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     The Japanese sword is a weapon peculiar to Japan. The Japanese sword is interesting not only from the viewpoint 
of traditional crafts of arts, but also from the aspect of modern science and technology because the way of making and 
its functionality as a weapon are really consistent with science. The present study is concerned with the connection 
between tohshin (blade) and tsuka (hilt) of the sword. Only one mekugi-take (retaining peg made of bamboo) with about 
5mm in diameter holds Nakago (tang) in the hilt. However the slender mekugi might not be broken, even though in the 
case of violent sword-fighting. This fact has been historically demonstrated in many battles by Japanese swords. In this 
study, using a Tachi being the typical Japanese sword, it is examined theoretically and experimentally from the 
viewpoint of impact engineering why a mekugi used in Japanese swords might not be broken. As a result, it is made 
clear that such a strong force as breaking mekugi-take does not act on it, because of the location of mekugi-ana (a hole 
for mekugi) in the tang, which has been made by the traditional code of sword-smiths. 
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1.	 緒	 	 	 言 

	 日本刀は，太刀，刀，脇差，短刀，薙刀，剣，槍等の総称であり，刀の代名詞にもなっている．日本刀の出現

は平安中期と云われ，その製作技術は一千年に及ぶ長い伝統をもち，鎬造り（しのぎづくり）の湾刀に代表され

るように独自の形態と機能を備えた我が国特有の武器である．その機能美は武器としての機能を極限まで追求し

た極致であり，高い技術に基づく我が国における最も優れた美術工芸品の一つである．そこには，日本刀の製作

において刀身の製作技術とともに育まれた高度な研磨技術や外装の装飾技術がある．すなわち，たたら製鉄師，

刀鍛冶，研師，鞘師，柄巻師，はばき師，金具師，等々の専門家たちによる多くの技術の集合・複合によって日

本刀は完成される(1)~(4)．	  
	 日本刀製作における工学的な伝承技術に関して，例えば和鉄（和鋼）の「折返し鍛練」や材料特性の異なる和

鉄を組み合わせ鍛接する「造り込み」に関する材料学的研究，また焼入れによる反りの力学的研究から，日本刀

が現代科学の理にかなったものであることが明らかにされている(5)~(9) ． 
	 日本刀が本来の武器として使用される場合は当然激しい討ち合いも想定されるが，刀身と柄の締結は目釘と呼

ばれる竹釘一本によってなされているだけである．日本刀は一般に直径数ミリメートル程度の目釘竹を刀身と柄
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にそれぞれ空けられた目釘穴に通すことによって締結されている．これで激しい打ち合いに耐えられるとすれば，

これは締結技術の観点からも改めて注目すべき伝統的技術であると言えるかも知れない．著者らは，これまで直

刀モデルおよび反りを有する打刀を模擬した湾刀モデルを用いて，激しい討ち合いにおいても何故竹の目釘一本

で刀身が柄に留められ得るのか，また破損しないのかについて，衝撃工学的な観点より検討を行ってきた(8)~(10)．	 

	 本研究では，真剣の太刀（たち）を用いて，同様に衝撃工学の観点より検討を行った．すなわち，日本刀が激

しい討ち合いにおいても何故竹目釘一本で刀身が柄に留められ得るのか，また破損しないのか，さらに日本刀の

物打ちの位置の同定について，衝撃実験および数値シミュレーションによって検討を行った結果について報告す

る．	 

2. 日本刀の構造と種別 

反りのある日本刀が出現したのは，平安中期頃と云われている．日本刀の材料は和鉄（和鋼）で，山砂鉄を「た

たら」で吹いて低温還元した  （けら）中の玉鋼（たまはがね）を主原料として，また，包丁鉄，銑（ずく）等
も用いて卸し鉄（おろしがね）が造られ，それらから日本刀が製作される．一般に日本刀の「折れず・曲がらず・

良く斬れる」という性質は，外側を硬い皮鉄で包み，中に柔らかい心鉄を入れて刀身を造り，刃の部分（刃鉄）

を焼き入れすることで実現されている． 
このように性質の異なる鋼を組み合わせて刀身を作ることを「造り込み」と言い，図１に造り込みを日本刀の

基本スタイルである鎬造り（しのぎづくり）の例で示す．日本刀は，造り込み，素延べ，切先の打ち出し，火造

り，仕上げ等によって姿が整えられ焼刃土（やきばつち）を土置きした後，焼入れされる．焼入れによって刃の

部分がマルテンサイト変態して刃文が現れ，このとき相変態に伴う体積膨張によって刀身に日本刀特有の反りが

生じ，同時に刃の部分には残留圧縮応力が生じ，強靱な日本刀が製作される (5)~(9)． 
	 日本刀には，太刀，刀，脇差，短刀，薙刀，長巻，剣，槍，鉾などの種別がある(1)~(4)．図２に太刀，刀，脇差，

短刀の形状・寸法を示す．太刀と刀は長さ２尺（60.6cm）以上で，脇差は 1尺～２尺（30.3~60.6cm），短刀は１
尺（30.3cm）以下のものを言う．なお，日本刀の長さは，切先から棟区（むねまち：図３参照）までの長さであ
る．太刀は刃が下を向くように腰に吊るし，刀，脇差は刃が上を向くように帯に差す． 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

   (a) Koubuse    (b) Honsanmai    (c) Shihouzume 
     
     Fig.1  Tsukurikomi (Combination of different steels).           Fig.2  Classification of the Japanese swords. 
	 

	 刀剣の外装を拵（こしらえ）といい，実用の便利さと保護を目的とする，図３に打刀拵（うちがたなこし

らえ）を分解した写真を示す．茎（なかご）が柄（つか）に挿入され目釘竹一本によって刀身は柄に締結さ

れている．日本刀は目釘を抜くことにより写真のように分解することができる．すなわち刀身と柄の締結は，

わずかにテーパが付いた直径数ミリメートル程度の目釘竹を茎と柄にそれぞれ空けられた目釘穴に通すこ

とによってなされている．	 

	 

3.	 太刀の刀身のみによる検討 

	 これまで日本刀が激しい討ち合いにおいても何故竹の目釘一本で刀身が柄に留められ得るのか，また破損しな 
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	 Fig. 3  Parts of the Japanese sword.                   	     Fig. 4  Tachi used in impact experiment and  
                                                                 numerical simulation 
	 

いのかを刀身モデルを用いて検討してきたが (10)~(12)，本研究では，図４に示す実際の太刀を用いて衝撃応答実験

と解析コード LS-DYNAによる衝撃応答シミュレーションを行った．図４(a)は実用のための拵（こしらえ），図
４(b)は目釘を抜いて分解した状態，および図４(c)は刀身である． 
 

	 
Fig.5 Dimension of Tachi blade. 

 
	 図５は刀身の主要寸法である．刃長２尺３寸 (700mm)，反り 6.4分 (19.5mm)の太刀である．なお，実験上の都
合と安全を図るため，刃先は厚さ 0.1~0.2mm 前後に刃引をしている．初めに，図 5 に示す刀身のみの場合につ
いての衝撃実験および数値シミュレーションを行った． 
	 

3・1	 刀身への衝撃入力 
	 日本刀は物打ち部を打込むことが基本とされているが，実際の討ち合いにおいて日本刀が受ける衝撃は，その

大きさや持続時間だけではなく，どの位置にどの角度から受けるか，あらゆる状況が考えられる．なお，日本刀

の物打ちの部位については諸説あり後段で検討する．本研究では，衝撃位置の違いによる刀身の衝撃応答の相違

を調べるため，異なる二ヶ所に衝撃を加え実験を実施した．図 6に示すように，綿糸によって垂直に吊り下げた

太刀の刀身の切先から100mm の位置および刃長中央の350mm の位置に，衝撃棒（銅棒，長さ1000mm,	 直径10	 mm）

をそれぞれ衝突させて，刀身に入射する衝撃力の時間変動および刀身の各位置における刀身軸に垂直な方向の変

位変動を計測した．	 

	 刀身の切先から100mm および 350mm の位置に，それぞれ約 2.6	 m/s の速度で衝撃棒を衝突させて得られた入射

衝撃力を図7に示す．これらは，衝撃棒に貼付したひずみゲージ	 (共和 KSP-2-120-E4)	 よりデジタル・オシロス

コープ	 (Nicolet,	 Model400)	 によって計測された衝撃応力波形に基づいて２点ひずみゲージ法	 (13)	 によって算

定した，刀身へ入射する衝撃力の時間変動である．切先から 350mm の位置の刃先が 0.1mm 程度に薄くなっている

ため，銅棒衝撃端面に刀刃の切り込みが認められ，そのため 350mm 位置における入力の衝撃立ち上がりがやや緩
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やかになっている．刀身への衝撃入力は，衝撃位置によって衝撃力波形が異なり，また衝撃持続時間も多少異な

っている．	 

	 

	 	 

 
  Fig.6  Tachi tohshin subjected to impact force                    Fig 7  Incident force into Tohshin (Blade) at each 
       by a striking copper bar.                                         location by impact of a striking bar. 
       .                                                       

 
 

 
 
 
 
	 

Fig.8  Measurement of impact displacement at each position along Tohshin (Blade). 
           
3・2	 衝撃変位の実験計測	 

	 図 8に示すように，レーザー変位計（KEYENCE,	 LK-G155）を用いて，これらの入射衝撃力を受ける刀身の各部

位における衝撃変位を同時に計測した．図9(a),	 (b)は，それぞれ切先より100mm および 350mm の位置に，図 7 に 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

(a)  Impact position of 100mm from Kissaki              (b)  Impact position of 350mm from Kissaki 
Fig. 9  Variation of displacement with time at each position. 

t = 0[ms] 

t = 20[ms] 

Impact position 100mm 

t = 0[ms] 

t =20[ms] 

Impact position 350mm 
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示す衝撃入力を受けるときの剛体的変位を含む各部位の刀身軸に垂直な方向の衝撃変位－時間曲線である．各曲線

上の数値は切先からの距離 (単位：mm)を示している．また，それぞれの位置に衝撃負荷を受けるときの刀身の
全体の動きの模式図を図上に示している． 
	 これらの各曲線の移動平均からの偏差，すなわち剛体的変位を差し引いて各部位の振動曲線を求めた．移動平

均は 0.05ms刻みに計算を進め 5ms後は同じ刻みで 100時刻点の平均を求める方法で行った． 図 10(a), (b)に，図
9(a),(b)の衝撃変位の測定結果から得られた，それぞれの部位における振動の時間的変動を示す．代表例として，
切先から 10mm，765mm(目釘穴)および 880mm(茎尻から内に 10mm)の部位における振動を示している．両図で振
幅の差はあるが，いずれもに切先と茎尻付近における振幅に比べて，目釘穴位置の振幅は相対的に小さくなって

いる．また，このときの刀身各部位における振幅の最大幅を図 11(a),(b)に示す．振幅の最大幅は振動曲線のおよ
そ１周期の時間域 6~7ms から読み取った．切先や茎尻，また中央付近でも比較的大きな振幅となるが，区（ま
ち）および目釘穴の近傍で振幅が相対的に小さくなっている．両図とも刀身各部位において同じ傾向の振幅分布

となっており，衝撃力を受ける刀身位置および衝撃力波形が多少異なっていても刀身各部位で同様な傾向の振幅

分布となることがわかる．この結果より，過渡応答後は曲げの１次固有振動モードが支配的になり目釘穴と物打

ちの位置が固有振動の節になっていると推定される． 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

(a) Impact position of 100mm from Kissaki                     (b)  Impact position of 350mm from Kissaki 
Fig. 10  Oscillation of displacement with time at each position . 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 

(a) Impact position of 100mm from Kissaki.                (b) Impact position of 350mm from Kissaki. 
Fig.11  Maximum amplitude at each position of toshin 
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3・3	 衝撃変位の数値解析	 	  
	 次に，図 7に得られた入射衝撃力に基づいて刀身の衝撃応答の数値シミュレーションを行い，実験結果との比
較を行った．第２章で述べたように，刀身は造り込みによって不均質な複合構造になっているが，弾性応力波の

伝播速度は縦弾性係数，密度およびポアソン比のみで決まるので，刀身の機械的性質を一定と仮定して計算を行

った．すなわち，縦弾性係数 E= 206 GPa，密度 ρ = 7.85x103	 kg/m3，ポアソン比 ν= 0.29として，LS-DYNAによ
る数値シミュレーションを行った．図 12(a)は，衝撃位置が切先から 100mmの場合における刀身各位置における
最大振幅の測定結果と数値シミュレーション結果との比較である．曲線は計算結果であり，● 印は図 11(a)に示
した測定によって得られた最大振幅である．図 12(b)は，衝撃位置が切先から 350mmの場合である．いずれも切
先や茎尻で振幅が大きくなり区（まち）や目釘穴付近で振幅が相対的に小さくなっており，切先や茎尻付近で計

算値が実験値に比べやや大きくなっているが，両者の傾向はよく一致していることがわかる． 
	 

	 	  
            (a) Impact position of 100 mm.                       (b) Impact position of 350 mm. 

Fig. 12  Comparison of measurement and calculation regarding maximum amplitude along Tohshin. 
            

４．太刀拵による検討 

４・１	 太刀拵における目釘穴位置の応答 
	 前章では刀身のみによる衝撃応答を調べ，区付近における振動振幅が他の部位に比べて相対的に小さくなるこ

とを示したが，目釘穴位置で必ずしも最小になっていない．これは，実用に供される太刀拵ではなく刀身のみの

応答であるためと考えられる．このことを検証するため，図 4(a)に示す太刀拵について検討した．	 
	 

	 

	 

Fig.13  Tachi-koshirae (Tachi with mounting). 
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すなわち，図13に示すように，刀身に鐔，柄，はばき，切羽を外装した太刀拵について，刀身のみの場合と同条

件で衝撃実験を実施し衝撃応答を調べた．鐔は，直径 78mm のほぼ円形の一部をくり貫いた透鐔（すかしつば）で，

質量は119g である．柄は長さ 245mm で，朴（ほお）の木で作られており鮫皮が着せられ柄糸が巻かれており，質

量は162g である．また，はばきの質量は37g，切羽の質量は 9gである．	 

	 図14(a)に，切先から 100mmm の位置に衝撃を加えた場合の太刀拵の各部位での衝撃変位の測定結果を示す．刀

身のみの場合と同様に，各曲線上の数値は切先からの距離	 (単位：mm)を示している．図 14(b)に，図 14(a)の衝

撃変位から剛体的変位を差し引いて求めた各部位の振動の時間的変動例を示す．	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 

          (a) Variation of displacement with time.              (b) Oscillation of displacement with time. 
Fig. 14 Impact responses at each position forTachi-koshirae (Impact position of 100mm from Kissaki). 

         
	 これらの測定結果から，第３章の刀身のみの場合と同様な方法で，太刀拵の各部位における最大振幅の分布を求め

た．切先から100mm の位置に衝撃を受ける場合の，太刀拵の各部位における振幅の最大幅を塗り潰し●で図 15に

示す．また，比較のため刀身のみの場合を白抜き◎で同時に示している．刀身のみの場合は区近傍で最小振幅に

なるのに対して，拵の場合はまさに目釘穴位置で変位振幅が最小になっていることがわかる．	 	 

 

Fig.15  Comparison of maximum amplitudes for difference of Tachi- koshirae and Tachi-toshin. 
(Impact position of 100mm from Kissaki) 
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	 ここでは省略するが，切先から 350mm の位置に衝撃を受ける場合についても同様な傾向の結果が得られてい
る．目釘穴の位置は経験によって各刀匠流派の掟に従って決められているようであるが，本実験に用いた拵えの

太刀はまさに目釘穴位置で衝撃変位応答が最小になっており，日本刀の討ち合いにおいても目釘竹を破損するほ

どの力は作用しないと推定される．このことは，日本刀による幾多の合戦において実用に供されてきたことより

実証されていると言える． 
	 日本刀に関する文献は数多く見出されるが，目釘および目釘穴に関するものは少なく，現在，著者らが入手し

ている中で関連するものとしては次の文献があるのみである．日本職人談義の中で柄巻師の辻京二郎(14)は，江戸

時代後期の窪田清音の刀装記の一文を引用して，建武期（14世紀）頃から目釘穴の位置は茎中心部から刃区（は

まち）寄りになったと述べている．この記述は衝撃応答実験および解析で得られた本研究の目釘穴の位置に関す

る知見と一致する内容であると言える． 
	 

4・2	 物打ち部	 	  
	 日本刀は截断に最も有効な物打ち部を打込むことが基本とされている．しかし，物打ちが何処を指すかは必ず

しも明確ではない．広辞苑(15)によれば，物打とは太刀などで物を打ち切る時，その物に触れる所，すなわち切先

から，はばき本へ向かって刀身が広がり始めるあたりの所，切先三寸のところ，と記載されている．また，学研

の日本刀辞典(16)には，横手筋から三寸（約 9.1cm）ほど下の部分のこと．截断に際しては，主にこの部分が使わ

れることからの呼称，となっている．一方，銀座長州屋・刀剣用語解説集(17)には，刀身の横手筋から下部へ五，

六寸前後の部位を物打と称し，截断に際して最も使用頻度の高い部分である，となっている．また，一般的に刃

先から五寸ないし七寸（約15~20cm）の範囲をいうと云う書もある(18)．以上を整理すれば，横手筋から三寸（9.1cm）

の説と，五~六寸（15~20cm）の説があることになる．	 

	 図 15に示す本研究の結果は，物打ちの中心は刀身側で最大振幅が最も小さくなる，刃先から 20cm（六寸六分）
前後の位置，供試太刀の場合，刃先から横手筋まで一寸ほどであるので，横手筋からは約 17cm（五寸六分）の位

置にあることを示している．剣術各流派によって武術的「物打ち」の認識は多少異なるとしても，衝撃工学的な

観点からは，定寸（二尺三寸≈ 70cm）の日本刀の物打ち部位は，刀身の横手筋から下部へ五~六寸と言える．な
お，供試太刀は切先の短い猪首切先であるが，切先の長い大切先の刀や長刀の場合，物打ちの部位は，さらに下

部に移動し，また脇差のような短い刀では切先方向に寄ると推定される． 
	 

5.	 結	 	 言  

	 本論文では，目釘による刀身と柄の締結に関して，日本刀が激しい討ち合いにおいても何故目釘竹一本で柄に

留められ得るのか，また破損しないのかを調べるため，太刀真剣を用いて衝撃実験と数値シミュレーションを行

い，次の結果を得た．  
（１）刀身のみの場合，衝撃を受ける刀身位置および衝撃力波形が多少異なっていても，刀身各部位での最大振

幅の分布はほぼ同じ傾向を示し，区（まち）付近における振幅が他の部位に比べて相対的に小さくなる．しかし，

目釘穴位置で必ずしも最小になっていない． 
（２）刀身に，鐔，柄，はばき，切羽を外装した実用の太刀拵の場合，最小振幅の位置は区付近から目釘穴近傍

の位置に移動する．したがって，目釘竹に作用する衝撃力や目釘竹の変形強度を直接には評価していないので，

この結果より直ちに目釘竹の破損の有無を論ずることはできないが，歴史的に実用に供されてきたことを勘案す

れば，刀匠の掟に従う目釘穴位置においては，目釘竹の変形強度を超えるような大きな負荷は作用しない可能性

があると推定される． 
（３）日本刀の物打ちの部位については諸説あるが，本研究の衝撃工学的な観点からは，定寸の日本刀の場合，

その物打ちの中心は，刃先から下部へ20cm 前後の位置（横手筋から五~六寸）であると云う結果が得られた．	 

	 

	 本稿をまとめるに当たり，日本刀に関して多くのご教示を頂いた瑞泉鍛刀所・堀井胤匡刀匠および元文化庁刀

剣登録審査委員・鳥羽達一郎氏に深謝の意を表す． 
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