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1． 緒言 
昇段審査は，自分の剣道修行の客観的な評価法

として捉えることができる。審査規定では，学生

時代における取得可能な段位は四段までである。

近年，茨城県での四段合格率は平均 20％～30％で

あり，容易に合格できるものではないことがわか

る。全日本剣道連盟が示す「剣道称号・段位規則」

には，「四段は，剣道の基本と応用を修熟し，技倆

優良なる者を基準に該当する者に与えられる」と

ある。しかし，合否の判定については，受験番号

のみの発表であり，審査内容については一切公表

されていない。 

そこで本研究では，茨城県剣道連盟四段審査会

において，合格者群と不合格者群の比較を行い，

実技試験の合格者群の技術特性を明確にし，審査

対策の一資料とすることをねらいとした。 

 

2．研究方法 

2-1 対象とした審査会及び受験者 

平成 17 年 5 月 29 日に開催された四段審査会実

技試験の受験者 50 名（合格者 11 名，不合格者 39

名），及び平成 17 年 11 月 20 日に開催された四段

審査会実技試験の受験者 71 名（合格者 21 名，不

合格者 50 名）の 

合計 121 名（合格者 32 名，不合格者 89 名）を対

象とした。 

2-2 VTR 撮影方法と観察方法 

VTR 撮影は，審査会場にデジタルビデオカメラを

設置し，実技審査を撮影した。観察者が収録した

ビデオを反復再生し，観察項目に準拠して分析を

行った。 

2-3 観察項目 

1）「はじめ」から初太刀までの所要時間 

2）初太刀の有効打突の有無 

3）初太刀の技の種類 

4）1回の立合いでの総打突本数 

5）1回の立合いでの技の種類 

6）1回の立合いでの有効打突本数 

7）1回の立合いでの無効打突本数 

8）各技別の出現数と出現率 

2-4 統計処理 

統計処理は，Windows  Microsoft Excel を用い

て行い，有意水準はすべて 5％以下とした。 

 

3．結果と考察 

3-1 立合い直後の比較 

表１に，初太刀の出現時間とその有効性を比較

したものを示した。初太刀までの時間をみると，

合格者群の平均値と標準偏差は8″29±4″23であ

り，不合格者群の 10″62±5″27 に比して有意に

短かった。合格者群は不合格者群よりしかけが早

く，相手より先に自分のペースをつくっている事

が推察できる。また，初太刀の有効打突の有無に

ついてみると，不合格者群の 5.6％に対し，合格者

群は 28.12％と有意に高かった。このような結果か

ら，立合い直後の優勢，初太刀の有効性が合否の

判断材料に関連していることが示唆できる。 

表 1 初太刀の出現時間と有効性 
合格者群 不合格者群 

 
平均値 S．D． 平均値 S．D． 

初太刀の 

出現時間 
8″29 4″23 10″62 5″27 

 本数 出現率 本数 出現率 

初太刀の 

有効性 
18 28.12% 10 5.6% 

 

3-2 打突本数と有効打突数の比較 

 総打突本数をみると（表２），合格者群の平均値

と標準偏差は 7.00±1.86 本であり，不合格者群は

6.39±2.08 本であった。技の種類では，合格者群

の平均値は 3.56±1.04 種類であり，不合格者群は

2.46±0.88 種類であった。有効打突数をみると，

合格者群の平均値は 2.03±1.15 本であり，不合格

者群は 0.24±0.46 本であった。総打突本数，技の

種類及び有効打突本数においては両群に有意差が

みられ，合格者群は不合格者群に比して本数と技

の種類が多かった。このことから，合格するため

には，多様な技を使って相手を打突し，且つ有効

打突につなげる展開が必要であることが窺える。

また，発現打突の内，無効打突本数，すなわち１

本とならなかった本数をみると，合格者群では

4.97±1.87 本であり，不合格者群の 6.12±2.01 本

に比して有意に少なかった。したがって，合格者

は発現した打打突に無駄打ちが少なく，効率的な

立合いを展開していることが認められる。 

 以上のことから，合格するためには，守勢でな

く積極的な攻撃数が必要とされ，また，無効打突

を減少させ，多様な技でもって有効打突を得る立

合いが求められていることが推測される。 

 

表２ 打突本数，技の種類数，有効打突数の比較 

合格者群 不合格者群 
 

平均値 S．D． 平均値 S．D． 

総打突本数 7.00 1.86 6.39 2.08 

技の種類数 3.56 1.04 2.46 0.88 

有効打突本数 2.03 1.15 0.24 0.46 

無効打突本数 4.97 1.87 6.12 2.01 

 

3-3 発現した技の比較 

 審査会で発現された技は，図１に示した 6 種類

に分類された。合格者群，不合格者群共，最も多

い技は，１本打ちの面であり，合格者群で，50.3％，



不合格者群で 67.8％を示していた。出頭面と出小

手をみると，合格者群は，10.7％，12.7％であり，

不合格者群の 1.4％，5.5％に比して多く，的確な

機会を捉えて打突しようとしている傾向が認めら

れる。 

 次に，１回の立合いにおける技の発現数（図２）

をみると，一本打ちの面，出頭面，出小手の 3 種

類の技において有意差がみられた。一本打ちの面

では不合格者群に対し，合格者群の方が少ない本

数になっている。一方，出頭面と出小手において

は，不合格者群に比して合格者群の方が多い本数

になっている。このような結果から，合格者群は

攻めにより相手を崩して打突する一本打ちの面と，

相手の打とうとする機会を捉えて打突する出頭面

や出小手といった技を駆使していることが窺える。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１本打ちの面 １本打ちの小手 小手－面

出頭面 出小手 応じ胴

 
図１ 各技別の出現率 
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図２ １回の立合における技の出現数 

 

3-4 総合的な考察 

 以上の結果から，合格者群は不合格者群と比べ
て初太刀を確実に決め，発現する技も多様である。

一本打ちの面だけでなく，出頭面や出小手などの

相手を引き出す技も多く使用していることが窺え

る。対照的に，不合格者群は初太刀が決まらず，

技の種類でいえば一本打ちの面を多く使用してい

た。この一本打ちの面は，相手を攻め崩して打っ

た技ではなく，的確な打突機会をとらえることな

く，自分勝手に打突した技であり，そのほとんど

が有効打突とは成り得ていなかった。すなわち，

何がなんでも面を打つことばかりを考えて自分勝

手に打突してしまっている受験者が不合格になり

やすく，合格している受験者は，素早い「攻め」

で自分に有利な立合いを展開し，相手を崩しての

一本打ちの面や，相手の打とうとする出頭面や出

小手など，的確な打突機会を捉えて有効打突に結

びつけている傾向が窺える。学習場面では，「剣道

の基本は面」ということが重視されているだけに，

面技に偏重する傾向が強いことが推測される。し

かし，結果的には面だけ打つのではなく，柔らか

く，多彩な技を駆使して立合いを優位に展開した

受験者が合格しているのである。技の多彩さ，つ

まり対応の幅の広いことが技倆円熟につながり，

審査における合否の差の一つに繋がっている事が

示唆された。 

では，なぜ不合格者群は，一本打ちの面を多く

発現するのであろうか。その理由の一つとして，

「面を打たなければならない。面を決めなくては

合格しない」と自己規定をした受験者が多いので

はないかと考えられる。また，合格者群の「攻め」

に対応しきれずに自分の「攻め」が不十分のまま

一本打ちの面に出てしまった不十分さ，あるいは，

相手にその先をさらに読まれ応じられてしまった

ことなどがあげられる。 

また，相手と自分との間の「相対関係」を無視

した打突をしている場面を不合格者群において多

く見ることができた。こうした場合，ほとんどの

技が有効打突にはなっていなかった。一方，合格

者群は的確に相手の状態を把握した「相対関係」

を成立させて展開している場面が多かった。こう

した展開からの技の発現が審査の評価につながっ

ていると思われる。 

更に，審査員は「相手を引き出す」，あるいは「相

手を下がらせて」打っているかなどの「攻め」の

要素を審査して評価していることが推察される。

実施要領にある「勝負の歩合」とは「攻め」が如

何に効いているか，つまり，自分の気勢，構え，

足さばきが「攻め」に有効に働くようにすること

が求められていると思われる。 

 

4．まとめ 

 合格者群は，初太刀の有効性，技の多様性，有

効打突本数などに不合格者群との相違がみられた。

特に，相手を崩しての技である一本打ちの面，相

手が打とうとする機会をとらえた出頭面，出小手

を巧みに駆使していた。また，合格者群は，初太

刀までの攻めが素早く自分に有利な立合いを展開

し，且つ，初太刀を有効なものにしていることが

認められた。こうした結果は，今後の学習指導場

面で大いに活用し，審査場面で挑戦させていきた

いと考えている。 

 今後の課題は，中学生・高校生に必要とされる

初段，二段，参段等の昇段審査における合格者の

技術特性を明らかにすることによって，中高生の

剣道指導に役立てていきたい。 
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