に

配慮し、喫煙マナーをしっかり守ることを心がけ

る必要がある（中尾，2003、尾上，2006）。そして

何より、自身も他者もスポーツパフォーマンスの

低下や健康面でのマイナス影響が及ぼされるとい

う喫煙の様々なリスクをしっかりと認識し、次の

世代へその危険性を丁寧に伝達する必要があるだ

ろう。

７．結語

① 剣道競技そのものに喫煙が与える直接的な影

響について、剣道のパフォーマンスにできる

だけ近い形のスキルテストを用いて観察を

行った。

② 喫煙を普段から行っている競技者に対して
は、インタビュー調査を行い、主観的な側面

の体調変化や喫煙状況を調査した。

③ インタビュー調査より、喫煙者群において、
喫煙による無気力な精神状態や、集中力の欠

如といったマイナスの主観的要素を実感して

いることが明らかとなった。また食欲の低下

にも影響していることが示された。

④ 剣道競技パフォーマンススキルテストにおい
て、３群（５分前喫煙者群・20分前喫煙者

群・非喫煙者群）比較では反復前後跳び課

題・選択反応課題において、２群（喫煙者群

全体・非喫煙者群）間では反復前後跳び課

題・四則計算による選択反応課題・すり足

シャトルラン課題・早素振り10秒での安静時

心拍数値において、有意差が確認された。

⑤ ④の有意差の背景として、喫煙による脳血流
量の急激な低下における判断力や予測能力の

低下、ニコチンの依存による集中力の欠如、

思考能力の低下、無酸素性作業運動能力遂行

に対するマイナス要因の影響等が示唆され

た。

⑥ 慢性の喫煙状態は、剣道競技パフォーマンス
スキルに対し、負の要因を大きくもたらす可

能性が推察された。

なお、本報告は今後はサンプル数をさらに増や

した形での実験が必要であり、かつ男女を区別し

た検証をが必要であることは明白である。よって

本格的な研究原著報告は、また別の形態にてお伝

えしなければならないことを末尾に明記させて頂

きたい。
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