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「現代における武道の概念を探る・・・まとめ」  

○司会・村田直樹（講道館）  

第 37 回大会より 3 年間に渡り武道学研究の根源である「武道の概念」を「競技スポーツ

との違い。」「外国人の求めるもの」などのテーマをあげ探求のための一里塚ならんとし進

めてきた。  

パネラー：藤堂良明（筑波大教授・柔道）山内洋一（崇城大教授・空手道）杉江正敏（大

阪大教授・剣道）松尾牧則（国際武道大助教授・弓道）新田一郎（東京大学教授・相撲）

福田啓子（皇学館大教授・なぎなた）坂下充（少林寺拳法連盟本部考試員）司会補助：豊

嶋建広（麗澤大教授・空手道）  

    概要「空手・剣道をする者が武道をする者ではない！」  

  
○藤堂良明（筑波大教授・柔道）：近世に「士の生き方」として士道が意味を持ち近代に富国

強兵策に基づく国民道徳が芽生え西久保は、大正 3年に「武道講和」のなかで単なる武術

にとどまらず徳育的意義を強調し「武道」と称すべきであるとした。  

○山内洋一（崇城大教授・空手道）：空手が変貌をとげたのは、1957 年、第 1 回全日本学生

空手道選手権大会からである。また、1981 年に国民体育大会に採用され更に競技化が進ん

だ。しかし、空手は、「小利主義」という大きな課題を引きづっている。21世紀は、末端指

導者に定義として理解されていない「武道」の概念を明確にし空手道を「限られた人たち！

限られた年齢！」のイメージを脱却し 21 世紀には、教養あるものに確立したい。  

    

「Think about Budo of the present age」  

 Budo changed with Budo from Bushido. It does not belong to Budo 

when I judge Sumo historically. There is not a reason by work of 

Samurai. Sumo was a show. Sumo was called the national sport and 

changed. But it cannot be said that a player of Judo and Katate is a 

practitioner of Budo. 

 



○新田一郎（東京大学教授・相撲）：わたしは、歴史学が専門なので歴史的に分析すると相撲

＝武道とするのは、間違いである。もともと相撲は、見世物であり娯楽であり「武士の営

為」ではなかった。従って芸能民と並ぶものであった。しかし、「国技」と称されるように

なり神事との関わりを深めさせようという働きにより「武道」の価値があるかに見えた。 

東大の相撲部の監督であるが「相撲をする人」＝「武道をする人」では、ない。武道

とは、異なる価値を有するものである。（この発表には、多くの同意が各先生から得ら

れ空手をする人＝武道ではない！と発言された。） 

 

○坂下充（少林寺拳法連盟本部考試員）：真の武道とは、「武道の実体とは？」少林寺拳法を

やっていれば「武道」では、ない。開祖宗道臣は、人づくりをしている「しくみ」があっ

て真武道を言えるとした。しかし、「しくみ」は、今、開祖の継承でしかない「定義」を明

確にする必要がある。  

○福田啓子（皇学館大教授・なぎなた）：悪い要因とし競技中心主義ななっている。しかし、

女性に開かれた武道であることは、大いに誇れる。また、「婦徳の涵養」を担う役割をもっ

て教育として導入され国際的にも普及発展させたことは、ジャンダー的側面からも評価は、

大である。  

○司会補助：豊嶋建広（麗澤大教授・空手道）より日本武道学会員によるアンケート分析発

表（世界拳法会連盟より浅井隆夫先生、中村昇先生などアンケート協力ありがとうござい

ました。  

 

 

 

 

 

日本武道学会・世界拳法会連盟 転載禁 

 

 

 

 

 

○中島豸木（国士舘大教授：柔道、拳法会顧問）：

武道の共通点は、自己の「中心軸」を確認する身

体技法である「自然体」であることは、中村民雄

（福島大教授）の論であり同感である。武道指導

者の資質の向上なくして意義は、達成できない。 

○大橋千秋（世界拳法会連盟会長 古武道）：世

界がとらえる武道感は、むしろ神格化され崇高な

ところにある。競技を見て楽しんだり、見てもら

って楽しむ、自己の満足の域を脱している。  

武道の定義：わが国固有の格闘形式で固有のルール化があり、抑制力をもち、

世に貢献できる人材育成をすることが武道である。  

There is the special meaning in "Budo". Next is definition.  

○It is the  Japanese original martial art.  

○Budo have Japan original action and rule.  

○Budo restrain oneself and improve another person. 



大橋 千秋
Japanese Academy of BudoKokushikan University6-7 September 2006



大橋 千秋
From 39th Japanese Academy of Budo.(6-7th September  at Kokushikan University) The extracted it from presentation of the results of the study as follows.P.37About grading (Dan) (feel charm in )○ Dan from French judo.) =92 %○ Dan helps finding employment. Police =41%, teacher =7%, correction officer =17%, armed forces =13%. Dan leads to improvement of a position.



大橋 千秋
P.36About the color obi of boy judo. （Japan） ○ 55% of a parent are people who experienced judo of 2~3 year. ○Dan has charm.○In Japan, I decide it in an original rule of each club. There is not unity.



大橋 千秋
P.35How is it good to keep Budo as Budo?The image of judo in Japan. ○ As for Ryoko Tani, sports belong to an image.○ Jigoro Kano belongs to an image of Budo.




