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はじめに

法などｶﾐ挙げられる。

ゼー！’

例えば，坐禅の修行においては，結lH1il畉坐や半lH11I畉坐
という独特の姿勢の統御（調身）や数息観という呼吸調

東洋においては古くから，「心身一如」の言葉で表現
されるように，個体を心身不可分の一体として捉えてい

整（調息）によって，大脳皮質機能を望ましい状態（調

る。このような心身一元論の考えは，特に東洋において

心）にもたらすことが明らかになっている（Akishige，

は宗教現象に由来していると解される。すなわち，その

19681)；Hirai，19748)；Akishige,19772))。またヨーガ

ような宗教においては身体的修行が，同時に心の安静や

修行者を対象にした生理心理学的研究の結果から，修行
者は統御可能な呼吸器系や骨格筋系に何らかの操作を行

鍛練に結びつくのである。宗教における身体的修行法の
代表的なものとして，仏教の坐禅やヨーガの各種の体位

うことによって，自律神経系機能や大脳皮質機能を随意

＊琉球大学法文学部

CollegeofLawandLetters，UniversityoftheRyukyus

（５０）

的に変化させていると考えられる（Anand，Chhina＆

<かつ強い出力を出すときは，吸気相の終期に動作が

Singh，19613)；Wenger＆Bagchi，196126))。このよ

開始されやすいことを明らかにしている。また，中村

うな修行者の人格形成には，身体的修行法の他にその宗

(1981)16）は，修行法のなかでもっとも重要な位置にあ

教の教理や理念，さらには修行する場での師弟問，同志

る型について，その心理，生理的機能を明らかにするた

間の人間関係が大きく影響していると考えられる。

め，型の開始から終了に至る行中時の生体反応を脳電

ところで，身体的機能を通して心を鍛える修行法は，

位，呼吸，心電位，筋電位を指標にして測定した。その

宗教だけでなく古来の剣道，柔道，空手道など武道の修

結果から,修行者は行中時に大脳皮質，自律神経系，

行形態の中にもみることができる。例えば，剣道や柔道
の修行において，呼吸や循環器系それに骨格筋系の機能

骨格筋系の機能を統御していることが明白であった。そ

の重要性が指摘されている（坪井，196823)，197324)；田

集中された状態にあり，自己の雑念や観念は放下されて

島，197421)；石黒・松井，198613)；吉田．香田．坪井，

一時的に内的思考が制止されているものと考えられた。

198728))。武道者は，このような身体的，生理的機能の

￣方，Schmidt＆Perry（1976)20）は組み手中の被験者

して，行中時の意識は通常の様相と異なり，注意が特に

統御能力に，他の心理的，社会的要因の影響が加わっ

の心拍数を測定し，組手前に比べて組手中に心拍数が有

て，独特な人格を形成していくと解される。

意に増加することを示している。このように，空手道の

山岸（1978)27）は，大学の武道関係部員と武道関係以

主な修行法には，修行者が自己の身体生理的機能を統御

外の部員を対象に質問紙法を用いて両者のパーソナリテ

する側面が必須要因として含まれている。そのため，修

ィの比較を行っている。その結果，武道関係部員が重視

行者が長期間修行を継続することによって，彼らは自己

している特性として，礼儀正しさ，規則正しさ，集中

の生理的機能を随意的に統御できるようになるのであ

力，決断力，素直さなどを挙げ，さらに，彼らは指導者

る。例えば，修行者群は一般成人群に比べ，脳電位アル

への一体感や尊敬の態度がより強く見られると述べてい
る。また，佐藤・中野（1974)19）は，大学の剣道部男子

ファ波のバイオフィードバック学習を有意に促進させ得
る，という報告がある（中村，198417))。修行者が生理的

学生を対象に質問紙法を用いて`性格特`性を調べている。

機能を自己統御できるということは，感情や情緒等の精

その結果，剣道部学生の性格特性として評定されたの

神的機能の統御の可能性を示唆するものである。

は，自律心，自己修養，独立心等であり，さらに友人

組手は実際に相手と対面して，おたがいに攻防の技を

関係の交流や協調等に関して意義を認める項目であっ

実施し，修行していくもので，型の応用或いは実際的修

たと報告している｡￣方，遠藤ら（1982)鋤は大学の

行形態と言われる。組手による実戦的修行は，他の修行

柔道部に所属する学生と他の運動部に所属する学生を対

者および自己に対する信頼感を養成すると同時に，臨機

象に，柔道を行っている人に対するイメージ調査を実施
している。その結果，両者が抱く共通した柔道者のイメ

応変な対応行動や対人関係のあり方を習得するのに役立
つものと考えられる。

ージは責任感が強い，決断力がある，忍耐力がある，努

上述の修行形態の他に，修行者の行動様式に重要な影

力家である，自主性がある，意志が強い，規則はよく守

響を及ぼしていると考えられるのは，空手道に関わる教

る，社交的である，情緒が安定している，などであっ

訓であろう。「空手に先手なし｣，「護1償と謙譲は空手修

た。以上のように，剣道や柔道などの武道を長期間に渡

行者の最大の美徳」などで表現される空手道教訓（富名

り修行することによって，修行者はその効果を身につけ

腰，19255)）は，修行者に自己規制的行動をもたらすと

独自の行動特性や人格を形成していくことが理解でき

解される。また，親和で敬愛の念に満ちた，空手道場内

る。

の師弟関係，熟練者と未熟練者との関係が修行者の行動

空手道の主な修行法の形態として，基本動作，型，

様式に影響を及ぼすと考えられる。さらには，道場での

組手等が挙げられる。そしてそれぞれの修行法を実行す

礼儀作法も修行者に影響を及ぼしていると思料される。

るにあたっては，心身の統御が要請される。例えば，基

以上の観点から，空手道修行者には修行の効果とし

本動作の一つに巻ワラ突きがあるが，巻ワラは体全体の

て,行動様式や人格特性に何らかの変化が生じている

力を集中し，呼吸を調整し，無心になって突くものだと

と推考される。そこで，本研究の目的は，研究，におい

言われる（長嶺，197514))。すなわち巻ワラ突きは，姿

ては武道者の人格特性を測定するための尺度を作成する

勢，呼吸，注意，の三者を統御しながら行うのであ

ことである。また，研究Ⅱにおいては，その尺度を使用

る。池田（1977)10）は基本動作である突き技の筋力発揮

して空手道修行者の人格特性について分析，検討するこ

と呼吸位相との関連を検討した結果，動作がもっとも速

とである。

（５１）

研究Ｉ
目的

研究Ｉでは，空手道者の人格特性を測定し得る尺度を
作成することが目的である。
方法

１．質問紙の作成

空手道に関する富名腰（1925,1935)5,6)，遠山(1961）
22)，長嶺（1975)'の，上地（1979)25）らの文献から，空
手道の訓練，修行の効果についての内容や著名な空手道

修行者の人柄についての記述を収集した。一方，中村
(1980)15）は空手道修行者を対象に，修行者が自覚する
修行効果に関する調査を実施した。その結果，身体的領
域に関する効果の主な内容は,｢風邪をひかなくなった｣，
｢体力がついた｣，「健康になった｣，「体が丈夫になっ

た｣，「体が思うように動く｣，「反射神経がよくなった｣，
｢体がさわやかになる｣，「血圧が下がって良くなった」
などであった。さらに，心理的及び行動的領域に関する

効果の主な内容として，「精神面で余裕がでた｣，「気分
的に落ち着いてきた｣，「物事に対して集中力がでてき

た｣，「忍耐力がついた｣，「考え方が柔らかくなった」「物

事にこだわらなくなった｣，「人間関係が良くなった｣，
｢礼儀作法が身についた」などが挙げられた。以上の文
献や調査から得られた修行効果に関する内容などを参照
し，空手道者のパーソナリティを測定するための37項目
の質問紙を作成した。
２．対象者および調査法

く.001,項目９，１０，１１，１５，１７，２０，２１，２２，２３，２４，
２６はＰ＜01,項目２，４，５，６，７，８，１２，１６，１９，２７

はＰ＜､05,項目１，３，１３，１８はＰ＜・10であった)。
27の各項目には弁別力があり，項目間には一貫性がある

と解される。２７項目を採用し，以下において信頼性，妥
当性の検定を行う。

２信頼性の検討

全27項目を奇数番号の項目と偶数番号の項目に折半
し，ピアソンの相関係数を算出した。その結果，有意な

相関が認められた(ｒ－６８５，．f＝184,Ｐ＜､01)。また，
スピアマン・ブラウンの公式によって，高い信頼性係数
(､813）が得られた。以上の結果から，本尺度には信頼
性のあることが認められる。
３．妥当性の検討

基準連関妥当性の観点から検討した。本尺度が人格特
性を測定し得るという予測から，比較する基準として，
ＣＰＩ（CalifbrniaPsychologicallnventory)，日本版カ
リフォルニア人格検査を使用した。ＣＰＩは人格の健全

で積極的な側面を把握できるような特性によって構成さ
れている。ＣＰＩの480質問項目の中から，幸福感，社会

的成熟性，自己統制の各領域から10項目抽出し，合計３０
項目を比較項目とした。両尺度からピアソンの相関係数
(妥当性係数）を算出した結果，ｒ＝､783（P＜､001）の
高い値が得られた。本尺度が人格特性の部分的側面を測
定するのに妥当であると考えられる。

以上の１～３の結果から，表６に示される27項目，７
段階評定の尺度が作成される。

琉球大学学生187名（男子106名，女子81名）が調査対
象者である。対象者に37項目の質問紙と，後述の尺度の
妥当性の検討で使用するＣＰＩ日本版カルフォルニァ人

格検査（CPI研究会，代表我妻洋）から30項目を抽出，
質問紙を作成し，同時に実施した。両質問紙とも，各質
問に対し７段階（１＝そうだ，２＝ほとんどそうだ，
３＝どちらかといえばそうだ，４＝どちらともいえない，
５＝どちらかといえばそうでない，６＝ほとんどそうで

ない，７＝そうでない）で評定させ，無記名，集団で実
施した。
結果

１．項目分析

全項目について，積極的な方向でより肯定的回答を示
すほど高得点となるように得点化を行った。次に得点分

研究Ⅱ
目的

研究Ｉで作成された尺度を用いて，空手道修行者と一
般成人の人格特性を測定し，その結果の比較検討から，

修行者の人格特性の－面を明らかにする。また，修行者
が自覚する修行効果の内容についても検討し，これらの
結果から，人格特性の形成要因について考察する。
方法

１．調査表の構成

一般成人用と空手道修行者用の２種類の調査表を作成

した。２種類の調査表は研究Ｉで作成された27質問項目

７段階評定尺度の外，対象者の属性として，年齢，学

布の平均値を基準として，上位群（120名）と下位群(６７

歴，職業を問う項目が共通内容となって構成されてい
る。空手道修行者用の調査表には，さらに所属する流派

名）に分け，各項目について上下位分析（ｔ検定）を行

名，修行年数，１週間の訓練時間，自覚する修行効果

った。その結果，表６に示される２７項目において有意

(主なものを３点記述する）を記入する箇所が設けられ

差または有意差の傾向が認められた（項目１４，２５はＰ

ている。

（５２）
表３対象者の職業別内訳

２．調査対象者

沖繩県在住の一般成人男子118名（以後，一般群と呼

：巳118発

ぶ）と空手道修行者男子68名（以後，空手群と呼ぶ)，
計186名が調査対象者である。両群対象者の年齢別内訳

２３

０■●●◆●●●●●●●●●●

０５１１１４４００５４５５２５

０８７７７１１０９９１８８４８

10年～14年

15年～19年

20年～24年

４．４１

４２．６５
１４．７０

３８．２４

１

３４．７５

０８４４４４４０５２４８８９８

１年～４年

１１１

４．４１

う８足

３９０６
２１２

０７０１
１５１４

大学卒以上

８．４７

１

人数

５．８８

25年以上

専門学校または
短期大学卒

２

空手群(68名）

２０．５９

表２対象者の学歴別内訳

４８．３１

２

表５空手群の修行年数の内訳

４１．１８

９４６１８０

２７８４４３
１２１

●●□●●■

１４０９３０
０４９１６０

０６３１７０
３３２

１３０５９０
４４２

歳歳歳歳

下羽羽紛印上

２２３４５６

００００００

以ヘヘヘヘ以
歳歳歳歳歳歳

２．９４

２５．００

５年～９年

旧制中学校または
新制高等学校卒

●●●●●●●

劉衛流
沖繩拳法

２

剛柔流

う８牙

２７２８１２６
８４８８４８７

松林流

８６８５９８１

少林流

表１対象者の年齢別内訳

％

１

小林流

空手群(68名）
人数
６８６４０６８

上地流

め置き法による調査を依頼し，郵送により回収した。回

８．４７

１２

流派

群は沖繩県内で規模の大きい方の空手道場10箇所に，留

小学校または
新制中学校卒

０４１１１３３０４４３４４２４

に職場を抽出し，留め置き法によって調査を依頼し，郵
送により回収した。回収率は59％であった。一方，空手

畳群（１１８毛

１１９８３３２９６６０４８９３
００３７９９０６３５０５７６６

表４空手群の流派別内訳

両群とも無記名で実施された。一般群の場合，無作為

又洞干ｌ」▲Ｏぞ1コ

３１

３．調査法

１

とおりである。また，修行者の１週間の平均訓練時間は
8.18時間であった。

用

年であるが，修行者の修行年数による内訳は表５に示す

員

また，表４は空手群対象者が所属する流派別にその内
訳を示したものである。空手群の平均修行年数は12.67

ス

も，会社員，公務員の占める比率が他の職業の比率に比
べ高い。

業

対象者の職業別内訳を示したのが表３である。両群と

●●●●●●●●●●●●●●●

また,対象者の学歴別内訳は表２に示すとおりである。

両群の構成比率で，特に顕著な相違は見られない。次に

００３６５５１１１３０２６１７

く，３０歳代で低くなっている。

１１４８７７３２７６０３８２９
１
３１

ら，一般群は空手群に比べ，２０歳代の構成比率でやや高

他
手業業ビ業員員雇業
業業業転造設一融社務軍由生職の
農商工運製建サ金会公米自学無そ

は表１に示すとおりである。両群とも大部分の対象者が
20歳以上49歳以下の範囲に収まっている。しかしなが

％
2７．９４
２０．５９
２３．５３
１．４７

１１．７６
１４．７１

収率は68％であった。
結果

最初に，逆転項目は方向を修正し，全項目の方向が同

一になるようにした。対象者が研究１の対象者とは異な
るため，ここでも尺度の信頼性を検討した。各項目ごと

(５３）

に，項目一全体相関を算出したところ，ｒ＝.302～.574

19,Ⅳ因子には20～24,Ｖ因子には25～27のそれぞれの

の範囲にあり，すべて有意な相関係数が得られた（Ｐ＜
､01)。また，クロンバックの標準化された係数は.870で

項目が該当する。各因子に該当する項目の内容を検討し
た結果，Ｉ因子を「社交性」の因子，Ⅱ因子を「精緒的
安定性」の因子，Ⅲ因子を「自己統制」の因子，Ⅳ因子

あった。これらの結果から尺度の信頼性が認められる。
１．因子の抽出

主因子法（バリマックス回転）によって因子分析を行
った結果が，表６に示されている。因子負荷量の絶対値

が.300以上の項目を検討したところ，Ｖ因子まで抽出す
ることが妥当と解された。Ｉ因子に該当する項目は１～

６の項目であり，Ⅱ因子には７～12,m因子には１３～

を「身体的健康」の因子，Ｖ因子を「生活規律性」の因
子，とそれぞれ命名することが可能であった。
２．一般群と空手群の比較

１）全対象者による両群間の比較

各対象者について，各因子に該当する項目の粗点を算
出し，群別に各因子ごとに平均値をもとめた（例えば，

表６各項目と各因子の負荷量
因子

質問項目

ＩⅡⅢⅣＶ

．２０６

．３１３

．287

．１１９
．１５０
●●●●●●●

．２７４

．３４５

．１０６

､０２５

､017

、1５０

一.0６５

､５７８

余暇時間の過ごし方には満足している

．１３８

.168

－．１０２

．１２０

．５６３

その日にすべきことは翌日までのばさない

．１６７

.214

．１２７

．１９８

．５２３

寄与率（％）
累積寄与率（％）

4４．４１６．０

８．７

７．２

５．８

４４．４６０．５

６９．２

７６．４

８２．２

仕事で身体的疲労が翌日まで残ることがある
仕事をやり始めるのが苦手です

項目７，８，９，１０，１１，１２，２０，２１，２２，２３，２４は逆転項目である。

●●●●●

就寝，起床の時間は一定です

仕事をする時は手足が緊張する

●□●●●

､６３５

冑の具合いがたびたび悪くなる

●●●●●

５６７
２２２

２０９２６

５６３１１
５４１９７

１２２１２

５９２３７

３２４３１

０１００１

０１２３４
２２２２２

いつも脚がだるい

．０９４

．４３１

．３６５

２１０６１８７
０４８７２７７

．２０７

．１６５

．４５８

、１７５

－．０６５

００００３２０

１９身体的労働には耐えられる

．１６７

．４９６

●●●●●●

．２６６

－．００２

．５４４

４４８５４４
３６２５００
０００２３０

１８－度決心したらだいたい実行する

●●●●●●

．１１９

皿別Ⅳ肥田Ⅲ

１７体の調子は現在いい方です

２２０３２０

．２３４

１９５２６０
５３１１４６

１６体はとっさの動きに対応できる

｜’

．２３４

､５６５

３７０９０
２１１００

１５ここ２～３年だいたい健康です

０２００００

、２４５

－．0９５

●●●●●●●

１４肩こりはめったに感じない

９０４２６５２
６９５６８２７
１０１２０００

１３他人との約束は実行する

●●●●●●

後'海するようなことをよくやる

８８４６６２
６８０９１５
００３０２２

時々自分が抑えられず衝動的になる

１２

●●●●●Ｂ

1１

●●●●●●

よくある

００４４４９
８９０８７１
６５５４４４

やり方がいろいろあるのでどうしたらいいかわからない事が

●●●●●●

不平不満が多い

５１１１４７
６０７７４２
０１１１００

１

７８９０

自分の能力に対して劣等感をいだく
仕事のことでくよくよする

４７９４５８
１８２５００

．４３６

００２０１３

．４５０

６親類の人達とは親しみを持ってつき合っている

●●●●●●

．４７４

５近所や自治会の行事には参加する方である

４３６７２６

．６９５

４誰にもありのままに自分のことを話すことができる

５４１３９８

､７６４

．７３１

０００００１

１職場や近所の人々とのつき合いはいい方である

２仲間の集まりには，すすんで参加する
３他人とは協力的に接している

－．０９３

．５３０

．３４３

．４９８

－．００５

．４２７

．３１１

．４１４

．１１６

（５４）

１因子には６項目が該当するので，粗点の範囲は６点～

表７特定年齢層による両群間の比較

42点となる)。その結果を示したのが図１である。すべ

因子

ての因子において，空手群は一般群に比べ有意に高い平

均値を示している（Ｉ因子において，ｔ＝2.98,ｄｆ＝
184,Ｐ＜,０１；Ⅱ因子，ｔ＝３．６３，．f＝184,Ｐ＜,００１；Ⅲ
因子，ｔ＝5.84,.f＝168,Ｐ＜､001；Ⅳ因子，ｔ＝4.70,
df＝184,Ｐ＜､００１；Ｖ因子，ｔ＝４．３８，．f＝184,Ｐ＜

､001)。なお，Ⅲ因子においては一般群の分散が空手群

のそれに比べ有意に大きかった（Ｆ＝1.64,Ｐ＜０５)。
以上の結果から，空手群は一般群に比べ，「社交性｣，

｢情緒的安定性｣，「自己統制」「身体的健康｣，「生活規律
性」の各特性において，優っていることが指摘される。

次に，対象者の特定の年齢層，学歴，職業などの属性
による両群間の比較を行う。

２）特定年齢層による両群間の比較

2６．０９

32.10

７．８３

６．４７

Ⅲ因子|鱗差

38.02

4２．３１

７．１９

５．５７

Ⅳ因子|鰯差

2３．７２

2８．３１

７．００

４．６３

v因子|鱗差

1１．０４

14.10

t＝２．８７

３．５４

４．３８

ｐ＜､０１

べ優っていることが分かる。

３）高学歴者による両群間の比較
両群の対象者の中から，高学歴者（専門学校，短期
大学，大学を卒業したもの）をそれぞれ選択し，各因子
ごとに平均値と標準偏差を示したのが表８である。空手

群は一般群に比べ，すべての因子において平均値が高
く，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ｖ因子では有意差が認められ，Ｉ因子
では有意差の傾向が見られた。なお，Ⅳ因子において空
手群は分散が有意に小さかった（Ｆ＝2.22,Ｐ＜､０５)。

3:量:｜[=川
t＝２．８９

ｐ＜､０１
t＝２．２７

ｐ＜０５
t＝２．５７

ｐ＜､０２

表８高学歴者による両群間の比較
群ｊ

｢生活規律`性」の各特性において，空手群は一般群に比

６．６５

空手群

'因子|騨篶差

28.96

31.52

７．３５

６．３９

Ⅱ因子|蕊篶差

2６．４１

3１．７７

t＝３．５８

７．２６

６．３１

ｐ＜､001

Ⅲ因子|騨鴉差

3６．３７

43.30

t＝４．９６

６．９７

５．５２

ｐ＜００１

Ⅳ因子|騨差

2２．７２

2８．２２

t＝４．０５

７．０８

４．７５

ｐ＜００１

v因子|鱗差

11.62

1５．１９

４．３１

３．４２

因子

一⑮

以外の「情緒的安定,性｣，「自己統制｣，「身体的健康｣，

ｔ値

般焔

べ，分散が有意に小さい（Ｆ＝2.20,Ｐ＜､０５)。「社交`性」

(28名）

Ⅱ因子|鱗差

28名の各因子ごとの粗点の平均値と標準偏差を示したの

される。また，Ⅳ因子において，空手群は一般群に比

空手群

2８．５９

ここでは対象者の中間年齢層である30歳代について，

いて空手群は一般群に比べ平均値が有意に高いことが示

(40名）

Ⅱ因子|騨差

各因子ごとに両群間の比較を行う。一般群40名，空手群
が表７である。表７からＩ因子以外のすべての因子にお

一般群

(36名）

t値
t＝１．６９

ｐ＜､１０

t＝４．１２

ｐ＜､００１

４）会社員・公務員による両群問の比較

両群の対象者の中から，職業別内訳で構成比率の高い
会社員と公務員をそれぞれ選択し，各因子ごとに平均値
と標準偏差を示したのが表９である。すべての因子にお

一士エ

｜’｜｜

群群
般手

３

０

平均値

１０

□Ⅲ

００

言⑪４

2０

４３．１

いて，空手群は一般群に比べ，平均値が有意に高かっ

１|Will 」 ＪⅢ’ if、
３２．０３１．２

２８．７

Ｉ因子１１因子ⅡI因子１Ｖ因子Ｖ因子

図１両群間の因子別比較(全対象者）

た。また，Ⅱ因子（Ｆ＝2.68,Ｐ＜､002)，Ⅳ因子（Ｆ＝
2.79,Ｐ＜001）において，空手群は分散が有意に小さ
かった。

３．修行期間の長短による比較

空手群対象者を修行期間の長短によって２群に分け結
果を整理した。修行期間が５年以下の者を短期修行者群
(25名）とし，他方，修行期間が20年以上の者を長期修
行者群（18名）とした。図２は，因子別に２群の平均値
を示したものである。Ｉ因子（ｔ＝2.20,ｄｆ＝41,Ｐ＜

､05)，Ⅲ因子（ｔ＝2.36,ｄｆ＝41,Ｐ＜､０５),Ｖ因子（ｔ＝

（５５）

表９会社員・公務員による両群間の比較

神的に落ち着きがでた，自分の感情を抑えることが出来

一般群

空手群

'因子|鱗差

2８．４３

3１．７６

７．６５

６．２４

､因子|騨差

2７．３９

3２．４４

t＝３．５２

７．４４

５．６６

ｐ＜､0０１

Ⅲ因子|騨差

3７．７７

4３．８４

７．６０

４．６４

Ⅳ因子|灌漂差

2４．４７

2９．９７

t＝４．５９

６．５８

３．９４

ｐ＜,0０１

v因子|騨篶差

1１．８３

1５．４４

t＝４．０６

４．５９

３．５３

ｐ＜､００１

因子

(53名）

ｔ値

(38名）

t＝２．２０

ｐ＜､０５

t＝４．３６

ｐ＜､0０１

るようになった，生活のリズムが整った，など)，社会
的領域（例えば，他人とのつき合いがよくなった，他人
に思いやりをもてるようになった，知人，友人より信頼
されるようになった，など）に分類することが可能であ
った。ここでは，空手群を修行期間によって，短期修行
者群（修行年数が９年以内，３３名)，中期修行者群（同
10年～19年，１７名)，長期修行者群（同20年以上，１８名）
に分け，これらの群と修行効果内容の領域との関連性を
検討する。表10は３群別に記述の頻数を領域ごとに整理

したものである。表10の３群と３領域との間には有意な
関連性がみられた（x2＝11.99,ｄｆ＝4,Ｐ＜０２)。修行が
長期になるに連れて，自覚する修行効果の内容が身体的
内容から心理的，社会的内容の方向へ変化していること
が分かる。
考察

５０

４５．６

４２．０ｍｍ

４０

平
均30
11(〔
２０

］０

rlilll

□=短期修行者群
Ⅲ=長期修行者群
２８．８２８．９

[Ⅲilll

空手道型の行中時の生理的機能の状態は，立位時に比
べ，まず脳電位は徐波が抑制されて速波が優位に出現
し，行直後に徐派が増加する。そして，呼吸は大きくゆ
っくりした呼吸の中に数回の早い小さな呼吸を含む多重
相の呼吸である。また，心拍数は有意に増加し，筋活動
は優位に緊張した状態であった（中村198116))。この
結果から，空手道型の訓練の特質は普通時に比べ心理生
理的機能を高進させ変化させていることである。
ぎようおこな

図２修行期間の長短による因子別比較

ところで，岸本（1975)12）｜こよると，行とは行し､を通
して心を鍛える営みである，と定義され，さらに，行い
とは一定の目的を持った意識的な行為，動作の意味であ

3.05,.f＝41,Ｐ＜､01）において，長期修行者群は短

るとしている。そして，修行の目的は心を純一化するこ

期修行者群に比べ平均値が有意に高い。「社交性｣，「自

とだと言われる。また，岸本（1975)12）は修行の形態を

己統制｣，「生活規律性」の特性は，より長期の修行の効

２つのタイプに分けている。すなわち，一方は心を鎮静
させる方向のタイプであり，他方は感`情を高潮させる方

Ｉ因子ＩI因子H1因子１Ｖ因子Ｖ因子

果として備わるものと解される。

４空手道者が自覚する修行効果の内容

ば，基礎体力がついた，体調が常に良好である，健康で

向のタイプである。両タイプも心を統一化するという点
で相似たものがあるという。後者のタイプは，極めて簡
単な行為に意識を集中し，精神を緊張させて，繰返し繰
返し行う形態だと言われる。このような観点からする
と，空手道を含めた各種の武道は緊張高潮型の修行形態

病気をしたことがない，など)，心理的領域（例えば，精

だと言えよう。

空手群が自覚する修行効果に関する記述は全体で141
個であった。－人当たり207個記述したことになる。記
述内容を検討してみると，その内容は身体的領域（例え

表１０空手道者が自覚する修行効果の領域別内訳
領域

修行者群

頻数’％

頻数｜％

頻数｜％

５４．０５
３８．４６

１

３３．３３

3６．９２

９．２３
８．１１
２８．２１

計

頻数’％
５７９
６３３

３７．８４

６３１

5３．８５

４０５

長期修行者群

社会的領域

２２１

中期修行者群

心理的領域

５４３
３１１

短期修行者群

身体的領域

100.0

100.0
100.0

（５６）

図１の結果から，空手群は一般群に比べすべての因子

特性において，有意に優っていることが明らかになっ

｢情緒的安定性｣，「自己統制」の特性が身についてくる
ものと考えられる。

た。空手群と一般群の比較を多方面から行うために，属

これまで述べてきたように，空手道の基本動作や型の

性別に特定カテゴリーの対象者について比較の結果を示

訓練には，呼吸，筋肉，心臓等が活発に機能することが

した（表７～９）。これらの結果からも，空手群は＿般群

知られている。このような身体生理的特徴を伴う訓練を

に比べ，特定年齢層（30歳代）の「社交性」因子以外の

継続することによって，修行者は「身体的健康」をもた

すべての特性因子において，有意差または有意差の傾向

らすことになろう。武道修行がもたらす「身体的健康」

をもって優っていることが分かる。また，「自己統制」

領域への効果は，柔道修行者においても支持されている

の特`性（図１，表９において）と「身体的健康」の特性

(飯田，19709))。

(表７～９）において，空手群は一般群に比べ分散が有

空手道修行者は，毎日２時間訓練を行っている事が明

意に小さかった。特にこの両特性に関して，空手群は修

らかになっている（中村，198015))。このように，訓練

行効果を発揮して，一般群に比べより等質群を形成して

が日常の生活過程の一部分として定着し，修行者の規則

いると解される。

Ｉ因子の「社交性」の特性に該当する項目で因子負荷
量の高い項目は，’～３である。これらの項目を中心に

的な生活を送るうえで重要な役割を果たしているものと

解される。また，道場における修行過程が，準備運動，
基本動作，型，組手，整理運動の順序で計画的，規律的

該当項目を検討してみると，「社交性」で優るというこ

に展開される。さらに，型の運動構造は前後左右に動き

とは，職場や仲間集団及び他者との関係が好ましく，社

が対称的で秩序性に富む系をなしている。このような特

会的適応性が高いことを示すものである。空手道修行の

徴をもつ修行過程や修行形態を長期間にわたり体験する

効果として，社会的適応性が高められると解される。と

ことは,修行者が日常において「生活規律性」の特性を

ころで，修行法の一つである約束組手において，組手は

身につけることになると解される。

お互いの御辞儀で開始され，相手の存在を承認し合うと

長期修行者群は短期修行群に比べ，「社交性｣，「自己

いう点がある。また，如何に約束したとはいえ，－挙手

統制｣，「生活規律`性」の特性で有意に優れていることが

一投足の技には必殺の威力があり，このような威力を持

分かる（図２)。この結果は，修行の効果として，最も

つ技の攻防を媒介にして，組手を実行することは，互い

影響を強く受ける特性がこれら３特性であることを示す

に相手を信頼し合うという条件が前提として成立しなけ

ものである。また，修行期間の継続によって，修行者が

ればならない。このような訓練過程における相手の承

自覚する修行効果の内容は，身体的領域の内容から，心

認，相手への信頼の念が，対人関係の技術の促進に関わ

理的領域，社会的領域に関わる内容へと移行することが

っていると推考される。一般に，空手道場では個人的属

明らかになった。すなわち，修行の初期の段階において

性が異なる修行者によって，集団が形成される。そし

は，修行効果はより個人的レベルで自覚されるが，長期

て，修行者は仲間と良好につき会うことが要請され，ま

の段階になるに従って，より社会的レベルへ移行拡大さ

たこのような集団の中で「長上を敬い，後進を慈しむ｣，

れて自覚されることになる。

｢道場の礼節を社会に及ぼす」の思想や態度が養成され

本研究の結果から，空手道修行者は，修行効果として

る（比嘉，19797))。このような点から修行者に「社交

｢社交性｣，「情緒的安定性｣，「自己統制｣，「身体的健

性」が形成されていくと解される。

康｣，「生活規律性」などの人格特性を発達させているこ

上述のように，型の長期の反復訓練は，おのずと諸生

とが明らかになった。その中で，修行の影響を最も強く

理機能の水準を上げたり下げたりする訓練につながり，

受ける特'性は「社交性｣，「自己統制｣，「生活規律性」で

その結果，修行者は生理的機能の可変性の能力を養成す

あった。

ることになる。修行者を対象とした研究において，彼等
が脳電位アルファ波や心拍数を随意的に統御できること

が明らかになっている（中村，198417)，198618))。生理

的機能の随意的統御の達成は，感情や情緒等の心理的機
能の自己統御の可能性を指摘するものである（Jencks，
197711))。また，修行者には，「空手に先手なし｣，「謙譲
克己」の教訓の実行が要請される（富名腰，19255))。

このような観点から，修行者の修行効果の－面として，

文献

l）Akishige，Ｙ,：Ahistoricalsurveyofthe
psychologicalstudiesonZenlnAkishige，
Ｙ・（Ed.)，PsychologicalstudiesonZen・
TheBulletinofFacultyofLiteratureof
KyushuUniversityFukuoka，Japan，1968,
1-56.

2）Akishige,Ｙ､：Theprinciplesofpsychology

（５７）

ofZen・InAkishige，Ｙ・（Ed.)，Psycholo-

gicalstudiesonZen・BulletinoftheZen

lnstituteofKomazawaUniversity，1977,1,
1-63．

3）

Ａｎａｎｄ，Ｂ、Ｋ､，Ｃｈｈｉｎａ，Ｇ、Ｓ、＆Singh，
Ｂ：Someaspectsofelectroencephalographic
studiesinYogis、Electroencephalography
andClinicalNeurophysiology，1961,13,
452-456．

4） 遠藤純男ら：柔道選手に対するイメージの因子
分析的研究，武道学研究，1982,15(2)，5-7．
5） 富名腰義珍：唐手術，廣文堂，1925．
6） 富名腰義珍：唐手道教範，大蔵贋文堂，1935．
7） 比嘉佑直：究道無限一空手の道，月刊青い海２

月号，青い海出版社，1978．

８９

ｊｊ

Hirai，Ｔ、：PsychophysiologyofZen・Ｉｇａｋｕ

Ｓｈｏｉｎ，1974．
飯田頴男：柔道の体育心理学的研究（第３報）
－柔道有段者の人格特性について－，体育学研
究，１９７０．１Ｖ，168．
10） 池田守利：空手道の突き動作と呼吸調整との関
連について，武道学研究，1977,10(1)，2529．

11） Jencks，Ｂ：Yourbodybiofeedbackatits
best・Nelsonhall，1977．

12） 岸本英夫：信仰と修行の心理，溪声社，1975．
13） 石黒光祐・松井紳一郎：柔道練習中における心
拍数の変化一体重差による乱取練習と練習試合
中の心拍数一，武道学研究，1986,19(2),175176．

14） 長嶺将真：史実と伝統を守る沖縄の空手道，新
人物往来社，1975．
15） 中村完：武道者の人格特性に関する研究一禅

心理学的研究（264)－，日本心理学会第44回大
会発表論文集，1980,520．
16） 中村完：空手道形の生体反応に関する生理心

理学的研究，琉球大学法文学部紀要社会学篇，

1981,24,191-211.

17）中村完：空手道者の脳波Biofeedbackに関
する研究，琉球大学教育学部紀要，１９８４，２７
(2)，37-45.

18）中村完：渡嘉敷唯賢師範の修行効果を測る，
渡嘉敷唯賢沖縄剛泊会空手道，沖繩剛柔流・
泊手空手道協会，1986.

19）佐藤成明・中野八十二：剣道における心理学的

研究第６報一大学生剣道部員の社会的性格に関
する研究－，日本体育学会第25回大会号，1974,

266.

20）Schmidt，Ｒ，』．＆Perry，』．Ｇ､：Cardiac
costandheartrateresponseofkaratekumite・
体育学研究，1976,21(2)，117-122.
21）田島東海男：剣道における動作と呼吸作用の関
連一攻めに関する呼吸作用について－，武道学
研究，１９７４，７(1)，60-61.
22）遠山寛資：空手道，鶴書房，1961.
23）坪井三郎：剣道による体型と運動機能について
（第１報)，体育学研究，1968,13(2),101-109.
24）坪井三郎：剣道における動作と呼吸の研究一正
面打撃・各稽古中の呼吸波形，体育学研究，
1973,18(4)，23-29.
25）上地完英：精説沖繩空手道一その歴史と技法，
上地流空手道協会，1979.
26）Wenger，Ｍ、Ａ、＆Bagchi，ＢＫ.：Stu‐
diesofautonomicfunctionsinpractitioners
ofyogainlndia・BehavioralScience，1961,
6,312-323.

27）山岸明郎：武道修行にともなうパーソナリティ
の変容傾向，武道学研究，1978,11(2)，８７－
88.

28）吉田泰将・香田郡秀・坪井三郎：剣道における
動作時の心拍数について－互格練習時の相手と

の技能差による心拍数変動－，武道学研究，

1987,20(2)，31-32.

