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1. 緒言 
剣道の昇段審査は，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。段位は剣

道に関する総合的評価といえる。剣道の技能に

は「守・破・離」の段階があるとされている。    

 パ ー ソナルコンピューターの Windows  
Microsoft Excelを用いて行い，有意水準はすべ
て５％以下とした。 

高校時における取得可能段位は三段までで，

二段受有後２年以上修業した者に受審資格があ

る。茨城県での三段合格率は平均 50～60％であ
り容易に合格できるものではない。全日本剣道

連盟が示す「剣道称号・段位規則」には，三段

は，「剣道の基本を修錬し，技倆優なる者を基準

に該当する者に与えられる」とある。また，合

否については「初段ないし三段の審査は，審査

員３名以上の合意により合格とする」とあるが，

合否の判定については，受験者番号の発表であ

り，審査内容については一切明らかにされてい

ない。 
そこで本研究では，茨城県剣道連盟三段審査

会において，合格者群と不合格者群の技能比較

を行い，実技試験の何が評価されているのか。

合格者はどのような立会いを展開しているのか。

合格者と不合格者の相違について合格者群の技

能要因を明確にし，今後の受審対策の一資料と

していきたい。 
 
2．研究方法 

2-1 対象とした審査会及び受験者 

平成 18 年６月 1１日県南地区で行われた三段
審査会（合格者５名，不合格者１３名，合格率

27.7％）及び平成 18 年 10 月１５日水戸地区,県
南地区，県北地区で行われた三段審査会（合格

者 44 名，不合格者 35 名，合格率 55.7％）総計
97名を対象とした。 
 
2-2  VTR 撮影方法と観察方法 

撮影は，三段審査会場にデジタルビデオカメ

ラを用いて行い，実技試験の全てを収録した。

分析は，VTR を反復再生し，坪井（2005）の作
成した観察項目に準拠して岩下が行った。  
 
2-3 観察項目 

１）一回の立会いの打突本数 
２）一回の立会いの技の種類 
３）一回の立会いの有効打突本数 
４）一回の立会いの被有効打突本数 
５）一回の立会いの無効打突本数 
６）初太刀の有効打突の有無 
７）初太刀の技の種類 
８）「はじめ」から初太刀までの所要時間 
９）技別の出現数と出現率 
 

 
2-4 統計処理 

 
3．結果と考察 

3-1 打突本数と技の種類の比較 

 １回の立会いにおける合格者群の打突本数の

平均値と標準偏差は 9.15±2.59 本であり，不合
格者群では 9.14±2.43 であった。技の種類をみ
ると,合格者群の平均値は 4.21±0.85であり,不合
格者群は 3.97±0.95 であった。また，有効打突
数をみると，合格者の平均値は 2.63±１.82本で
あり，不合格者群は 1.20±1.29本を示していた。 
 技の種類，有効打突では，両群に有意差がみ

られ，不合格者群に比して合格者群の方が多か

った。このことは，合格者群が多くの技を使っ

て有効打突を得ていることが評価されていると

考えられ ,審査では ,多くの技の必要性が示唆さ
れる。次に，被有効打突数と無効打突数につい

て比較した。合格者群の方がいずれも有意に少

なかった。したがって，打突の無駄打ちが少な

く，相手から有効打を打たれることが少ないこ

とが審査では大切な評価基準になっていること

が推察される。 
 
表１ 打突本数，技の種類，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 9.15 2.59 9.14 2.43

技の種類数 4.21 0.85 3.97 0.95

有効打突本数 2.63 1.82 1.20 1.29

被有効打突数 1.60 1.51 2.30 1.84

無効打突本数 6.60 2.97 7.95 2.84

   
3-2 初太刀から見る合格者群の技術特性 

「はじめ」から初太刀までの所要時間をみる

と，合格者群の平均値と標準偏差は 3″82±2″21
であり，不合格者群は 3″25±1″70であった。初
太刀を得るには合格者群の方が有意に多く時間

を要している。一方，初太刀の有効打突となっ

た立合いは不合格者群の 11.8％に対して合格者
群の 33.7％という結果を示しており，合格者群
は立ち上がった時，体の中心を攻め相手の反応

を見ることで打突の機会を作りだしているので

はないかと推察される。初太刀から「攻め」を

作って打突していることが有効打につながって

いると考えることができ，初太刀の有効性が合

否の判断基準に関連していることが示唆される。 
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表２ 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 
3″82 2″21 3″25 1″70

  本数 出現率 本数 出現数

初太刀の

有効性 
33 33.70% 11 11.76%

 

3-3 発現した技の比較 
一回の立合いにおける技の発現数及び一本打

ちの面，出小手，応じ胴の技に有意差が見られ

た。一本打ちの面では，不合格者群に比して，

合格者群が少ない本数になっている。一方，出

小手，応じ胴においては，不合格者群に比して

合格者群の方が多い本数を示している。合格者

は相手を攻め崩して打つ一本打ちの面だけでは

なく，攻めを利用して相手の一本打ちの面に対

して，出小手，応じ胴に技を使い分けており，

より対応動作が優れていると考えられる。 
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図１ １回の立合いにおける技の出現数 

 

3-4 総合的な考察 

以上の結果から，合格者の技能特性を考える

と，合格者は初太刀をしっかりと決め，技の種

類が多く，自分から攻めて相手を崩して打つ一

本打ちの面，一本打ちの小手だけではなく，攻

めを利用して相手を誘い出し応じ技を有効に出

しているのが窺える。さらに，四段審査の技術

特性について明らかにした坪井の報告と比較し

てみると，初太刀の有効打突，初太刀の技の種

類，一回の立合いでの技の種類，有効打突本数，

無効打突本数の相違については三段審査におい

ても合格者群と不合格者群の間に同様な結果を

示していた。しかし，四段審査では，総打突本

数に有意差が認められていたが，今回はみられ

なかった。また，「はじめ」と宣告されてから初

太刀までの時間では，四段合格者群の平均値

８″29 秒に比して三段合格者群の 3″82 秒と大
きな相違が生じていた。 
技別の出現数を比較すると，四段審査が相手

を攻め崩して打つ一本打ちの面が多いのに対し

て，三段審査は相手の応じ技が多いことから相

手が打突してくるところを応じ，有効打にする

というのが特色とも言える。また，三段審査の

合格者群と不合格者群の間に総打突本数に有意

差が見られないことは，出現した技の種類と関

連する。すなわち，対人運動では，一方的な展

開になる 1 本打ちの技が減少し応じ技が多くな
ると打突本数に差異がみられなくなると考えら

れる。 
合格者群は面部位を限定して打つのではなく，

臨機応変に，多彩な技を駆使して立会いを展開

していると思われる。対照的に，不合格者群は

合格者群より面技に固辞しており，初太刀にお

ける成功率も低いことがわかる。不合格者群の

一本打ちの面は相手を攻め崩して打った技では

なく，相手に攻めが効かないままに出した技で

あり，そのほとんどが有効打突として成功して

いない。また，出小手，応じ胴が少ないという

ことは相手の動きを予測せずに立会いを展開し

ているものと考えられる。不合格者群の被有効

打突が多い原因は，自分の攻めが効いていると

思い，相手の面を打突していったところ，攻め

は不十分であり相手にその先を読まれ応じられ

てしまったことなどが考えられる。不合格者群

には，一本打ちの面を多く打つ理由は面を打た

なくてはいけない。面を決めなければいけない

という自己規定をしている人が多いのではない

のかと考えられる。 
 不合格者群は，相手と自分との相対関係が成

立していないのに打突をしていく場面を特に多

くみることができた，一方，合格者群は，相対

関係が成り立っており，一方的に打突するので

はなく「相手が居ついたところ」「相手の打突動

作の隙」「相手の構えの隙」等，打突機会を的確

に捉えて打突しているものと思われる。 
  審査員の目は初太刀が見事に決まることで第
一に受審者に注目するものと思われる。次に，

審査員の観点を引く要因として，「相対関係」が

成り立っての技，つまり相手との合気になって

の技か否か，「相手を引き出す」，もしくは「相

手を後退させる」」など攻めて打突する動作が上

げられるものと思われる。 
 

4.まとめ 

 三段合格者の技能要因として，以下のような知

見を得た。 

① 初太刀の有効性があり，無効打突が少なく，

有効打突が発現できること。 

② しかけ技のみならず応じ技もでき，技の多

様性があること。 

③ 一方的な展開でなく，相対関係のある中で，

技が駆使されていること。 

④ 演武の中で，終始自分に有利な展開を表現

できること。 

これらの事柄を学習場面で活用し，審査場面で

挑戦させていきたいと考えている。 
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