


206 207

付録１．武道のあゆみ

Ⅰ . 武道の伝統（江戸時代までの流れ ; 年表その1）　　
時代 年代 日本社会の動き 武道の伝統

平
安

794 年 桓武天皇　平安京に遷都 平安時代に、射礼・騎射・相撲節会、
宮中の年中行事となる

10 世紀ごろ 武士の誕生 この頃、日本刀（鎬・弯刀造）誕生
1180 年代 源平合戦 武士の間で、弓馬の術の発達

鎌
倉

1192 年 鎌倉幕府成立 武士たちが、笠懸、犬追物などを行う
1274/81 元寇（元軍の襲来） 御家人の窮乏深刻、新興武士進出

室
町
時
代

南
北
朝

1336 年 室町幕府成立するも南北
朝の動乱続く

徒立の集団による白兵戦が主流に
小笠原貞宗、弓馬・礼式の書まとめる

1392 年 足利義満、南北朝統一 この頃、太刀に代わって打刀が普及する

戦
国
期

1476 年 応仁の乱、戦国時代へ この頃から流派武術の発生
飯篠長威斎（天真神道流）、愛洲移香（陰
流）、日置弾正（日置流・弓）等

1493 年 戦国大名の割拠本格化

1543 年 鉄砲、種子島に伝来 この頃から流派武術の展開本格化　
竹内久盛（竹内腰廻り・柔）、塚原卜伝

（新当流）、上泉秀綱（新陰流）、伊藤一
刀斎（一刀流）等

1560 年 この頃、鉄砲急速に普及
1573 年 織田信長、幕府滅ぼす

安
土
桃
山

天
下
統
一
期

1575 年 長篠の戦い（鉄砲隊活躍）
1590 年 豊臣秀吉、全国統一 剣術・槍術・居合術・柔術・砲術等で

さまざまな流派が成立
1600 年 関が原の戦い（徳川覇権）全国の大名大変動、武者修行が盛ん

江
戸
時
代

初
期

1615 年 大坂夏の陣（合戦終息） 幕府・藩に兵法師範がおかれる
1639 年 鎖国体制の完成

幕藩体制の組織整備
柳生宗矩『兵法家伝書』（1632）、
宮本武蔵『五輪書』（1645）

中
期

1651 年 幕府、文治政治へ転換　
太平の世、農地拡大、
街道整備、全国経済圏

これ以降、流派の整備進むが、華法化
三十三間堂の通し矢盛ん、相撲で土俵
作られ、決まり手も整備

1716 年～ 将軍吉宗の享保の改革 武芸奨励、流鏑馬復興、『本朝武芸小伝』
少し前から竹刀・防具の改良始まる

1767 年～ 田沼意次の商業振興策 防具を着け竹刀で打ち合う撃剣が普及

後
期

1787 年～ 松平定信の寛政の改革 全国で多く出来た藩校で、武芸の奨励
より実戦的な形の新流派も展開1800 年～ 外国船接近、一揆相次ぐ

1841 年～ 水野忠邦の天保の改革 撃剣が農民層にも広がる。武者修行も

幕
末

1853 年 ペリーの黒船来航 56 年幕府、講武所を開設
1860 年 桜田門外の変。以後テロ

激化。尊皇攘夷運動から
倒幕運動へ

講武所の剣術、流派を越え竹刀で試合
稽古中心、竹刀の長さ 3 尺 8 寸に統一

1867 年 大政奉還。王政復古の大
号令、倒幕・戊辰戦争へ

63 年新選組結成
66 年講武所、陸軍所に改組
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Ⅱ . 近代武道の展開（年表その2）
時代 年号 西暦 日本社会の動き　 年号 武道のあゆみ

明
治
時
代

明治1 1868 明治維新 明治1 この頃、文明開化の中で伝統
武術は時代遅れとされる

4～ 廃藩置県、地租改正、学制
殖産興業、徴兵制、廃刀令

　　6 撃剣興行会、一時流行も禁止
される

　　10 1877 西南戦争 　　10 警視庁の抜刀隊が活躍、伝統
武術見直しへ
警視庁で撃剣・柔術の稽古　　14 自由民権運動盛ん

15～ 松方財政（紙幣整理） 　　15 嘉納治五郎、講道館を設立
　　16 言論統制強化、鹿鳴館 　　16 文部省、撃剣・柔術の学校教

育への採用の可否を諮問
　　17 デフレ不況、秩父事件 　　17 体操伝習所、採用は否の答申
　　22 1889 大日本帝国憲法公布 　　22 嘉納、柔道の教育的価値講演
27～8 1894 日清戦争、ナショナリズム

高揚、戦後、産業革命進む
　　28 大日本武徳会、京都に設立、

剣術・柔術・弓術等の演武会
　　32 1899 新渡戸『武士道』（英文） 　　32 武徳会の武徳殿完成
37～8 1904 日露戦争に勝つ 　　38 武徳会、武術教員養成所開校
　　43 1910 韓国併合 　　39 武徳会、柔術・剣術の形制定
　　44

 
1911 関税自主権回復、条約改正

終了（中国、辛亥革命）
　　44 中学校で撃剣・柔術の指導可

となる。大日本体育協会設立

大
正
時
代

大正1 1912 大正デモクラシー始まる 大正1 大日本帝国剣道形を制定
4～8 第一次世界大戦

大戦景気で輸出急増
　　8 武道専門学校（柔道・剣道・弓道）

に改称する
10～ 都市化進展、サラリーマン

層誕生、生活の洋風化
　　11 琉球唐手、本土に紹介される

嘉納「精力善用、自他共栄」
警視庁、武道対抗試合開始　　12 1923 関東大震災

　　13 明治神宮競技大会開始 　　13 武徳会は競技会に不参加、
　　14 普通選挙法・治安維持法 　　15 文部省「剣道・柔道」に改正

昭
和
前
期

昭和4 1929 世界恐慌始まる 昭和4 御大礼記念天覧武道大会（柔・
剣道の高段者の全国大会）

　　6 満州事変 　　6 中学校・師範学校で柔・剣道
が必修となる　　7 満州国建国、国際連盟調査

　　7 5・15事件（犬養首相暗殺） 　　11 道場に神棚設置を義務化
　　12 1937 日華事変

以後、日中戦争本格化
　　11 学校体育で、弓・薙刀も指導

可になる
　　13 国家総動員法公布

国家統制強化、軍国主義化
　　16 国民学校の体錬科で武道必修

武道のイデオロギー化強化
　　16 1941 アジア・太平洋戦争始まる 　　17 武徳会、政府の外郭機関に改

組。武道の戦技化進む～20 1945 戦時体制、学徒出陣、疎開
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Ⅲ . 現代武道の展開（年表その3）
時
代 年号 西暦 日本社会の動き 年号 武道のあゆみ

戦
後
復
興
期

昭和20 1945
敗戦　占領軍　戦後改革
民主化、男女同権、農地改
革、財閥解体、労働組合等

昭和20
武道禁止令　武道授業を中止

（以後各武道、スポーツ化して
復活をめざす）

21 日本国憲法公布 21 武徳殿・道場から神棚撤去　
大日本武徳会に解散命令去

22 教育基本法公布、新学制
東西冷戦激化、占領政策転
換（民主化より経済復興）

21 日本相撲連盟設立。空手道解
禁に。

23 財団法人・合気会発足
24 大企業中心の経済再建策

中国に共産党政権成立
24 全日本柔道連盟、日本弓道連

盟設立

25～28 1950
～53

朝鮮戦争
特需景気で日本経済復興 25 全日本しない競技連盟設立。

学校柔道復活
26 1951

 
サンフランシスコ平和条約
調印（西側48カ国と講和）

26 学校弓道復活
27 全日本剣道連盟設立。

全柔連、世界柔道連盟に加盟27 日本独立回復
28 テレビ放送開始　奄美返還 28 学校剣道復活
29 自衛隊発足（保安隊から改

組）
30 全日本薙刀連盟設立

30 保守合同、自民党55年体制
以後28年間自民党政権

31 全日本銃剣道連盟設立。
居合道・杖道、全剣連が加入

31 
日ソ共同宣言、国際連合に
加盟、「もはや戦後ではな
い」

32 全日本少林寺拳法連盟設立
33 学習指導要領「格技」設定

（柔・剣・すもう、男子に）
34 皇太子結婚式、IOC、東京

オリンピック大会を決定 34 学校なぎなた復活（女子に）

高
度
経
済
成
長
期

35 1960 日米新安保反対闘争（国会
デモ）
政府、所得倍増計画発表
1960年代高度経済成長開始

36 IOC 柔道を五輪種目に決定
37 日本武道館、財団法人認可
39 日本武道館、北の丸に建設

柔道、3階級で金、無差別級銀
剣・弓・相撲、公開演武
全日本空手道連盟設立
武道、女性・少年にも広がる

39 1964 東京オリンピック大会
東海道新幹線、東名高速道
路開通。大量消費時代に。
スポーツブーム（女性も）

40 日韓基本条約、べ平連運動 42 高校で弓・なぎなた正科可。
東京教育大学に武道学科新設43 明治100年、GNP 世界２位

43～4 全国で大学紛争 43 日本武道学会設立。杖道形
44 1969 東大安田講堂封鎖解除 44 居合道形制定（７本）
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時
代 年号 西暦 日本社会の動き 年号 武道のあゆみ　

国
際
化
期

昭和45 1970 大阪万国博覧会 45 国際剣道連盟、世界空手道連
合設立46 ドル・ショック（変動制へ）

47 沖縄返還、日中国交回復 47 国際少林寺拳法連盟設立
48 1973 円、変動相場制移行、円急

騰
石油ショック（狂乱物価）

50 全剣連「剣道の理念」制定

51 国際合気道連盟設立

51 ロッキード事件、政界激震 52 日本武道協議会発足（10団体）

54 第２石油危機
“Japan as No1”

53 古武道大会（翌年古武道協会）

55～ 1980 貿易黒字増で貿易摩擦激化 55 武道館、武道大学設立決議
居合道制定形３本追加58～ 「戦後政治の総決算」行革

60 1985 プラザ合意、大幅な円高に 59 国際武道大学開学
61～ バブル経済（地価・株価高

騰）
61 武道科学研究センター竣工

62 国鉄 JR ６社に分割民営化 62 『武道憲章』制定
昭和64 昭和天皇崩御、平成時代へ 63 女子柔道ソウル五輪公開競技

平
成
・
21
世
紀
へ

平成1 1989 東西冷戦終結、ベルリンの
壁崩壊、グローバル経済に

平成1 学習指導要領「格技」から
「武道」へ改称

2 1990 バブル崩壊不況、湾岸戦争 2 国際なぎなた連盟設立
5 連立政権誕生。サッカーJ

リーグ。携帯電話急速普及、
4 国際相撲連盟設立
5 世界空手道連盟に名称変更

7 1995 阪神・淡路大震災、サリン 6 武道学会、武道人口減少問題
9 山一証券破綻（金融危機）、

行政改革、規制緩和・撤廃
9 IJF ブルー柔道着導入決定

12 2000 社会の高齢化・少子化進む
介護保険制度発足

12 シドニー五輪、柔道決勝判定
で全柔連、抗議

13 2001 省庁再編、9・11同時多発
テロ、構造改革、格差拡大

13 柔道ルネサンス運動

15 イラク戦争始まる 15 国際武道シンポジウム開催
17 愛・地球博覧会 17 EXPO 剣道フェスティバル
18 教育基本法改正 18 国際弓道連盟設立
20 2008 洞爺湖サミット（地球温暖

化問題）
北京オリンピック大会

20 文部科学省、新学習指導要領
公示（武道必修化、４年後実施）

21 政権交代、民主党政権に 21 日本武道館、“Budo” 発行

22 2010 尖閣問題起きる。APEC 首
脳会議、横浜で開催 22 柔道第26回世界選手権大会、

東京で開催
（作成：魚住孝至）
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武道憲章
武道は、日本古来の尚武の精神に由来し、長い歴史と社会の変遷を経て、術か

ら道に発展した伝統文化である。
かつて武道は、心技一如の教えに則り、礼を修め、技を磨き、身体を鍛え、心

胆を錬る修業道・鍛錬法として洗練され発展してきた。このような武道の特性は
今日に継承され、旺盛な活力と清新な気風の源泉として日本人の人格形成に少な
からざる役割を果たしている。

いまや武道は、世界各国に普及し、国際的にも強い関心が寄せられている。我々
は、単なる技術の修練や勝敗の結果にのみおぼれず、武道の真髄から逸脱するこ
とのないよう自省するとともに、このような日本の伝統文化を維持・発展させる
よう努力しなければならない。

ここに、武道の新たな発展を期し、基本的な指針を掲げて武道憲章とする。
（目　的） 
第１条　武道は、武技による心身の鍛錬を通 じて人格を磨き、識見を高め、 

有為の人物を育成することを目的とする。　 
（稽　古） 
第２条　稽古に当たっては、終始礼法を守り、基本を重視し、技術のみに偏せ

ず、 心技体を一体として修練する。　 
（試　合） 
第３条　試合や形の演武に臨んでは、平素錬磨の武道精神を発揮し、最善を尽

くすとともに、勝っておごらず負けて悔まず、常に節度ある態度を堅持する。
（道　場） 
第４条　道場は、心身鍛錬の場であり、規律と礼儀作法を守り、静粛・清潔・

安全を旨とし、厳粛な環境の維持に努める。　 
（指　導） 
第５条　指導に当たっては、常に人格の陶冶に努め、術理の研究・心身の鍛錬

に励み、勝敗や技術の巧拙にとらわれることなく、師表にふさわしい態度を堅持
する。
（普　及） 
第６条　普及に当たっては、伝統的な武道の特性を生かし、国際的視野に立っ

て指導の充実と研究の促進を図るとともに武道の発展に努める。

昭和62年4月23日制定　日本武道協議会

付録３．日本武道協議会　　付録４．日本武道学会付録２．武道憲章

日本武道協議会
日本における武道を統括する団体として、昭和52年（1977）に加盟10団体で発足。

「国内を統括する各武道連盟との連絡融和を図り、かつ柔道・剣道・弓道・相撲・
空手道・合気道・少林寺拳法・なぎなた及び銃剣道を奨励して、その精神を高揚
すると共に健全な国民の育成に努め、世界の平和と福祉に貢献する」ことを目的
とし、武道振興大会開催、武道功労者及び武道優良団体表彰、日本武道代表団海
外派遣などを行っている。詳しくは各連盟のホームページ参照のこと。

　  　加盟団体　　　　　 組織成立年 　　  現在の公表登録有段者数＊
● 全日本柔道連盟  昭和24年 20.3万人 （登録）〔講道館有段者は別〕
● 全日本剣道連盟 　　27年 142.9万人
　 （居合道・杖道 31年加入 居合道８万人、杖道1.9万人）
● 全日本弓道連盟 　　28年 13万人
● 日本相撲連盟 　　21年 7000人＊ （国内人口7.5万人＊）
● 全日本空手道連盟 　　39年 30万人＊ （国内人口250万人＊）
● 合気会 　　23年 18.2万人 （国内人口100万人＊）
● 少林寺拳法連盟 　　32年 ４万人＊  （会員14万人＊）
● 全日本なぎなた連盟  　　30年 5500人 （国内人口6.5万人＊）
● 全日本銃剣道連盟 　　31年 4.8万人 （国内人口40万人＊）
● 日本武道館 　　39年
※日本武道館編『日本の武道』（2007）に拠る。＊は概数のみ公表。

日本武道学会
武道の学術的研究をする組織として昭和43年（1978）に設立。大学の研究者

だけではなく、武道関係者が参加。学会誌『武道学研究』（通巻40巻年３号；ホ
ームページ上で全目次閲覧可能）発行。毎年1回の研究大会では、シンポジウム
の他、人文科学系、自然科学系、教育指導系に分かれて発表を行う。

東京・埼玉・山梨・東海・北陸・大阪の計６支部があり、また種目ごとに、柔
道・剣道・弓道・相撲・空手道・なぎなたの計６専門分科会がある。現在会員数
約900名。事務局は、日本武道館内に置く。
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日本古武道協会
昭和54年（1979）に、「我が国固有の文化財として、古武道を保存、振興する」

ことを目的として発足。毎年、日本古武道演武大会開催、術技向上演武会などを
開催している。〔日本武道館は、古武道保存事業として昭和53年（1978）から63
年（1988）まで計88流派の古武道演武の記録映画を制作し、そのビデオと DVD
を販売・貸し出している。〕

現在の加盟流派は、以下の83流派である。

付録５．日本古武道協会

■柔　　術
柳心介冑流柔術（北海道）
諸賞流和（岩手）
為我流派勝新流柔術（茨城）
気楽流柔術（群馬）
天神真楊流柔術（埼玉）
大東流合気柔術（東京）
神道揚心流柔術
天神真楊流柔術（東京）
大東流合気柔術 琢磨会（大阪）
渋川流柔術（大阪）
心月無想柳流柔術（兵庫）
本體楊心流柔術（兵庫）
高木流柔術・九鬼神流棒術（兵庫）
関口新心流柔術（和歌山）
竹内流柔術〈腰廻小具足〉（岡山）
竹内流柔術〈日下捕手開山〉（岡山）
起倒流柔術（京都）
澁川一流柔術 （広島）
長谷川流和術（埼玉）

■剣　　術
ト傳流剣術（青森）
溝口派一刀流剣術（福島）
北辰一刀流剣術（茨城）
鹿島新當流剣術（茨城）
甲源一刀流剣術（埼玉）
天真正伝香取神道流剣術（千葉）
立身流兵法（千葉）
鹿島神傅直心影流剣術（千葉）
小野派一刀流剣術（東京）
神道無念流剣術（東京）
鞍馬流剣術（東京）
天然理心流剣術（東京）
柳生新陰流兵法剣術（愛知）
心形刀流剣術（三重）
初實剣理方一流剣術（岡山）
タイ捨流剣術（熊本）
兵法二天一流剣術（福岡）
野田派二天一流剣術（熊本）
雲弘流剣術（熊本） 
示現流兵法剣術 （鹿児島）

付録５．日本古武道協会

■空手・琉球古武術
琉球古武術（東京）
和道流柔術拳法（東京）
糸洲流空手（神奈川）
琉球王家秘伝本部御殿手（大阪）
金硬流唐手沖縄古武術（沖縄）
沖縄剛柔流武術（沖縄）

■体　　術
柳生心眼流甲冑兵法（岩手）
柳生心眼流體術 （神奈川）

■砲　　術
關流炮術（茨城）
森重流砲術（神奈川）
陽流砲術（福岡）

■その他武術
荒木流拳法（群馬）
荒木流軍用小具足（埼玉）
根岸流手裏剣術（東京）
小笠原流弓馬術（神奈川）
二刀神影流鎖鎌術（高知）
武田流合気之術 （福岡）

■準会員
一刀正傅無刀流（長野）
伯耆流居合術（兵庫）
伯耆流居合術（熊本）

■居合術・抜刀術
林崎夢想流居合術（山形）
無雙直傅英信流居合術（東京）
田宮流居合術（神奈川）
水 流居合剣法・正木流鎖鎌術（静岡）
伯耆流居合術（兵庫）
円心流居合据物（大阪）
貫心流居合術（島根）
初實剣理方一流甲冑抜刀術（岡山）
鐘捲流抜刀術（岡山）
関口流抜刀術（熊本）

■槍　　術
尾張貫流槍術（愛知）
風流槍術（大阪）
宝蔵院流高田派槍術（奈良）
佐分利流槍術（広島）

■杖術・棒術
無比無敵流杖術（茨城）
神道夢想流杖術（福岡）
竹生島流棒術（長崎）

■薙 刀 術
戸田派武甲流薙刀術（東京）
天道流薙刀術（京都）
直心影流薙刀術（奈良）
楊心流薙刀術（広島）
肥後古流長刀 （熊本）




