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1. 緒言 

海外との文化交流が容易となった近年，固有の

民族性や伝統文化に対する国際理解の必要性が叫

ばれている。剣道も例外ではなく，1970 年の国際
剣道連盟発足以来 44カ国まで加盟国が増えた今日，
海外普及により生じた様々な問題について，剣道

の理念や歴史に立ち返り，活発に議論されている。         
一方で，各国の技術レベルは年々向上しつつあ

り，世界剣道選手権等での諸外国の選手の活躍が

めざましい。なかでも，韓国チームは，技術面だ

けでなく精神面の鍛錬にも重点をおき，大会成績

も上位を占め，長年トップの座に君臨してきた日

本チームにとって脅威の存在となっている。近年

は国を挙げて剣道競技者の増加に努め，また剣道

の起源を自国のものと主張し、「kumdo」という名
称を国際剣道連盟に承認させたことからもその動

向には目を離せないものがある。 
「武道としての理念」は然ることながら剣道の

中核を為すもののひとつに「試合」がある。した

がって、各国に普及した剣道はどのようなもので

あるか知るための手がかりとして，各国の試合特

性を明らかにすることが考えられる。特に、その

国で行われている試合では，その国の特徴が如実

に現れるものと考えられる。本研究では，韓国剣

道の試合特性を明らかにする目的で、韓国で開催

された韓国剣道選手権大会における競技者の試合

分析を試みた。 

 
2. 研究方法 
2-1 対象とした試合 

１）2003 年 11 月 30 日に，ソウル市のオリンピッ

ク第 2体育館で開催された第 25回大統領旗全国

一般剣道選手権大会における個人戦63試合のう

ちＶＴＲデータとして存在する 39 試合。 

２）2002年 11月 2日・3日に千代田区の日本武道
館で開催された第 50回全日本剣道選手権大会に
おける 63試合のうち 62試合。 

2-2 VTR 撮影方法と分析方法 
VTR 撮影は，観客席に VTR カメラ（SONY 製

CCD-V700, SONY 製 CCD-TRV92）を固定設置し，

11ｍ四方の試合場全体が画像に納まるよう、連

続撮影を行った。撮影した VTR は分析項目票に
準拠し，VTR 観察法により反復再生し、分析を
行った。 

2-3 分析項目 

１）試合と時間：①初太刀までの時間 ②1本目

までの時間 ③2 本目までの時間 ④試合所

要時間 ⑤延長の有無 

２）初太刀の打突部位 

 ３）有効打突の技と打突部位 

①１本打ちの技  

 

 

②しかけ技(出ばな技，払い技，二・三段の技， 

引き技)  

③応じ技(すり上げ技，返し技，抜き技，打ち

落とし技)， 

４）初太刀を出した者の勝率 
５）勝差パターンの出現率 
  ①１－０、②２－０、③２－１  
６） 反則の回数 
７）つばぜり合いからの「分かれ」と「間合切り」

回数 
2-4 統計処理 

統計処理は、Windows XP Microsoft Excel と
SPSS.11.0J for Windowsを用いて行い、有意水準は
全て 5%以下とした。 

 
3. 結果と考察 
3-1 試合時間と勝差パターンからみる試合特性 

 試合所要時間、すなわち、試合の決着時間をみ

ると、韓国の平均値と標準偏差は、6′07″33±3′

46″84 であり、全日本は、7′50″62±4′41″89

であり、両国の間に有意差はみられなかった。初

太刀を出すまでの時間についても、韓国の、17″

32±14″16 は、日本の 16″01±14″28 と有意な差

はみられなかった。しかし、１本目を取得するま

での時間では、韓国は４′33″80±4′6″34 であ

り、日本の6′44″41±5′15″65に比して有意（ｐ

＜.05）に短かった。 

 また、勝ち方のパターンをみると、韓国では、

１本勝ち（1－0）のパターンで 48.7％、２本勝ち

（2－0）のパターンで 30.8％、勝負（2－1）のパ

ターンで 20.5％を示していた。一方、日本では、1

－0 のパターンが 85.5％、2-0 で 11.3％、2-1 で

3.2％であり、１本勝ちに偏向する日本の競技者に

比べ、韓国選手は、積極的に有効打突を競う試合

展開をしているものと捉えられる。有効打突数を

みても、韓国の１試合 1.72 本は日本の 1.16 本に

比して出現率は高い。多くの有効打突が出現する

ことは、観る者にとっては楽しみが味わえる試合

であると思われる。こうした有効打突数の相違は、

一つには、選手層が高くなる程、試合での拮抗状 

態がつづき、互いに有効打突を得るのが難しくな

ると思われる。したがって、韓国では、日本に比

して選手間の技能差が大きいことにより、攻撃し

やすいパターンになっているものと推察される。

また、近年、日本の有効打突の判定基準が高くな

っているのに対し、韓国の判定基準がそれほど高

くないとすれば、多くの有効打突数が出現すると

考えられる。さらに、体格・体力の相違が考えら

れる。体力に優れていれば、積極的に攻撃するこ

とが可能であり、技能の相違と異なった試合展開

も考えられるからである。 
 
 



 
表１ 初太刀と１本目に要する時間及び 

試合所要時間の平均値と標準偏差 

 

3-2 有効打突の打突部位と技からみた試合特性 

有効打突となった部位をみると（図１），韓国で

は、面 47.8％、小手 32.8％、胴 10.4％、突き 4.5％、
反則による１本 4.5％であり、全日本では、面 50.0％、
小手 38.9％、胴 5.6％、突き 5.6％、反則による１
本 0.0％であった。両国とも、有効打突のうち、面
技が半分近く占める割合は同様であり、次に出現

率の高いのも小手部位であることも同様であった。 

しかしながら、韓国選手の胴技の出現率は日本選

手に比べて２倍ほど高かった。これは、近年、日 
本の選手は中心をとり、相手の剣先を制しながら

相手を崩して攻めることを重視しているのに対し、

韓国選手は、打突することによって相手の構えを

崩す攻め方をしているためと推察される。胴打ち

のような横方向への攻撃は前者より後者の方が打

ち易く、また、二段技などの変化技や応じ技で決

まり易い技である。したがって、韓国選手は日本

選手に比して、小手－胴、面―胴などの二段技や

面返し胴や面抜き胴等を積極的に出してくるタイ

プであると思われる。このことは、図２に示した

技の出現率を比較したものからみても明らかであ

る。韓国の２・３段の技（11.9％）、返し・抜き技

（10.5％）などの出現率は、日本のそれらの技

（5.6％、5.6％）よりも多い。一方、出ばな技

（26.9％）や引き技（10.4％）は、日本（34.7％、

15.3％）に比して少ないことを示している。つば

ぜり合いからの引き技や起こりのタイミングをと

らえることの多い日本選手と異なった技の出し方

をしていることが理解される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 有効打突部位の出現率 
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  図２有効打突の技の出現率 

 

3-3 「間合切り」、「分かれ」、「反則」行為の比較 

 韓国では１試合当たり平均 4.1±3.87 回，全日
本では 17.1±9.84 回の「間合切り」をしていた。
「分かれ」は 1 試合当たり、韓国では 0.6±1.27

回であったが，全日本では1回もみられなかった。

「間合切り」は、審判の「分かれ」や「反則」の

宣告の前に、競技者同士で、つばぜり合いを解消

し、一足一刀の間合に戻す行為である。日本選手

は、つばぜりが生じた場合、間合切り行為が多い

ため、「分かれ」の宣告はほとんど行われていない

が、韓国選手では、「間合切り」行為は少なく、「分

かれ」の宣告によって「つばぜり合い」が解消さ

れている。つばぜり合いからの有効打突は日本選

手の方が高いことからも、打てるか否かの打突機

会を見極める技術は、日本選手の方が優れている

と思われる。加えて、1本勝負化している日本の試
合では、反則のペナルティは勝敗に大きいため、

反則の宣告を回避するために行われていると推測

される。恐らく、韓国においても、試合の 1 本勝
負化、長時間化等が進行すると、こうした行為が

増加していくものと推察される。 
 

4．まとめ 
韓国剣道は、１試合当たりの有効打突数、有効打突

の技の種類、1 本目までを取得するまでの時間、勝差

パターンなどに、日本選手との相違がみられた。特に、

胴技、返し・抜き技の使用率は日本選手に比して高か

った。また、韓国選手は、積極的に打ち合うかたちで

の剣道であり、日本の以前の剣道スタイルを想像させ

るものと考えられた。しかし、韓国選手の体格・体力、

精神力等の把握をしていないので、これらの競技力は、

新たなものなのか、今後とも追求していきたい。 
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