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1. 緒言 

グレイシー柔術はブラジルでバーリトゥード

（なんでもあり）発祥の礎となり、世界で人気を博

している総合格闘技（MMA）の発展に大きく関わっ

ている。グレイシー柔術の技術体系は柔道とは違

って寝技が主体であり、護身術も念頭に置かれて

いる。このグレイシー柔術の誕生に大きく関わっ

たとされている日本人柔道家が前田光世（以下、

「前田」と略す）である。 

前田は、1878 年に青森県弘前市で生まれ、弘前

中学から早稲田中学へ編入し東京専門学校へと進

学する。1897 年に講道館に入門後、みるみるうち

に成長し「講道館三羽鳥」と謳われる実力を身に付

けていた。講道館柔道を海外へ普及させるために

派遣されるも、学生レスラーに敗北したのを機に、

世界各地で講道館柔道が禁止していた他流試合や

興行試合をしながら渡り歩く。その戦績は異種格

闘技戦“二千戦無敗”と言われている。 

前田に焦点をあてた研究は皆無に等しく、グレ

イシー柔術に関連されたものが多い。例えば、川越

（2010）は、グレイシー一族が前田から教授しても

らった柔道から新しい技術を考案し自分にふさわ

しい柔術（グレイシー柔術）を生み出したと論じて

いる１）。ここでグレイシー一族が柔道ではなく柔術

を呼称した背景として、井上（2004）は、20 世紀

初頭の国際社会では柔道よりも柔術の方が知られ

ており、前田は海外における「柔道の宣揚」を重き

に置いていたが、あえて名称にこだわらず通りの

いい柔術の名を使っていたと論じた。２） 

以上から各研究者はグレイシー一族が柔術と呼

称した理由を推測しているが、どれも資料の裏付

けを欠いた指摘である。そもそも前田からグレイ

シーが何を学んだのかが明らかではないのだ。も

し、前田からグレイシーが柔道ではなく、日本の伝

統的な柔術を学んでいたとしたら先行研究の指摘

は一面の真理を突きつつも結果的には歴史的事実

とは異なる指摘となるだろう。つまり、グレイシー

の呼称の問題を扱うにあたっては、まず前田自身

が柔術をやっていたかどうかを検討しなければな

らないが、このような先行研究の不備はやはり前

田に関する研究が皆無であることに因る。 

そこで本研究では、前田が海外に派遣される以

前の半生に注目し、そこで彼の柔道以外の武術経

験の有無を検討する。それによってグレイシー一

族に何を教授したのかを考察することを目的とす

る。 

 

2 研究方法 

2-1 前田光世の柔道以外の武術経験の有無 

三戸(2013)は前田の幼少期について、「翌年 28 年

1 月、学校の新年会の時、全校生徒の前でこの柔術

（本覚克己流）を披露した。この後、校内で柔術が 
 
 

盛んになり、6 月に正式に柔術部として発足した。

前田榮世（光世の幼名）の名前が、明治 29 年 7 月

発行の生徒会誌「校友」（16 号 p42）に運動委員の

中に記載されている。柔術部において中心的存在

だったことは明白である」３）と述べている。 
 三戸（2013）の主張をうけて村上（2017）は丸山

らの先行研究に対して前田光世は青森県尋常中学

校（以下、「尋常中学校」と略す）在籍時に柔術部

として本覚克己流柔術を経験していたと指摘した。
４） 
ここで注目するべきは、尋常中学校の校友会誌

『校友』16 号 42 貢で「前田榮世」の名前が校友会

の運動委員名簿に記載されていることである。つ

まり、『校友』は前田が上京する前にどういった運

動経験、武術経験があるのかを知る手掛かりにな

ると考えらえる。ただし、三戸（2013）が挙げた資

料はこの 1 点のみであり、この情報だけでは前田

が柔術部で活動していたという明確な判断を下す

には不十分である。なぜならば、当時の尋常中学校

の部活動は柔術部だけではないはずだからである。

つまり、三戸（2013）や村上（2017）は、尋常中学

校にはどのような競技種目があったのか、どのよ

うに校友会は組織されていたのかなど、不明な点

を残している。 
 そのためまずは、前田が尋常中学校に在籍して

いた頃の生徒会の仕組みや部活動の状況を知る必

要がある。そこで本研究では、尋常中学校の校友会

誌『校友』を調査した。『校友』には学校行事、部

活動記録、校友会員名簿などが載せられており、尋

常中学校の部活動の成立から発展を具体的に検討

した。 
 『校友』は現在、弘前高等学校及び青森県弘前市

立弘前図書館に所蔵されるが、本研究では後者に

所蔵されているものを使用した。後者は公共図書

館なので調査の手続きが簡単であるためである。

また、弘前高等学校所蔵の『校友』については三戸

氏が調査しているが、本研究で必要な巻号につい

ては三戸氏に連絡を取り、氏より複写資料を受け

取ることができた。以下、調査の結果得られた資料

『校友』の検討を行った。 
2-2 本覚克己流柔術と JU-JIUTSU 

本覚克己流柔術について、青森県弘前市の北辰

堂という道場で青森県の武術における伝承などに

ついて研究されている小山隆秀氏はじめ、本覚克

己流柔術（以下、「本覚克己流」と略す）の復元を

試みている方たちにお話を伺い、その技の一部を

披露してもらった。ここで、前田が作成に関わり

Alberto Garcia Dechent によってスペイン語に翻

訳された『DEFENSA PERSONAL O EL JU-JIUTSU』と

いう本がある。そこでは、護身術の技の紹介だけで

はなく人体解剖学の知識や身体的健康についても

触れられている。この本を小山氏らに紹介したと

ころ、護身術として紹介されている技の一部に本

覚克己流柔術の技と似ている点があることが判明

した。 
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 そこで本研究は、『DEFENSA PERSONAL O EL JU-

JIUTSU』（以下、『JU-JIUTSU』と略す）で紹介され

ている技と本覚克己流について研究された太田尚

充著である『津軽のやわら 本覚克己流をよむ』

（以下、『津軽のやわら』と略す）とビデオカメラ

で録画した本覚克己流の技を比較し類似点を検討

した。 
 

3 結果と考察 

3-1  柔術部が正式に発足するのが明治 28 年 6 月

であり、その時の師範が福井助五郎であった。前田

が運動委員として活動していたのが明治 29 年頃で

あるので、福井に教わっていた可能性が濃厚であ

る。しかし、明治 27 年 11 月から柔術部が発足する

までは、斎藤茂兵衛が有志の寄宿生を対象に指導

していたことから、前田も当時寄宿生だったため、

斎藤からも教わっていた可能性はあると考えられ

る。また、原子昭三編『母校今昔物語』に明治 36
年に卒業した斎藤周蔵が寄稿した文章に「柔道は

私の時から講道館式になったが、それまでは、本覚

克己流だった」５）とある。柔道部に変わったのが明

治 35 年 10 月 30 日であるので、それまでは、以上

の文章から柔術部で本覚克己流柔術が行われてい

たことが分かる。よって、前田は本覚克己流柔術を

修めていた可能性は大きいと言えよう。しかし、前

田が中退するのが明治 29 年とされているので、実

際稽古した年数は長くて 2 年程度である。『校友』

などで前田の活躍がわかる記事がなかったため、

それほど力を入れて稽古してきたわけではないこ

とも考えられる。 
3-2 『JU-JIUTSU』で紹介されている技に類似して

いる本覚克己流柔術の技は「違詰」と「面影」であ

った。 現時点では、本覚克己流の技の復元が未だ

研究途中であるため以上の技までしか類似点を確

認することが出来なかったが、少なくとも前田の

武術経験に本覚克己流があり、数多の異種格闘技

戦や柔道宣揚にこの経験が影響していたことが考

えられる。以上で説明した本覚克己流の技は、初格

の技であり入門編みたいなものである。前田が本

覚克己流の要素を取り入れた背景として、尋常中

学校時代の前田が稽古にそれほど力を入れてなか

ったためにこの技を選んだのか、護身術として誰

もが始めやすくするために簡単な技を選んだのか

若しくはどちらも考えられる。 
 また、『JU-JIUTSU』の他の技に本覚克己流以外

の、例えば 1900 年代の警察によって行われていた

逮捕術に類似するものも見られた。このことから、

前田は本覚克己流以外の柔術経験もあり、色々と

ミックスして前田流の柔術を編み出していたので

はないかとも考えられる。 
 

4 まとめ 

本研究から前田が本覚克己流の経験があったと言

える。また、他の武術の経験もあったことが考えら

れ、その経験から影響をより受けている可能性が

ある。そのため、外国で柔道を宣揚していた他に、

自分の経験から“前田流柔術”とでもいうべき護身

術を考案し広めていたことが考えられる。 
 グレイシー柔術の歴史を取り扱った文献で

『Choque』がある。そこには、カーロスグレイシー

が前田に直接指導を受けておらず、前田のブラジ

ルでの弟子であるドナト・ピレス・ドス・ヘイスが

営む道場の生徒であったことを指摘している。ま

た、カーロスは前田からプライベートレッスンを 1
回程度受け、実際はヘイスから教わっていた可能

性が示唆されている。６） 

 しかし、グレイシーはグレイシー柔術を紹介す

る書籍などにて、護身術のことにも触れている。ま

た、現在スポーツとして注目を浴びているブラジ

リアン柔術も護身術を念頭に置かれていることを

言及している。前田は護身術として、自分の経験し

てきた武術を外国に広めていたことも考えられる

ため、グレイシーもその技を受け継いでいる可能

性は十分に考えられる。 
 グレイシー柔術が寝技主体の技術文化に至った

背景について、ヨーク大学のホセ・カイラスが作成

した博士論文『The Gracie Clan and the Making of 
Brazilian Jiu-Jitsu: National Identity, Culture and 
Performance』の研究では、日本人柔道家であるヤノ

タケオと小野安一らとがグレイシーが戦う中で、

柔道の投げ技に対抗すべく寝技防衛戦（今日でみ

られるような下からの引き込み態勢から始める戦

法）をよりどころにしたことから勝利を得ている

と述べている。７）この研究から、グレイシー柔術の

特徴である寝技の技術文化は前田からの影響が小

さいことがわかり、グレイシーが、ライバル達との

戦いのなかで生き残るためにとられた戦略から生

み出されたものであることがわかる。 
 グレイシー柔術の問題を扱うには、海外、特にブ

ラジルでの前田の動向が書かれた記事や当時の新

聞紙などの資料が必要になってくるが、これはこ

の論文に残された課題点であると思う。 
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