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剣道連盟等の公式見解に
加え、講師独自の調査結
果/見解も含みます。



１．剣道とは

２．世界への広がり

３．生涯かけてめざす「道」

• 剣道人口と広がり

• 剣道の歴史
• 剣道の基礎知識
• 剣道経験のある芸能人
https://kendopark.jp/kenjoy/celebrity-kendo-player

• 剣道の段位と称号

https://kendopark.jp/kenjoy/celebrity-kendo-player


剣道の歴史（剣道の起源は、日本刀と深く関係）

• 平安中期：刀に反りが生まれ、刀身の断面が長菱形である「鎬（しのぎ）造り」の刀剣へと変化し、

後にその特徴を利用した刀法が生まれ、発展していく

• 室町時代：室町後半から戦国時代に突入し、後の剣術の源流となる様々な流派が誕生する。

一刀流：伊藤一刀斎、新陰流：上泉伊勢守信綱、鹿島神宮ルーツ塚原卜伝といった

後世に名を残す剣豪が活躍した

• 江戸時代：幕府により乱世が一変し、戦いにおける剣術の重要性も低下

一方、「武士の精神的象徴」としての「日本刀」の地位が確立されていたこともあり、

剣術が「人を殺す技術」から「人間形成を目指す修練の道」として昇華されていった

「活人剣（かつにんけん）」と称し、戦闘技術だけでなく「武士としての生き方や価値観」

といった精神論法までカバーするものとなった。

・明治28年（1895年）：「大日本武徳会」が設立

大正元年（1912年）：「大日本帝国剣道形」制定、学校授業で「剣道」という呼称が使用された

• 昭和27年（1952年）：全日本剣道連盟が設立



剣道理念

～剣道の理念～

剣道は剣の理法の修錬による
人間形成の道である

～剣道修錬の心構え～
剣道を正しく真剣に学び
心身を錬磨して旺盛なる気力を養い
剣道の特性を通じて礼節をとうとび
信義を重んじ誠を尽して
常に自己の修養に努め
以って国家社会を愛して
広く人類の平和繁栄に
寄与せんとするものである

剣道

礼

体心



日本刀

日本刀：日本固有の鍛冶製法によって作られた刀類。平安時代末期に出現した湾刀を指す。
寸法により刀（太刀・打刀）、脇差（脇指）、短刀に分類される。



• 剣道の防具（小手、面、胴、垂）
• 礼法（座礼、立礼、立ち合いの礼法）
• 構え（中段、上段、下段、八相、脇構え）
• 竹刀（四つ割の竹、鹿革と弦から成る）

竹刀の中結から先（物打ち）での打突のみ「有効打突」とされる

剣道の部位



「充実した気勢、適正な姿勢をもって間合が明らかで
体さばきと手の内の作用を用い機会を捉えて、
竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、
強度と冴えのある打突で、残心あるものとする」

剣道の有効打突（試合での1本）の条件

＜気・剣・体の一致が必要＞
• 気：気力（＝充実した気勢、残心）
• 剣：剣さばき（＝刃筋正しく、強度と冴えのある打突）
• 体：体さばき（適正な姿勢）



全日本剣道連盟
有段者登録数：約192万人

日本の剣道人口



女性の進出

元々、武士の剣術から由来していることや戦時中に戦闘訓練として用いられていたことから
女性の剣道家は極めて少数でしたが、1960年代頃から女性の剣道人口が徐々に増加しはじめ
昭和37年（1962年）に第1回全日本女子剣道選手権が開催。
写真は、第51回、52回優勝 山本真理子氏（現・大阪府警）



京都大会：範士立合い

年に1度 1000人近くの剣道高段者が集まり、京都武徳殿において全日本剣道演武大会が行われる
段位・称号（錬士、教士、範士）別に2日間に分けて試合形式の演武が行われる
写真（右）は、岩立三郎 八段範士 昭和１４年千葉県生まれ。



国際剣道連盟（IKF）登録剣道人口：約250万人、
59カ国／地域
日本：192万人、日本以外：58万人
世界剣道選手権大会は3年毎に開催

競技人口の⽐較

日本 世界
剣道 192万 250万
柔道 16万 数百万

（ブラジルで200万）
野球 690万 3,500万
サッカー 480万 2億7,000万
（注）数字は各競技団体及び日本生産
性本部のレジャー⽩書2014に基づく

近年、韓国、台湾、米国、ブラジル、ベルギーなど
ナショナルチームのレベルは年々向上
特に韓国チームは大型選手（180cm～）が多く
打突が速く強い

世界の剣道人口



ただ一撃にかける：第12回世界剣道選手権（英国）大会
男子団体決勝戦日本 vs 韓国
同勝利数同本数の代表選
大将：栄花 vs キム

世界剣道選手権の歴代団体戦優勝国

年 男子 女子 開催地
第1回 1970 日本 日本
第2回 1973 日本 米国
第3回 1976 日本 英国
第4回 1979 日本 日本
第5回 1982 日本 ブラジル
第6回 1985 日本 フランス
第7回 1988 日本 韓国
第8回 1991 日本 カナダ
第9回 1994 日本 フランス
第10回 1997 日本 日本 日本
第11回 2000 日本 日本 米国
第12回 2003 日本 日本 英国
第13回 2006 韓国 日本 台湾
第14回 2009 日本 日本 ブラジル
第15回 2012 日本 日本 イタリア
第16回 2015 日本 日本 日本
第17回 2018 日本 日本 韓国
第18回 2021 中止

(33) ただ一撃にかける その1 – YouTube

ただ一撃にかける その2 - Bing video

(33) ただ一撃にかける その3 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jdTlEsPjDAE
https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%81%9f%e3%81%a0%e4%b8%80%e6%92%83%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%91%e3%82%8b&docid=607992744847889114&mid=D08429EA1B11758A51CBD08429EA1B11758A51CB&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=U3uVFTX2pnY


剣道昇段審査



八段：46歳
七段：34歳
六段：28歳
五段：23歳
四段：19歳（大学1年生）
三段：16歳（高校1年生）
二段：14歳（中学2年生）
初段：13歳（中学1年生）

審査内容
立合い2回（八段は2次審査あり）
日本剣道形
学科

範士：八段合格後八年以上で加盟団体会長から推薦
教士：七段合格後加盟団体会長から推薦と試験
錬士：六段合格後加盟団体会長から推薦と試験

審査内容
審判法
日本剣道形
指導法
小論文

段位：最年少年齢 称号

剣道の段位／称号



段位 総数 割合 男子 割合 女子 割合

初段 870,443 45.3% 584,572 43.2% 285,871 50.3%
二段 611,876 31.9% 421,686 31.2% 190,190 33.4%
三段 280,172 14.6% 205,032 15.2% 75,140 13.2%
四段 64,123 3.3% 53,106 3.9% 11,017 1.9%
五段 52,497 2.7% 47,808 3.5% 4,689 0.8%
六段 20,864 1.1% 19,569 1.4% 1,295 0.2%
七段 20,013 1.0% 19,509 1.4% 504 0.1%
八段 725 0.0% 725 0.1% 0 0.0%
九段 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%

1,920,714 100.0% 1,352,008 100.0% 568,706 100.0%

段位別人数と割合
ブラジル：

八段は1名（香港在住）
七段は9名（駐在員含まず）



八段：1%以下／全国審査（1次：10%以下）
七段：10％～15% ／全国審査
六段：15%～20% ／全国審査
五段：20%～25% ／都道府県審査
四段：25%以上／都道府県審査
三段：50%前後／市町村審査
二段：60%前後／市町村審査
初段：90%前後／市町村審査

付与基準
高段者：理合／風格（位）／品位
中段者：応用技／練度／勝負の歩合
低段者：着装／礼法／基本打突

範士：全剣連推薦
教士：推薦と試験
錬士：推薦と試験

（昇段審査審査員：日本の場合）
六段七段：
範士／教士八段6名中4名の合意により合格
八段：
一次審査：範士6名中4名の合意により合格
二次審査：範士9名中6名の合意により合格

段位 称号

段位／称号：合格率、付与基準



最高峰 八段への道

(33) （NHK）剣道 ドキュメントにっぽん 「心で闘う120秒～
剣道・日本最難関試験に挑む～」 1997 6放映
(Kendo,Examination of Eight Dan) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_qeTknSc10I


剣道の奥深さが少しでも伝えられれば幸甚です。

写真左：ラテンアメリカ剣道講習会での稽古風景

写真右：サンパウロ合同稽古会をTV局が取材



APPENDIX

• 全日本選手権覇者(1981年以降）



1981年 昭和56年 中田琇士 教士六段 東京都 警視庁警察官 34歳 1
1982年 昭和57年 石田健一 錬士六段 大阪府 大阪府警察官 33歳 1
1983年 昭和58年 東一良 錬士六段 愛知県 愛知県警察官 33歳 1
1984年 昭和59年 原田哲夫 錬士六段 京都府 京都府警察官 31歳 1
1985年 昭和60年 石塚美文 錬士六段 大阪府 大阪府警察官 34歳 1
1986年 昭和61年 岩堀透 教士七段 大阪府 大阪府警察官 34歳 1
1987年 昭和62年 西川清紀 錬士六段 東京都 警視庁警察官 32歳 1
1988年 昭和63年 林朗 錬士六段 北海道 北海道剣道連盟事務局 30歳 1
1989年 平成元年 西川清紀 錬士七段 東京都 警視庁警察官 34歳 2
1990年 平成2年 宮崎正裕 六段 神奈川県 神奈川県警察官 27歳 1
1991年 平成3年 宮崎正裕 錬士六段 神奈川県 神奈川県警察官 28歳 2
1992年 平成4年 石田利也 錬士六段 大阪府 大阪府警察官 31歳 1
1993年 平成5年 宮崎正裕 錬士六段 神奈川県 神奈川県警察官 30歳 3
1994年 平成6年 西川清紀 教士七段 東京都 警視庁警察官 39歳 3
1995年 平成7年 石田利也 教士七段 大阪府 大阪府警察官 34歳 2
1996年 平成8年 宮崎正裕 錬士七段 神奈川県 神奈川県警察官 33歳 4
1997年 平成9年 宮崎史裕 錬士六段 神奈川県 神奈川県警察官 32歳 1
1998年 平成10年 宮崎正裕 教士七段 神奈川県 神奈川県警察官 35歳 5
1999年 平成11年 宮崎正裕 教士七段 神奈川県 神奈川県警察官 36歳 6

全日本剣道選手権大会歴代優勝者



2000年 平成12年 栄花直輝 錬士六段 北海道 北海道警察官 33歳 1
2001年 平成13年 岩佐英範 錬士六段 東京都 警視庁警察官 31歳 1
2002年 平成14年 安藤戒牛 五段 愛知県 愛知県警察官 29歳 1
2003年 平成15年 近本巧 錬士六段 愛知県 愛知県警察官 32歳 1
2004年 平成16年 鈴木剛 六段 千葉県 千葉県警察官 32歳 1
2005年 平成17年 原田悟 六段 東京都 警視庁警察官 32歳 1
2006年 平成18年 内村良一 五段 東京都 警視庁警察官 26歳 1
2007年 平成19年 寺本将司 六段 大阪府 大阪府警察官 32歳 1
2008年 平成20年 正代賢司 五段 神奈川県 神奈川県警察官 27歳 1
2009年 平成21年 内村良一 五段 東京都 警視庁警察官 29歳 2
2010年 平成22年 高鍋進 錬士六段 神奈川県 神奈川県警察官 34歳 1
2011年 平成23年 高鍋進 錬士六段 神奈川県 神奈川県警察官 35歳 2
2012年 平成24年 木和田大起 錬士六段 大阪府 大阪府警察官 34歳 1
2013年 平成25年 内村良一 錬士六段 東京都 警視庁警察官 33歳 3
2014年 平成26年 竹ノ内佑也 四段 福岡県 筑波大学3年生 21歳 1
2015年 平成27年 西村英久 五段 熊本県 熊本県警察官 26歳 1
2016年 平成28年 勝見洋介 五段 神奈川県 神奈川県警察官 30歳 1
2017年 平成29年 西村英久 五段 熊本県 熊本県警察官 28歳 2
2018年 平成30年 西村英久 六段 熊本県 熊本県警察官 29歳 3
2019年 令和元年 國友錬太朗 五段 福岡県 福岡県警察官 29歳 1

全日本剣道選手権大会歴代優勝者リスト
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