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序論 

１．研究背景 

 沖縄で誕生した空手が、1922 年に日本本土へ紹介1されてから 100 年近く経過している。  

その間、多くの先人達の努力により、空手は世界中に広く伝わった。外国では、空手は今や

Karate = Japan と言われるほど、日本発祥の大人気の「武術（武道）」になりつつあり、柔道・

剣道・ 居合道・合気道などと肩を並べ、世界へ進出・普及を続けている。海外では、空手は護

身術や格闘技として受け入れられながら、また同時に「日本の文化」としても受け入れられて

いる。海外の空手愛好家の中では、空手は日本のものであり、その源流は沖縄にあるという認

識が当たり前のようである。しかしながら、日本の一般社会においては、必ずしもそうではない。 

 2017 年 7 月 22 日に発表された沖縄県の調査2によると、空手の発祥地は沖縄であるという認

識が県外ではかなり低く、34.5％にしか満たない。本土では、空手の源流が沖縄にあるという

ことは、予想以上に浸透しておらず、空手が日本本土で生まれたと思い込んでいる者も少なく

ない。日本の武術はここ十数年来、野球やサッカーの人気に押され、関心が低下し注目されな

くなりつつあるという厳しい現状も抱えている。空手も空手人口が全国的に減少しつつある。 

 一方、海外では、日本武道の一つである空手は、依然として人気が高い。戦前空手は海外の

沖縄県民の移住地などでも普及していたが、戦後、1960 年代にアメリカに3、1970 年代に  

ヨーロッパに本格的に伝わり4、活発に普及が進んでいる。当然ながら国によって普及の進み具

合は違うが、海外においては、空手はサッカーやバスケットボールに劣らず、未だ人気を博し

ている。 

 各国において、その国の政府に認定されている全国空手道連盟が設立され、       

そしてそれぞれの日本の空手流派の支部もある。海外の支部や道場において、最も普及が進ん

                                                 
1 1922年 5月、船越は上京して文部省主催の第一回体育展覧会において、唐手の型や組の写真を二幅の

掛け軸にまとめてパネル展示を行った。翌 6月には、講道館に招かれて、嘉納治五郎と柔道有段者の前

で、唐手の演武と解説を行っている。このときの演武は船越義珍が公相君、儀間真謹がナイハンチであ

った。また下富坂（文京区）の道場においても演武し、二百人の館員が集まって参観したと言われる。

船越は、そのまま東京に留まり、沖縄県出身者のための学生寮「明正塾」に寄宿しながら、東京で唐手

の指導をすることになり、11 月には、空手史上初となる『琉球拳法 唐手』を出版した。 
2 沖縄タイムス、2017年 7月 22 日「空手発祥の地＝沖縄」の認知は県内 96％、県外 34･5％で明暗くっ

きり県が調査」。 
3 1952年 3月、大山倍達がアメリカに渡り、全米 32ヵ所で演武と空手指導を行った。これが、極真空手

の海外普及の契機となった。沖縄空手は第 2次世界大戦後、1960年代に沖縄に滞在していた米軍兵によ

ってアメリカ合衆国に伝えられた。 
4 松濤館流と極真流は、1970 年代にヨーロッパに普及し始めるが、極真をヨーロッパで広めたのは、大

山倍達の弟子ルーク・ホーランダー（Loek Hollander）、1940 年生まれのオランダ人だった。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1922%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E9%81%93%E9%A4%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E7%B4%8D%E6%B2%BB%E4%BA%94%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA
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でいる流派は、大山倍達を創始者とする極真流と「近代空手の父」と称される船越義珍を始祖

とする松濤館流である。国によって、空手家人口は異なるが、多い所では 25 万人も超えている

ところがある5。 

 なお、空手の普及発展が進んでいる国において、その国の政府は、空手ナショナルチームの

ために特別予算を組み、スポンサーをつけて、メディアにより注目を集めるなど総合的なサポ

ートを行っている。そうした国々では、さらに現地の空手関係者の努力により、空手愛好家や

道場の数が急速に増えつつある。政府もそれを積極的に支援している、海外においては、そう

した日本とは異なる現況を見出すことができる。 

1957年 10月 20日に、東京体育館で第一回全日本空手道選手権大会が開催された6。これが歴史

上、初の「全日本空手大会」となり、競技空手（スポーツ空手）の始まりとなった。その後、

各地域や各国において、空手の競技大会が開催されるようになり、空手発展と共にスポーツ空

手が全世界に普及し、空手の世界大会も開催されるようになっている。2016 年にリオデジャネ

イロで開かれた国際オリンピック委員会総会で、2020 年東京オリンピックの追加種目の一とし

て空手道が承認されたことから7、それを契機に、全世界で Japanese Karate（日本の空手）が

さらに注目を集めることになるであろう。そして、同時に日本国内でも、再び 1990 年代のよう

な格闘技ブーム8が起こる可能性もあるだろう。 

 ここで留意しなければならないのは、東京オリンピックで正式種目として登場する空手は、  

あ くまで も「ス ポー ツ空手 」であ って 、「伝 統空手 」で はない ことで ある。        

空手がオリンピックスポーツの仲間入りをするということは、非常に重要なことであるが、  

しかし同時に課題も残ることにも気づかなければならない。「スポーツ空手」と「伝統空手」、

この二つは根本的に異なる。金城裕9は、「今の空手界において最も大切な『空手とは何か』と

いう定義が全くなされていない10」、といった指摘をしている。空手の本質を正しく理解し、 

                                                 
5  フランス空手道連盟(Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées)の公式ホームペー

ジの 2006年 8月のデーターによると、フランスで 253,700 人の会員が登録されている。  
6  1957年 10月 20日、東京体育館で全日本空手協会の主催により第一回全日本空手道選手権大会が開催

され、また 1969年 9月 20日に東京体育館で第一回全日本空手道選手権大会が開催されている（国際空

手道連目極真会館主催）。 
7  2016年 8 月 3日、リオデジャネイロで開かれた国際オリンピック委員会総会で、2020年東京オリンピ

ックの追加種目の一つとして空手道が承認された。 
8  1995年‐2003年のころ、K-1や PRIDE という格闘技イベントが大人気を博した。いわゆる“格闘技ブ

ーム”の到来である。    
9  金城裕（きんじょう ひろし）、1919年‐2013年 10 月 10日、沖縄県出身の空手家、空手研究者・空

手評論家。 
10  野原耕栄『沖縄伝統空手 Tiyの変容』球陽出版、2007 年、466頁。 
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そしてそれを後輩たちに正確に伝えたいと思っている空手達人たちは、スポーツ空手を厳しい

目で見ている。特に、「武術」として空手を習ってきた人の目から見ると競技空手（スポーツ

空手）は、空手の精神性を欠いていると感じている人が少なくない。そうした空手家の中には、

さらなる空手のスポーツ化に反対する人もいる。つまり、スポーツとしての空手の普及により、

本来の伝統空手が豊かに内包する精神性の認識が低下しつつあり、空手の本質が崩れていくと

考えているからである。それゆえ、仮に空手がこれから先、闇雲にスポーツの方に進んでいけ

ば、伝統的な武術としての本質を失い、さらに、沖縄の伝統的な教えも忘れられ、空手の精神

性は失墜するだろうと懸念している。 

 その点について、名嘉憲夫らは、「競技化による空手人口の増大は喜ぶべきことであろうが、

一方、過度の＜競技スポーツ化＞によって＜精神的側面＞の希薄化を憂える人々は、＜武道と

しての空手＞を強調する。確かに、生死を賭けて闘う“武術の側面”をより高い段階の人間形

成へと導くことや自己抑制、礼を重んずる内面の陶冶を強調する“武道の側面”は、空手の歴

史的遺産でありそこから学ぶものは多い11。」と述べている。 

 空手における“武道の側面”及び“精神的側面”を強調する空手家にとって、まさに今は

「空手の危機」の時代なのである。 

 この危機に気付いている空手家らは、競技スポーツの方向に進んでいる空手にかなり不安と

不満を抱いている。特に沖縄には、そうした考え方をもつ空手家が多い。不満を抱いている 

空手家の中には、「スポーツ化してきた近代空手はすでに崩れた空手である」といい、また

「あんなものは空手じゃない」と強くスポーツ化を批判する人も決して少なくない。 

 今、沖縄では「空手とは何か」という議論が必要だと、多くの空手家や研究者が呼びかけて

いる。 

 現代の空手界は、そうした「伝統空手派」と「スポーツ空手派」に二極化しているといって

もいいだろう。それは、上述したように「武術」と「スポーツ」が根本的に違うことに原因が

ある。特に、21 世紀に入り、空手の道場主、指導者や引退した選手たちの高齢化が進む中、     

彼らは現代の空手の「カタチ」に疑問を持ちはじめている。つまり「自分たちが空手を続けて

いく意義は何なのか」という疑問である。空手は、徐々にスポーツ化されていく傾向にあるが、

自分たちはそれを認めるべきか、それとも反対するべきか、というような疑問が生まれて  

きているのである。今、そうした問題を真剣に考えている空手家が増えつつある。すなわち 

                                                 
11  名嘉憲夫・嘉手苅徹「後(ポスト)近代における「解放の空手」の基本理念の考察 -沖縄空手の発展の

歴史と未来像-」、『史料編集室紀要』31 号、19－46 頁、2006年 3 月 30日、26 頁。 
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生涯の修行という観点からみた空手の目的はいったい何かという疑問及び課題が空手家たちに

問われているのである。 

  空手の稽古を数十年間も続けていけば、このような疑問が出てくるのは当然のことかもしれ

ない。なぜなら、修行中に「自分が何のために空手をするのか」と何度も自問自答しなければ

ならないからである。空手を一生続けるとなると、スポーツとしての成果に求めるのではなく、

「術」（英語：art）を磨き、その中に存在する精神性を見出すべきだという結論に至る者が 

少なくない。ここでいう術を磨くということは、まず空手を武術として認識し、その修行の中

から、その本質、つまり精神性を見出す契機を作り出すということである。そうした武術とし

ての空手とは、言い換えれば「伝統空手」のことを指し、すなわち、沖縄で誕生し、戦前の空

手の先駆者たちが目指していたものである。 

 現在、特に沖縄の空手界では、競技スポーツとしての空手に限界を感じ、技術的な面以外に

精神的な面、また空手修業の意義といった面で、その極意の修得に真剣に挑む人々が増え始め

ている。筆者は、そうした動きを「空手の原点回帰」と称したい。最近、空手のメッカである

沖縄までわざわざ足を運び、空手の修行を目的としてやって来る海外からの空手愛好家も増え

てきている。彼らは、現代の空手の達人たちの指導を受けながら、伝統として伝えられた技術

を学び、そこから沖縄の先人達が残した空手の精神を見出し、空手に関する知識を深めている。

そして、沖縄で得た経験と「空手の精神」を母国に持ち帰って、弟子たちに伝えている。 

 ビットマン・ハイコは、「日本の武道は現在世界中に広がりつつあり、国際化している。

人々は単に身体的・技術的な面ではなく、修行において心・精神面も求めているように思われ

る。言うまでもないが、武道は、単なる結果として示される成績だけを目的としているのでは

なく、人格を完成する＜道＞であることにつながる。すなわち、勝負のような図ることができ

る結果を優先的なことではなく、修行のプロセス自体がより大切なことである12。」と述べて

いる。   

 ビットマンが指摘している通り、「武道は人格を完成する＜道＞であり」、またその人格を 

完成するために、沖縄で誕生・発展した空手の精神性の認識は極めて重要だといえよう。 

 今ほど、伝統空手に対する再認識が求められている時代はないだろう。本稿では、そうした

空手の精神性に関わる沖縄空手の現状と課題を具体的に検討することとする。 

                                                 
12  ビットマン・ハイコ「日本武道に見られる思想の研究（その 3）－日本武道における「型」の一考察

－」金沢大学留学生センター紀要 第 7 号、2004年 3月、19頁。 
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2．先行研究 

 沖縄空手はこれまでにどのような観点から学術的な研究がなされてきたかを紹介したい。  

これまで沖縄空手の研究は、多くの空手家や研究者によってなされている。以下、高宮城繁、

新里勝彦、金城裕、宮城篤正、新垣清、嘉手苅徹、田名真之らの研究の成果を紹介する。 

 

 高宮城繁13は、新里勝彦と仲本政博と共に『沖縄空手古武道事典』（柏書房、2008 年）を 

編纂している。該著は「空手の歴史」「型」「人物史」「資料編」で構成されており、基礎的

な情報が多く盛り込まれている。その中で、高宮城は「空手の定義」と「種類」（武道空手、

競技空手、健康空手、舞踊空手）を主に担当し、その他に「空手の本土普及と大学の果たした

役割」「空手の名称の変遷」「沖縄空手界の組織歴史」「沖縄の空手の国際化」「流派誕生前

史」「空手道の理念構造」といった記事も執筆している。また「精神文化としての武道」では、

武道の修行における精神鍛錬の重要性について述べている。 

 

 新里勝彦14は、『沖縄空手古武道事典』で、禁武政策と沖縄空手の関係について考察し、 

さらに「空手と型」「型の分解」「型のこなし方」について記しているが、その型について、 

新里は以下のように述べている。 

 

中国伝来の武術が琉球王朝時代に琉球化され、それが護身術の武術として継承されてき

たのが「ティー（手）」だといった結論をだしている。それに価値があるとすれば、護身

の法が「型」として遺されていることにあるとし15、さらに、現代の空手界における課題

として「空手」は型あっての武術である。そのことをいかに実証し継承していくか。沖縄

空手の一つの武術的文化的課題だと思われる16。 

 

 空手研究者・空手評論家の金城裕は、2011 年に出版された『唐手から空手へ』で、空手の 

歴史的変遷をたどり、「唐手」が誕生し、「空手」と改称される過程、および現代の空手界に

                                                 
13  高宮城繁（たかみやぎ しげる）、1935年 5月 1日－2014年 10月 17日、沖縄県出身の上地流空手

家、2009 年に空手道範士十段取得、2008年 12 月沖縄タイムス社の文化賞（特別賞）を受賞した。沖縄

国際大学名誉教授、名桜大学教授・図書館館長を務めていた。 
14  新里勝彦（しんざと かつひこ）、1939年 2月 10日生まれ、松林流空手家、喜舎場塾長、沖縄国際

大学名誉教授。 
15  高宮城繁・新里勝彦・仲本政博『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008年、221頁。 
16  同上書、222頁。 
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おける課題を指摘している。金城は、その中で「今の空手は、その源流である唐手の精神と 

伝統の技を忘れて成長してしまった。空手の将来に豊かな展望を持つためにも、唐手誕生の 

歴史を正しく認識する必要がある17。」と述べている。 

 

 宮城篤正18は、『空手の歴史』（ひろぎ社、1987 年）で、空手の歴史のみならず、人体の急

所や治療法、古武術（棒術、ヌンチャク術、サイ術、トイファ術）などを紹介している。近世

から戦後まで幅広い年代を取り扱い、特に近代と戦後の空手について詳述し、前近代は、船越

義珍の『琉球拳法唐手』（1922年出版）と『空手道教範』（1958 年出版）、戦後は宮城自身に

よる体験と取材を論拠としている。さらに、「資料編」として空手関連資料に関する一覧も掲

載されており、戦前の沖縄県で刊行された書籍の空手関連記事もその対象となっている。さら

に、宮城は松村宗棍の遺墨を紹介し、空手における道徳訓について論じている19。 

 新垣清20は、『沖縄空手道の歴史』（原書房、2011 年）で沖縄空手の発祥と変遷の歴史を体

系的に分析している。琉球王国時代の「武」の検証の中で、松村宗棍や佐久川寛賀、他の士族

たちの生涯についても詳しく紹介している。また、「沖縄空手道歴史年表」を作成し、近代空

手の歴史的展開と変遷を明らかにしている。 

嘉手苅徹21は、「近代における空手道（唐手）の型の創造に関する一考察：船越義珍の著作 

における＜型の構成＞を手がかりにして」、『武道学研究』（2016 年）で、空手道における型

の構成を分析している。その中で、船越義珍が著した『琉球拳法 唐手』（1922 年）、『練膽

護身唐手術』（1932 年）、『空手道教範』（1932 年）を手掛かりに、15 の型の考察を行い、

船越が日本本土に紹介した型は、中国武術との関わりがなく、琉球・沖縄で作られたものであ

ったことを明らかにしている。 

 田名真之22は、沖縄タイムスにおける、週刊沖縄空手の「沖縄空手ヒストリー」（2017 年 4

月 2日～2018 年 3月 18日）24回の連載で、沖縄空手の歴史を詳しく紹介している。 

それ以外に、空手研究のために、海外から本土或いは沖縄にまで足を運び、リサーチを行っ

た外国人研究者もいる。ドイツの研究者ビットマン・ハイコ（Heiko Bittmann）は、日本空手

                                                 
17  金城裕『唐手から空手へ』日本武道館、2011年。 
18  宮城篤正（みやぎ とくまさ）、1939年生まれ、沖縄県出身の空手家、浦添市図書館 元館長、沖縄県

立芸術大学 元学長。 
19  宮城篤正『空手の歴史』ひろぎ社、1987 年、94頁。 
20  新垣清（あらかき きよし）、1954年生まれ、首里手空手家、沖縄空手道無想会会長、最高師範。 
21  嘉手苅徹（かでかる とおる）剛柔流空手家、空手研究者、沖縄空手研究所 館長。 
22  田名真之（だな まさゆき）沖縄県立博物館・美術館館長。 



 13 

道の四大流派（松濤館、剛柔流、糸東流、和道流）の富名腰義珍・宮城長順・摩文仁賢和・大

塚博紀などの空手家の生涯を紹介し、彼らが残した「教え」をドイツ語に翻訳し、解説を加え

るといった研究をしている。ビットマン・ハイコは、1998 年にそれを「空手道・四大流派開祖

の教え」として整理し、神奈川大学に、学位論文（博士）として提出している。 

 中国人研究者の盧姜威
ろ が い

は、中国本土に伝わる『武備志』と『沖縄伝武備志』の相異を明らか

にし、『沖縄伝武備志』の詳細な分析・検討をおこない、2011 年に「『沖縄伝武備志』の研究

―沖縄空手との関わりを中心に」をテーマとした博士論文を沖縄県立芸術大学に提出している。

また、カナダ出身のサマンサ・メイ（Samantha May）は、武術の視点から見た琉球方言（ウチ

ナーグチ）を沖縄空手と古武道で使う意義について論究し、2015 年に琉球大学に英語の博士論

文を提出している（題名：Uchinaaguchi Language Reclamation in the Martial Arts 

Community in Okinawa and Abroad 日本語題名：沖縄及び海外の武道コミュニティにおける沖

縄語の復活）。さらに、空手と古武術の研究者アンドレアス・クアスト（Andreas Quast、ドイ

ツ・デュッセルドルフ出身）は、琉球武芸及び沖縄空手の歴史をテーマとした研究を幅広く展

開している。 

 

3．研究の目的と意義 

 全世界の空手家人口は、180 ヶ国で約 1 億 3000 万人23（うち日本国内約 300 万人）     

とされている。沖縄県内だけでも 390の空手道場がある24。 

 オリンピック競技に導入されることによって、空手はこれから、さらに注目されることにな

るであろう。沖縄県は、数年前から沖縄空手事業に特別な予算を準備し、2017 年 3 月 4 日に、

豊見城市において沖縄空手会館を開館している。その目的は、沖縄伝統空手を独自の文化遺産

として保存・継承・発展させ、「空手発祥の地・沖縄」を国内外に発信するための拠点として

整備するためのものだとされている。 

 沖縄県の目指す「沖縄伝統空手を独自の文化遺産として保存・継承・発展」といった     

テーマには、克服しなければならない問題と課題がある。それは伝統空手の精神性に対する各

流派の意識・認識の確立である。今後、そうした意識・認識の確立は、格闘技として人気を博

すスポーツ空手に対する警鐘となり、また「空手の原点回帰」を訴えるものとなるであろう。

                                                 
23 「沖縄空手振興ビジョン（仮称）の対策について」資料、沖縄県文化観光、スポーツ部空手振興課

2017年 10月 31 日。 
24  沖縄県空手古武道道場一覧 2017年現在。 
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沖縄伝統空手のもつ空手の源流及び精神性を極めることが、各流派にとって何よりも大切とな

ることは言うまでもない。そこには、本研究で筆者が展開する空手の精神性の探求と共通する

ものがある。 

 本研究では、多くの空手家へのインタビューを試みた。各流派のもつ空手の精神性を   

聞き出し、その意識・認識を見極めようとするのが、本研究の狙いであり、本研究の    

研究意義もまた、そこに見いだすことができる。沖縄県の目指す「沖縄伝統空手を     

独自の文化遺産として保存・継承・発展」といったテーマの発揚に些かでも貢献できればと 

願っている。 

 

4．研究方法 

筆者は、今日までに約 25 年間、空手の修行を積み上げ、その神髄を極めるために、    

2010年に来沖した。それ以前は、母国ポーランドで 10年、東京で 8年、空手の修行及び研究を

行ってきた。また国際大会や合宿、セミナーなどに参加する際、世界各地で活躍している空手

組織の関係者や空手の達人たちと出会い、意見交換を行い、議論を深めてきた。 

 本研究は、そうした筆者自身の経験を活かし、以下の二つの手法に基づき行う。 

① 「沖縄空手の達人」と称される空手家にインタビューを行い、その聞き取りを基に、情報

の整理を行う。 

② 県内の図書館、博物館、沖縄空手会館、または空手道場にある文献資料を調査・収集し、

上記のインタビューを組み入れ体系的な分析を展開する。 
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第１章 唐手から空手への変遷 

第１節 空手の定義 

 空手とは、武器を一切使わずに素手をもって身を守り、体を鍛え、そして心を磨く武術であ

る。元々は護身術のために編み出されたもので、現在は武道の一つに数えられ、競技スポーツ

としても発展している。これが一般的な空手の定義である。 

 

伝統空手に関する船越義珍による空手の定義は次の通りである。 

「身に寸鉄を滞びずして徒手空拳克く敵を挫き、身を守ることが出来る。是即ち沖縄独特

の拳法所謂『唐手』空手なるものである25。」 

 

【通釈】 

武器を持たずに、素手のみで、敵を挫き、自分の身を守ることが出来る。これがすなわ

ち沖縄独特の拳法『唐手』空手なのである。 

 

宮城長順は、以下の通り定義している。 

「空手とは何ぞや。曰く、身に寸鉄を帯びず平時に於いては心胆を練り寿康をはかり、  

急に際しては身を護るの術也、即ち多くの場合、肉弾を以て敵を倒すことは原則とす。 

然りと雖も機に臨み変に応じ器物を供用すること亦無きに非ず26。」 

 

【通釈】 

空手とは、武器を持たずに、いつでも心胆の練り（物事に動じないように、精神力を鍛

える）、長生きと健康を意識しながら、いざという時に自分の身体をもって、敵を倒し、 

身を守ることが出来る武術である。だが、その時機、その場に応じて、武器を使うことも

ある。   

 

 船越義珍が護身術としてのみ空手を定義しているのに対し、宮城長順は、さらに「平時に於

いては心胆を練り」と「寿康をはかり」といった日常の精神修行や健康、さらに「時機、その

場に応じて」の武器使用の可能性も指摘している。 

                                                 
25  富名腰（船越）義珍『練膽護身唐手術』大倉廣文堂、1932年、2頁。 
26  講演録『唐手道概説』1934 年、676頁。 
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第 2節 空手の名称由来 

 空手は日本本土に紹介されるまで、沖縄で「 唐 手
トゥーイディー

」で（流派方言：トゥーイディ）、        

或いは単純に「手
ティー

」と呼ばれていた。その他に、手
ティー

ツクミ、組合術
くみあいじゅつ

という名称も使われてい

た。 

摩文仁賢和は『攻防拳法空手道入門』で、「 手
ティー

」とは主に沖縄拳法を指し、唐手
ト ー デ

とは中国

から伝来した拳法を指していたと述べている27。しかし、1901 年に空手が沖縄県で学校の体育

科に採用された頃から、唐手表記のまま、読み方が「トゥーディー」から「からて」へ改めら

れ、意味も「手」も含めた琉球拳法一般を指すようになった。それゆえ、 唐 手
トゥーイディー

と唐手
か ら て

は、言

葉の意味する範囲が違うことに注意する必要がある。 

「空手」の表記がいつから始まったかについては 2 つの説がある。1 つは 18 世紀に編纂され

た正史『球陽』に、京阿波根実基が「空手」の使い手であったことを記している28点を根拠と

し、「空手」の呼称は王国時代にすでに存在したとする説である。実は、文中の「空手」の表

記は、現代中国語でも使われるところの「武器を所持せずに戦うこと」を意味する状態を示す

品詞であり、通常は名詞としては使用されない。武器を用いない武術が存在していたことは、

こうした記述で確認することはできるが、この「空手」といった表記をもって、そこに「空手」

の呼称の源流を求めることには無理があると考えてよい。 

もう一つの説は、1929 年 10 月 27 日の慶応義塾大学空手研究会創立 5 年記念大会の日に「空

手」という表記が、初めて使用され、それ以降「空手」という文字が常用表記法として実質的

に使われるようになったとする説である。 

船越義珍も、もともと「沖縄には“から手”という呼び方があったことは事実である」と述

べ、自身の著書『空手道一路』で、唐手が日本本土に伝わってから、唐手
ト ー デ

が「空手
か ら て

」に変更さ

れた経緯を説明している29。「空手」の表記については、こうした後者を定説とすべきであろ

う。 

                                                 
27  摩文仁賢和・仲宗根源和共『攻防拳法空手道入門』榕樹書林（普及版）、2006 年（1938 年の復刻版）

43 頁参照。 
28  原文（漢文）：「建極手無寸鐵但以空手折破童子兩股走出城門行至中山坊外而斃卒矣」（球陽研究會

『沖縄文化資料集成 5 球陽 原文編』角川書店、1978 年、197頁）。【読み下し】「建極、手に寸鉄無

く、但空手を以て童子の両股を折破し。城門を走せ出で、中山坊外に行き至りて斃卒す。」（桑江克英

『球陽』 1971年、三一書房、59頁参照）。 
29  船越義珍『空手道一路』講談社、1976年、60頁参照。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%A9%E6%96%87%E4%BB%81%E8%B3%A2%E5%92%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1901%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%83%E9%99%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%98%BF%E6%B3%A2%E6%A0%B9%E5%AE%9F%E5%9F%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E8%B6%8A%E7%BE%A9%E7%8F%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%83%E9%99%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%83%E9%99%BD
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第 3 節 船越義珍による、空手の名称における「空」の意義について 

船越義珍は『空手道教範』で空手の「空」について、以下のように記している。 

【原文】 

空手は徒手空拳以て身を護り敵を防ぐの術である。空手の「空」字は一に之に據る30。 

 

【解釈】 

 船越は、空手の名称における「空」について、空手は、武器を持たずに、すなわち徒手空拳

のみで、自分の身を護り敵を防ぐことが出来る武術で、武器の無い手とは、言い換えれば空
から

の

手であって、そこに「空」字の意義があるとしている。 

 続いて、船越は「空」の意義について、次のように述べている。 

 

【原文】 

「空手」を學ぶ者は明鏡の物を映すが如く、空谷の聲を傳ふるが如く、我意・邪念を去り、

中心空虚にして只管受くる所を窮めなければならぬ。空手の「空」の字は一に之に據る31。 

 

【現代日本語】 

「空手」を者は学ぶ者は明鏡の物を映すが如く、空谷の声を伝うるが如く、我意・邪念を去り、

心を空にしてひたすら受ける所を極めなければならない。空手の「空」の字は一にこれによる。 

 

【解釈】 

 「空」のもう一つの意義とは、精神的な面を表している。空手を学ぶ者は、修行を通して、

内面的に「中心空虚」の状態を目指さないといけない。そのために、我義・邪念を去り、心を

素直な状態にして、受けることや学ぶことに専念しなければならない。 

さらに、船越は『般若心経』32の言葉を引用して、「色即是空空即是色、空手の『空』の字 

は赤一に之に據る33。」と述べている。 

                                                 
30  船越義珍『空手道教範』復刻版、カヅサ、1990 年、第一編第二章の第三頁。 
31  同上書、第一編第二章の第三頁。 
32  正式名称『般若波羅蜜多心経』（はんにゃはらみったしんぎょう）、Prajñā-pāramitā-hṛdaya（ プラジ

ュニャーパーラミター・フリダヤ）は、大乗仏教の空・般若思想を説いた経典で、般若経の一つともさ

れる。 
33  船越義珍『空手道教範』復刻版、カヅサ、1990 年、第一編第二章の第三頁。 
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船越のそうした解釈について、ビットマン・ハイコは、次のように説明している。 

 

 富名腰34は、『般若経』の最も重要な経の一つといわれる『般若心経』から、その経の

核心部分とも言える「色即是空空即是色」をすら引用している。この「色即是空空即是色」

は禅だけではなく、武道の教書にもしばしば記述されている。すなわち「空」という“状

態”は禅だけではなく、武道においても得るべく境地を示しているのである。この状態に

達すると、その技は、月が水にうつるのごとく現れると考えられるためである。一方、武

道は禅の中に含まれる“一領域”ではないが、”独自性”を保ちながら35、例えば「剣禅

一致」や「拳禅一致」という表現が示すように、こうした仏教や禅の自然感の理、いわゆ

る「空」の思想に基づいているということも強調されているのである。このように仏教、

特に禅の中心的と思われる「空」の思想は武道文化にも取り入れられ、深い影響を与えて

いる36。 

 

船越は、空手家が目指すべき精神性ついて、次のように述べている。 

【原文】 

空手を學ぶ者は常に内に謙讓の心を養ひ、外に溫和の態度を忘れてはならぬ。而も一旦

義を見て立てば千萬人を敵とするも恐れぬ勇氣がなければならぬ。かの猗々たる綠竹の如

く中は空しくして外は直く、そして節がありたい。空手の「空」字は亦一に之に據る37。 

 

【現代日本語】 

空手を学ぶ者は常に内に謙譲の心を養い、外に温和な態度を忘れてはならない。しかも

一旦義を見て立てば万人を敵とするも恐れぬ勇気がなければならない。かの美しい綠竹の

ように、中は空にして、外は真っ直ぐで、そして節がある。空手の「空」の字は、まさに

そうしたことに依っている。 

 

                                                 
34 旧姓は冨名腰といい、上京後、船越と改姓した。 
35 Diener, Michael S.(Hrsg.) Das Lexikon des Zen. Grundbegriffe und Lehrsysteme, Meister und 

Schulen, Literatur und Kunst, meditative Praktiken, Geschichte, Entwicklung und 

Ausdrucksformen von ihren Anfängen bis heute. Bern: Barth, 2. Aufl. 1992  
36 ビットマン・ハイコ「日本武道における「道」の一考察」金沢大学留学生センター紀要 第 6号、

2002年 3 月、34頁。 
37 船越義珍『空手道教範』復刻版、カヅサ、1990 年、第一編第二章の第三頁。 
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【解釈】 

 船越は、空手家は「常に謙虚な心と温和な態度」で人と接するように努力をしなければなら

ないという。船越のそうした考えは、「礼に始まり、礼に終わる」や「空手に先手なし」とい

った彼の言葉にもつながる。謙虚な心は礼儀に表現されている。常に温和な態度で、優しい性

格の人は、喧嘩（口喧嘩を含めて）を引き寄せない。万が一、喧嘩を売られたら、頭を下  

げる。 

 但し、一旦義を見て立てば、一万人の敵が出てきても、その状況を恐れずに、勇気を以って

相応しい行動を取るべきであるとしている。空手家は、綠竹のように、心を謙虚に（“中を空

しく”）して、勇気を以って、姿勢を真っ直ぐ（“外は直く”）、強い正義感（“節がありた

い”）を養わなければならないと、船越は強調している。 

 

第 4節 近代空手の形成 

第 1項 形成の経緯 

 空手は日本本土に伝わるまでに、「手」や「唐手」といった沖縄独自の武術として発達して

いた。その後、1922 年に船越義珍が東京に招かれ、後に名称が「唐手」から「空手
か ら て

」に変更さ

れ、それ以降の空手を「近代空手」（英語：modern karate）と称している。「近代空手」の定

義については、1908 年に糸洲安恒が唐手の心得を説いた、いわゆる『糸洲十訓（唐手心得十ヶ

条）』に求める研究者もいる38。 

 以下、関連する歴史年表をもって、唐手から近代空手への変遷の過程を紹介することにする。 

 

歴史年表 

1665 年頃 ・蔡肇功（湖城親方、久米村の士族）が中国において中国兵法を学び、康熙帝より 

     兵法皆伝証を授与され帰国した39。帰国後、湖城親方は兵法に含まれる武術・組打 

法を一族に伝授したとされる。 

1670 年 ・平等所から「帯刀・棒禁止の廻文」が公布された。 

                                                 
38  「近代空手の原点は、1905 年（明治 38年）糸洲安恒により古代中国拳法と沖縄の伝統的拳法を結合

集成し、「体育拳法」が創始された沖縄学校教育に「唐手」を採用された時と考える。」と山内洋一は

指摘している。『現代における空手道の概念を探る』崇城大学研究報告第 32巻第 1号 2007年 3月、 

9 頁参照。 
39  歴史的に康熙帝が兵法皆伝証を授与することはありえず、この説は伝承である。出典は、沖縄県教育

庁文化課『空手道・古武道基本調査報告書』沖縄県教育委員会、1994 年、34頁。 
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1740 年 ・北谷屋良利導40、この年に生まれる。 

1756 年 ・冊封使の全魁が来流して尚穆が冊封を受けた。武官の公相君
クーサンクー

が随行し、その際に

「クーサンクー」の型が伝わったとされる。 

1763 年 ・戸部良凞が土佐に漂着した琉球人潮平盛成らの調書を基にまとめた「大島筆記」

を著し、その中で来琉した武術家公相君の「組合術
くみあいじゅつ

」について記している。 

1778 年 ・上級士族の子弟は武士の嗜みとして示現流、からむとう、やわら、天龍槍、長刀

などを稽古していた。（阿嘉親雲上直職遺言書の記録） 

1786 年 ・佐久川寛賀（唐手佐久川）、この年に生まれる。 

1801 年 ・4月 12日から 5月 30日まで、薩摩（現在の鹿児島県）を旅行した時の記録を肥

後（現在の熊本県）の人物が書いた「薩遊紀行」の中で「手ツクミ」について記さ

れている41。 

1809 年 ・首里手の祖松村宗棍（宗昆とも記す）、この年に生まれる。 

1819 年 ・劉衛流の祖仲井間憲里、この年に生まれる。 

1824 年 ・松村宗棍、17代尚灝王の御附け武官となる。 

1828 年 ・安里安恒、この年に生まれる。安里は 18歳の頃松村宗棍に入門し、後に高弟子と

なった。首里王府武道検察官も務めたという。 

1829 年 ・泊手の祖松茂良興作、この年に生まれる。 

 ・糸洲安恒、この年に生まれる。糸洲も安里安恒と同じく、松村宗棍の高弟子とな

る。 

1828 年 ・冊封使の林鴻と福使の高人鑑が来流、中国人武官名は不詳だが、型のナイファン

チやパッサイが伝わったとされている。 

1839 年 ・御冠船踊り中秋の宴に「武術唐棒」の演武が行われる。 

1845 年 ・劉衛流の祖仲井間憲里が劉衛への師事を始める。 

 ・中国拳法の型：サンチン、セーサン、ニーセーシー、サンセールー、セーユンチ

ン、オーハン、パーチュー、アーナン、パイクー、ヘイクー、パイホー、武器術：

                                                 
40  北谷屋良利導（ちゃたんやら りどう）、1740 年生まれの空手家・古武術家。文武に秀でていた筑登

之親雲上利導は北谷屋良
ち ゃ た ん や ら

と呼ばれ、「北谷屋良
ち ゃ た ん や ら

の釵
さい

」を編み出している。他に棒術として「北谷屋良
ち ゃ た ん や ら

の

棍
こん

」がある。唐手術は「北谷屋良
ち ゃ た ん や ら

の北谷屋良
ち ゃ た ん や ら

」が有名である。 
41  小野まさ子・漢那敬子・田口恵・冨田千夏 岸秋正文庫「薩遊紀行」、『史料編集室紀要』31 号、沖

縄県教育委員会、2006 年、233頁。 
 

 



 21 

サイ、カマ、ティンベー、コン（棍）槍、タンコン、ゲキグヮン、ビセントウ、 

タオファー、ダジョーの型が琉球に伝わったとされている。 

1850 年 ・空手が奄美大島に伝わり、拳法術ツクネスと称した。（名越左原太著「南島雑 

 話」の記録） 

1853 年 ・東恩納寛量、この年に生まれる。 

1857 年 ・本部御殿手十一代宗家本部朝勇、この年に生まれる。 

1866 年 ・屋部憲通（屋部軍曹）、この年に生まれる。 

 ・冊封使の趙新が来琉、随行した武官イワー、アソン、ワイシンザン、3人が、首

里手と那覇手の源流となる昭 霊 流
しょうれいりゅう

、昭 林 流
しょうりんりゅう

の流儀を伝える。 

1867 年 ・久米村三六九会におい「唐手
と う で

」の演武を行う。新垣通事（世璋）が「十三歩」、

真栄里筑登之親雲上（蘭芳）が「籐牌」、真栄田筑登之親雲上が鉄尺、眞栄田筑登

之親雲上と新垣通事親雲上が棒並唐手と交手（組手）、新垣通事親雲上が「ちしゃ

うきん」、富村筑登之親雲上と新垣通事親雲上が「籐牌対棒」、池宮城秀才が「車

棒」、富村筑登之親雲上が「壱百〇八歩
スーパーリ ンペイ

」の型を演武した。 

1868 年 ・明治維新 

 ・「近代空手道の父」冨名腰義珍、この年に生まれる。（1922 年に上京後、船越に

改姓） 

1869 年 ・花城長茂、この年に生まれる。 

1870 年 ・本部朝基、この年に生まれる 

 ・喜屋武朝徳、この年に生まれる。 

1872 年 ・首里王府の武道検察官安里安恒が首里近郊の村々の演武会を視察する。 

 ・東恩納寛量、中国福州へ渡る。 

1877 年 ・上地流の祖上地完文、この年に生まれる。 

・東恩納寛量（24歳）、福州から帰国し、ペッチュウリン、サンチンの型と鍛錬用

具を伝える。 

1882 年頃 ・松村宗棍、遺訓を弟子の桑江良正に伝える。 

1885 年 ・少林流の祖知花朝信、この年に生まれる。 

1887 年 ・屋部憲通、花城長茂らが初の志願兵となり、軍隊において唐手を紹介する。 

 ・東恩流祖許田重発、この年に生まれる。 
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 ・喜屋武朝徳(18 歳)上京し、二松学舎にて就学。 

1888 年 ・剛柔流の祖宮城長順、この年に生まれる。 

 ・金硬流の祖又吉眞光、この年に生まれる。 

 ・遠山寛貢賢、この年に生まれる。 

 ・大城朝恕、この年に生まれる。 

1889 年 ・東恩納寛量（36歳）那覇で唐手術道場を開設し、指導を始める。 

 ・糸東流の祖摩文仁賢和、この年に生まれる。 

1890 年 ・屋部憲通（24歳）、花城長茂（21歳）、久手堅憲由（21歳）陸軍教導団へ入団する。 

1895 年 ・仲曽根源和、この年に生まれる。 

1897 年 ・上地完文（20歳）、中国福州省へ渡る。 

1900 年 ・知花朝信、糸洲安恒に師事する。 

1901 年 ・沖縄県視学官小川鋠太郎が、唐手教育を文部省へ具申する。 

・ 首里尋常小学校の体操の一部として唐手が採用され、糸洲安恒が指導を 

 始める。 

1902 年 ・沖縄県師範学校、唐手を正課として取り入れる。 

 ・宮城長順、許田重発らが東恩納寛量に師事する。 

1903 年 ・東恩納亀助、この年に生まれる。 

1904 年 ・中国から帰国した又吉眞光が古武道のティンベー、スルチン、ヌンティ、唐手の

型：十三（セーサン）、五十四歩（ウーセーシー）、十七歩（ウーセーチー）を伝

える。 

 ・宮城長順が武術修業のため、中国福州省へ渡る。 

1905年 ・唐手が沖縄県立中学校（現・首里高等学校）と沖縄県師範学校で体育科に採用 

される。師範学校では糸洲安恒と屋部憲通と徳田安文、第一中学校では花城長茂、

第二中学校では許田重発が指導を始める。 

 ・那覇商業、警察で宮城長順が唐手の専任講師となる。 

 ・花城長茂が『空手組手』を著す。 

 ・冨名腰義珍らが公開演武（県内）を行う。 

1906 年 ・中国でパンガヰヌーン（半硬軟）拳法の道場が開設される。 

1907 年 ・八代六郎海軍大佐練習艦隊来沖、その歓迎会において冨名腰義珍が唐手の演武 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%87%8C%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%AB%E7%AF%84%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%AB%E7%AF%84%E5%AD%A6%E6%A0%A1
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 を行う。 

 ・長嶺将真、この年に生まれる。 

1908 年 ・糸州安恒が「糸洲十訓」を著す。 

・七月に京都武德殿で開催された大日本柔剣道青年天会に県勢初参加。剣道に橋口

達雄、石原笑古、他 1名、柔道に徳田安貞ほか 11名の選手を派遣し、その際、大会

に先立ち、船越義珍（40歳)が唐手、又吉眞光（20歳）がトゥンクワー術を演武す

る42。 

1909 年 ・1897年に（20歳で）中国に渡航した上地完文が福州から帰郷する。 

1911 年 ・沖縄県師範学校の生徒六名が東京への修学旅行の際、嘉納治五郎に招待されて唐

手の演武、形の解説、板割りなどを行う。  

1912年 ・中国の白鶴拳の呉賢貴が来沖し、ハッファ（白鳥）、八歩連、ニーパイポ（二十

八歩）、ネーパイの型を伝える。 

1914 年 ・安里安恒の「沖縄の武技－唐手に就いて」が琉球新報に掲載される。 

1915 年 ・御大典記念祝賀演武会において、冨名腰義珍がクーシャンクー、又吉眞光が 

 トゥンクワー術を演武する。 

1916 年 ・京都武徳殿大日本武徳会設立二十周年記念大演武会において、冨名腰義珍が 

 クーシャンクー、又吉眞光がトゥンクワー術を演武する。 

1918 年 ・沖縄県師範学校武術研究会が開催される。本部朝勇がショーチン、喜友名翁が 

 パッサイ、山根三良が棒、屋部憲通が五十四歩の型を演武する。 

 ・摩文仁賢和（29歳）が唐手研究会を設立し、知花朝信、大城朝恕、徳田安文、城

間真繁徳村政澄、石川逢行、冨名腰義珍等が参加する。 

1919 年 ・屋部憲通、体育視察のために渡米する。 

1920 年 ・屋部憲通がロスアンゼルスにおいて唐手を演武する。 

1921 年 ・皇太子（昭和天皇）渡欧の途次沖縄に寄港し、首里城正殿御庭で唐手演武を大 

 覧する43。 

1922 年 ・5月、東京で、文部省が主催した第一回体育展覧会において、冨名腰義珍と儀間

真謹が唐手の型や組手の写真を二幅の掛け軸としパネル展示を行う。 

                                                 
42  「大日本武徳会報第九号」の記録。 
43  指導者・冨名腰義珍 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%9C%81
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 ・6 月、冨名腰義珍と儀間真僅が嘉納治五郎に招待され、講道館で嘉納治五郎をは

じめ 200 名を超える柔道有段者の前で、唐手（冨名腰義珍がクーサンクー、儀間真

僅がナイハンチ）と約束組手の演武と解説を行う。その後、冨名腰は東京に留まり、

唐手の指導に当たる。 

 ・船越義珍が『溏手拳法』を著す。 

 ・本部朝基が上阪する。 

1924 年   ・嘉納治五郎が来沖し、那覇市久米町に講道館支部として尚道館柔道場を開設す

る。 

 ・慶應義塾大学で「唐手研究会」を発足し、船越義珍が師範として就任する。 

 ・沖縄にて、「沖縄唐手研究倶楽部」が設立される。会長は本部朝勇が就任。 

1925 年 ・本部朝基の飛び入り試合の記事44が、雑誌「キング」に掲載される。 

 ・「沖縄唐手倶楽部」を若狭町に創立し、空手家の大家から若手まで月に二回集ま

り空手の研究会を開く。 

 ・東京、第一高等学校に空手部が設置される。 

1926 年 ・東京帝国大学に空手部が設置される。 

1927 年 ・屋部憲通がハワイで唐手を紹介する。 

 ・1月 3日から 7日まで、嘉納治五郎が来沖し、その歓迎行事として「沖縄唐手 

研究倶楽部」の宮城長順と摩文仁賢和が世話人となり唐手の演武を行う。その際、

宮城長順と摩文仁賢和に、唐手の全国普及をすすめる。 

1928 年 ・祖堅方範が昭和天皇即位大礼式（京都御所）の奉祝行事で唐手の演武を行う。 

 ・摩文仁賢和が上阪する。 

 ・宮城長順が上阪する。 

1929 年 ・那覇市立商業学校と沖縄警察練習所で唐手が正課として取り入れられ、宮城長順

が師範として就任する。 

・屋部憲通（63歳）が県師範学校で嘱託の唐手教師なる。 

1930 年 ・沖縄県体育協会を創立し、唐手部が設置される。新里仁安が明治神宮で唐手の演

武を披露し、「剛柔流」流派名の契機となる。 

                                                 
44  1925年、雑誌「キング」9 月号（大日本雄辯會講談社）に本部朝基の有名な逸話が掲載されている。

本部が、京都で開催された拳闘大会に飛び入りで出場し、巨漢のロシア人ヘビー級ボクサー（ジョー

ジ・ジャンケントル）を一瞬にして倒したという。「肉弾相打つ唐手拳闘大試合」という標題。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E9%81%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E5%94%90%E6%89%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8
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 ・立命館大学に空手部が設置される。 

 ・新里仁安が明治神宮鎮座祭で空手の演武を行う。 

 ・福建白鶴拳系の武術を紹介する『沖縄伝武備志』が、1930 年を境に沖縄で流布し

始める45。 

1932 年 ・仲宗根源和の企画による空手演武会が開催され、那覇昭和会館、中頭地方事務所

糸満小学校において本部朝基、喜屋武朝徳、宮城長順、知花朝信、城間信繁、宮城

嗣吉らが演武を行う。 

 ・宮城長順が『空手道概説』を著す。 

 ・上地完文が和歌山で「パンガヰヌーン流空手術研究所」を開設する。 

 ・久高幸利（後の小林寺流拳行館唐手の祖）が満州で空手を紹介する。 

・連合艦隊が中城湾に投錨。軍艦「愛宕」艦長（保利信明大佐）に招かれ、艦上で

宮城嗣吉が空手の型演武を披歴する。 

1933 年 ・12月 26日、唐手を日本武道に正式承認し沖縄に武徳会の支部をおく。  

 ・東恩納亀助が陸奥瑞穂と共にハワイに渡り、唐手を紹介する。 

 ・宮城長順がハワイにおいて唐手の演武を行う。 

 ・摩文仁賢和が関西大学空手部の師範に就任する。 

 ・大日本武徳会、唐手を日本武道に正式に承認する。 

1934 年 ・宮城長順がハワイ洋園時報社の招聘で、唐手普及のためハワイに渡る。 

 ・摩文仁賢和、大阪に「養秀館」道場を開設する。 

1935 年 ・船越義珍が『空手道教範』を著す。 

 ・剛柔流、松濤館流、糸東流、和道流が初めて流派を名乗る。 

1936 年 ・10月 25日に沖縄空手の大家による座談会が行われる。 

この座談会で唐手から空手への名称の変更が確認された46。 

1937 年 ・沖縄県空手道振興協会が発足し、「空手道基本型」（初段から十二段まで）が 

 正式に制定される。 

                                                 
45  『沖縄伝武備志』は、師から弟子(一部は親交のある空手家同士)へと受け継がれた｢師子相伝｣の伝本

である。 
46  1936年 10月 25日の座談会は、2005年 2 月に沖縄県議会において決議された「10月 25日―空手の

日」の由来となった。 
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 ・日中戦争（支那事変）が始まると唐手は学校体育から姿を消し、警察のみで行わ

れようになる。 

 ・沖縄武徳殿が建立される。 

 ・船越義珍が松濤館を設立する。 

 ・仲宗根源和が『空手道大観』を著す。 

1938年 ・摩文仁賢和・仲宗根源和が『功防拳法空手道入門』を著す。 

1941 年 ・早川県知事に委嘱された「空手道専門委員会」によって長嶺将真創案の「普及型

Ⅰ」と宮城長順創案の「普及型Ⅱ」が正式に制定される。 

1945 年 ・6月 23日沖縄戦の組織的戦闘の終結。 

1956 年 ・「沖縄空手道」という表記がなされるようになる。 

1957 年 ・10月 20日、第１回全日本空手道選手権大会が開催される。（会場：東京体育館、

主催：全日本空手協会） 

1959 年 ・「沖縄空手道連盟規約」と「沖縄空手道連盟表彰並びに称号段級審査規定」が 

 制定される。 

 ・中学校体育科（1960年度版）の資料編に空手古武道の項目が掲載される。 

1964 年 ・全日本空手道連盟（Japan Karate Federation）が設立される。 

 ・沖縄空手道連盟を解消し、新たに「全沖縄空手道連盟」が結成される。 

 ・東京オリンピック開幕。 

1966年 ・ 5 月 7 日、第１回ヨーロッパ空手道選手権大会がパリで開催される。 

（主催：European Karate Union、現：European Karate Federation） 

1967年 ・全沖縄空手道連盟が設立される。 

1969年 ・9 月 20 日、世界初の打撃制による第１回全日本空手道選手権大会が開催される。

（会場：東京体育館、主催：国際空手道連目極真会館） 

1970年 ・World Karate Federation(全世界空手道連盟)が設立される。 

1972 年 ・「全沖縄古武道連盟」が結成される。 

1974 年 ・沖縄県高体連空手道専門部が発足する。 

1981年 ・沖縄県空手道連盟が設立される。 

1982年 ・沖縄空手・古武道連盟が設立される。 

1993年 ・沖縄県空手道連合会が設立される。 
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1995 年 ・「沖縄県学校教育における空手指導書の手引き（第 1集）」が作成される。 

・沖縄空手・古武術世界大会プレ大会が開催される。 

1997 年 ・「沖縄の空手・古武術」が県の無形文化財に指定される。 

 ・8月 21日-25日、沖縄県立武道館落成記念として沖縄空手・古武道世界大会が開

催される。 

2003 年 ・沖縄空手古武道世界大会が開催される。 

2005 年 ・3月、沖縄県議会において 10月 25 日を「空手の日」とすることを決議する。 

2008 年 ・沖縄伝統空手道振興会が設立される。 

2009 年 ・沖縄伝統空手道世界大会が開催され、40 ヶ国から合計 6000 名余が参加する。 

2016 年 ・4月 1日、沖縄県文化観光スポーツ部内に「空手振興課」が設置される。 

 ・6月 2日、沖縄の空手・古武術保存会が設立される。 

 ・8月 3日、リオデジャネイロで開かれた国際オリンピック委員会総会で 2020 年 

東京オリンピックの追加種目の一つとして空手道が承認される。 

 ・10月 23日、沖縄・那覇市国際通りで行われた集団演武でギネス世界記録を達成す

る。（世界記録を 3973人に更新）。 

2017 年 ・3月 4日、豊見城市の豊見城城址公園跡地に沖縄空手会館を建立する。 

2018 年 ・7月 4日、那覇市首里崎山公園に、王国時代を代表する武術家で「唐手佐久川」

「佐久川の棍」で知られた佐久川寛賀の誕生 232年を記念し、「空手・古武術首里

手発祥の地『顕彰碑』」が建立される。（資料 4 ＜172 頁＞参照） 

 ・8月 1日－5日 第 1回沖縄空手国際大会が開催される47。 

 

「1665 年頃、蔡肇功（湖城親方、久米村の士族）が中国において、中国兵法を学び、康煕帝

より兵法皆伝証を授与され帰国した」ということについては、それはあくまでも伝承であり、

中国の「正史」や「実録」にそうした史実が記されていない点に留意しなければならない。 

戸部良凞の「大島筆記」に、来琉した武術家公相君の「組合術」の記事が記されていることか

                                                 
47  【参考文献】新垣清『空手の歴史』（原書房、2011 年）、勝連盛豊『検証 沖縄武術史 沖縄武技―空

手』（沖縄文化社、2017年 9月）、高宮城繁・ 新里勝彦・ 仲本政博『沖縄空手古武道事典』（柏書

房、2008 年）、松濤會『松濤館五十年のあゆみ』（日本空手道松濤會、1988 年）、ドラゴン・イケミヤ

共同提案体『空手発祥の地・沖縄』（沖縄県、2017年 3月）、盧姜威「『沖縄伝武備志』の研究 - 沖縄

空手との関わりを中心に -」（博士論文、沖縄県立芸術大学、2011年）、林伯原『近代中国における武

術の発展』（不昧堂出版、1999年）、沖縄県教育庁文化課『空手道・古武道基本調査報告書』沖縄県教

育委員会、1994 年。 
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ら、年表に記されているような、久米村の士族が進行使節の一員として中国に渡り、武術を修

得したり、冊封使の来琉の際に、随行した武官から武術を教授され、「クーサンクー」「ナイ

ファンチ」「パッサイ」等の型が伝わったことは、事実としてあり得たことであろう。王国時

代には、そうした武術については、その他に「薩遊紀行」の中で記されているように、「手ツ

クミ」とも称されていたようである。「手ツクミ」については、琉球王国時代の「空手」の状

況を伝える珍しい資料が、肥後（現在の熊本県）の人物によって記されている。『薩遊紀行』

である。『薩遊紀行』は今から約 200 年前、1801 年 4 月 12 日から 5 月 30 日まで、薩摩（現在

の鹿児島県）を旅行した時の記録である。この人物は、薩摩で地元の侍以外に、琉球で勤務し

た経験を持つ薩摩の武士、さらには鹿児島の琉球館に勤務していた琉球人とも交流している。

薩摩の武士から聞いた話として、彼は次のようなことを記している。 

 

琉球、剣術、ヤハラノ稽古ハ手ヌルキモノナリ、唯突手ニ妙ヲ得タリト云、其仕業ハ 

拳ヲ持テ何ニテモ突破リ、或ハ突殺ス、名ツケテ手ツクミト云 

右ノ手ツクミノ術ヲ為スモノヲ（薩ヨリナバツメノ）奉行所ヘ召テ瓦七枚重ネヲ突セ 

ラレシニ、六枚迄ハ突砕シヨシ、人ノ顔ナトヲ突ケハ切タル如クニソゲル、上手ニナ 

レハ指ヲ伸シテ突ヨシ48  

 

【現代日本語】 

   琉球の剣術や柔（やわら）の稽古ぶりは手ぬるいが、拳を使う『突手（つきて）』には

特別のものがあるそうだ。そのやり方は、拳を使って何でも突き破ったり、あるいは突

殺したりする。その技を、『手ツクミ』と言う。『手ツクミ』の達人を、那覇港近くの

奉行所（薩摩の出先機関）に呼んで、瓦７枚を重ねて突かせた。すると、６枚は砕けて

しまった。もし、人の顔を突かせたとしたら、刃物で切るように肉が削げたことだろう。

すごい達人になると、拳ではなく、指のみで突くそうである。 

 

 琉球王国時代の文献に、空手に関する記述がほとんどないことから、該資料は当時の状況を

知り得るきわめて貴重な史料といえる。 

                                                 
48  小野まさ子・漢那敬子・田口恵・冨田千夏 岸秋正文庫「薩遊紀行」、『史料編集室紀要』31 号、沖

縄県教育委員会、2006 年、233頁。 
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 「空手」は、日本本土に伝わる前に、「 唐 手
トゥーイディー

」、あるいは「 手
ティー

」と称されていたと言わ

れているが、更に以前には「組合術
くみあいじゅつ

」、「 手
ティー

ツクミ」と呼ばれていたことが分かる。「ツク

ミ」は「手」＋「ツクミ」の合成語で、琉球語の「突っ込む」「突き出す」という意味ではな

いかとされている。 

松村宗棍が 17代尚灝王の御附け武官となるといった、王府との関係が伝えられる伝承につい

ても、御冠船踊り中秋の宴に「武術唐棒」の演武が行われることから、事実として想定して大

過はないだろう。 

冊封使の趙新が来琉した際、随行した武官イワー、アソン、ワイシンザン、3人が、首里手

と那覇手の源流となる昭霊流、昭林流の流儀を伝えたとされる伝承が残っており、首里手や那

覇手・泊手については、そうした点に源流を求めることができよう。久米村については、1867

年に久米村三六九会において「唐手」の演武が行われ、新垣通事（世璋）が「十三歩」、真栄

里筑登之親雲上（蘭芳）が「籐牌」、真栄田筑登之親雲上が鉄尺、眞栄田筑登之親雲上と新垣

通事親雲上が棒並唐手と交手（組手）、新垣通事親雲上が「ちしゃうきん」、富村筑登之親雲

上と新垣通事親雲上が「籐牌対棒」、池宮城秀才が「車棒」、富村筑登之親雲上が「壱百〇八

歩」の型を演武したとされていることから、王国時代には「久米村手」と称される唐手が存在

していたことが想定される。近代以降も首里手や那覇手・泊手は継承されていくが、「久米村

手」はその後、継承されていない点に留意しなければならない。王国時代に最も多く中国人と

接触していた久米村では唐手が盛んであったであろう。それ故に久米村三六九会において多く

の演武が披露されたはずである。にも関わらず、「久米村手」が途絶えてしまったのは何故だ

ろうか。近代に入ると、久米村社会では漢詩の結社に距離をもち、漢詩の創作活動が首里や那

覇の士族に移っていっている。それと同じ現象が、唐手の世界でも起こっている。 

近代以降、唐手は首里手や那覇手・泊手を中心に琉球社会に浸透していくようになる。1901

年に沖縄県視学官の小川鋠太郎が、唐手教育を文部省へ具申し、首里尋常小学校の体操の一部

として唐手が採用されると、1902年には沖縄県師範学校、1905年には沖縄県立中学校・沖縄県

師範学校で、空手は学校の現場で次々と体育科に取り入れられるようになる。王国時代には師

弟間で、常に非公開で行われ、中国拳法同様に「門外不出」の武術として限られた一部の人達

によって修得されていた唐手は、近代に入ると、学校教育の中で、正課として取り入れられ、

学校生徒をはじめ、農村の人達にも浸透するようになり、地域の行事・学校の行事の演目とし

て、公開された近代唐手へと姿を変えていく。空手は一方、本土社会へも普及していくように

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%AB%E7%AF%84%E5%AD%A6%E6%A0%A1
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なる。その契機をつくったのは、近代空手の父と称される船越義珍で、船越義珍は後に『溏手

拳法』『空手道教範』を著すなど、空手の奥義を極めた功績は大きい。本土では、1924 年慶應

義塾大学で「唐手研究会」を発足し、船越義珍が師範として就任したのを契機に本格的な普及

が始まり、上述したように、1929年 10月 27日の慶応義塾大学空手研究会創立 5年記念大会の

日に「空手」という表記が初めて使用され、それ以降「空手」という文字が常用表記として使

われるようになる。その後、東京の第一高等学校、東京帝国大学、関西の立命館大学といった

高等教育機関に次々と空手部が設置され、さらに普及がはかられていく。また日本が軍国主義

化していく中で、警察や軍隊でも空手は取り入れられるようになり、日本の武術としての地位

を確立していく。1933年に、東恩納亀助が陸奥瑞穂と共にハワイに渡り、空手を紹介すると、

空手は沖縄県人の移民地を中心に海外へも広がりを見せるようになる。1930 年には沖縄県体育

協会（総裁：知事）の創立に伴って唐手部が設置され、1936 年 10 月 25日に沖縄空手の大家に

よる座談会が行われ、そこで沖縄でも唐手の名称を空手に変更することが確認され、以後沖縄

でも「空手」が日常的に正式呼称として使用されることになる。1937 年には、沖縄県空手道振

興協会が発足し、「空手道基本型」（初段から十二段まで）が制定され、1941 年には早川県知

事に委嘱された「空手道専門委員会」によって長嶺将真創案の「普及型Ⅰ」と宮城長順創案の

「普及型Ⅱ」が制定され、県主導で空手の普及がはかられていった。 

戦後は、沖縄空手道連盟が創設され、空手は戦前の県主導とは異なり、民間主導でさらなる

普及がはかられ、「沖縄空手道連盟規約」や「沖縄空手道連盟表彰並びに称号段級審査規定」

といった諸規定が制定されるようになる。沖縄空手道連盟はその後解消され、新たに「全沖縄

空手道連盟」が結成される。以後沖縄では、「全沖縄古武道連盟」、「沖縄県空手道連盟」、

「沖縄空手・古武道連盟」、「沖縄県空手道連合会」といった組織が次々と結成されている。

ここで留意しなければならないのは、戦後の空手界がスポーツ空手と精神性を重視する伝統空

手に二極化していくことである。スポーツ空手は World Karate Federation(全世界空手道連盟)

のもとで、空手の国際大会を開催し、伝統空手も独自に「沖縄空手・古武術世界大会プレ大会」

や「沖縄伝統空手道世界大会」を開催している。 

 

第 2項 空手の流派 

 沖縄で誕生し発展した空手のことを「沖縄空手」或いは「沖縄伝統空手」と一般的に   

呼称し、また日本本土で発達した空手を「日本の空手」（英語：Japanese Karate）或いは単に
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「空手」と呼んでいる。「沖縄空手」と「日本の空手」は流派名ではなく、単純に発達した地

域による区別を示す呼称である。 

 現在、沖縄空手を代表する主な流派には、しょうりん（小林、少林、松林）流系、剛 柔 流
ごうじゅうりゅう

系、上地流
うえちりゅう

系、劉 衛 流
りゅうえいりゅう

や本部流
もとぶりゅう

などがある。その他にも、多くの沖縄で発達した空手流派が

ある（詳しくは第 5節＜38頁＞参照）。 

 日本の空手を代表する主な流派には、松濤館
しょうとうかん

49、糸東流
しとうりゅう

50、和道流
わどうりゅう

51、極真
きょくしん

52などがある。 

 

第 3項 組手競技におけるルールの種別 

 現在、組手競技におけるルールには「寸止め」・「防具方式」・「直接打撃方式」という 

タイプがある。その他に主流とはなっていないが、競技ルールに寝技の有り無しを取り入れて

いるものもある。 

 

①「寸止め方式」の場合は、試合中に技が体に届く直前に止められる、もしくはダメージを 

与えない程度に軽く当てる、というスタイルである。ダメージを与えていないため、まず怪我

を防ぐことができる。力強さや打たれ強さよりも、技の正確さやスピードが評価される。また、

実際に相手に攻撃的に当てた場合は反則となる。技が実際に決まったかどうかを判断できるか

どうか、審判員には高い能力が求められることになる。 

 技を当てない「寸止め空手」は、実戦に役立たないとして、多くの実戦空手体験者によって

批判されている。寸止めだけ練習していると、空手家には打たれ強さや痛みの慣れが無いため、

いざ実践となった場合、空手が護身術として役に立たない恐れがあるからだという。 

 

②「防具方式」は、「セミコンタクト」や「ライトコンタクト」とも称され、「直接打撃方式」

と「寸止め方式」の間で発達したスタイルである。「ライトコンタクト」（英語：light 

contact）の場合は、技を軽く当てても良いというルールである。従って、「セミコンタクト」

（英語：semi-contact）の場合、力を抜いた技、つまり全力でない技を当てても良いというス

タイルである。 

                                                 
49  松濤館（しょうとうかん）は、近代空手の祖とも言われる船越義珍を事実上の開祖とする空手流派で

ある。 
50  糸東流（しとうりゅう）は、摩文仁賢和によって創設された空手道の流派。 
51  和道流（わどうりゅう）は、大塚博紀が創始した空手道と柔術の流派。 
52  極真（きょくしん）は、大山倍達が創始者としてフルコンタクト系の空手流派。 
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写真 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防具方式・組手試合の様子 53 

    

「防具方式」の場合、格闘技専用の防具を体に付け、試合を行う。防具には、拳用のグロー

ブや足用の脛サポーター、膝サポーターなど、また上半身につけるボディープロテクターや頭

に付けるヘッドガードなどがある。防具を付けることによって、試合中に、怪我を防ぎ、安全

性を高めることができる。危険だと思われる子供や少年選手の試合に防具を付けるルールが採

用されている。未成年以外にも、壮年部の試合で防具を付けることが多い。体を鍛え続けた空

手家でも年を取ると骨折や捻挫などの怪我をする可能性が高まるからである。 

 

③「直接打撃方式」は、フルコンタクト（英語：full contact）とも称される。組手試合中に、

全く防具を付けずに、素手や足や膝などを使って全力で相手を打撃するという戦い方のことで

ある。「フルコンタクト」という言葉が定着する以前は、「実戦空手」とも呼ばれていた。 

                                                 
53  撮影：Andrzej Zacharski、場所：沖縄県立武道館、2017年 11月。 



 33 

フルコンタクト空手は、寸止め空手（伝統派空手）の対義語であり、略して「フルコン」とも

呼ばれる。 

 当然ながら、フルコンタクトの試合中に体のダメージ（痛み、打撲、怪我）がおこりうる 

可能性がある。極端な場合、攻撃による骨折、または一時的に意識を失うケースもある。 

 直接打撃制ルールの代表的な空手流派には、「極真
きょくしん

」、「正道会館
せいどうかいかん

」、「芦原
あしはら

会館
かいかん

」、

「白蓮
びゃくれん

会館
かいかん

」、「JFKO 全日本フルコンタクト空手道連盟」などが存在する。 

 

写真 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フルコンタクト・組手試合の様子 54 

 

 直接打撃制ルールには、試合安全のため最低限の禁止技が決められている。手の技（正拳、

裏拳、貫手など）により、顔面や首を狙った攻撃、「玉攻め」、「金的蹴り」とも呼ばれる技

が禁じられている。背骨を狙った突きや蹴りも禁じられる場合が多い。 

 

④ 競技空手と実戦空手 

 一般の人から見た競技空手で強い選手は、実戦も強いだろうと思われる傾向がある。   

しかし、それは一般の人の思い込みにすぎない。競技空手（組手）は競技ルールに縛られたも

                                                 
54  撮影：Andrzej Zacharski、場所：千葉ポートアリーナ、2016年 3月。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%B8%E6%AD%A2%E3%82%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E6%B4%BE%E7%A9%BA%E6%89%8B
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のであり、実戦とかなり違う。実戦には、審判も居ない、ルールもないため、「技は何でも有

り」という厳しい状況である。急所を攻める技も使える、その場にある物を手にし、      

それを武器として使うことができる。だから、喧嘩が上手な相手にかかれば、競技空手の  

トップ選手でも負けてしまう可能性がある。なぜなら、競技組手は武術空手の修練の一部に 

すぎないからである。 

 1960 年代後半から「直接打撃方式」の大会が開催されるようになる。これが、実戦試合の始

まりだと一般的に思われているが、歴史的な背景から見た実戦試合は、大分前に沖縄ではじま

っていた。 

 那覇市辻町の歓楽街では、よく「掛け試し」（琉球方言：カキダミシ）という喧嘩試合が行

われていた。当時、ルールは全くなし、つまり顔面や急所への正拳
せいけん

・貫手
ぬ き て

ありの戦い方式だっ

たため、現在のフルコンタクト競技とは大分違う。「掛け試し」で有名な人物に、本部朝基55

（1870－1944 年）と比嘉佑直56（1910－1994 年）がいる。この二人の実例を挙げながら、現在

の競技空手とは異なるスタイルについて考察してみたい。 

 

⑤ 本部朝基の事例 

以下、長嶺将真著「実史と口伝による沖縄空手・角力名人伝」を引用し紹介することにする。 

 

 夜ともなれば辻遊郭界隈へ姿をあらわし芝居のはねる頃合いを見計らって、 

人出の多い所をねらって相手構わず実戦にもちこむという、いわゆる「掛け試し」を挑む 

というありさまであった。 

  ところが、あるときの実戦相手が、これもまた掛け試しではひとかどの達人としてその

名を知られていた板良敷
いたらしき

朝
ちょう

郁
いく

（朝基より五、六歳年長）で、本部サールはこの日鎧袖一

触、無念の涙を呑んだのである。その日は夜通し眠れず、相手の技の掛け具合を何度も何

度も思い描いて研究したという。空手に対する執念は並々よらぬものがあったのである57。  

 

                                                 
55  本部朝基（もとぶ ちょうき）、1870年 5月 5日 - 1944年 4月 15日、沖縄県出身の空手家。日本傳

流兵法本部拳法（本部流）の開祖である。本部サールとも呼ばれた。 
56  比嘉佑直（ひが ゆうちょく）、1910年 2月 8 日 - 1994年 11月 4 日、沖縄県出身の空手家。沖縄空

手少林流究道館の創始者である。 
57  長嶺将真『史実と口伝による沖縄空手・角力名人伝』新人物往来社、1986 年、138頁。 
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 さらに、「自分は若い頃から『辻』での真剣試合をはじめ、何百回となく実戦をしたが、顔

を拳で突かれたことは一度もなかった58。」と本部朝基は言っている。 

 

⑥ 比嘉佑直の事例 

 比嘉佑直は十代のころから空手修業の目的でよくケンカ（試合）をしていたという。ケンカ

に勝つということは、相手を大分傷つけたということであろうが、なぜか自分がケガした話が

多い。以下が、その「負傷歴」の一部である59。  

 

・弘道館柔道の有段者に腕をつかまれて溝に投げ飛ばされ、ひどい打撲傷。 

・四人の辻強盗とケンカ、薪で左前頭蓋骨を割られる。上段受けを工夫。 

・待ち伏せされた男に向こう脛（すね）をハンマーで殴られ、骨折。 

・右手に骨折跡。小鼻に刃物で斬らた傷痕。 

・六尺棒で突かれ、右肋骨上部を骨折。 

・目を突かれて一時は視力減退したが、回復。 

・二十三歳の時に前歯を折られ、入れ歯。 

 

 本部も比嘉も、強くなるために、自ら果敢に実践試合に挑戦をしていた。彼らは、このよう

な試合を繰り返すことによって、実践空手としての貴重な経験を積んでいる。彼らは、そこで

自信を着け、観察力、闘争心、打たれ強さなど、武術における多くの実践の経験を体得してい

たにちがいない。本部も比嘉も実践試合に価値を見出し、次々に挑戦を続けていた。当時、 

警察はこの行為を犯罪として扱われなかったようで、こうした実践試合は毎日のように行われ

ていた。しかも、比嘉は自分の弟子たちにも、空手修行の目的で実践試合を勧めていたという。 

彼の弟子である冝保俊夫60は、そのことについて、次のように述べている。 

 

                                                 
58  小沼保『本部朝基正伝』壮神社、2000年、87頁。 
59  宮松久三『伝説の武人・比嘉佑直』守礼道、2006年、23頁。小沼保『本部朝基正伝』壮神社、2000

年、87頁。 
60  冝保俊夫（ぎぼ としお）、1923年 12月 11日－2005 年、沖縄県出身の空手家。 
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 午後九時頃に稽古を終わり、水浴、または銭湯で汗を流し、十時頃から先生は馴染みの

遊廓で一杯やりながらくつろいだ。その間、私は辻町を徘徊しながら沖縄青年、軍人、軍

属の差別なく相手を物色し、挑戦した。先生から「一日に一回は必ず喧嘩をするように」

と言われていたのである61。 

 

 さらに、冝保は「掛け試し」のことを「カキェー」（掛け合いという意味）と呼び、    

以下のように述べている。 

 

 当時辻町界隈は夜ともなれば那覇市内はもとより近隣市町村から血の気の多い青年達や

南方を往来する陸海軍人軍属船員たちが集まり、活気にあふれていた。 

 その様な環境の中でその気になれば一晩に一、二回のカキエー（掛け合い・挑戦）の機

会は容易であった。「カキェー」とは理由もなく喧嘩を売ることである。 

 当時、素手の喧嘩に対しては警察や一般人も寛容
かんよう

だっただけに、私も気軽に格好の相手

を見つけて挑戦して相当の「戦歴」を持つまでになり、うわさも広がっていった62。
 

 

当時の「カキエー」は、単純に喧嘩、殴り合いという形で行われていた。つまり、真剣勝負

として相手にいきなり挑戦をする、あるいはいきなり挑戦されるというスタイルだった。比嘉

稔によると「カキエーは、全くルールが無いという分けではなかった。例えば、殴った相手が

倒れた場合、立ち上がるまでに待って、倒れた人を殴り続けないというルールがあった。また、

一度挑戦をした相手に負けたら、日を改めて、同じ相手にリベンジ挑戦をするというやり方も

あった63。」という。 

 カキエーは、現在であれば、完全に犯罪とみなされる行為であるが、それを一般のケンカと

は警察も見ていなかったのであろう。 

                                                 
61  宮松久三『伝説の武人・比嘉佑直』守礼道、2006年、31頁参照。 
62  同上書、28 頁参照。 
63  比嘉稔、聞き取りインタビュー、那覇市泉崎の道場にて、2018年 11月 2日。 
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写真 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比嘉佑直(写真)と比嘉稔 64 

那覇市壷屋、求道館本部道場にて 

  

                                                 
64  撮影：Andrzej Zacharski、場所：那覇市壷屋、求道館本部道場、2018年 11月 2 日。 
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冝保本人も「カキエー」の経験があり、それについて以下のように述べている。 

 

私は何回も行きずりの男性とケンカ(カキエー・掛け試し)をしたが、ボクシングのように

飛んだり跳ねたり歩幅を広げたりして殴り合うことはなかった。打ち合うと、二、三秒で決

着がついた。空手は「一撃必殺」の護身術だから、一拳一蹴で勝負がつく65。 

 

 以上紹介した本部朝基らの「カキエー」は、彼らが自ら相手に挑戦をし、行った実戦試合の

ケースである。それとは異なる、すなわち、相手の方から突然仕掛けてきた喧嘩の事例につい

て、長嶺将真が次のように述べている。 

 

明治三十年、寛量が四十五歳のある日、馴染みの郭で微醺を帯びた頃帰路についた。

「時間も遅いし夜道は暗いから村近くまで送らせましょう」という女将の好意で抱子が提

燈を下げて供についていた。辻後道から前の毛小路にさしかかったとき突如三人の男が行

く手に立ちはだかり、「東恩納の武者タンメーやさ（東恩納の老武士だぞ）」と叫びざま

その中の大男がいきなり提燈を蹴とばすや寛量の腹部めがけて一撃を放ったかに見えた。

が、寛量はサッと後退すると同時に突っ込んできた男の右拳腕骨を右小手で打ち返してい

た。男は大きな呻き声をあげて逃げ去った。連れの青年たちも踵を返して道端の芝居小屋

へ逃げ込んだという。この挿話は、当時芝居の座長をしていた泊の先輩「伊波の安司タン

メー」から筆者がきいた話である66。 

 

19 世紀の沖縄で行われていた掛け試しは、顔面や急所への攻撃有りという戦い方で、現在の

「直接打撃方式」競技空手とは明らかに異なる。一部の空手家たちは修行を実践で示すといっ

た、現在では考えられない実践空手を実行していた様子が窺える。 

 

第 5節 空手の流派、会派、その他の定義 

第1項 沖縄空手の流派 

 沖縄空手は、琉球王国時代に形成された三つの流派（首理手
スイディー

、那覇手
ﾅ ﾌ ｧ ﾃ ﾞ ｨ ｰ

、 泊 手
トゥマイディー

）にはじま 

                                                 
65  宮松久三『伝説の武人・比嘉佑直』守礼道、2006年、34頁参照。 
66  長嶺将真『史実と口伝による沖縄の空手・角力名人伝』新人物往来社、1986年、100 頁。 
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り、それらをルーツとして、現在のしょうりん流系（小林
しょうりん

流、少林
しょうりん

流、松林
まつばやし

流）、剛
ごう

柔
じゅう

流

系、上地流
うえちりゅう

系の流派を成す。 

 

①  首里手系の特徴について 

 首里城を中心とした首里士族の間で発達したものであり、その技の特長は、第一義的に瞬間

的に力を集中し、威力を増すことにある。剣道の打ち込みと相通ずるものがあり、武道の第一

義に、技の速さを求める。速さプラス重さが破壊力となり、鍛練による速さで重さを補うまで

修練を積み重ねる。呼吸法は自然体で行う。吸うときは「虚」であり、吐き出しつくす寸前が

「実」である。呼吸法と力の取り方とは関連性があり、攻撃の瞬間に実を当てる。呼吸の乱れ

が少なく、無駄な筋力の疲労も少なく、力の集中を容易にし、敏捷性と共に攻撃力を充分に発

揮できる67。 

 

② 那覇手系の特徴について 

 那覇手にある拳法の極意は基本形の三戦（サンチン）の呼吸呑吐にあると言われている。 

攻防の際に於ける人体の浮沈、挙止進退、集中力、敏捷性、瞬発力、持久力等が正しい呼吸法

により激しい運動にも対処できる呼吸鍛練法を修得する。また、形による技の反復練習により

虚実を計り、骨格筋力の完成を目指す。また、攻防時における敵対動作は一般に防御的であり、

主に接近戦を得意とし、下肢は柔らかく、上体は手技が発達、進んで突き、退いては防ぐとい

った特徴をもつ。破壊力強化のため、巻ワラ、チーシー、サーシー、握力カメ等他の補助器具

を使い全身の筋力強化等を行い、各人の心身の鍛練を行なう68。 

 

③  泊手系の特徴について 

 泊は首里城に近いこともあって、王府は、特に武術に秀でた役人たちを常駐させ、港の警護

等に当たらせた。そのために他流派と異なった、実践に即応した独特な泊手が誕生した。泊手

の拳の構え方は、型の種類、名称は首里手と似ているものもあるが、内容や演武線に差異が見

られる。ナイハンチの型については、運歩（歩き方）は、泊手の場合、左から始まる。首里手

は、右から始まる。泊手のナイハンチの立ち方は、首里手に見えるような腰の高い騎馬立ちで

はなく、より腰を落としたナイハンチ立ちなどの特徴がある。泊手は、腰の使い方に拘りがあ

                                                 
67  沖縄県教育庁文化課『空手道・古武道基本調査報告書』榕樹社、1994年、28頁。  
68  同上書、29 頁。 
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って、型などでの移動は、余分に力を入れないことを意識して、呼吸法は自然のままにする。

この自然な立ち方と自然な腰の使い方から威力と身体能力を身に付ける。技のスピード、力強

さと安定感に集中した稽古が行われる69。 

 

④ 上地流系の特徴について 

 上地流空手道は上記の首里手、那覇手、泊手とは異なり、近代において確立した空手の流派

であり、日本の地に根付いて 94年目を迎えようとしている。沖縄空手道の手（ティー）の歴史

的背景と比較するとその史実関係は浅く、若々しい流派と言えるだろう。上地流空手道の初源

は、中国福建省を中心として発達した南派小林拳の門派をくむ、パンガイヌン流と呼ばれる拳

法だと伝えられている70。肉体を極限まで鍛え上げ、鎧を着込んだかのような体と刃物のよう

な拳足を作り上げる。多くの技法を閉手（拳）ではなく開手（拳）で行うため、その鍛錬は、

本来ならば、脆弱で鍛錬が困難な手足の指先にまで及ぶ。過酷とも言える鍛錬を経た貫手と繰

り出される貫手や足先蹴りは、足先は鉄線が通ったかのように強靭に鍛え上げられ、あたかも

鋭利な槍のようになる。清代末期の福建に渡り、中国で武術を学んだ上地完文によって創始さ

れた上地流は、生身の身体を武器と化す、凄まじいまでの肉体鍛錬が大きな特徴の一つとなっ

ている。上地流では、型の体得を稽古の中心に据えている。完文が福建から持ち帰った古伝の

型は「三戦」「十三」「三十六」の 3 つであり、この 3 つの型が上地流の型稽古の主軸となっ

ている。その後、本格的な指導が始まり、流派として体系化が進められていく過程で、新たに

5つの型が創出されていった。 

 完文の長男で上地流宗家二代目である完英によって「完子和」「十六」「完戦」という 3 つ

の型が、完英の高弟として知られ完文にも学んだ糸数盛喜によって「完周」が、さらに完文の

高弟の上原三郎によって「十戦」が、それぞれ上地流の体系を補完する形で創出されていった。

上地流は肉体そのものを武器と化してしまう鍛錬を行う点に特徴がある71。 

 

⑤ その他の沖縄空手の流派 

 以上、沖縄の主要な流派以外に、劉 衛 流
りゅうえいりゅう

、本部流
もとぶりゅう

、本部御殿手流
もとぶうどぅんでぃりゅう

、湖城流
こじょうりゅう

、沖縄拳法
おきなわけんぽう

、 

                                                 
69   DVD 映像：沖縄空手・古武道記録制作委員会『空手とその起源‐最高指導者達が伝承する真の文化

‐』有限会社セカンド、2015 年、参照。 
70  沖縄県教育庁文化課『空手道・古武道基本調査報告書』榕樹社、1994年、29頁。 
71  沖縄県文化観光スポーツ部空手振興課『上地流 UECHI RYU 解説書』沖縄空手流派研究事業、2018年

3 月、4頁。 
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石嶺流
いしみねりゅう

、一心流
いっしんりゅう

、空真流
くうしんりゅう

、剛泊会
ごうはくかい

、孝武流
こうぶりゅう

、渡山流
とざんりゅう

、硬軟流
こうなんりゅう

、昭 平 流
しょうへいりゅう

、中部少林流
ちゅうぶしょうりんりゅう

、

琉 球 少 林 流
りゅうきゅうしょうりんりゅう

などが存在する。 

 なお、近代空手として日本本土で誕生した松濤館
しょうとうかん

（流）、糸東流
しとうりゅう

、和道流
わどうりゅう

、極真
きょくしん

など主な

空手流派に関しても、沖縄空手と流儀はことなるが、武術としての源流が琉球・沖縄にあるこ

とは言うまでもない。 

 

 松濤館の創始者であり「近代空手の父」とも呼ばれる船越義珍 72は沖縄で生まれ、    

松村宗棍73の高弟子の安里安恒74と糸洲安恒75に空手の師として師事している76。松濤館流は一般

的に日本本土の流派というふうに理解されているが、船越義珍の教え、沖縄空手の精神性を色

濃く受け継いでいる流派であることに留意する必要がある。空手の流儀の異なる糸東流、和道

流、極真についても、上述したようにその源流は唐手に辿りつく。 

 極真会館の創始者大山倍達 77は、帰化した朝鮮人で、子供の時から東京で育てられ、    

日本が誇る武道家となった人物である。彼は日本の空手に高いプライドを持ちつつも、空手の

源流は沖縄にあることを充分に認識していた。大山喜久子（娘）によると「空手の演武を行う

ため、沖縄に出張する前に大山はかなり緊張していた。なぜなら、沖縄は空手の本場であって、

尊敬する空手達人たちの前で演武をしないといけないからだ78。」と大山倍達本人が語ってい

たという。 

流派とは、ある空手師匠が始めた空手のスタイル、及びそのスタイルを受け継いでいる   

グループ・組織名などを表示する呼称である。また会派とは、特定の空手流派の中にある、 

                                                 
72  船越義珍（ふなこし ぎちん）、冨名腰とも書く、1868 年 12月 23日‐1957年 4 月 26、沖縄県出身の

空手家。初めて空手を本土に紹介した一人であり、松濤館流の事実上の開祖。戸籍上は明治 3年、1870

年に生まれたことになっているが、本人が東京の医学校入学を希望していたため、自分の生まれた年を

偽ったと『空手道一路』（船越著、1956年）で記している。 
73  松村宗棍（まつむら そうこん）、宗昆とも書く、1809 年‐1899 年、主に琉球王国時代に活躍した沖

縄の武術家。琉球王国時代の最も偉大な武術家の一人であり、今日の首里手系統の空手流派のほとんど

は松村の流れを汲んでいる。 
74  安里安恒（あさと あんこう）、1827年‐1903年、琉球王国時代から明治にかけての沖縄の空手家。

首里手の大家の一人として知られる。 
75  糸洲安恒（いとす あんこう）、1831年‐1915年 3月 11 日、沖縄の空手家。琉球王国時代から明治に

かけて活躍した唐手の大家であり、唐手の「近代化」に着手した最初の人物として知られる。 
76  船越義珍『空手道一路』講談社、1976年、31-43頁参照。 
77  大山倍達（おおやま ますたつ）1923年 7月 27日‐1994年 4月 26日、日本の武道家・空手家であ

り、国際空手道連盟総裁・極真会館館長。極真空手十段。 
78  大山喜久子、聞き取りインタビュー、東京都豊島区池袋にて、2016年 9月。 
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独立した団体名・グループ・集団などを表す呼称である。なお、流派と会派、両方の呼び方を

同様に使うグループもあり、それらの区別に重要な意味を含まないこともある。 

 

第 2項 流派に関する船越義珍の意見 

空手を本土に紹介した船越義珍は「空手流派」について、以下のように述べている。 

 

最近、この道の流派についていろいろといわれているようだが、これを総じて空手道で

こそあれ、そんなにいくつも分れた流派があり得よう筈がないと思う。もっとも古くは、

沖縄で那覇手、首里手などといわれ、これがまた中国における武当山派、少林寺派と関係

があると伝えられてもいるので、沖縄である程度の型を成すまでは、いろいろと流や派の

交錯があったかもしれないとは考えられる79。・・・・・・このように、 現在の空手には、

改まった流儀というようなものはあるべき筈がない。中には、師範者個々の型に対する意

見を中心に、何々流か何々派というようなことを公表している人もあるようだが、この際

はすべてを「空手道」と呼称した方が、将来の発展のために適切ではなかろうかと思う80。 

 

 船越が、空手を多くの流派に区別することについて賛成をしていなかったことが伺える。 

将来の発展のために、すべてを「空手道」と呼称した方が適切だというのが船越の考えである。

また、船越が宗家となった「松濤館」のことを「松濤館流」と呼ばれることについても、以下

の発言から好ましくなく思っていたことが分かる。 

 

よく私達の同門のことを、以上のような意味合いから、「松濤館流」などという文字を

使って呼んでいるのを聞くが、私としてはどうも頷けないのである81。 

 

第 6節 流派・会派の交流 

 沖縄空手のお互いの普及発展を求めて、様々な空手組織が交流したり、連合をしたりするこ

とがある。沖縄県内には多流派を統合する団体として、「全沖縄空手道連盟」・「沖縄県空手

                                                 
79  船越義珍『空手道一路』講談社、1976年、65頁参照。 
80  同上書、66 頁参照。  
81  同上書、67 頁参照。  
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道連盟」・「沖縄空手・古武道連盟」・「沖縄県空手道連合会」の 4 つの組織が存在している。

以下、その概念や目的について紹介する。 

 

表 1 沖縄空手の 4団体 

 

 

設立年： 1967（昭和 42）年  

目的：  沖縄伝統空手道及び古武道の保存・継承及び世界への普及振興を図ると共に、 

空手道及び古武道発祥の地・沖縄が世界の空手の聖地となることをめざす。 

初代会長： 長嶺 将真 

現 会 長： 佐久川 政信 

理事長： 花城 清成 

 

 

設立年： 1981（昭和 56）年 

目的： 海邦国体を実施するために結成され、県民体育大会の空手競技部門の主催、 

  国民体育大会の選手選考会なども行っており、全日本空手道連盟の所属団体と 

  して、沖縄県体育協会にも加盟している。 

初代会長： 長嶺 将真 

会長 ： 照屋 幸栄 

理事長： 新城 清秀 

 

 

設立年： 1982（昭和 57）年 

目的：  海邦国体後に、沖縄の空手古武道を重要な伝統文化として継承発展するために 

   結成された。 

初代会長：  比嘉 佑直 

会長：  阿波根 直信 

理事長：  奥間 隆 

 

 

設立年： 1993（平成 5）年 

沖縄空手・古武道連盟 

沖縄県空手道連合会 

沖縄県空手道連盟 

全沖縄空手道連盟 
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目的：  第一回世界のウチナーンチュ大会（1990年）における演武会を成功させるため 

   結成され、伝統の継承と普及発展を目的としている。 

初代会長： 仲里 周五郎 

会長 ： 島袋 善保 

理事長： 久場 良男 

 

 以下、沖縄空手の理念について 1993年に設立された「沖縄県空手道連合会」の例を紹介する

ことにする。 

 

沖縄県空手道連合会の理念 

 

沖縄伝統空手は、我々の祖先が生み育て、沖縄の風土・歴史の中で磨かれ鍛え上げられ

た沖縄固有の世界的な文化である。それ故、我々は、その正しい保存・継承と更なる普及

振興に努めることを究極の組織使命とする。沖縄伝統空手は、肉体と精神の絶えざる   

鍛錬によって、より高い人格陶冶をはかる“人間修養の道”である。それ故、生涯を  

この“修養道”に打ち込み精励に努めることが大切である。沖縄伝統空手は、世界に類を

見ない“平和の武”である。それ故、われわれは、“平和の希求”と“ぬちどぅ宝”を根

源に置く“沖縄伝統空手の心”を以て世界の平和と人々の幸福に貢献することを    

使命とする82。 

 

 沖縄県空手道連合会の示す「沖縄伝統空手は、肉体と精神の絶えざる鍛錬によって、より高

い人格陶冶をはかる“人間修養の道”である」といった理念については、全ての沖縄空手の組

織についても同様なことがいえよう。沖縄空手では、厳しい修行を通して武術の技と共に高邁

な精神性を身に付けることが重要視される。 

 

表 2 沖縄伝統空手道振興会 

 上記の沖縄空手の 4 団体の活動をサポートするため、沖縄における空手道の統一組織として、

仲井眞弘多沖縄県知事を会長とする「沖縄伝統空手道振興会」が 2008 年に設立された。現在も 

沖縄県知事が会長を務める。 

                                                 
82  沖縄県空手道連合会の公式ホームページ www.k-rengoukai.okinawa（最終閲覧日 2018年 11月 1日）。 
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表 2 

  

日本本土でも同じく、様々な空手の団体が存在する。最近でも、新たに全日本フルコンタク

ト空手道連盟（英語：Japanese Fullcontact Karate Organization）という組織が 2013 年に設

立されている。JFKO 公式ホームページによると、2018 年 4 月末現在、302 の流派団体が加盟し

ている83。 

 また、世界レベルの空手組織として WKF（英語：World Karate Federation）世界空手連盟が

ある。この組織は、スポーツとしての空手を支えながら、オリンピック種目への追加申請に最

も力を尽くした団体でもある。おそらく、2020 年東京五輪で空手が正式種目として初登場する

ことにあたって、WKFが主催者（管理団体）として選ばれるであろう。 

 

第 7節 武術と武道について 

 日本国内でも、海外でも「武道」という言葉が、空手や柔道・剣道・合気道などを纏める、

いわゆる伝統的な日本の格闘技を纏める類型として使われることが多い。しかし、それは時と

して「武術」と同様に混用されることがあり、その本質・奥義についての検討はなされていな

いように思える。以下、武道の本質について、また武道と武術の関係について述べたい。 

 先ず、宇城憲治84による「武術から武道への昇華」という記事を紹介することにする。 

                                                 
83   JFKO公式ホームページ URL: http://fullcontact-karate.jp/jfkoinfo （最終閲覧日 2018 年 10月 1

日）。 
84  宇城憲治（うしろ けんじ）、1949年 1月 15日生まれ、日本の空手家、宮崎県小林市出身、創心館

空手道範士八段。 

沖縄伝統空手道振興会

副会長 島袋善保

沖縄県空手道連合会

副会長 照屋幸栄

沖縄県空手道連明

副会長 佐久川政信

全沖縄空手道連盟

理事長 阿波根直信

沖縄空手・

古武道連盟連盟

会長 翁長雄志

沖縄県知事
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武術から武道への昇華 

武道と言えば、空手道・剣道・柔道・弓道・合気道……などのことを言います。 

 そもそも武道とは、武術から "道“になること、つまり稽古を通しての人間形成に  

重きを置いてできた言葉であり、空手術から空手道、剣術から剣道、柔術から柔道という

具合に、時代とともに変遷してきました。ところが近年武道は、競技試合の傾向が強くな

り、ルール上の制約から、本来の武術の技は制限され、それに代わって競技試合に有利な

単純な技だけが残りました。それは、技とは言えない内容になっていると言っても過言で

はありません。 

 またその稽古のあり方も、勝敗に重きを置いた相対性の強いものになっており、   

今や武道はスポーツと言ったほうが誰の目にも適正に写ると思います。 

 武術の歴史をひもといた時、武術とは本来自分を護ることにあり、また敵を倒すことに

ありました。しかしそのような生か死かという場に臨み、またそのような場を何度もくぐ

り抜けることによって、武術のあるべき姿は必然的に「戦わずして勝つ」という方向へ導

かれていったと言えます。そして、そこに「戦わずして勝つ」を裏付ける術技や心のあり

方などの極意が生み出されていったと考えます85。 

 

 沖縄で誕生した空手は元々武術であり、それが本土に伝わり、武道に昇華され、空手道と呼

ばれるようになっている。宇城の考察によると、「空手道」とは、「術」から「道」に昇華し

たもの、つまり技術から稽古を通しての人間形成に重きを置いて発展したものが「空手道」で

ある。空手道は、空手術から発達したものである。武道の技術的な面は武術であり、それはど

の武道においても基礎である。先ずは武術があって、それが昇華して武道になるというのが、

宇城の指摘である。 

 

第 8節 沖縄空手の先駆者 

琉球王国時代に活躍していた「唐手家」の名を挙げると、先ずは空手の先駆者たち、佐久川

寛賀（1786-1867 年）86、 松村宗棍
まつむらそうこん

（1806-1876 年）、安里安恒
あさとあんこう

（1827-1906 年）、松茂良興作
まつもらこ うさく

（1829-1898 年）87、糸洲安恒
いとすあんこう

（1831-1915年）の名が挙がるであろう。 

                                                 
85  宇城憲治『武術空手への道』どう出版、2003年、10 頁参照。 
86  ドラゴン・イケミヤ共同提案体『空手発祥の地・沖縄』沖縄県、2017年 3 月、4 頁参照。 
87  同上書、31 頁参照。 
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 近代の沖縄空手の流祖としては、知花朝信
ちはなちょうしん

（1885-1969 年）88、比嘉佑直
ひがゆうちょく

（1910-1994 年）、

喜屋武朝徳
きゃんちょ うとく

（1910-1994 年）89、 摩文仁賢和
ま ぶ に け ん わ

（1889-1952 年）90、船越義珍
ふなこしぎちん

（1868-1957 年）、

本部朝基
もとぶちょうき

（1870-1944 年）、屋部憲通
や べ け ん つ う

（1866-1937 年） 91、東恩納寛量
ひがおんなかんりょう

（1853-1915 年）、  

宮城長順
みやぎちょうじゅん

（1888-1953 年）92、上地完文
うえちかんぶん

（1877-1948年）93らを挙げることができる。 

 上記の人々は空手（唐手）を極め「空手達人」と称されている。「空手達人」とは新しい造

語で、明確な定義は未だなされていない。 

 

本研究における空手達人とは 

 第 2 章で詳述する本研究の聞き取りインタビューの対象となる「空手達人」とは、以下の条

件を満たす者とした。 

必須条件 1．空手歴が 50年以上の者であること。 

必須条件 2．空手の指導歴が 30年以上の者であること。 

必須条件 3．空手家として社会貢献や多くの功績を残した者であること。 

なお、沖縄県指定無形文化財保持者として認定された者は、優先的に選択した。 

 本稿におけるインタビューの対象者には、様々な意見を聞きながら、空手達人としての社会

貢献や業績、周囲の評判、それから所属流派会派のバランスも意識しながら、そのすべてを真

剣に検討し、東恩納盛男
ひがおんな もりお

（剛柔流）、新里勝彦
しんざとかつひこ

（松林流）、島袋善保
しまぶくろぜんぽ

（少林流）、知念賢祐
ちねんけんゆう

（小林流）、比嘉稔
ひがみのる

（小林流）、新城清秀
しんじょうきよひで

（上地流）を選んだ。 

                                                 
88  ドラゴン・イケミヤ共同提案体『空手発祥の地・沖縄』沖縄県、2017年 3 月、41 頁参照。 
89  同上書、51 頁参照。 
90  同上書、67 頁参照。 
91  同上書、121頁参照。 
92  同上書、129頁参照。 
93  同上書、155頁参照。 
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第 2章  空手の精神性 

第１節 精神修養としての空手の持つ意義 

 琉球で誕生した空手の持つ武術としての意義を考える際、技術的な武術としての意義は  

もちろんのこと、他に精神修養としての意義を示すことが重要となる。 

 嘉手苅徹は、「沖縄空手の創造と展開」をテーマとした博士論文の中で、以下の 3 つの空手

の特徴を示している。 

 

 近世琉球の徒手武芸、唐手の特徴を見ると、3 つの側面の重なりを持つことが分かった。

１つ目は武術としての殺傷性を持つこと、2 つ目は教養としての武芸、3 つ目は芸能として

の役割で、それらが重なり合った全体像を持っていたと考えられる94。 

 

 嘉手苅は、武術としての役割と教養としての役割以外に、芸能としての役割も指している。

嘉手苅の指摘は、1839 年に御冠船踊り中秋の宴に「武術唐棒」の演武が行われていた史実を踏

まえてのことであろうが、同様の指摘は、「＜門外不出＞の武術として限られた一部の人達に

よって行われていた“空手”は、学校生徒をはじめ、農村の人達にも浸透するようになり、地

域の行事・学校の行事の演目としても登場することとなった95」と、盧姜威の博士論文でもな

されている。 

芸能としての空手については別稿で考察することにし、本稿では精神修養としての空手につ

いて考察を行う。近年諸外国における空手入門者増加は、主として護身術を修得することを目

的とする場合が多い。その背景には、世界各地における犯罪件数の増加や治安の悪化がグロー

バル化の進展に伴い懸念されていることもあるだろう。しかし、日本国内においてはその治安

の良さや警察への信頼などから、護身術としての必要性は海外ほど感じない。そのため護身術

としてよりも、精紳修養として品性や人格を養うことを主な目的とする空手家もいる。特に空

手の発祥地である沖縄では精紳修養としての側面が非常に重視されている。 

沖縄で 2006 年～2007 年に、カナダの研究者サマンサ・メイにより、空手家を対象に実施さ

れたアンケートの結果が、その事実を証明している。「空手道場に入門した目的は？」という

                                                 
94  嘉手苅徹『沖縄空手の創造と展開』－呼称の変遷を手がかりにして－、早稲田大学審査学位論文博士

（スポーツ科学）概要書、2017年 7 月、1 頁参照。 
95  盧姜威「『沖縄伝武備志』の研究 - 沖縄空手との関わりを中心に -」博士論文、沖縄県立芸術大学、

2011年 、181頁。 
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質問に、66％の対象者は「精神的に強くなりたいと思った。」と答えている96。また、日本本

土で 1981 年 8 月～9 月に実施された空手道指導者を対象にした調査の結果97によると、52.6％

の対象者が指導の目標は「精神の鍛錬」と答えている。 

 海外においても、空手の精紳修養としての側面に最近注目する人々が増えてきている。  

グローバル化の進展に伴い、個人がその支えとし得る思想そして人間性を見失いつつある。 

現在、現代社会において、空手による精紳修養は一つの人間教育の方向性を示唆しているよう

にも思える。 

 外国の場合、ほとんどの入門者は最初にとにかく強くなりたいという持ちで空手道場に  

入門する。初心者が望んでいる強さというのは、まず肉体的な面や技術的な面の強さである。    

その願望は決して間違っていないが、しかし空手の技を取得するために、それと同時に   

精神的な面でも強くならないといけないと、多くの沖縄の空手家は考えている。空手修行には

２つの目標がある。その１つ目は、保身術（護身術）としての技法を修得であり、２つ目は心

術（空手精神）の開拓および養成である。 

 本章では「空手の精神性」、空手という武術に含まれている精神的な教え、心の持ち方、 

心身の鍛え方を具体的に考察することにする。 

 以下、空手の先駆者たちが残した著書を参照し、彼らが弟子たちに教えていた空手のもつ精

神性を、座右の銘を通して検討する。 

 

第 2節 空手先駆者の座右の銘 

第 1項 松村宗棍
まつむらそうこん

の座右の銘 

松村宗棍（宗昆）は、1809年に首里山川村で生まれた空手達人だった。彼は、第二尚氏王統

の 17 代尚灝王、18 代尚育王、19 代尚泰王の三代にわたって、御側守役（要人警護職）を務め

た。松村は役職のかたわら、国王の武術指南役も務めたといわれている。 

 

彼は、以下の遺墨を残している。  

                                                 
96  Samantha May “Uchinaaguchi Language Reclamation in the Martial Arts Community in Okinawa and Abroad

“ (日本語訳：沖縄及び海外の武道コミュニティにおける沖縄語の復活)琉球大学 2015年 3月 19日。 
97  調査時期：1981年 8月～9月、調査対象：全国高等学校空手道連盟加盟校のうち、昭和 55年・56年度

全国高等学校空手道選手権大会出場校の指導者 216名（回答率：147名、68.1％）であった。空手道指導

の目標は、「精神の鍛錬」52.6％、「健康つくり体力つくり」28.1％、「技能の向上」19.3％と回答さ

れた。田辺英夫、田中鎮雄、日下修次「高校空手道部指導にみる価値志向」武道学研究 14巻 2 号 49-50

頁 1981年、50 頁参照。 
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【原文】 

「人常敬恭 則心常光明也98」 

 

【現代日本語】             

「人、常に敬 恭
けいきょう

なれば、則ち心は常に光明
こうみょう

なり」        

 

【解説】 

現在、沖縄空手会館の展示室に松村宗棍の遺

墨（実物をもとに複製されたもの）が展示され

ている。 

原文の「人常敬恭 則心常光明也」は、中国

の儒学者朱子の問答録である「朱子語類
し ゅ し ご る い

」から

の引用されたものだと言われている。 

 松村は、文武両道、つまり武術と学問その両

道に優れた武人として知られている。宮城篤正

は、その著書『空手の歴史』の中で、松村宗棍

の遺墨について、以下のように述べている。 

 

  武士松村も文武両道に秀でた武人として

知られ、ここに掲載する遺墨はまさにその

ことを証明するにふさわしい好資料であ

る。宗昆七十六歳のときに書いたもので、

筆力や語句などからいかにも武人らしい作

品である99。 

写真 4     

 松村宗棍の遺墨 100 

沖縄県豊見城市・沖縄空手会館  

                                                 
98  宮城篤正『空手の歴史』ひるぎ社、1987 年、6 頁。 
99  同上書、6頁。 
100  撮影：Andrzej Zacharski、場所：沖縄県豊見城市・沖縄空手会館、2017年 10月。 
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 松村が残した遺墨では「敬 恭
けいきょう

」の重要性が強調されている。武道の修行において、実力を養

い自信を付けることによって人は強くなっていく。体力を付けることや技術を上達させること

は、一つの修練であり、それと同時に心の修練も求められる。強くなれば強くなるほど、礼節

と謙虚の精神も必要になってくる。言い換えれば、肉体的な強さとのバランスを整えるために、

敬恭の心を育てないといけないと、松村はいっているのである。松村は、この座右の銘を通し

て、人間が常に謹んで敬う心をもっていれば、その人の人生も常に光明に照らされたものとな

ると自ら戒めている（空手修行における謙虚さと礼節さの重要性については、本章第4節「道場

訓」＜58頁＞で詳述する）。 

 

第 2項 喜屋武朝徳
き ゃ んち ょう とく

の座右の銘 

 1870年、首里儀保村（現・那覇市首里儀保町）に生まれた喜屋武朝徳は、以下のことを弟子  

たちに伝えている。 

 

長年修行して体得した空手の技が、生涯を通して無駄になれば、空手道修行の「目的」が

達せられたと心得よ！101 

 

【解説】 

 喜屋武朝徳は、空手の技を一生一度も使わずに生きることができたら、修行の目的を達成し

たことになる。つまり、空手の技を正しく取得し、そして空手の精神も正しく理解すれば、 

心が豊かになり、敵を引き寄せることもなく、一生戦わずしてすむ、と言っているのである。 

喜屋武の言葉の中では、「精神性」について直接触れてはいないが、その言葉の裏にまさに

「平和の精神」が読み取れる。空手は戦うことを学ぶ武術であると同時に、無意味な喧嘩をさ

ける、そして戦いを防ぐ精神を養うものである。よって、真の空手の道を極めたいのであれば、

その考え方を強く意識しながら修行するべきだと彼は諭している。一生戦わない、喧嘩をしな

いということは理想であって、完璧に達成することができないにしても、その方向に向かって

常に努力する平和を愛する心を育成することが大切だ、と彼は力説している。 

 

                                                 
101  伊禮博『沖縄空手界のチャンミーと呼ばれた漢 : 新説喜屋武朝徳』凰庵堂プロジェクト、2010年、

20 頁。 
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 「戦わずして勝つ」102の思想は、喜屋武の教えに相通ずると共に、宮城長順の「人に打たれ

ず人打たず、事なきを基とするなり」という座右の銘にも相通ずる。宮城は、喜屋武と同世代

で、1888年に那覇市に生まれた剛柔流の開祖である。 

 口伝によると、喜屋武の前の世代にあたる安里安恒
あさとあんこう

が一生一度も空手の技を使わなかったと

いう。「武人の伝記には、いわゆる実戦談、武勇談がつきものである。しかし、糸洲安恒先生

に関してそれがない。その長い空手ひとすじの生涯で、一度として他人と争い、けんかをした

という類の晩話がないのである。まことに高徳の君子の武匠であられた103。」 

 

 第3項 宮城長順
みやぎちょうじゅん

の座右の銘 

 

人に打たれず人打たず、事なきを基とするなり104。 

 

 剛柔流の宗家・宮城長順の座右の銘「人に打たれず人打たず、事なきを基とするなり。」も 

また、空手家は喧嘩や争い事を避けるように、心掛けるべきだという、非常によく空手の 

「平和の精神」を表している。 

 「事なきを基とするなり」とは、人間関係を円滑に行い、人に非難されないように、   

人に対して寛容になるように、穏やかな生活をおくらなければいけないという意味である。 

空手家は、万事に争いのない生活を基本として、周りの人々と友好な関係を保つことに   

努めるべきであり、口論を含めて、決して争ってはならないといったことを諭している。 

 

第4項 本部朝基
もとぶちょうき

の座右の銘 

  

すべては自然であり、変化である。構えは心の中にあって、外にはない105。 

 

【解説】 

                                                 
102  「戦わずして勝つ」は、紀元前 500年頃の中国春秋時代の軍事思想家孫子が著した「兵法」に記され

た名言である。兵法の第三章「謀攻篇」に、その一節がある。原本の日本語現代語訳では「戦わずして

人の兵を屈するは、善の善なる者なり。」としている。「孫子」は、孫武の尊称である。 
103  長嶺将真『史実と口伝による沖縄の空手・角力名人伝』新人物往来社、1986年、78頁。 
104  高宮城繁・新里勝彦・仲本政博『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008年、533 頁。 
105  小沼保『本部朝基正伝』壮神社、2000年、82頁。 
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 本部朝基は、上述したように実戦空手の達人である。彼は自らの経験を通して、自然の成り

行きとして周りは常に変化し続けるため、それに対して臨機応変に対応できるように自らも常

に柔和で自然体であらねばならないと述べている。「構えは心の中にあって、外にはない」と

いうのは、空手家が持つべき正しい心構えを教示している。それは、身体的な外見上の構えで

はなく、心の内にある、泰然自若、柔和にして自在の心構えというべきものである。実践空手

で鍛えてきたからこそ、言える達観したことばである。 

 

第 5項 松茂良興作
ま つ もら こう さく

の座右の銘 

 

生半可は自滅である 仁、義、礼、智、信の五常をわきまえよ106。 

 

【解説】 

 松茂良興作は、那覇市泊出身の空手達人である。松茂良は、空手を志す者は中途半端に   

いい加減に修行をするのは自滅のもとであると戒めている。そして、空手家は仁、義、礼、智、

信の五つの徳を大切にして、修行に努めるべきだと述べている。仁とは深い思いやりの心、  

義とは利欲にとらわれない正義の心、礼とは礼節を知る心、智とは道理を知り正邪を見抜く智

慧であり、信とは友情に厚く誠実であることである。仁、義、礼、智、信とは、孔子・孟子が

守るべき人としての道、そして徳を説いた儒教の教えである｢五常の徳｣のことで、「五常」と

も言われている。厳しい修行を通して、自分には厳しく、周囲の人々には礼節をもって寛容・

寛大に、かつ邪悪を見抜く正義に基づいた深い思いやりの心を持つことが肝要だと説き、そう

した人格的修養を松茂良は最も重視していた。 

 

第 6項 安里安恒
あさとあんこう

の座右の銘 

 

人の手足は剣と思え107 

 

                                                 
106  高宮城繁・新里勝彦・仲本政博『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008年、522 頁。 
107  船越義珍『空手道一路』講談社、1976年、33頁参照。 
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【解説】 

 武器を持たない素人といえども、必死になればその手足は刃物と同様の威力を      

発揮することもある。まして、空手の修行者であれば、その手足は剣や刃物と変わらない凶器

である。よって、素手での稽古といえども気を抜いてはならないし、自らの行動についても 

自分の手足は凶器であることを深く理解して、妄りに使わないよう戒めなければならない、 

と説いている。 

 前述したように、口伝によると糸洲安恒は一生一度も争い、喧嘩をしなかった。長嶺将真は、

彼について、次のように述べている。「翁の長い空手道人生の中で一度の闘争もされなかった

ということは、翁が深く人間を尊重されたためである。武の理想である＜戦わずして勝つ活人

拳＞、すなわち＜空手に先手なし＞という空手道の真理を身をもってわれわれに示されたもの

と筆者が受けとめている108。」 

 確かに、糸洲が深く人間を尊重したことは、この「人の手足を剣と思え」の座右の銘からも

伺える。 

  

第 3節 糸洲安恒 唐手心得十ヶ条 

糸洲安恒の「唐手心得十ヶ条」は近代空手の発展に大きな影響を与えたといわれている。 

以下、糸洲の「唐手心得十ヶ条」に見える精神性について紹介する。 

唐手心得十ヶ条 

 

【原文】 

唐手は儒仏道より出候ものに非ず往古昭林流昭霊流と云（ふ）二派支那より伝来（し）たるも

（の）にして両派各々長ずる所あ（り）て其儘保存して潤色を加ふ可らざるを要とす仍而心得

の條々左記す。 

一、唐手は体育を養成する而己ならず何れの時君親の為めには身命をも不惜義勇公に奉

ずるの旨意にして決して一人の敵と戦ふ旨意に非ず就ては万一盗賊又は乱法人に逢ふ時 

                                                 
108  長嶺将真『史実と口伝による沖縄の空手・角力名人伝』新人物往来社、1986年、91頁。 
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は成丈け打ちはずし（す）べし盟て拳足を以て人を傷ふ可らざるを要旨とすべき事。 

二、唐手は専一に筋骨を強（く）し体を鉄石の如く凝堅め又手足を鎗鋒に代用する目的

とするものなれば自然と勇武の気象を発揮せしむ就ては小学校時代より練習致させ候

はヾ他日兵士に充るの時他の諸芸に応用するの便利を得て前途軍人社会の一助にも可相

成と存候最もウエルリントン侯がナポレオン一世に克捷せし時日（く）今日の戦勝は我

国各学校の遊戯場に於て勝てると云々と実に格言と云ふ可き乎。 

三、唐手は急速には熟練致し難く所謂牛の歩の寄りうす（おそ）くとも終に千里の外に

達すと云ふ格言の如く毎日一、二時間位精入り練習致し候はヾ三、四年の間には、通常

の人と骨格異り唐手の蘊奥を極める者多く出来致る可と存候事。 

四、唐手は拳足を要目とするものなれば常に巻藁にて充分練習し肩を下げ肺を開き強く

カを取り又足も強く踏み付け丹田に気を沈（め）て、練習すべき最も度数も片手に一、

二百回程も衝くべき事。 

五、唐手の立様は腰を真直に立て肩を下げ力を取り足に力を入り（れ）踏立て丹田に気

を沈め上下引合す（せ）る様に凝堅も（な）るを要とすべき事。 

六、唐手表芸は数多く練習し一々手数の旨意を聞き届け是れは如何なる場合に用ふべき

かを確定して練習すべき且入受はづし取手の法有ㇾ之是又口傳多し。 

七、唐手表芸は是れは体を養ふに適当するか又用を養ふに適当するかを予て確定して練

習すべき事。 

八、唐手練習の時は戦場に出る気勢にて目をいからし肩を下げ体を堅め又受けたり突き

たりする時も現実に敵手を受け又敵に突当る気勢の見へる様に常々練習すれば自然と戦

場に其妙相現はるものになり克々注意すべき事。 

九、唐手の練習は体力不相応に余り力を取過しければ上部に気あがりて面をあかみ（め）

又眼を赤み（め）身体の害に成るものなれば克々注意すべき事。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%AA%E3%83%BC_(%E5%88%9D%E4%BB%A3%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E5%85%AC%E7%88%B5)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%88
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十、唐手熟練の人は往古より多寿なる者多し其原因を尋るに筋骨を発達せしめ消化器を

助け血液循環を好し多寿なる者多し就ては自今以後唐手は体育の土台として小学校時代

より学課に編入さ（れ）広く練習致させ候はヾ、追々致二熟練一一人にて十人勝つ輩も

沢山可ㇾ致二出来一と存候事。 

右十ヶ條の旨意を以て師範中学校に於て練習致させ前途師範を卒業各地方学校へ教鞭を採る

の際には細敷御示論各地方小学校に於て精密教授致させ候はば十年以内には全国一般へ流布致

し本県人民の為而己ならず軍人社会の一助にも相成可申哉と筆記して備二高覧一候也。 

糸洲安恒 明治四十一年戊申十月 
109 

 

【意訳】 

唐手は儒教や仏教に由来するものではなく、その昔、昭林流と昭霊流という二つの流派が中

国から伝わったものである。両派はそれぞれ特性があるのでそのまま保存して潤色を加えては

ならない。下記の条文は唐手修練の心得である。 

一、 唐手は体育の養成を果たすだけでなく、何時の日か国や親のために身命を賭して尽くす

義勇の精神を培うものである。したがって、単に一人の敵と戦うということではない。た

とえ盗人や暴漢に出会うことがあってもできるだけ戦いを避さけて、鍛えた拳や足でもっ

て傷つけないよう心得るべきである。 

二、 唐手はもっぱら鍛えることで筋骨を強靭にし、身体を鉄や石のように固めることができ、

手や足は槍や鉾に代わるような武器となる。その結果、自然に勇武の気性を発揮するよう

になる。それ故、小学校時代より唐手の練習をさせていけば、将来、軍人になった時に他

の諸芸（武芸）の練習にも適用ができ軍人社会にも貢献できる。かつて、ウェーリントン

候がナポレオン一世に勝利した時に「今日の戦勝は我が国の各学校が遊技場（競技場）で

（身体を鍛えていたから）勝ったのだ。」と云った。実にそのとおりであり格言にしたい

言葉である。 

三、 唐手は急速に熟達するのは難しい。よく「牛は歩みがのろいが歩みつづけているうちに

千里を越えて進む」と言われる。唐手も毎日一、二時間ほど精魂をこめて練習すれば、三、 

                                                 
109 長嶺将真『史実と口伝による沖縄の空手・角力名人伝』新人物往来社、1986年、91頁。 
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四年後には通常の人と骨格が変わってくるばかりか、唐手の奥義を窮める者が数多く現れ

てくるだろう。 

四、 唐手は拳や足を鍛えるのが重要なので常に巻き藁で充分な練習をしなければならない。

その際、両肩を下げ、胸を張り、体を引き締め、さらに足を強く踏みしめ丹田に気を集中

して練習するとよい。突きの練習は片手一、二百回ほどおこなうとよい。 

五、 唐手の立ち方は腰を真っすぐに立て、両肩を下げ体を締め足は力を入れて踏み、丹田に

気を集中して立つ。上体と下体は互いに引き合うように固めるのが肝要である。 

六、 唐手の表芸（型）は数多く練習し、型の中にある一つ一つの技動作の意味を理解し、そ

れをどのような場合に用いるかを確かめながら練習すべきである。入受外し（入り身技）

や取手の法（取り手技）は口伝で教わるものである。 

七、 唐手の表芸（型）は身体強化（体錬）を目的とするものか、応用実践（技練）を目的と

するものか確定して練習すべきである。 

八、 唐手の練習の時はあたかも戦場に出掛けるような意気込みで目をかっと見開き体を堅め

る。受けたり突いたりする時も現実に目前の敵と攻防しているかのような迫力をもって練

習するとよい。その成果は実際の戦場に置かれた時に自然に表れるものである。そのこと

を肝に銘じるべきである。 

九、 唐手の練習は己の体力不相応に力を入れて力みすぎると上気し、顔が赤み、目も充血し

てくる。これは体を損なうことなのでよくよく注意すべきことである。 

十、 唐手を熟達した人には、昔から長寿が多いといわれている。要因を探ってみると、唐手

の稽古は筋骨の発達を促し、消化器の働きを助け、血液の循環もよくするからである。今

後、唐手を体育の土台として小学校時代から学課として取り入れて広く多くの者に練習さ

せれば、ゆくゆくは一人で十人と勝負のできる熟達の者が数多くあらわれることだろう。 

この十箇条の意図にしたがって、師範学校や中学校において唐手の教育を行い、師範学校を

卒業して将来各地方学校で教鞭をとる際に、各地方の小学校において丁寧且つ規律正しく指導

していけば十年以内に全国へ伝播していく。それは本県民にとっても軍人社会にとっても有意

義なことである。その由を記して高覧に供したい。 

糸洲安恒 明治 41年戊申十月110 

                                                 
110  ドラゴン・イケミヤ共同提案体『空手発祥の地・沖縄』沖縄県、2017年 3 月、24 頁。 
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糸洲が 1908年に「唐手心得十ヶ条」を著した時期は、まさに日本が軍国主義を国策に掲げて

いた時期で、十ヶ条には、そうした軍国主義の影が色濃く照射されている。そうした中で、 

糸洲は、「唐手は義勇の精神を培うものである」と述べ、更に、「唐手はもっぱら鍛えること

で筋骨を強靭にし、身体を鉄や石のように固めることができ、手や足は槍や鉾に代わるような

武器となる。その結果、自然に勇武の気性を発揮するようになる。」といっている。糸洲は唐

手の存在を世に知らしめた啓発的な人物である。当時は、唐手師範の多くは糸洲が改変した型

の幾つかしか知らなかった。そこで、一般の学校師範においても唐手が教えられるように創意

工夫した新しい型を開発している。ピンアン（平安）の五つの型やパッサイ（抜塞）小、   

クーサンクー（公相君）小などがその例といわれている111。そうした型の修練において、糸洲

は体を鍛えるのみならず、義勇の精神を培うことを強調して、さらに「空手に先手なし」の精

神も織り込んでいる。石田肇は、「沖縄空手道における糸洲安恒の役割について」で、糸洲の

目指した空手の精神性について、次のように述べている。 

第一ヵ条の前段でいう「唐手は体育を養成する而己ならず何れの時君親の為めには身命

をも不惜義勇公に奉ずるの旨意」であると、明確にそのよって立つ大義が述べられている。

それ故にこそ、空手道は「決して一人の敵と戦ふ旨意に非ず」という、自己自身のための

私闘あるいは単なる闘争の具・手段としての意図が厳しく否定されているのである。そし

てこれに続く後段の例示的表現として「万一盗賊又は乱法人に逢ふ時は成丈け打はずすべ

し盟て拳足を以て人を傷ふ可らざるを要旨とすべき事」という倫理観が導き出されている

ものと解するべきであろう112。 

 

第 4節 道場訓 

 現在、多くの空手流派には、心の持ち方や道徳的な教えを諭す「道場訓」、或いは「空手修

業の訓」と呼ばれるものが存在する。空手の精神性は、この「道場訓」にもよく表れている。

以下、各流派の道場訓を紹介し、その具体的な考察を試みる。先ず、道場訓として最もよく知

られている松濤館と剛柔流の道場訓を紹介する。 

 

第 1項 道場訓 空手流派名：松濤館 

                                                 
111  ドラゴン・イケミヤ共同提案体『空手発祥の地・沖縄』沖縄県、2017年 3 月、26 頁。 
112  石田肇「沖縄空手道における糸洲安恒の役割について」武道学研究 20 巻 1号、1987年、19頁。 
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宗家：船越義珍（1868年 12月 23 日‐1957 年 4月 26 日） 

松濤二十訓 113 

1. 空手道は礼に始まり礼に終る事を忘れるな 

【解説】 

 空手の稽古が礼（お辞儀）に始まり、礼（お辞儀）に終わるべきことという意味はもちろん

だが、それだけではない。道場外でも、周囲の人に対してきちんと心のこもった挨拶をするこ

とも示す言葉で、人生すべてにおいて礼を尽くすべきだという意味も含む（詳しくは本章第 5

節第 1項＜70 頁＞参照）。 

 

2. 空手に先手なし 

【解説】 

 上述したように、「先手なし」とは、空手家は自ら攻撃をしてはいけない、争いを    

起こしてはならないという意味を持つ（詳しくは本章第 5節第 2項＜72頁＞参照）。 

 

3. 空手は義の補け 

【解説】 

 勇猛果敢の精神を喪失してはいけない、正義感をもたなければならいという意。 

 

4. 先づ自己を知れ而して他を知れ 

【解説】 

 空手の修行を通して、先ずは自分自身について長所や弱点など様々なことを知らなければな

らない。そして他者を知れという意。 

 

5. 技術より心術 

【解説】 

空手で、技術はもちろん大事だが、それよりもっと大事なのは、その精神（心術）だという意。 

 

6. 心は放たん事を要す 

                                                 
113  『拳』慶応義塾空手研究會、1930 年、1－2 頁。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E8%B6%8A%E7%BE%A9%E7%8F%8D
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【解説】 

 いつでも、心を放ち（安定した状態に保つ）、物事に執着しない精神を持てという意。 

 

7.  禍は懈怠に生ず 

【解説】 

 自分自身に厳しく怠ることを許さず、高い集中力を持ち続けなければならない。そうするこ

とによって、禍を避けることができるという意。 

 

8. 道場のみの空手と思ふな 

【解説】 

 空手は道場で習うが、外に出たら、道場で習ったこと日常生活で活かせないといけない。  

外での護身は言うまでもなく、学校でも、職場でも、社会人として道場で学んだマナー、   

心の持ち方なども実践すべきであるとの意。 

 

9. 空手の修業は一生である 

【解説】 

 空手は競技スポーツと違って、若い時のみ、或いは楽しい時のみにするものではない。   

日々鍛錬の重ね、日々育成するものである。修業は一生続くという意。 

 

10. 凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり 

【解説】 

  日常生活の中で、空手の精神、心構えを活かせ。それが人生の妙味を知る契機となるとの意。 

 

11. 空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る 

【解説】 

 空手の稽古は日々絶えることなく休まず行わなければならない。さもないと、取得した技術

（武術）を忘れ失うこととなるとの意。 

 

12. 勝つ考は持つな負けぬ考は必要 
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【解説】 

 常に勝つことばかりを考えるな。負けない自己を克服する精神を宿せとの意。 

 

13. 敵に因って轉化せよ 

【解説】 

 敵を正しく知り、守備の弱点を見つけ、臨機応変に対応することで、勝負は決まるとの意。 

 

14. 戦は虚実の操縦如何に在り 

【解説】 

 戦いの場面においては、相手の体の動きの強靭さと弱点を見極め、それに自分の体の動きを

正しく合わせることによって、勝負が決まるとの意。 

 

15. 人の手足を剣と思へ 

【解説】 

 相手（敵）の手や足を剣だと思い、打たれないように常に気を付けよ。それと同時に、自分

自身の手足も凶器になることを認識し、妄りに突いたり蹴ったりしてはならないとの意。 

 

16. 男子門を出づれば百万の敵あり 

【解説】 

 外に出ると、周囲は敵だらけであること知らなければならない、自己を防衛する手立てを常

に考えてなければならないとの意。 

 

17. 構
かまえ

は初心者に後は自然体 

【解説】 

 初心者はしっかりした立ち方と構えの基礎を学ぶべきだ。上級者は戦い方を知っているの

で、自分が稽古の中で鍛え上げた自然体の立ち方・構えで良いとの意。 

 

18. 形は正しく実戦は別物 

【解説】 
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 形（型ともかく）は、特定の技と動作を磨くために、伝統的な空手の修練方法の一つである。

形の練習はいつも正確に行うべきだ。形はあくまでも修練方法であって、実戦は別物という 

理解が重要である。なぜなら、実戦では、形の中に含まれていない攻撃や相手の動きもあり 

得るから、それに対する臨機応変な対応を極めることも肝要だとの意。 

 

19. 力の強弱体の伸縮技の緩急を忘れるな 

【解説】 

 空手の技は、力を入れるとことと抜くところを意識しながら、そして技の柔軟性と    

スピードを忘れずに稽古せよとの意。 

 

20. 常に思念工夫せよ 

【解説】 

 様々な戦いを想定し普段から、その場に応じた自己防衛の対応、或いは攻撃された際の、  

それに適う武術を思案し工夫しなければないとの意。 

 

【解釈】 

船越義珍が示した空手道二十訓には、武術を極める以外に、精神的な教えなど、空手家にと

って貴重な訓辞が数多く留められている。上述した「空手に先手なし」も、彼の訓辞を通して

知られ、それは空手の本質を表現した言葉として有名になり、世界中に伝わっている。また

「空手は礼に始まり、礼に終わる」という言葉も、流派を超えて、空手界に広く知られる言葉

となっている（本章第 5節「空手家の本義」＜70 頁＞参照）。 
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写真 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「松濤館二十訓」モニュメント 114 

 

                                                 
114  撮影：Andrzej Zacharski、場所：那覇市奥武山公園、2018年 8月。 
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第 2項 道場訓 空手流派名：沖縄剛柔流空手道協会 

宗家：宮城長順（1888年 4月 25日‐1953年 10月 7日）115 

道場訓 116  

一、謙虚にして礼儀を重んぜよ  

【解説】 

常に謙虚で、礼儀を重んじなければならないとの意。 

一、心体力に応じて適度に修行せよ 

【解説】 

自分の体力と精神力を意識しながら、それに合わせた適切な稽古量を積まなければならない。 

一、初真剣に工夫研究せよ 

【解説】 

いつも自分のことを初心者だと思いながら、真剣に空手を極める探求を行わなければならない。 

一、沈着平静にして俊敏自在なれ 

【解説】 

常に自分の心を落ち着かせて、才知が優れた判断と行動が素早くできる状態を目指すべきだ。 

一、摂生を重んぜよ 

【解説】 

常に自分の健康を大切にするべきだ。 

一、質素な生活をせよ 

【解説】 

贅沢な生活を求めずに、慎ましくて倹約な生活に徹すべきだとの意。 

一、慢心せぬこと 

【解説】 

修行の道において、おごりたかぶることなく、稽古を続けるべきだとの意。 

一、撓まず屈せず修行を永続せよ 

【解説】 

空手は、生涯の修行を求めながら、稽古はたゆまず、いつまでも続けるべきものだという意。 

                                                 
115  宮城長順（みやぎ ちょうじゅん）、1888年 4月 25 日‐1953年 10月 7日、沖縄県出身の空手家、

剛柔流の開祖。 
116 沖縄剛柔流空手道協会の公式ホームページ URL:ogkk.jp/dojokun.html（最終閲覧日 2018年 9 月 1日）。 
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【解釈】 

 沖縄剛柔流空手道協会の道場訓は、松濤館の道場訓と比較すると短いが、やはり同じように

礼儀重んずることの重要性を強調している。そして、それは剛柔流の特徴でもあるが、健康の

大切さと心体力に合わせた適切な稽古量を勧めているのが留意すべき点である。また、沈着平

静という言葉が表すように、空手家は常に平常心を保ちながら、慢心せず、感情に左右されな

い落ち着いた心で冷静な判断ができるように心構えるべきだという。船越も東恩納も、空手修

行で心身を鍛錬することによって、確固不抜の心技、つまり強い精神力（不動心）を極めるこ

とができると強調している。  

 以下、公益社団法人日本空手協会、全沖縄少林寺流空手道協会求道館、世界松林流空手道連

盟、沖縄劉衛流龍鳳会、本部流御殿武術手道館、全日本空手道連盟和道会和道流順天会の道場

訓を、併記して紹介する。 

 

第 3項 空手流派名：公益社団法人日本空手協会 

道場訓 117 

一、人格完成に努むること 

【解説】 

 人格完成（人格形成とも言う）は、空手修行を励む者にとって、最も大切な目標とされる。

日々の厳しい稽古を繰り返すことで、心も磨き、人間性の向上発展に努力することが肝要であ

るとの意。第二条以下の道場訓はすべて第一条の「人格完成に努むること」の達成の方法を述

べている。  

一、誠の道を守ること 

【解説】 

 己にも人にも誠実で嘘を付かず、真剣に誠実に稽古に邁進しすべきである。その中から、人

生の真意を見出すであろう。これが空手における誠の道なのであるという意。  

一、努力の精神を養うこと 

【解説】 

 何事にも屈せずに、やり通す精神力を培わなければならないという意。 

一、礼儀を重んずること 

                                                 
117 公益社団法人日本空手協会公式ホームページより URL: www.jka.or.jp（最終閲覧日 2018年 9 月 1日）。 
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【解説】 

 人間の真価は、礼節に現れると言われるほど礼節は重要であり、決して礼儀をおろそかにす

べきではないとの意。 

一、血気の勇を戒むること 

【解説】 

 空手家は決して暴力的な振る舞いをしてはいけない。相手に何をされても、何を言われても、

落ち着いた心で冷静な判断ができるように構えるべきであるとの意。沖縄の金言「意地ぬ出じ

らー手引き、手ぬ出じらー意地引き」と同じ言辞。 

 

第 4項 空手流派名：全沖縄少林寺流空手道協会 求道館 

宗家：仲里常延（1922年 4月 13日‐2010 年 9月 7日）118  

道場訓 119 

一、先輩を敬い、後輩を慈しむ それは人格の相互尊重 

【解説】 

目上の人に敬を払い、後輩を育てながら慈しみの心を絶えさないように、それは人間として

の互いの尊重を示す行為であるとの意。 

二、型を体得し、道を究む それは型の反復練習 

【解説】 

空手の型を修得することを目指して、いつでも稽古に励み研鑚し、空手の道を究めること。 

それは基礎となる型の練習を繰り返すことで自然に体得していくものであるとの意味。 

三、人を愛し、言動を慎む それは達人の道 

【解説】 

誠実な心をもって世の中の人を愛し、言動には己に厳しく責任をもち、謙虚な心で接するこ

と。これが達人の極致に達する方法だという意。 

 

第 5項 空手流派名：世界松林流空手道連盟 

宗家：長嶺将真（1907年 7月 15日‐1997 年 11月 2日）120 

                                                 
118   仲里常延（なかざと じょうえん）、1922年 4月 13 日‐2010年 9 月 7日、沖縄県南城市知念字知

念に生まれた少林寺流の空手家。 
119  全沖縄少林寺流空手道協会求道館公式ホームページ URL: www.kyudoukan.web.fc2.com（最終閲覧日

2018年 9月 1日）。 
120  長嶺将真（ながみね しょうしん）、1907年 7月 15 日‐1997年 11月 2日、空手家、松林流の開祖。 
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空手道修業の訓 121 

一、 彼も人の子、我も人の子である。 

【解説】 

彼も自分も人間なのだから、彼にできることが自分に出来ない筈はないという気概を持つべき

であるとの意。 

二、 彼に出来るのに吾に出来ぬのは、自己限定の暗示を持っているからだ。この暗示を捨て

よ。彼三回やれば、吾五回もやろう。 

【解説】 

他の人が出来るのに自分には出来ないという理由は、自分自身に「できない」という自己暗示

をかけているからだ。この「出来ない」という暗示は、捨てなければならない。人が三回練習

するなら、自分は五回練習するといった、他の人よりも多く努力をすべきだとの意。二条と三

条は人の倍以上の努力をすれば必ず報われることを諭している。 

三、 彼もし五回やれば、吾は七回もやるぞ。 

【解説】 

他の人が五回稽古をするなら、自分はそれ以上の七回も稽古をし、目標に到達すべきだという

意。 

四、 他力はやめよ。武蔵は言った、神仏を尊び神仏に頼るな。 

【解説】 

神頼みはやめよ。宮本武蔵が言ったように、神様仏様は尊ぶべきだが、神様仏様の力に頼って

成し遂げようと考えてはならないとの意。ここでは日頃の稽古の積み上げ、努力の中から力を

つけることの大切さを述べている。 

五、 己を信じ、ひたすら体研練磨で心技体をこなそう。 

【解説】 

自分自身を信じて、ただ一心に自己鍛錬で心を磨き、技を極め、体を鍛えるべきだとの意。 

六、 空手は自己との戦いにして一生のマラソン。ただ創造する努力あるのみ。 

【解説】 

空手は一生をかけて、自分自身との戦いを続ける長く厳しい道程である。自ら創造し空手の極

致に至るべくひたすら努力をするべきだとの意。 

                                                 
121  世界松林流空手道連盟ホームページ URL: nagaminekaratedojo.jimdo.com（最終閲覧日 2018年 9 月 1

日）。 
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八、青年よ、和して同ぜず、吾が道を行け。 

【解説】 

若者は、人との和を大切にしつつも、ただ単に人と同じ道を歩まず、自分の決めた道を邁進す

べきだとの意。 

 

第 6項 空手流派名：沖縄劉衛流龍鳳会 

宗家：仲井間憲里（1819 年‐1879 年）122 

道場訓 123 

一、礼節を重んじ 

【解説】 

空手家として、常に謙虚で、礼儀を重んじないといけないとの意。 

一、和の精神を尊び 

【解説】 

日本の和の精神、すなわち、人・もの・自然と自分が調和する形で、人間関係を円滑に行い、

争いをさける、平和を目指す心を持つべきだとの意。 

一、如実に溺れず 

【解説】 

日々の生活はいくら忙しくても、自分が目指していることを忘れてはならない。如実（現実の

生活）に溺れることなく、自らを見極めよとの意。 

一、一向努力せよ 

【解説】 

目指している目標に向かい、ひたすら努力をすべきだとの意。 

 

第 7項 空手流派名：本部流御殿武術・手道館 

館長：池田守利 

道場訓 124 

                                                 
122  仲井間憲里（なかいま のりさと）、1819年‐1879 年、沖縄県出身の空手家、劉衛流の宗家 2代

目。 
123  沖縄劉衛流龍鳳会のホームページ URL: azusaryuhoukan.ti-da.net（最終閲覧日 2018年 9 月 1日）。 
124  大塚博紀（おおつか ひろのり）、1892年 6月 1日‐1982年 1月 29日、茨城出身の空手家・柔術

家、和道流の開祖。 
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手は心なり 心正しからざれば 

手また正しからず 

手を学ぶ者は 心を学ぶべし 

【解説】 

 ここでいう「手」とは、武術、つまり空手を意味する。この道場訓は空手を修得しようとし

ている者に重要な意義を示唆している。「手は心なり」とは、空手という武術の極意は、心術

にあり、つまりその精神性にあることを強調している。「心正しからざれば 手また正しから

ず」とは、精神性が正しく理解されてなければ、その人が目指している空手も穿ったものとな

るという意味である。「手を学ぶ者は 心を学ぶべし」として、空手を学ぶ者は、空手の精神

性について学び、その精神を養わなければならないということを強調している。 

 

第 8項 空手流派名：(財)全日本空手道連盟和道会和道流 順天会 

宗家：大塚博紀（1892年 6月 1日‐1982 年 1月 29日）125 

道場訓 126 

礼儀を尊べ 

【解説】 

 常に謙虚で、礼儀を重んじよとの意。 

和の精神を養え 

【解説】 

 人・もの・自然と自分が調和する形で、人間関係を円滑に行い、争いをさける、平和を目指

す心を養うべきだとの意。 

不屈の根性を錬れ 

【解説】 

 不屈の精神、物事に動じない、強い精神力をもてとの意。 

真の勇気を持て 

【解説】 

                                                 
125  (財)全日本空手道連盟和道会和道流 順天会公式ホームページ URL: www.daimaru-ss.com（最終閲覧日

2018年 9月 1日）。 
126  (財)全日本空手道連盟和道会和道流 順天会公式ホームページ URL: www.daimaru-ss.com（最終閲覧日

2018年 9月 1日）。 
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 正義感あふれる勇気をもてとの意。 

自己完成に努めよ 

【解説】 

 自己完成（人格完成、人格形成とも言う）は、空手修行を励む者にとって、最も大切な目標 

である。日々厳しい稽古を繰り返しながら、自分の短所に気付き、それを直す努力をし、心を

磨き、人間性の向上に務めよとの意。  

 

【まとめ】 

道場訓は流派によって言辞が異なるが、礼儀正しさや強い精神力、それから心の落ち着き

（平常心）を強調するところに共通な点がある。特にこうした礼節を重んずることを強調する

道場訓が各道場に多い。その道場やその指導者にもよるが、稽古が始まる前に、もしくは稽古

が終わった後に、道場生が道場訓を大声で斉唱する習慣がある。また、極真の初級審査会の筆

記試験では、道場訓の筆記試験がある（小学校の子供達はひらがなで書くことが許されてい

る）。このようにして、道場訓は空手の精神性を教え諭す形で取り入れられている。紹介した

全ての道場訓において、空手の精神性を重視していることが理解できよう。 

 

第 5節 空手の本義 

空手の指導者たちは、よく道場生に、上記の空手達人の座右の銘や道場訓に基づいた空手の

精神性を表わす言葉を口にする。以下本節では、そういった言葉が、上記のどのような座右の

銘や道場訓に由来するものあるのかを検討する。 

 

第 1項 空手は礼に始まり、礼に終わる 

松茂良興作の座右の銘：生半可は自滅である。仁、義、礼、智、信の五常をわきまえよ 

松濤館の道場訓：空手道は礼に始まり礼に終る事を忘れるな 

剛柔流の道場訓：謙虚にして礼儀を重んぜよ 

公益社団法人日本空手協会の道場訓：礼儀を重んずること 

沖縄劉衛流龍鳳会の道場訓：礼儀を尊べ 

順天会の道場訓：礼儀を尊べ 
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空手道においては、なによりも礼儀が重んじられている。従って、稽古前と稽古後、     

道場を出入りする時に必ず礼に始まり、礼に終わるように指導される。大会に出場する際、  

試合や演武を始める前、相手に向かって礼をし、「お願いします」といい、相手に敬意を払う。

そして終わった後にも、礼をし、当然ながら「ありがとうございました。」と言わなければな

らない。一般社会においても、例えば会社や学校など、生活するすべての場所で、空手の修行

者に対して、こうした礼節を重んじることを求める。 

「礼」は仁を形にしたものであって、つまり、人に対する思いやりの表れである。     

空手はどこまでも礼を重んじる。従って、空手の指導者はどんな人に対しても礼を尽くして、

常に謙虚に振る舞う行動しなければならず、常に相手（他人）を尊重すると共に、自分自身に

対しては、常に厳しく戒めるよう心掛けることを求める。「礼」について、泉賢司は次のよう

に述べている。 

 

礼とは、当然他人の気持ちを思いやる心の表れであり、又、物事の道理を尊重すること

であり、それゆえ社会的地位に対して相応の敬意を払うことを意味する127。 

 

また、新渡戸稲造は『武士道』の中で「礼」を、「愛」と結びつけて、次のように述べている。 

 

礼の最高の形態は、ほとんど愛に接近する。吾人は敬虔なる心をもって、礼は寛容にし

て慈悲あり、礼は妬まず、礼は誇らず、驕らず、無礼を行なわず、己の利を求めず、憤ら

ず、人の悪を思わずというるであろう128。 

 

「礼」とは人間関係や社会の秩序を保つために守るべき行動様式で相手に敬意を表す「礼節」

で、感謝の気持ちを伝える作法とされている。何事に対しても「礼」は重要で、「礼」によっ

て相手を敬うことにより、人間関係をスムーズにして社会生活をより良いものにしていると考

えている。このような礼節を大切にする文化や習慣は欧米にはない。礼節は社会において、良

き人間関係を形成する。空手は修行を通して、そうした礼節の習得を強く求め、社会の一員と

しての人格形成、育成を目指している。 

上述したように、沖縄の空手を日本本土に紹介する機会を与えたのは「柔道の父」と呼ばれ 

                                                 
127  泉賢司「武道精神をどう活かすか」國士舘大學武徳紀要 28巻、2012年 3月、12 頁。 
128  新渡戸稲造・須知徳平訳『武士道』講談社インターナショナル、2002年、98頁。 
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る嘉納治五郎だった。1922年6月に、船越義珍と儀間真謹は講道館に招かれて、嘉納治五郎と柔

道有段者を前で演武と説明を行っている。その後、船越は東京に留まり、空手の指導に当たる

ことになるが、東京で嘉納師範の世話になった船越は、彼のことを人生の恩人として、常に敬

意を表していた129という。 

現在、社団法人日本空手協会常任相談役の高木正朝は、船越の嘉納師範に対する崇敬の深さ

を示すエピゾードを、以下のように紹介している。 

 

富名腰先生は、皇居と靖国神社と、講道館の前に来ると深々と礼をされるので、皇居と

靖国神社に対して敬礼するのは理解できるが、講道館に対して礼をするとは何事ですかと

当時、まだ若かった私が先生に尋ねますと、先生は「私は講道館に礼はしておりません。 

加納治五郎先生の霊に礼をしているのです。」と云われたということである130。 

 

このエピゾードからも、船越がいかに「礼」を大切にしていたか伺える。彼が松濤館二十訓

の最初に「空手は礼に始まり礼に終わることを忘れるな」と書いた理由はそこにあったのかも

知れない。泉賢司は「礼」を介した船越と加納の関係について、「今にして思えば、嘉納師範

と富名腰先生の出会いがなければ、今日の空手道はあり得なかっただろう131。」と述べている。 

 

第 2項 空手に先手なし 

松濤館の道場訓：空手に先手なし 

 船越義珍の「空手に先手なし」という言葉は、全世界の空手愛好家にとって、おそらく最も

よく知られ、最も大事にされている空手のモットーであろう。一般的には、「先手」とは、攻

撃のことを指している。従って、「先手なし」とは、自ら相手を攻撃してはいけない、即ち争

いを起こしてはいけないという意味である。空手家は、口論を含めて、決して暴力的な振る舞

いをしてはならないという意味に取られている。実践的な観点から見れば、これは空手の戦い

方・対応をよく表している言葉でもある。実戦の場において、いざという時に先ず相手の攻撃

を待ち、その攻撃を受けて（もしくは避けて）から、反撃の技を出すべきだという教えでもあ

り、自己防衛に繋がる武術的発想でもある。空手は自己防衛衛のための反撃を否定していない。 

                                                 
129  泉賢司「富名腰義珍先生と空手の真髄」國士舘大學武徳紀要 2巻 1985 年 3月 紀要論文、57 頁。 
130  同上書、57 頁。  
131  同上書、57 頁。 
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船越義珍顕彰碑 132 

「空手に先手なし」 

                                                 
132 船越義珍50回忌を記念して沖縄船越義珍顕彰会（立津明長会長）によって2007年4月20日に顕彰碑建 

立式典が挙行された。撮影：Andrzej Zacharski、場所：那覇市奥武山公園、2018年8月。 
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甲、「空手に先手なし」の船越義珍の教え 

船越義珍は、「空手に先手なし」について次のように解説している。 

 

【原文】 

唐手に先手なし 

 

武は字義の上から見ても、二人干戈を交へたるを中に這入って止めると云う意義で        

あるから「唐手」も武の一部たる以上は、能く其意味を諒解して、徒に手を出すことがあ

ってはならぬ。 

 

靑年の生命は元氣である、元氣は武に依って鼓吹される、元氣溢れて善となり、叉時に惡

ともなる「唐手」も善用すれば身を護り弱者を保護するが惡用すれば風紀を乱し人道にも

逆う。 

 

武は仁義の及ばざる所に餘儀なくさせらるもので、亂りに手を出す時は人にも欺かれ、   

蠻勇とも誹らる、兎角血氣盛りは手が先になり過ぎるから愼しまねばならぬ。威あって猛

からず、武もこゝまで進まなくてはならぬ、亂りに猛々しく人を驚かして喜ぶやうでは駄

目だ、聖人は大愚の如く、虚勢を張るまでは學者も武士も自分の未熟を證す。 

 

進まざるは退くなり、少しく型を覺え僅に意味を解し、滞りなく手足が使へれば、最早天

狗になり濟まし、自分免許の口看板を提げて、天下に敵なしと慢心する退步だ。 

 

一寸の蟲にも五分の魂のある世の中、進めば進む程口を愼まないと四方に敵を控へる、昔

から高き樹に風は當る、けれども柳は能く風を受け流す、謹愼と謙讓は「唐手」の修業者

の最大美德133。 

 

                                                 
133  富名腰義珍『錬膽護身 唐手術』東京廣文堂、1925 年、295 頁。 
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【現代日本語】 

武の字の意味を文字の成り立ちから見ると、二人干戈を交えている134中に分け入って仲裁

に入って争いを止めるという意義であるから、「空手」も武道の一部である以上、その意

味をよく理解して、いたずらに手を出すことがあってはならない。 

 

青年の生命は元氣135である、元氣は武道によって鼓吹される、元氣溢れて善となり、また

時に悪となる。「空手」も善用すれば身を護り弱者を保護するが、悪用すれば風紀を乱し

て人道にも外れる。 

 

武道は思いやりや正義の通じない状況で、仕方なく用いざるを得なくなるものであって、 

みだりに手を出す時は人にもあざむかれ、蛮勇とも非難される、とかく血気が盛んな時期

には、手が先になり過ぎるから慎しまなければならない。威厳を保ちながら、獰猛であっ

てはならない。このレベルまで精進して到達しなければならない。みだりに猛々しく振る

舞い、人を驚かして、喜ぶようではだめだ。聖人は世間の人から見れば、最も愚か者のよ

うに見えるものだ。偉そうに見せようとして虚勢を張るようでは、学者も武士も自分の未

熟さを証明しているようなものだ。 

 

前に進まないのは、後退しているのだ。型を少しだけ覚え、ほんの少し意味を理解し、 

手足を滑らかに使えるようになったぐらいで、もはや天狗になってしまい、自分が一番す

ぐれていると自ら喧伝し、「天下に敵なし」と慢心してしまうというのが後退なのだ。 

 

「一寸の虫にも五分の魂」ということわざにあるように、どんな相手でも軽んじて甘くみ

てはならないのが世の中である。前に進めば進むほど、口を慎まないと、みだりに周囲に

敵をつくることになる。昔から高い樹には風が当たる、けれども柔らかくしなやかな柳は

よく風を受け流す。空手の修業者にとって、言行を慎むことと謙虚になることは最大の美

徳である。 

                                                 
134  「二人干戈を交える」争う・戦う・喧嘩をする 
135  「元氣」氣に満ちて活力にあふれていること 
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 船越も、「空手に先手なし」についての解説を通して、空手における精紳修行がいかに大事

かということを力説している。船越が、いかに「技術より心術」といった、心の構え方に重心

を置いていたかが伝わる。 

 

乙、空手の利害について 

船越は、空手の利害について次のように述べている。 

 

【原文】 

空手は身に寸鐵をも帶びずして、一拳一蹴立どころに敵を倒す武術で、其の攻撃力の猛

烈な事は既に世人の知悉する通りである。故にこれを善用すればこれほど重寶な、又これ

ほど有利な武術はないが、萬々一にもこれを惡用すると、これ位危險な、これ位有害な武

術はない136。 

 

【現代日本語】 

空手は身に寸鉄をも帶びずして、一拳一蹴立どころに敵を倒す武術である。その攻撃力

の猛烈な事はすでによく知られている。故に、これを善用すればこれほど重宝な、また、

これほど有利な武術はないが、万が一にもこれを悪用すると、これほど危険でこれほど有

害な武術はない。 

 

空手は、武術として、その手足による攻撃力はあまりも猛烈であり、そのために空手の使用

に十分に注意をしなければならない。空手を善用すれば、自分自身や家族を護るため、有利な

武術（護身術）になる。しかし、空手を悪用すれば、技は暴力となり、非常に危険で、有害な

武術になる。「空手に先手なし」の意義は、そこにある。 

 

丙、「眞の空手」で説く空手の精神性 

 1922 年に、船越義珍は東京で空手を本格的に紹介し、そして本土において空手普及に努めて

いる。著書『空手道教範』（大倉廣文堂、1935 年 5 月）の中で、船越は「眞の空手」について、

以下のように述べている。 

                                                 
136 船越義珍『空手道教範』復刻版、カヅサ、1990 年、第一編第二章の第四頁。 
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【原文】 

眞の空手 

 

  眞の空手、即ち「空手道」なるものは、内には俯仰天地に耻ぢざる心を養ひ、外には猛獸

をも習茯せしめる威力がなければならぬ。心と技と内外兼ね備つて始めて完全なる「空手

道」と言へるのである。 

   空手道を修める者は、第一に禮儀を重んじなければならぬ。禮儀を失った空手は既に空

手の精神を失ってゐる。禮儀は單に稽古中のみではなく、行住坐臥、如何なる場合でも重

んじなければならない。 

空手道を修める者は、自己を虚しくして敎へを受けねばならぬ。我意增長の慢心者は

空手道の門をすら潜ぜる事が出來ぬであらう。知らざるものは知らずとし、他人の批評に

耳を傾け、常によく自省するの心掛がなければならない。 

   空手道を修める者は、常に謙讓の心と溫和の態度とを忘れてはならぬ。腕に覺えがある

と、兎角、威張って見たくなるのは小人の常であるが、世に「武術家ぶる武術家」ほど片

腹痛いものはない。かゝる似而非武術家が多い爲に世間の人から「武術家は亂暴者」と思

はれ、眞の武術家が非常な迷惑を蒙る事がある。空手修業者はこの點特に注意しなければ

いけない。 

空手道を修める者は、剛毅勇武の風を養はねばならぬ。剛毅勇武の風とは決して强さう

な恰好をする意味ではない。又技さへ鍛へればよいといふのではない。形よりも心に就い

て言ふのである。一旦事ある場合、自ら正しいと信じたら千萬人の反對をも押切り、如何

なる困難でも辭せぬと云ふ意氣がなければいけない。優柔不斷は空手道修業者の最も恥づ

べき事である137。 

 

【現代日本語】 

真の空手 

 真の空手、即ち「空手道」は、内には俯仰天地に恥じない心を養い、外には猛獣をも屈

従せしめる威力がなければならない。即ち、心と技と内外兼ね備って始めて完全なる「空

手道」と言えるのである。 

                                                 
137 船越義珍『空手道教範』復刻版、カヅサ、1990 年、第一編第二章の第六頁。 
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 「空手道」を修める者は、第 1に礼儀を重んじなければならない。礼儀を失った空手は既

に空手の精神を失っていることになる。礼儀は単に稽古中のみでなく、行住坐臥に、どの

ような場合でも重んじなければならない。 

 「空手道」を修める者は、自己を虚しくして教えを受けなければならない。我意、増長

の慢心者は「空手道」の門すらくぐる事が出来ないであろう。知らざるものは知らずとし、

他人の批評に耳を傾け、常によく自省するように心掛けなければならない。 

 「空手道」を修める者は、常に謙讓の心と温和の態度を忘れてはならない。腕に多少の

覚えがあると、とかく、威張ってみたくなるのは小人の常でもあるが、世に「武術家ぶる

武術家」ほど片腹痛いものはない。えせ武術家が多い為に世間の人から「武術家は乱暴者」

だと思われ、真の武術家が非常な迷惑を蒙ることが多い。空手修業者はこの点を特に注意

しなければいけない。 

 「空手道」を修める者は、剛毅勇武の風を養わねばならない。剛毅勇武の風とは、強そ

うな恰好をするという意味ではない。又、技さえ鍛えればよいというものでもない。形よ

りも心についていうのである。一旦事ある場合、自ら正しいと信じたら千万人の反対をも

押し切り、如何なる困難でも乗り越えるといった覇気がなければいけない。優柔不断は空

手道修業者の最も恥ずべき事である。 

 

船越によれば、完全なる「空手道」においては、心と技と内外兼ね備った状態を保持しなけ

ればならない。技とは、技術のこと、心とは心術、即ち精神性のことを意味する。船越は、

「技術より心術」と、松濤二十訓でも取り上げている。 

 空手の精神性とは、まず礼節を重んじる、つまり礼儀を守ること、マナーを正し謙虚な心を

養うことである。船越は、礼儀を失った空手は、既に空手の精神を失っていることになるとい

う。船越は徹底して礼儀を重視している。そして自己を虚しくする（心を誠壱な状態にする）

ことを説いている。空手家が、内面的に中心空虚な精神状態にならない限り、師匠の教えや他

人の批判を素直に受け入れることができない。「我意、増長の慢心者」は空手道の門に入れな

いだろう、と明言する。ここでいう我意とは、我欲（例えば名誉欲心、権限欲心、金銭欲心な

ど）を指している。増長の慢心者とは、傲慢な態度を取る人のことを指ししている。知らない

ことは、知ったかぶりをしないで、人から批判を受けた時に、素直にそれに耳を向けて、そし



 79 

て常によく自省するように心掛けないといけない。確かに、傲慢な性格の人には、それが難し

いだろう。人間は空手の修行を通して、自己を虚しくし人を受け入れなければならないと説く。 

 船越は空手家の人格形成において、まず謙虚さと優しさを訴えている。腕に多少の覚えがあ

る（空手の技術を多少身につける）と、威張ってみたくなる者もいるが、それは小人（素人）

の証であるという。船越は「武術家ぶる武術家」のことを「片腹痛い」という。えせ武術家が

多い為に世間の人から「武術家は乱暴者」だと思われる。それは真の武術家にとって大変な迷

惑であると船越は言っている。 

「真の空手」で空手の精神性を強調する船越は「剛毅勇武」を養う必要性も強調している。 

空手を学ぶ者には、剛毅、勇気、闘争心を養う必要がある。ここでいう「闘争心」とは、  

争う・競い合うという意味ではなく、正義を守るための、勇ましい心を養うことを意味する。

そして、一旦事ある場合、自ら正しいと信じた行動を、千万人の反対でも押し切り、如何なる

塁も辞せぬという意気がなければいけないという。「剛毅勇武」について、船越は、空手は技

のみを鍛えるものではないとし、「形よりも心についてのものである」と言っている。それは

「構えは心の中であって、外にはない」と語る本部朝基の座右の銘にも繋がる。 

船越の解釈について、泉賢司は次のように述べている。 

 

「真の空手道」とは、心、精神の問題であろう。すなわち、人格完成につとめること。

真の空手道を学ぶものの一切の基本を最初に掲げられているのであるが、その為には次の

四箇条を、必ず守り、学ばなければならないということであろう。以下、順不同ではある

が、これを 『空手道教範』に比定すると、礼儀を重んずること。努力の精神を養うこと。

血気の勇を戒むること。誠の道を守ること。に相当するであろう。この五箇条の眼目こそ

が富名腰精神であり、空手道の精神であると言えよう138。 

 

丁、船越義の「精神修養として」の空手について 

 

【原文】 

精神修養として 

 

                                                 
138  泉賢司「富名腰義珍先生と空手の真髄」國士舘大學武徳紀要 2巻 1985 年 3月、62頁。 
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勇氣・禮節・廉耻・謙讓・克已などの美德を養ひ得るのは獨り「空手」に限らず、如何

なる武術でも共の真髓を悟れば同じ事である。たゝ多くの武術は體質虛弱な者や、體格貧

弱な者や、或は元氣の乏しい者には、最初から餘りに動作が激烈なため、氣力阻喪して中

途に於て挫折してしまふのが普通である。稀に體軀の貧弱なるが爲に却つて發奮して猛烈

な稽古をする者もあるが、體力が氣力に伴なはぬ爲に、或は負傷したり、或は病氣を引き

起したりして思は口失敗を演ずる事が往々にしてある。故に從來の武術は身體の弱い者や

氣力の無い者では上達出来ないものと諦めてゐた人々が多かったのである。然しながら、

勇武の氣象を養ひ剛强の體軀を造るべき武術の練習は、かゝる虛弱・無氣カの人にとって

こそ却つて重要である點に於て空手は老幼・男女誰にも出來る武術で、而も場所・設備・

時間を要しないので、容易に繼續する事が出来るから、虛弱無氣力な人、不知不識の中に

剛健な身體を作り、勇武の氣象を養ひ得るのである。この繼續し易いといふ亦が精神修養

の上にち偉大な効果を齎すので、半年や一年で廢してしまふ樣では、如何なる武術を學ん

でも、到底、精神修養とするに足りない。少くも精神修養としては十年、二十年、出來得

べくんば一生涯、之を習ひ、之に親しみ、技と共に勇氣・禮節・廉耻・謙讓・克己の美德

を磨いて身の光りとしなければならぬ。この繼續し易いといふ點に於ても空手は精神修養

に資する諸武術中、最も適當なものでないかと思惟する139。 

 

【現代日本語】 

精神修養として 

 

勇気・礼節・廉恥・謙譲・克己などの美德を養い得るのは「空手」に限らず、如何なる

武術でも共通する真髓を悟れば同じ事である。ただ多くの武術は体質虚弱な者や、体格貧

弱な者や、或は元氣の乏しい者には、最初からあまりにも動作が激烈なため、氣力阻喪し

て中途に於いて挫折してしまうのが普通である。まれに体軀の貧弱なるがために却って興

奮して猛烈な稽古をする者もあるが、体力が氣力に伴わないために、負傷したり、或は病

気を引き起したりして思わぬ失敗を引き起こすことが時々ある。故に從來の武術は身体の

弱い者や氣力の無い者では上達出来ないものと諦めていた人々が多かったのである。しか

しながら、勇武の氣象を養い剛強の体軀を造るべき武術の練習は、かかる虚弱・無氣カの

                                                 
139  船越義珍『空手道教範』復刻版、カヅサ、1990 年、第一編第二章の第十七頁。 
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人にとってこそ却って重要である。この点において空手は老幼・男女誰にも出来る武術で、

しかも場所・設備・時間を要せず、容易に継続する事が出来ることから、虚弱無氣力な人

も、自然に剛健な身体を作り、勇武の氣象を養い得るのである。この継続し易いというこ

とが精神修養の上にも偉大な効果をもたらすので、半年や一年で廃してしまうようでは、

如何なる武術を学んでも、到底、精神修養とするに足りない。少なくとも精神修養として

は十年、二十年、出来れば一生涯、これを習い、これに親しみ、技と共に勇気・礼節・廉

恥・謙譲・克己の美德を磨いて身の光りとしなければならない。この継続し易いという点

において、空手は精神修養に資する諸武術中、最も望ましいものでないかと思惟する。 

 

船越は、空手は少なくとも十年から二十年、出来れば一生涯の修行として継続していけば、

精紳修養として効果をもたらすことになると力説する。空手を諦める人の中に体力が持たない、

或いは無理をして怪我をしてしまった人々もいる。しかし、体力が無い人や虚弱な体軀の人こ

そ、稽古を続けていけば、必ず強くなっていく。そして、気づかないうちに、剛健な身体を作

り、勇武の氣象を養い、精紳的にも強くなると説く。 

 勇気・礼節・廉恥・謙譲・克己の美徳を養い得るのは「空手」のみに限らないとしながらも、

武術（武道）の中で、精紳修養に資するものとして最も望ましいものは空手だと船越は思惟し

ている。船越の「松濤二十訓」の中でも、船越は「空手道」を修める者は、「技術より心術」、

即ち精神修養に集中すべきであると述べている。船越は一貫して、空手家は空手の武術（技術）

はもちろんのこと、それと同時に心術、すなわち空手精神を身につけなければならないと力説

している。空手の達人らの座右の銘や道場訓において、空手の精神性が重視されていることは

上述したが、船越もまたそれを強く訴えている。 

 

第 3項 意地
い じ

ぬ出
でぃ

じらー 手
てぃー

引
ひ

き、 手
てぃー

ぬ出じらー意地
い じ

引
ひ

き 

公益社団法人日本空手協会の道場訓：血気の勇を戒むること 

 元々、琉球方言の金言で、「意地が出たら手を引きなさい、手が出たら意地を引きなさい」

という意味である。争いのための闘争心を去れ。そして、闘争心が湧いてきたら、手を引込め

て相争うなと諭す言葉である。空手達人は、よくこの言葉を口にする。これは、空手修行にお

いて重要な教えであって、空手の平和精紳を非常によく表す言葉でもある。争いの場において、

自分の心の中で湧いてくる闘争心を抑えるということは、かなり難しいことであるが、精紳修
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行において基本的なことである。従って、闘争心だけではなく、空手家は自分のすべての感情

をしっかりと制御できるようになるため努力をしなければならない、と説く。この「意地
い じ

ぬ出
でぃ

じらー 手
てぃー

引
ひ

き、 手
てぃー

ぬ出じらー意地
い じ

引
ひ

き」の教えは、上述した「空手に先手なし」の言葉にも

つながる。争いの場において、いくら闘争心が湧いてきても、それを表に出してはいけない。

先手を出してはいけない、相手を攻撃してはいけないという、沖縄空手の真意を表わしている。 

 

写真 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県糸満市・白銀堂 140 

                                                 

140 撮影：Andrzej Zacharski、場所：那覇市奥武山公園、2018年8月。 
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「威
い

ありて猛
たけ

からず」という言葉がある。その源流は、孔子の『論語』述而にあり、その原文

は以下の通りである。 

 

【漢文】 

子、温而厲。威而不猛。恭而安141。 

【読み下し】 

子、温にして厲しい。威ありて猛からず。恭しくして安んず。 

【現代日本語】 

孔子は穏やかである。しかし、その穏やかさと同時に厲しい（するどい）面も有している。威

厳があって、粗暴な所が無く、武張ったたけだけしい所はない。恭しい性格で、安らかである。 

「猛からず」という表現は、正に手を引くことと意地を抑えることを意味している。また、

「威あって」という表現は、威厳を指している（後述する「松村宗棍の遺訓」で、松村は“猛

虎の威”と、威を猛虎に例えて説明している（第 6節＜100 頁＞参照）。 

 「威ありて猛からず」という言葉は儒学から引用したものであるが、このように空手の精神

性については、儒教の教えが影響したものが多い。空手家は決して威張ったりしてはならない。

威厳や風格をもち、優しくて謙虚でなければならいと、説いている。船越が述べている「威あ

りて猛からず」は、「意地ぬ出じらー手引き、手ぬ出じらー意地引き」にも通ずる。 

 

第 4項 命
ぬち

どぅ 宝
たから

 

宮城長順の座右の銘：人に打たれず人打たず、事なきを基とするなり 

剛柔流の道場訓：摂生を重んぜよ 

沖縄劉衛流龍鳳会：和の精神を養え 

沖縄には「命どぅ宝」という言葉がある。「この世に、命ほど大切なものはない」という意

味の言葉である。この「命どぅ宝」という言葉は、1879 年首里城明け渡しの際に尚泰王が詠ん

だとされる「いくさ世もすまちみろく世もやがて、嘆くなやう臣下命どたから142。」に由来す

るという説や元々は沖縄芝居の台詞だったという説があり、その由来は不詳である。  

                                                 
141  孔子『論語』 述而第七 37 子温而厲章。 
142  喜納緑村『琉歌註釋』琉歌研究社、1932 年、188頁。 
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沖縄は、第二次世界大戦で、日本の国土の中で、唯一、激しい地上戦を経験した。その悲惨

な経験から、沖縄県民は「命の大切さ」を身にしみて感じるようになり、戦後、反戦運動のス

ローガンとして、「命どぅ宝」という言葉が、繰り返し使われてきた経緯がある。 

 

1930 年に沖縄で生まれ、戦後にアメリカに渡り、空手と古武術を広めることに専念した親田

精勇143は、『Ryu-te No Michi』144で次のように述べている。 

 

流手（空手：筆者注）の道145は、大昔の琉球に住んでいた武士が養っていた精神と信念

にその源流がある。彼らにとって、人間の命は最も美しいもので、最も価値の高いもので

あった。そのため、命を守ることは術（アート）の扱いになり、その術は大変貴重で、 

尊重されているものであった。また、このような流手の教えは、前世代から次世代へと伝

わっていた146。 

 

和の精神、すなわち、人・もの・自然と自分が調和する形で、人間関係を円滑に行い、争い

をさける、平和を目指す心を持つべきだとする。沖縄劉衛流龍鳳会の「和の精神を養え」とい

った道場訓もそうしたことを述べている。宮城長順の座右の銘「人に打たれず人打たず、事な

きを基とするなり」や喜屋武朝徳の座右の銘「長年修行して体得した空手の技が、生涯を通し

て無駄になれば、空手道修行の目的が達せられたと心得よ！」も、そうした平和主義を説くも

のである。 

 

さらに、親田精勇は次のように述べている。 

 

                                                 
143 親田精勇（おやた せいゆう）、1930年 10月 19 日－2012年 6月 18日、沖縄で生まれ、1960年にア

メリカに渡り、空手と古武術を教えた。 
144 『Ryu-te No Michi』は、1998 年にアメリカで、英語で出版された親田精勇著の本である。この本は日

本語に翻訳されていないが、ポーランド語版が 2001年にポーランドで出版された。引用文は原文の英語

を日本語に翻訳した。 
145 親田が立ち上げた流派は、親田真手法といい、彼は空手のことを「流手」と呼び、「流手の道」は、

空手道を意味する。 
146 Taika Seiyu Oyata, "Ryu-Te No Michi", Oyata Enterprises, 1998 年、8 頁。（英語：The Way of the Ryukyu 

Hands is from the soul and the spirit, cultivated by the ancient warriors since the beginning of the Ryukyu history.  

They believed that life is valuable. 

The arts that protected human life were also extremly important and they were treated with dignity. In this way the 

concept of Ryukyu Hands.） 
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流手とは、命を守るための術であり、護身術であり、そして人を世話するため、また人

に正しい道を示すための術である。人格形成を目的にした、手の正しい使い方を学ぶため

の術である。昔の沖縄の達人は、生き残るために、真実を極めるために、そして精神的に

強くなるために、手の道を歩んでいた147。 

 

 親田は、15歳の時に沖縄戦を体験し、その直後に武術を習い始めた。当時の沖縄は、あまり

にも悲惨で、人々の心の中で命を守る意識が究極に高かっただろう。本人が、武術を習い始め

た時、師匠に言われた次の言葉に強い影響を受けたという。 

 

私は、師匠から一番初めに教わったことは次の通りである。武術稽古の最も大事な目的

は、命を守ることについての知識を深めることである。技術的な面は、その次である。 

その言葉は、私の心構えにかなり影響を与えたように思う148。 

 

 親田の著書から伝わる当時の沖縄武人の武術に対する意識と、現在のスポーツとしか見えて

いない空手家の意識に大きな差が感じられる。命を守るための術と、スポーツの成果やメダル

取得を目標にした空手は、その根本的なところで大きく違うように思える。そうした問題につ

いては、第 4章第 2節＜144頁＞で詳述する。 

 

第 5項 守破離の思想 

 日本の芸能、茶道、武術、禅などに「守破離」と呼ばれる、子弟教育のあり方の一つを  

表している思想がある。日本の文化が発展、進化してきた創造的な過程のベースとなっている

思想でもある。「守破離」は、修行者個人の成長を 3 段階に分けられた状態を表している。 

次の図を使って、3段階の詳細について述べる。 

                                                 
147 Taika Seiyu Oyata, "Ryu-Te No Michi", Oyata Enterprises, 1998 年,  19 頁参照。（英語：Ryu-te is the art of 

defense, to protect oneself, rescue others and guide them. It is the way of becoming a complete human being by 

teaching and learning the true use of human hands. In ancient Okinawa Ryukyan masters found their ways of 

survival by following The Way of Hands and completed their lives, as true human beings, with its spirit.） 
148 Taika Seiyu Oyata, "Ryu-Te No Michi", Oyata Enterprises, 1998 年, 25 頁参照。（英語：The first lesson that 

received from my ancient superior, was that the goal of the way, was to become a wise protection practitioner, rather 

than to be a great technician. This philosophy affected me a great deal for the developement of my skill.） 
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図 1 

 

 守 破        離 

 

「守」の段階 

 先ず、師匠から教わった 

基本の技や型などを覚えて、

それが体に身に付くまでに、

形を忠実に守りながら、 

真似る。練習の量を重ねる

ことによって、基本を取得

することになる。 

 

 

 

「破」の段階 

 基本の技や型を取得した

後、他の探求と照らし合わ

せて、そこから自分に合っ

た、より良いと思われる 

技や型をつくることになる。

その過程を繰り返すことに

より既存の技や型を「破る」

ことになる。 

 

「離」の段階 

 最終的には、師匠から 

教わった技や型、そして 

自分自身が造り出した技や

型の上に立脚して、型から

自由になり、型から「離れ

て」自在になることができ

る。それは、自己の技の完

成をはかる段階になる。 

 

空手の場合、最初は師匠から教わった基本的な体の動きを真似続けて、次の段階でそれは 

自分の「技」になり、そしてこの技を磨くことによって、無意識のうちにそれは「技術」に 

発展していく。さらに、技術が発展し続けるとそれは「流儀」になる。空手における、各流派

の違いは、主に流儀の違いに基づいている。また、流儀の違いは、そうした「守破離」の思想

に基づいた流れから発展してきたものである。 

「守破離の思想」を著した藤原稜三は、次のように述べている。 

 

 「守破離」の思想とは、覚性に至る修業者の行動様式の筋道である。先人の教えを習得す

る守、一途に己自身を磨き叩く破、真理を気得、体得する心魂の姿を表す離149。 

 

空手では、その流派の創始者が伝えた流儀を、自分の師匠を見ながら、真似をして学ぶ。 

そして、日々自分の技を磨き叩くうちに、その技が技術になり、自分らしいものになる。  

それは「破」の段階であり、その次に「離」の段階に入る。 

 

                                                 
149  藤原稜三『守破離の思想』ベースボール・マガジン社、1993 年、7 頁参照。 
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修行者は有段者になり、そして自分の道場を設立することになると、そこから「離」に入

り、自己の技の完成をはかった段階になる。 

 

さらに、藤原稜三は「守破離」について次のように述べている。 

 

欧米の武道人には、格技武道に熱中するタイプの人と、技術と併行して武道精神を把

えようとする知的タイプの人とがあり、前者が競技武道人口を形成し、後者は自衛技を

通して、心性の深化を求める個性派を形成している。従って、守破離に関する質問や同

感の手紙を寄せてくるのは、後者の人達に限られており、数の上では少数派だが、その

感覚は極めて繊細であり、その追究心は真剣濃密である150。 

 

 藤原は、欧米の武道家を二つのタイプに分けて、片方が「格技武道に熱中するタイプ」、  

そして片方が「武道精神を把えようとする知的タイプ」という。空手においては、前者は競

技空手の人口を形成する「スポーツ空手派」、後者は「伝統空手派」と呼ばれる。他の武道

同様に、後者は、数の上では少数派である。 

 

第 6項 日ごろから平常心を意識する 

剛柔流の道場訓：①心体力に応じて適度に修行せよ ②沈着平静にして俊敏自在なれ 

 自分の体力と精神力を意識しながら、それに合わせた適切な稽古を行わなければならない

とする剛柔流の道場訓「心体力に応じて適度に修行せよ」は、自分能力以上のことを望まず、

平常心で自分に適った修行を勧め、また「沈着平静にして俊敏自在なれ」という道場訓も、

常に自分の心を落ち着かせて平常心を保つことを諭している。 

しかし、この言葉は武術のみついて述べているわけでもない。ストレスが多い現代社会に

おいて、人々は毎日のように、様々な状況の変化によって、心を迷わされることがあるだろ

う。人間関係がうまくいかない時や物事が計画通りに進まない時、誰でもイライラしたり、

焦ったりすることがある。また逆に、嬉しいことが起きたら、楽しい気分になったり、興奮

したり、気を緩めたりすることがあるだろう。そのような状況で、心があまりにも周りに左

右されてしまうと、人は平常心を失ってしまう。 

 平常心を保つことが出来ない人は、状態変化に影響されやすく、気が短く、怒りっぽい性

格になる、或いは意志が弱くて諦めやすい性格の人間なる。そうした人間は武道家として望

                                                 
150  藤原稜三『守破離の思想』ベースボール・マガジン社、1993 年、25頁。 
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ましくない、空手の精神から離れていくタイプである。空手の精神を身に付けるにも、まず

自己コントロールを学ばなければいけない。自分自身の感情をしっかりとコントロールをで

きることは、武道の道においての第一ステップである。空手家は、どういう状況下において

も、冷静に自分を見つめる事が出来る精神を保たなければいけない。 

 

第 7項 己に厳しく、人に優しく 

求道館の道場訓：①先輩を敬い、後輩を慈しむ それは人格の相互尊重 ②人を愛し、言動

を慎む それは達人の道 

空手界のみならず、武道界全体において非常によく知られている表現として「己に厳しく、  

人に優しく」というのがある。目上の人に敬を払い、後輩を育てながら慈しみの心を絶えさ

ないようにと諭す言葉である。それは人間としての互いの尊重を示す行為である。誠実な心

をもって世の中の人を愛し、言動には己に厳しく責任をもち謙虚な心を保持すること。これ

が達人の極致に達する方法だという求道館の道場訓は、そうした「己に厳しく、人に優しく」

を強く説く。武道の修行は、肉体的にも精神的にも厳しい訓練の道であり、それと同時に人

に優しい心を育てる道でもある。小さなことで人を怒ったり、叱ったりすることは、空手家

としては望ましくない。この点について、比嘉稔は、次のように述べている。 

 

優しさは強さに勝るって言葉がありますよね。普通の人が強がるのはいいですが、 

空手家が強がったり、強さを売りにしたら空手はなくなると思います151。 

 

現代社会において、しばしば人を怒ったり、人を批判したりする者がいる。それが自分の

強さだと思い込み、人を批判することによって、驕り高ぶり、慢心となる。しかし、そのよ

うな振る舞いは、逆に成長できていない人間の特徴を表している。 

大山倍達もよく「小さいことで怒るな。心を広く、人に優しく接しなさい152。」と弟子た

ちに説いていた。比嘉稔は「空手を通して強くもなれるし、なによりも自分に自信がつくこ

と。強くなればなるほど優しくなれますし、空手は非常にいいと思います153。」といい、 

                                                 
151  沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課、「空手の大国 沖縄の伝統文化のリアリティ」、株

式会社ビジョンプロジェクト、2012 年、73頁。  
152  大山倍達、極真会館冬合宿、館長講話の映像記録より、三峰山、1987年 7 月。 
153  沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課、「空手の大国 沖縄の伝統文化のリアリティ」、株

式会社ビジョンプロジェクト、2012 年、73頁。  
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中の芯

しっかりした
もの

また、県無形文化財「沖縄の空手・古武術」保持者の上原武信
うえはらたけのぶ

も、「空手は心を鍛えるもの。

鍛錬を続けることで頑丈な肉体と強靭な精神が身に付く154。」と述べている。上原のいう

「強靭な精神」とうのは単に精神的な強さをいうのではなく、その中には「己に厳しく、 

人に優しい」といったことも包含されている。 

日ごろから平常心を保つことを努力し、自己感情のコントロールを強く意識しながら、 

優しく人と接しすることを、空手家は求められている。 

 

 ここで、現代空手界ではほとんど知られていない船越義珍の言葉を紹介したい。  

            

 丸を描いて、中に三角を描く155 

 

 この言葉はどういうことを意味しているのであろうか。船越は以下の図を用いて説明して

いる。「人に会った時に丸のようなソフトに接し、ぎすぎすしてはいけない。それと同時に、

中の芯、見えないところでは、三角が示しているように、非常にしっかりしたものとし、 

内に締めて、稽古をしなさいと。しかし、それは表に出してはいけない156。」と、船越は弟

子たちに説いている。 

 

図 2 

船越義珍の教え「丸と三角」を表す図 

 

     表は、“丸く” 

     心広く、人に優しく 

 

 

 

 船越も大山と同じく、空手家として、人に優しく接しなさいと、弟子たちによく話してい

たという。ここにも、「己に厳しく、人に優しく」という伝統空手の精神性が表れている。 

                                                 
154  上原武信、「鍛錬 70 年 成長の日々」週刊沖縄空手創刊号、沖縄タイムス、2017 年 4月 2日。  
155  岩本明義、空手シンポジウム、沖縄空手会館、2017 年 3月 4 日。 
156  岩本明義、空手シンポジウム、沖縄空手会館、2017 年 3月 4 日。 
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第 8項 喧嘩を売られたら、頭を下げる 

喜屋武朝徳の座右の銘：長年修行して体得した空手の技が、生涯を通して無駄になれば、 

空手道修行の「目的」が達せられたと心得よ！ 

宮城長順の座右の銘：人に打たれず人打たず、事なきを基とするなり 

安里安恒の座右の銘：人の手足は剣と思え 

松濤館の道場訓：技術より心術 

順天会の道場訓：和の精神を養え 

「長年修行して体得した空手の技が、生涯を通して無駄になれば、空手道修行の「目的」

が達せられたと心得よ！」という喜屋武朝徳の座右の銘、「人に打たれず人打たず、事なき

を基とするなり」という宮城長順の座右の銘、「人の手足は剣と思え」という安里安恒の座

右の銘、空手で、技術はもちろん大事だが、それよりもっと大事なのは、その精神（心術）

だ＜技術より心術＞とする松濤館の道場訓、人・もの・自然と自分が調和する形で、人間関

係を円滑に行い、争いをさける、平和を目指す心を養うべきだ＜和の精神を養え＞という 

順天会の道場訓は、「喧嘩を売られたら、頭を下げる」と同義である。 

いくら平和主義の人でも、日常生活の中で、時に喧嘩を売られることもある。      

喧嘩というのは、殴り合いのことだけではない。口喧嘩も喧嘩であって、精神的な面から  

すると、殴り合いとほぼ変わらない下劣な行為である。社会生活の中で、威張った態度をさ

れた時、腹立たしい批判をされた時、或いは根拠の無いことに不満を抱いた時に、人間の自

然な反応として、それに反撃をしたくなる気持ちがよくあるだろう。しかし、それをしては

ならないと諭しているのである。それは、精神的（人格的）に成長していない人であり、 

空手家は、絶対にそういう行動を取ってはいけないと説いている。 

 上述した空手家のモットー「意地ぬ出じらー手引き、手ぬ出じらー意地引き」を正しく理

解できた者は、自己コントロールができる。喧嘩を売られても買わない。腹立たしいことを

言われても、それに反撃をしない。落ち着いて、冷静な行動を取る。場合によって、正に聞

いていなかったように、知らん振りして、聞き流す。或いは、うまく反応して、話を平和な

穏やかな方向にもっていく。上手に相手の気持ちを読みながら、雰囲気を落ち着かす。 

 但し、そうした状況下で、人によっては怯える者もいるだろう。しかし、その際も、自分

が怯えている様子を絶対に見せてはいけない。心にある恐怖を見せてしまえば、おそらくそ

れが負けにつながる。相手が怖いと思っても、それを絶対に見せてはいけない。顔も体も冷

静で、自分の心を落ち着かす。精神を整えて、平常心を保つべきだと説く。いずれにしろ、

「道端の喧嘩はしない。道端で靴を踏まれた、或いは肩を突かれた。その時、君たちは頭を
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下げればいいよ。頭下げて、喧嘩を売ってくる人はいないよ」、「喧嘩を売るな！売られた

ら頭下げろ！157」と諭す。特に伝統空手はこのように平和主義に徹することを求める。 

 船越義珍が喧嘩を売られた時に、その場から去ったという口伝が残っている。「彼は日頃

から自己宣伝や蛮勇を戒め、そのため宴会場で故意に小便をひっかけられて喧嘩を挑まれな

がら、その相手の挑戦を柳に風と受け流して帰った事もあった158。」 

 

第 9項 人格形成を最大の目標にする 

日本空手協会の道場訓：人格完成に努むること 

順天会の道場訓：自己完成に努めよ 

現在は、昔と違って、入会金と月謝さえ支払いすれば、ほとんど誰でも空手道場に入門す

ることができるし、誰でも空手を習うことができる。昔は、弟子として受け入れる前に、 

師匠が慎重に構え、面接をしてから決めていたと言われる。沖縄の武術の達人は、弟子を入

れる時に、技を教えるまでに、長い場合は 3 年間も待たせていたと言われる。その 3 年の間、

弟子が門下生として相応しい性格であるかどうかを見極めていたようである。 

東恩納盛男は、宮城長順の道場に入門した際に、そうした経験をしたという。 

 

長順先生は最初からすぐに教えない。私もこっちに入門した時は、すぐ教えない。 

長順先生は教える時はね、「はい、水を汲んできなさい」「掃除をしなさい」と、3 ヶ

月間そうして、まだ教えない。本当に、素直に、よく聞くかどうか。後から、私はあの

時先生の言うことを「はい、はい」と言って、やったから、教えてくれるようになった。 

3 ヶ月、掃除、水、「はい、水を汲んできなさい」「はい、庭を掃除しなさい」「草を

取りなさい」と、そういう仕事ばかり。その当時わからなかった。後で、私の先生は、

本当素直に言うことを聞くかどうかを見ながら、教えたのでしょうね159。 

 

 以上、東恩納が伝えている入門の様子から、当時（1956年頃）の達人たちが、人の性格を

よく確認した上で、弟子を取るかどうか決めていたことがわかる。 

人格完成（人格形成とも言う）は、空手修行を励む者にとって、最も大切な目標とされる。 

日々の厳しい稽古を繰り返すことで、心も磨き、人間性の向上発展に努力することが肝要

である＜人格完成に努むること＞とする日本空手協会の道場訓や、自己完成（人格完成、人

                                                 
157  大山倍達、極真会館冬合宿、館長講話の映像記録より、三峰山、1987年 7 月。 
158  仲本政博『古武道』仲本政博『古武道』（改正版）ゆい出版、2006 年、225頁。 
159  東恩納盛男、聞き取りインタビュー、那覇市安里、東恩納道場にて、2018年 10 月 31。 
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格形成とも言う）は、空手修行を励む者にとって、一番大事な目標である。日々厳しい稽古

を繰り返しながら、自分の短所に気付き、それを直す努力をし、心を磨き、人間性の向上に

務めよ＜自己完成に努めよ＞とする順天会の道場訓は、自己精神の鍛錬、及び克己心の鍛錬

を求め、空手の修行において、人格完成を大切な目標の一つに掲げている。 

道場では厳しい稽古の中で、相手をリスペクトし、お互いの人格を尊重し、自分自身の人

間性を磨くことに努めないといけないとし、また日常生活の中でも、日々一緒に仕事する仲

間やパートナーに対して敬意を忘れずに、お互い協力しながら、人格完成に向かうよう諭し

ている。 

藤原弘生は、空手の重視する人格形成について、船越義珍の例を取り上げ、次のように述

べている。 

 

空手道においても、船越義珍は日本最初の空手道場「松濤館」の道場訓二十ヵ条のな

かに、「空手は礼に始まり礼に終わることを忘れるな」、「空手に先手なし」、「技術

よりも心術」、「先ず自己を知り而して他を知れ」、「勝つ考は持つな。負けぬ考は必

要」など、勝負に関することよりも精神的な強さを養うこと、人格形成を目指すことを

目的とした理念を取り入れた空手道の普及に努めた160。 

 

第 10項 観察力と直感力を磨く 

松濤館の道場訓：①敵に因って轉化せよ ②戦は虚実の操縦如何に在り ③形は正しく実戦

は別物 

剛柔流の道場訓：沈着平静にして俊敏自在なれ 

松濤館の道場訓、①敵を正しく知り、守備の弱点を見つけ、臨機応変に対応することで、

勝負は決まる＜敵に因って轉化せよ＞、②戦いの場面においては、相手の体の動きの強靭さ

と弱点を見極め、それに自分の体の動きを正しく合わせることによって、勝負が決まる＜戦

は虚実の操縦如何に在り＞、③形（型）は、特定の技と動作を磨くために、伝統的な空手の

修練方法の一つである。形の練習はいつも正確に行うべきだ。形はあくまでも修練方法であ

って、実戦は別物という理解が重要である。なぜなら、実戦では、形の中に含まれていない

攻撃や相手の動きもあり得るから、それに対する意識を極めることが肝要だ＜形は正しく実

                                                 
160 藤原弘生・池川茂樹・直原幹「空手道学習者のスポーツ価値志向に関する研究」上越教育大学所

究起要 第 36巻第 1号、2016年 9月、240頁。 
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戦は別物＞は、全て観察力と直感力を磨くことの重要性を述べている。また剛柔流の道場訓

の「沈着平静にして俊敏自在なれ」もそうしたことを言っている。 

沈着平静さを保つために、空手では常にスキルの重要性を説く。それは単に技術的な問題

ではなく、「直感力」を養うことも求められる。また相手をよく観察することが重要だと教

えられる。相手が今、何をやろうとしているかを、一秒でも早く見極めることが肝要だ  

とする。 

  観察力と直感力は異なる。観察力は相手を観察し、判断の材料とするが、それが常に正

しいとも限らない。時と場合によって、観察だけに判断を委ねると失敗につながることもあ

る。そこで空手では、直観(英語：intuition)の重要性も説く。目の力（観察）よりも直感

の力の方が鋭い時がある。例えば、人とはじめて対峙した時に直感的に感じたことが、大方

正しい場合が多い。 

 本部朝基は「一目見ただけで、その者の当身の力がどれほどのものか、見分けるようにな

らねばならない161。」と言っている。第 1 章で紹介したように、本部は実戦試合の達人だっ

た（詳しくは第 1章第 4節第 3項＜34頁＞参照）。彼は非常に優れた観察力と直感力を身に

付けていたからこそ、そういった発言ができるのであろう。 

そうした戦いの場ばかりではなく、日常生活の場においても同様、鋭い観察力と直感力を

身に付けることによって、様々な困難を防ぐことができると、空手の達人たちは説く。 

 

第 11項 危険なエリアを避ける、危険な人を避ける 

宮城長順の座右の銘：人に打たれず人打たず、事なきを基とするなり 

安里安恒の座右の銘：人の手足は剣と思え 

松濤館の道場訓：男子門を出づれば百万の敵あり 

日本空手協会の道場訓：血気の勇を戒むること 

 空手は元々護身術である。自分の身を守るために作られた武術である。よって原則として

血気盛んに相手に攻撃をしかけることを良しとしない。宮城長順の座右の銘の「人に打たれ

ず人打たず、事なきを基とするなり」、安里安恒の座右の銘「人の手足は剣と思え」、松濤

館の道場訓の「子門を出づれば百万の敵あり」、日本空手協会の道場訓の「血気の勇を戒む

ること」などは、空手家は決して暴力的な振る舞いをしてはいけないということを意味して

いる。相手に何をされても、何を言われても、落ち着いた心で冷静な判断ができるように構

えるべきであるとして、攻撃的な行動を戒めている。従って、危険を感じるところへ行って

                                                 
161  小沼保『本部朝基正伝』壮神社、2000年、82頁。 
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はいけない。それこそ直感で、危険な様子を感じた場合、先ずそこに行かないことにする。

それは、空手の修行を活かした 正しい選択であるとしている。 

 昔は、那覇市辻町辺りが危険なエリアで有名だったが、現在でもどこの街に行っても   

そういう場所がある。空手家はそのようなエリアを避けて、危険だと思われる場所へ足を  

踏み入れてはならい。突然自分の前に危険な人物が現れた場合、危機を回避する行動をとら

なければならない。それだけではない。仲間同士で出かけた場合、或いは知り合い同士の 

集まりに、危険な人物、喧嘩早い者、また口が悪い者が居る場合も要注意である。なぜなら、

自分が悪くなくても、いつの間にか禍に巻き込まれる可能性があるからだ。外に出ると、 

周囲は敵だらけであること知らなければならない、自己を防衛する手立てを常に考えてなけ

ればならない。争いの場面を避ける。そこに空手家の目指す道があると説く。 

山内洋一は、崇城大学研究報告書『現代における空手道の概念を探る』の中で、危険の回

避について、以下のように述べている。 

 

今日の社会においても、私たちは何時も危険と隣り合わせに生きている。一人もしく

は対人で身体操法としての空手術の稽古を実施することにより、時間と空間の間合いの

取り方を取得し、「危険な状態を早めに察知し解消する」という、能力の向上が望まれ

る162。 

 

第 12項 空手を見せない、自慢話をしない 

松村宗棍の座右の銘：人常敬恭 則心常光明也 

剛柔流の道場訓：①謙虚にして礼儀を重んぜよ ②慢心せぬこと  

求道館の道場訓：①先輩を敬い、後輩を慈しむ それは人格の相互尊重 

松村宗棍は、人と接する際には相手を敬い、恭しい態度で応じなければならない＜人常敬

恭 則心常光明也＞と座右の銘で述べている。剛柔流の道場訓でも「謙虚にして礼儀を重ん

ぜよ」「慢心せぬこと」と強調している。また求道館の道場訓でも、目上の人に敬を払い、

後輩を育てながら慈しみの心を絶えさないように、それは人間としての互いの尊重を示す行

為である＜先輩を敬い、後輩を慈しむ それは人格の相互尊重＞と謳っている。 

空手の指導者は修行の道において、おごりたかぶることなく、謙虚にして礼儀を重んぜよ

と教える。空手を数ヵ月習った者は、自分が取得した技を他の人に見せてみたいという気分

                                                 
162  山内洋一『現代における空手道の概念を探る』崇城大学研究報告第 32 巻第 1号、2007年 3月、11

頁。 



 95 

になる。或いは、空手を習っていると聞いて、少し見せるよう友達に頼まれることがある。

しかし、そうした要望に応え、空手の技を見せた場合、それは空手の教えに反する行為にな

る。宮城長順は、「空手は自己啓発を目的とするのであって、観客の娯楽のための見世物で

はない163。」と述べている。また、東恩納盛男によると、宮城長順は「絶対に人の前で空手

の話をしない。相手に聞かれて、答える。自分から言わない164。」と常に話していたという。

空手家は、自慢したり、習った技を見せたりすることをしてはいけない。むしろ、空手を習

っていることについてはなるべく表に出さないように努力をするべきであるとしている。 

日常生活において「空手をやってるぞ～！」、或いは「自分は空手何々段だ～」など、と

いった発言は控えるよう、道場の師匠から指導される。人前で、「傲慢な態度を取らない、

威張らない」これは、空手の修行者の鉄則である。傲慢な態度、威張った態度は、空手精神

に反する。大山倍達は、そうした空手の精神について、次のように言っている。 

 

頭は低く、目は高く、口を慎んで、心を広く、孝を原点として、他を益す165。 

 

「頭は低く」と「口を慎む」という言葉は謙譲を、「目は高く」というのは、強い志を表し

ている。そして、「心を広く」というのは、人に優しく、温かい気持ちで接するようにと説

いている。傲慢になり弱い者いじめる。これは絶対にやってはならない空手精神に反する行

為である。道場では、人に対するリスペクトを常に意識するよう指導していた。 

 

第 14項 人に意見を言う方法を考える 

求道館の道場訓：①先輩を敬い、後輩を慈しむ それは人格の相互尊重 ②人を愛し、言動

を慎む それは達人の道 

 ストレスが多い現代社会において、人と人の間で、意見が違う、価値観が合わない、  

コミュニケーションができてない状態が続くと、人の関係は日増しに悪くなり、結果的に衝

突するケースも少なくない。 

 適切な意見の言い方、また人を諭す方法について、武術家の山本常朝は『葉隠れ』で、以

下のように述べている。 

 

【原文】 

                                                 
163  ドラゴン・イケミヤ共同提案体『空手発祥の地・沖縄』沖縄県、2017年 3 月、134頁。 
164  東恩納盛男、聞き取りインタビュー、那覇市安里、東恩納道場にて、2016年 10 月 28日。 
165  大山喜久子クリスティーナ『大山倍達 強く生きる言葉』成甲書房、2010 年、10 頁。 
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人に意見をして疵
きず

を直す云ふは大切なる事、大慈悲、御奉公の第一にて候。大いに骨

を折ることなり。人の上の善悪を見出すは安き事なり。それを意見するも安き事なり。  

大かたは、人の好かぬ云う憎き事を云ふが親切の様に思ひ、それを請けねば、力に及ば

ざる事と云ふなり。何の益
えき

にも立たず。人に恥をかゝせ、悪口すると同じ事なり。    

我が胸はらしに云ふまでなり。 

 意見と云ふは、先ず其の人の請くるか、請けぬかの気をよく見分け、入魂
じっこん

になり、  

此方の言葉を兼々信用ある様に仕なしてより、好きの道などより引き入れ、云ふ様種々

に工夫し、時節を考へ、或は文通、或は暇乞などの折か、我が身の上の悪事を申出し、  

云はずしても思ひ当る様にか、先づよき処を褒め立て、気を引き立つ工夫を砕き、渇く

時水飲む様に請合はせ。疵直るが意見なり。殊の外仕にくきものなり。年来の僻なれば、 

大体にて直らず、我が身にも覚えあり。諸朋輩兼々入魂をし僻を直し、一味同心に御用

に立つ所なれば御奉公大慈悲なり。然るに恥を与えて何しに直り申すべきや166。 

 

【現代日本語】 

   人に意見をしてその欠陥を改めさせるというのは大慈悲の心のあらわれであり、            

ご奉公の最も大切なことの一つである。しかし、そのやり方には大いに苦心を要する。    

人のことについて、その善悪を発見するのはたやすいことであり、簡単なことだ。大て

いの人は、人のいやがる、言いにくいことをいってやるのが親切だと心得、それが受入

れられなければ仕方のないことだとしているようだ。これは何の利益にもならない。    

結果として人に恥をかかせ、悪口をいうのと同じことであり、いう側の気ばらしに過ぎ

ない。 

人に意見をする際には、まず相手がそれを受入れる気持があるかどうかをよく判断し、

互いに心をうちあけ合うほどの仲となり、こちらの言葉を信頼するような状態にしなけ

ればならない。その上で、趣味のことなどから気持を引き、いい方、いう時期などをよ

く考え、手紙を利用し、暇乞の折にふれ、あるいは自分自身の弱点や失敗の話などして、

直接相手に意見をせずとも思いあたるようにするのがよい。また、まず相手の長所をほ

め、気分をひき立てておいて、ちょうど喉のかわいた時に水を欲するように、こちらの

言い分を自然に受入れさせ、欠陥をなおしていくのが本当の意見である。大変にむずか

しいものである167。 

                                                 
166  山本常朝『葉隠れ』徳間書店、2000年、60 頁。 
167  同上書、60 頁。 
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 深い思いやりとデリカシーが感じられる文である。人の自尊心に傷をつけたり、プライド

に関わる不適切な指摘をしたりすることによって、何の利益も生まれない、誰も得しない、

むしろ逆効果を及ぼす可能性が高い。よって、人に意見を言う前に、先ずその人に受け入れ

る心があるか無いかをよく見分け、次にどのような言い方が効果的であるということを充分

に考えてから、行動するべきだと述べている。そして、思いやりのある親切な言葉を選びな

がら、感情的にならず、相手を見下さず、なるべく冷静に話を進めるべきである。もしも、

話が望ましくない結果をもたらした場合、その原因は、相手側でなく、自分にあると思い、

諦めずに次の方法を考える。それが本当の思いやりに基づいた慈悲深い行為であると、山本

常朝は言っている。そうした山本の言葉は、同じく求道館の道場訓「先輩を敬い、後輩を慈

しむそれは人格の相互尊重」にもつながる。 

 

第 15項 誠実であれ 

松茂良興作の座右の銘：生半可は自滅である。仁、義、礼、智、信の五常をわきまえよ 

日本空手協会の道場訓
：
誠の道を守ること 

空手の武道精神には、孔子の儒教の教えの影響もある。論語の一節には、弟子が孔子に、

国が成り立つための条件を問う部分がある。その一節で、孔子は、兵と食と信の三つが  

必要だと答える。弟子は重ねて、その三つの内、一つを省くなら何を省くかを問う。孔子は

「兵を省く」と答える。さらに弟子は、残った食と信の内、どちらかを省くならどちらを省

くかを問う。孔子は「食を省く」と答える。食を省けば、人は死んでしまうのだが、孔子は

「人は遅かれ早かれ死ぬ」「信が無ければ国は立たない168」と答える。 

 この場合、兵とは、現代で言えば、軍事力にあたる。食とは、経済力、あるいは国民の生

命を維持する物質的諸条件と考えられる。孔子は、軍事力よりは経済力（あるいは命）が大

切だと主張した。この部分は、誰でも納得できるところだろう。 

 しかし、さらに孔子は、この「食（命）」よりも大切なものがあるというのである。  

そして、それは「信」であると述べる。孔子の述べる「信」とは、社会（国）における人と

人の間の信頼関係を示している。「人を信じ、家族を信じ、社会を信じ、国を信じる心がな

ければ、国は成り立たない」と、孔子は論じている。これは、松茂良興作の座右の銘の「生

半可は自滅である。仁、義、礼、智、信の五常をわきまえよ」の信の部分のことを言ってい

る。己にも人にも誠実で嘘を付かず、真剣に誠実に稽古に邁進しすべきである。その中から、

                                                 
168  仮名論語 顔淵第十二 166 頁 3行目。 
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人生の真意を見出すであろう。これが空手において誠の道なのである＜誠の道を守ること＞

と、日本空手協会の道場訓では説いている。 

人の悪態をつく悪口を言うことも、武道の道において、絶対にやってはならない行為であ

る。武道の道を目指す者は、絶対に人の悪口を言ってはいけない。また、自分が接する仲間

が人の悪口を言っているのを見かけたら、それを止めなければならないと、道場では指導す

る。精紳修行を真剣に考えている空手家は、悪口を言わない、聞かない、許さない。そうし

たことを強く意識しながら、人格形成に努めるべきだと教える。人を騙す行為も下劣な行為

だと教える。 

また、自分が口で言ったことを最後までにきちんと守らないといけない。口にしたことは、

何が何でも成し遂げるという「有言実行」も求められる。信用を失わないように、いつも誠

実な振る舞いで、言ったことばに責任を持ち、日々の生活をおくらなければならないとする。 

 武道が生み出した言葉に、「武士に二言なし169」というのがある。これは武士の時代に生

まれた言葉であり、約束したことは必ず守るという意味を持つ。武士は信義を大切にし、 

いったん言ったことは必ず守り、あとで前言をひるがえすようなことはしないという意味  

である。道場では、そうした自ら発した言葉に誠実に責任をもつことも教えられる。 

空手家は、修行を通して養わなければならないものがある。それは、空手の武術（技術）

はもちろんのこと、それと同時に心術、すなわち空手精神を身につけなければならないとい

うことである。船越義珍が「技術より心術」と強調したように、空手の修行において、心を

磨くことと精神力を高めることは重要である。 

当章で取り上げた、空手達人の座右の銘や道場訓には、空手の精神を養うのに貴重な条文

が謳われている。修行者は、この言葉を深く心に留め、その意味を忘れずに日々稽古を行わ

なければならない。空手は、生涯の修行であり、精神修養も一生続くものである。空手のみ

ならず、武道として修行するもの、すなわち柔道・剣道・居合道・合気道・弓道なども同様

である。心術を磨くこととは、精神文化として武道を学ぶ、それを追求し、身につけること

を意味する。 

高宮城繁は「精神文化としての武道」の記事で、次のように述べている。 

 

近世（江戸時代）になると、武の世界では武技そのものの価値を大切なものと考えな

がらも、それを磨くことによって付加的に創出される精神価値をもっと大事なものだと

人々は考えるようになった。すなわち技法よりも心法を重視するようになった。精神の

                                                 
169  加藤寛『日常語の中の武道ことば語源辞典』東京堂出版、1995年、286頁。 
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働き、心の営み
いとなみ

などが技の在り方を決定する重要なものだと考えられ、それが、宮本武

蔵『五輪書』や柳生宗矩
やぎゅうむねのり

の『兵法家伝書』となって著されたのである。心の在り方を問

うという命題は文化そのものを問うということである。武術が文化としての資質をおび

るとき、それは、武道へと昇華する。そして人の在り方、人の歩むべき道を究明するい

わゆる求道の具となるわけである170。 

 

高宮城の視点は船越の教えに通ずる。つまり武術（技術）そのものにのみ価値を求めるの

ではなく、精神価値（心術）の奥義にも目を向けなければならいと言っているのである。 

空手家の精神修行は、肉体的や技術的な鍛錬と同時に行われる。そのために、まず日々の 

厳しい稽古が必要となる。道場で流された汗の量、または自分が耐えてきた精神的な辛さ、 

体の痛み、精神修行はその中から生み出されてくる。だから、日々の稽古で重ねた鍛錬は、

最終的に心を鍛えることに繋がる。そして、心を鍛えることは、精神力向上にも繋がる。 

精神鍛錬の修行については、高宮城はさらに、次のように述べている。 

 

武術修行者は厳しい錬磨に耐えることによって、根性が練られ、度胸が養われ、いつ

いかなるときでも普段と変わらぬ心境で物事に対処できるような精神、すなわち、平常

心がつちかわれるのである。このことを上泉伊勢守信綱は「火炎の中に飛入、盤石の下

に敷かれても滅せぬ心」といい、武蔵は「巌の心」といい、沢庵は「不動心」といい、

針ヶ谷夕雲は「無住心」といった。こういう表現にみられる心境こそ、武術修行者が技

法練成の過程で究極的に創り出す精神である。武道の修行における精神価値とはそうい

うものである。《「技」+「心」》の構図があってはじめて武術は武道となり、武芸とな

る。「技」と「心」は不即不離の状態という弱い関係にあるのではなく、相互補完的で

不可欠の強い関係にある。技と心が重なりあって、その相乗効果として創り出された精

神価値が文化であり、その資質を規定しているのが道の思想である。武道が精神文化と

しての機能を発揮するのは修行者の日々の生活の場においてである。すなわち、武を身

に修めた人間は日常の生活実践の場で強く自己を統御し、決して非社会的行動をとるこ

とはしない。そういう自己統御能力とか自己規制の精神を武道は授けてくれる。人間と

しての道を踏みはずさない。そういう道の思想を武道は内に秘める。人間としての道を

決して誤らないという精神こそ文化としての価値なのである171。 

                                                 
170  高宮城繁・新里勝彦・仲本政博『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008年、255 頁。 
171  同上書、256頁。 
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第 6節 松村宗棍の遺訓 

 1882（明治 15年）年ごろ172、松村宗棍は、弟子の桑江良正173に武術家としての心得の巻物

を与えている。その巻物は、首里鳥堀町内に住む子孫の桑江良慶によって、現在も大切に保

管され継承されており、家宝となっている。それには、空手の精神性を表わす言辞が多く綴

られている。以下、松村宗棍の遺訓について紹介する。 

 

【原文】 

武術稽古之眞味を 

しらすんはあるへからす。 

依て覚悟之程申喩…候間 

得と可致吟味候。さて文武 

之道同一理也。 

文武共其道三ツ有。 

文道ニ三ツと申ハ 

詞章之学、訓詁之学、 

儒者之学と申候。詞章之 

学と申ハ、但語言を綴緝、 

文辞を造作して、科名・ 

爵禄（禄）之計を求候迄二て候。 

訓詁之学は経書之 

義理を見究ミ、人を教る 

而已之心得ニて、道に 

通事、入精不申候。 

右之両学は只文芸之挙を 

得候迄ニて、正当之学問とハ難申候。 

儒者之学は道に通て物を挌（格）、 

知を致、意を誠にして心を正し、推て 

以家を斉、国を治、天下を平にする二至り、 

是正当之学問二て、儒者学之候。 

                                                 
172  高宮城繁・新里勝彦・仲本政博『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008年、122 頁。 
173  桑江良正（くわえ りょうせい）、1986 年‐1926年、首里手の武術家、松村宗棍の弟子。 
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武道二三ツハ、学士之武芸、 

名目之武芸、武道の武芸有り。 

学士之武芸ハ頭二稽古之仕様相替り、 

成熟之心入薄、手数計相習＜踊之様二て＞ 

戦守之法不罷成、婦人同人二て候。 

名目之武芸は実行無之、方々致去来、 

勝事計申、致争論、或人を害し、 

或身を傷ひ、依事は親兄ニも恥辱を 

懸候。武道之武芸ハ不致放心、 

工夫を以致成熟、己か心を治て 

敵人之乱を待、己か静を以敵の譁を待、 

敵の心を奪て相勝候。 

成熟相募候ハバ、妙微相発し、 

万事相出来候共、撓感もなし、乱譁も 

なし、忠孝之場において、猛虎之威、 

鷙鳥之早め、自然と発して、如何成敵 

人も打修候。夫武は暴を禁、兵を戢、人を保、 

功を定、民を安、衆を和し、財を豊にすと、 

是武の七徳と申、 

聖人も称美しくれ候段、 

書ニ相見得候。されは文武之 

道一理ニて候間、学士・名目之 

武芸ハ無用にして、武道之武芸相嗜候ハバ、 

機を見て変に応し、以鎮物をと存候間、 

右の心得ニて、致稽古可然哉、 

存寄も候ハバ、無腹蔵申聞所希候、 

以上。 

 

松村武長 

五月十三日 

桑江賢弟 
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【現代日本語】 

武術稽古の真意を 

知らなければならない。 

依って覚悟の程を申し諭す。 

とくと吟味しなければならない。さて文武 

の道というものは、同一の理を有する。 

文武共にその道は三つある。 

三つの文道とは 

詞章の学、訓詁の学、 

儒者の学である。詞章の 

学とは、言葉でもって文を綴り、 

文辞を完成させ、そこに科名、 

爵録を求めるものである。 

訓詁の学とは経書の 

意（義）を見究め、人に教える 

ことを目指すもので、道には 

通じるものの、入精するものではない。 

右の両学はただ文芸の挙を 

得るもので、正当の学問とは言いがたい。 

儒者の学は道に通じて物を挌知し、 

意を誠にし心を正しくして、以て 

家を斉え、国を治め、天下を平にするに 

至る。それが正当の学問であり、儒者の学の真意である。 

武道の三つとは、学士の武芸、 

名目の武芸、武道の武芸である。 

学士の武芸は、頭で稽古をいろいろと考えるもので、 

成熟の心は得難く、手数ばかりただ習い＜踊りの様で＞ 

戦守の法とは成り難く、婦人同様なものである。 

名目の武芸は実行が伴わず、方々を彷徨して 



 103 

勝つことばかりこだわり、争論、或いは人を害し、 

或いは身を傷い、事に依っては親兄弟 

にも恥辱を与える。武道の武芸は放心せず、 

工夫を以て成熟し、己の心を治めて 

敵人の乱を待ち、己が静を以て敵の譁（騒ぎ立てる）を待ち、 

敵の心を奪って勝つものである。 

成熟相募って、妙徴相発し、 

万事うまくいく中で、撓感（乱れる）もなし、 

乱譁（乱れ騒ぎ立てる）もなし、忠孝の場において、猛虎の威、 

鷙鳥の如く俊敏に、自然に発して、如何なる敵人も 

打修める。それ武は暴を禁じ、兵を戢
おさ

め、 

人を保ち、功を定め、民を安んじ、衆を和し、 

財を豊かにする。それを武の七徳という。 

聖人も讃美し、 

それは書物にもみえる。それはまさに文武の 

道の理に適うものであって、学士・名目の 

武芸は無用にして、武道の武芸を嗜み、 

機を見て変に応じて以て鎮むべきものである。 

右の心得をもって稽古すべきである。 

別の考えがあるならば、腹蔵なく聞いてみたい。  

以上。 

 

松村武長 

5月 13 日 

桑江賢弟

 

（上記の翻刻の出典は、週刊沖縄空手「沖縄空手ヒストリー14」沖縄タイムス、2017 年 10月

22 日。現代日本語は、ドラゴン・イケミヤ共同提案体『空手発祥の地・沖縄』＜沖縄県、2017

年、8頁＞と仲本政博『沖縄伝統古武道』＜ゆい出版、2007 年、47頁＞を参照した。） 
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松村宗棍（1809－1899 年）は琉球王国時代の最も偉大な空手家の一人といわれている。公職

にあっては、尚灝王・尚育王・尚泰王の側役をつとめた。彼の武術の師匠は明らかではないが、

幼少のころから武芸を好み、17 歳の頃には、すでに武術界にその名を馳せていたという。技術

のみを追求する武術に疑問を抱き、武術と平行して人間完成への道を儒教に求めた。 

 松村は「儒者の学」と「武道の武芸」の求める方向は一致すると考え、空手修行者の心得る

べき文武両道のあり方について遺訓で上記のように説明している。また、松村は同遺訓で「夫

れ武は暴を禁じ、兵を戢め、人を保ち、功を定め、民を安んじ、衆を和し、財を豊かにするも

のである。是れ武の七徳と申す」と中国古来の武術観を紹介し、その「武の七徳」が武術修行

者の求めるべき精神の道だと考えている。 

 「学士の武芸」と「名目の武芸」と「武道の武芸」の相違について述べている松村は、   

すでに 19 世紀後半に武道の真意に気付いていた。頭だけで理解しようとする「学士の武芸者」

や名誉を欲しがる「名目の武芸者」は多いが、本物の「武道の武芸者」は数少ないことを松村

は認識していたのであろう。 

 

松村宗棍の遺訓内に示された空手の精神性は、以下の言辞に集約されている。 

 

【原文】 

武道之武芸ハ不致放心 

工夫を以致成熟己か心を 

治て敵人之乱を待己か静 

を以敵の譁を待敵の心を 

奪て相勝候成熟相募候ハヽ 

妙微相発し万事相 

出来候共撓感茂なし乱譁も 

なし忠孝之場におゐて 

猛虎之威鷙鳥之早め 

自然と発して如何成敵 

人茂打修候 

 

【現代日本語】 

武道の武芸は放心せず 

工夫を以て成熟し、己の心を治めて 

敵人の乱を待ち、己が静を以て 

敵の譁（騒ぎ立てる）を待ち、敵の心を 

奪って勝つものである。成熟相募って 

妙徴相発し、万事うまくいく中で、 

撓感（乱れる）もなし、乱譁（乱れ騒ぎ立てる）も 

なし。忠孝の場において、 

猛虎の威、鷙鳥の如く俊敏に、 

自然に発して如何なる敵人も 

打修める。 
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 「撓感もなし、乱譁もなし。」というのは、前述した「意地ぬ出じらあ手引き、手ぬ出じら

あ意地引き」の精神にも通ずる。つまり、いざ喧嘩が起こった時、武道家としての対応はとに

かく冷静でなければならない。終始冷静に徹することを諭している。また、「己の心を治め、

敵人の乱を待ち」と「己が静を以て、敵の譁を待ち」というのは、正に「空手に先手なし」の

精神である。つまり、自分からは攻撃しないこと。自分の心をコントロールする精神が大事だ

ということを諭している。 

松村宗棍は、「文武両道」に秀でた武人としても知られている。彼は、学問の道と武芸の道

を同時に究めていくべきだと説いている。つまり、武術のみの修行ではなく、それと同時に学

問的な（文化・芸術・美術など）教養も高めていくべきだといった考え方である。 

「文武両道」は空手だけではなく、柔道や他の武道でも強調されている基本的な教えである。 

柔道を創設した加納治五郎は次のように述べている。 

   

文化と力が一体となる。力を伴わない文化は役に立ちません。文化のない力は野蛮なだ  

  けです174。 

 

 加納は、東京文理科大学の学長、それから東京教育大学の学長を務めた経験もあり、   

日本の教育界の著名な人物である。彼もまた、そうした「文武両道」を理想とした武道家だっ

たと言われる。 

                                                 
174  トレバー・レゲット『日本武道の心』サイマル出版会、1993 年、116頁。 
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第 3章 空手の型 

第１節 型の定義 

第１項 空手における型の定義 

 型（形とも書く）とは、空手の伝統的な練習方法の一つである。空手の神髄は型にあると言

われるほど重要で、奥深いものである。その特徴については後述するが、ここでは先ず型の定

義を紹介したい。 

 

桃原慶長
とうばるけいちょう

による型の定義は以下の通りである。 

 

空手の型のなかには、受け技、突き技、蹴り技を中核に、つかみ技や投げ技、関節技等

が内在している。型には演武線がある。前後左右からの敵の攻撃を想定し、それに対する

受け、突き、蹴りなど、部分としての技（点）を組み合わせた連続技を、全体として表現

し体系化したものが型であり、その攻撃・防禦の方向や運足の軌跡が演武線である。四方

に敵を想定した有効・適切な攻防の技と、運足や足捌きが一体となった一連の動作として

の演武線を認識して型の演錬を行うことは、技術修得のための重要な要素の一つである175。 

 

ビットマン・ハイコは、型について、次のように述べている。 

 

「型」は基本的に伝統的な日本の「芸」・「道」やそれらの「流派」の中の一つの修行

方法であり、今日に至るまでたいがい修行の中心に置かれている。武道の修行者は「型」

を通じて、その「道」の達人によって工夫・創造された一人あるいは数人の仮想敵、ある

いは実際の練習相手に応用した技や身体の動きを繰り返しながら行って身につけるもので

ある176。 

 

『武術辞典』では形（型）について次のように定義されている177。 

 

                                                 
175  高宮城繁・新里勝彦・仲本政博『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008年、197 頁。 
176 ビットマン・ハイコ「日本武道に見られる思想の研究（その 3）－日本武道における「型」の一考察

－」金沢大学留学生センター紀要 第 7 号、2004年 3月、19頁。 
177  小佐野淳『武術辞典』新紀元社、2003年、38頁。 
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形は我と敵の攻防を一定の所作で規則正しく演じることを必要とし、それが流儀の規範

となった。流儀とはいわば形の集合体である。あらゆる日本の伝統文化は形に支えられて

おり、この形を代々受け継ぐことにこそ、武士の武術修行における使命があったといえる。

形にはその攻防の技術の裏付ける倫理があり、修行そのものにも哲理や哲学がある。 

 

 「形にはその攻防の技術の裏付ける倫理があり、修行そのものにも哲理や哲学がある」とい

った指摘は、空手の精神性を知る上で重要である。以上の定義に記載される通り、型の中には

様々な技が内在し、その技を身につけるために、同じ型を何度も繰り返し練習する必要がある。 

空手初心者は、最初に一つだけの型を覚えることに集中しないといけない。しかし、それを

やり続けることで、それぞれの動きの意義が分かるようになり、全身にバランスがつき、  

総合的に鍛えられる。最終的に、脳で技を覚えるというよりも、体で覚えるという感覚になる。

ただし、一つの型をマスターするのに数年かかると言われる。 

型は一人で練習することもあれば、同時に複数名で同じ型の練習することもある。型稽古で

は複数の敵がいることを想定しながら細かい手足の技を決まった順序で行う。敵が四方（正面、

後ろ、右側、左側）から攻めてくることを想定するので、すべての方向を意識しなければなら

ない。従って、型の稽古を正しく行うと自然に集中力が高まる。各型の演武時間は具体的に決

められていないが、型によって数十秒から数分間続く。空手の技術度に合わせて、初心者向け、

中級者向け、上級者向けの型がある。各空手流派の型すべて数えると 100 以上ある（本章第 3

節第 3項＜112頁＞参照）。 

 なお、流派によって採用されている型が異なる。それぞれの流派では、少ないところで 10 型

ほど、多いと 50型ほど弟子に教える。 

 

第 2節 型稽古の目的と重要性について 

第 1項 型稽古の目的 

 型の練習をすることによって、空手家は体の使い方やタイミング、細かい技などを磨く。  

それだけでなく、型の稽古を通して、実践に近い戦いのリズム感、スピード、       

呼吸コントロールなどを身につけることができる。そして、最も重要とされる空手独特な  

身体動作、特に腰の引き締め方を身につける目的で、型の稽古が進められている。 
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 型の本来の目的は以上の通りであるが、現在では型の真意を勘違いし、「型は空手に必要な

い」とか「型は組手に役立たない」という間違った解釈も広まっている。 

型稽古で学べるタイミングというのは、我と敵の間合いによる攻防のタイミングのことであ

る。つまり、敵がどこから、どの技を使って、そしていつ攻めてくるという微妙なところまで

相手の動きを読み取ることを学ぶ。そして、それに対する相応しい受け技を、どこから、  

どのタイミングで発揮すれば良いかということを学ぶ。 

 型の中にある細かい技には、受け技（上段受け、中段受け、下段払いなど）、攻め技（突き、

貫手、手刀）、蹴り（中段蹴り、横蹴り、廻し蹴り、膝蹴り、金的蹴り、間接蹴りなど）、 

掴み技、投げ技などが含まれる。 

 以上の技を正しく力強く、効果的に使うために、呼吸コントロールを学ばないといけない。

東恩納盛男は、技によって、呼吸法がすべてと言っても良いくらいに呼吸は大事だと指摘して

いる178。 

 一般的な呼吸というのは、息を吸うことと息を吐くことだけ示している。戦いの場になると、

正しい呼吸法はより複雑になってくる。戦いの場では、何処で息を吸うか、何処で吐くか、 

またどのぐらい吸うか、どのぐらい吐くかは緊要である。どの型も同じく、呼吸法は非常に 

大事である。 

 例えば、戦いの中で敵が腹部を攻めてくるとすると、その瞬間に息を吸ってしまったら、  

衝撃が大きくなり、結果的に大きな打撃をうけてしまう。息を吸うとき腹部は弱くなり、腹筋

に力が入らない。その影響で相手の攻撃技が強く効く。逆に、攻めてくる相手の技を受ける 

瞬間に息を素早く吐いておき、腹筋を引き締めれば、その技の力をある程度吸収することがで

きる。 

 東恩納は、呼吸法には「だいたい６種類くらいあって、短く吸って短く吐く、短く吸って長

く吐く、短く吐いて長く吸うとかね、いろいろ方法があるんです179。」と述べている。 

 呼吸法については、東恩納だけではなく、多くの空手達人たちが、その重要性を指摘してい

る。極真空手の創始者大山倍達も、空手の稽古において「力の強弱、技の緩急、息の調整」が

最も大事だと力説している。 

 「力の強弱」というのは、空手の稽古において非常に重要であるため、力をどこで入れるか、

そしてどこで抜くかに特化した練習が道場で何度も繰り返される。型の練習もその一つである。

                                                 
178  フル・コム『公開！沖縄空手の真実』東邦出版、2009 年、222頁。 
179  同上書、222頁。 
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初心者が空手の技を繰り出すと、力入れることだけに集中して、力を抜くことを忘れる。  

上級者は、それを上手く調整できる。空手で、その力の使い方を「ゼロから百まで180」と表現

することがある。言葉で表現することは簡単だけでも、その技術を実際に身につけるために、

かなり長い間鍛錬をしなければならない。 

 「技の緩急」というのは、上記した「力の強弱」にも連携しているが、しかしここでいう緩

急というのは、単なる力の使い方というよりも技を発揮するタイミングを指す。 

 戦いの場において、技のタイミングは最も大切な勝利に導く要因だと言われる。従って、 

そのタイミングを極めて、はじめて空手の技を実践的に使えるようになる。しかしながら、 

その修得は決して容易なことではない。 

 基本稽古や型稽古で学ぶ技は、基本的に安定した環境の中で、練習しやすい場所で学ぶ。 

ところが、それが実践組手や競技試合になると、相手が突発的に動いたり、立ち方を変えたり、

常に状況が変わる。そのような変わりやすい状況の中で、技を上手く使いこなすために、  

空手独特なタイミングを学ばなければならない。そのことを「技の緩急」という。 

 また、大山が指摘している「息の調整」というのは、「呼吸コントロール」のことである。 

型稽古では、激しく、素早く、又はゆっくりと、漸次に、つまりリズムを変えながら練習を行

う。そのように身体を動かしながら、技の鍛錬と同時に呼吸の調整を学ぶ。 

 上級者向けの型では、例えば「壱百零八手
スーパーリ ンペー

」の場合、型演武は 3 分間ほど続く。その中に数

多く手足の技、立ち方の変更や移動を行うために、体力を消耗する。当然ながら、息切れも起

こり得る。そこで、息の調整（呼吸コントロール）が肝要となってくる。 

 型は、道場内や野外ではもちろん、充分なスペースさえあれば、一人でも練習できる。  

さらに、充分なスペースがなくても、本部朝基が「面白いもので、自分は座ったまま、心のな

かで形をやると、自然と汗をかくのである181。」と語ったように、坐ったままで目をつぶった

状態でも、想像力を活かしながらできる。 

 空手修行において型稽古は非常に大事だと言われる。型稽古の目的は、空手技術の磨くこと

であり、空手独自の体動作を身につけることである。型は単なる戦いパターンのシミュ   

レーションではなく、あくまでも鍛錬方法であり、空手技術修得のための重要な要素の一つで

ある。 

                                                 
180  武術でよく使われる表現であって、その意味は、「ゼロ」というと、力が全く入っていない状態であ

って、「百」というと 100 パーセントという意味で、力をすべて出し切った状態である。 
181  小沼保『本部朝基正伝』壮神社、2000年、84頁。 
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第 2項 伝統空手における型稽古の重要生について 

新里勝彦は型の重要性について次のように語っている。 

 

空手が武術といえるとすれば、その真髄は「型」にあり、それ抜きには空手の武術性は  

語れない。空手の「型」は、一言でいえば、武技の集合体、蓄積装置であり、同時に空手

という武術の修練方式であるといえる。沖縄の空手は「型」あっての武術であり、「型」

概念の理解なしには成り立たない武術である182。 

  

ここで、新里が言う「武術としての空手」とは、スポーツとしての空手ではなく、沖縄の伝

統空手を指し、新里はさらに、「沖縄の空手が型にこだわるのはこだわるだけの理由があり、 

またそれを支える伝統的な武術観がある。それは、武術としての空手の技は型の鍛錬によって

身体に内在化され、蓄積されていくという確信である183。」と述べている。新里が論じるよう

に、伝統空手における鍛錬の真髄は型にある。型は空手修行の一つとして、身体の地力を身に

つけるための重要なツールである。 

 喜友名朝考は型の重要性について、「日々『型』を研究して、鍛錬に鍛錬を重ねて代々伝え

ていくという、そこに沖縄空手の意義があるんじゃないでしょうか184。」と述べている。喜友

名は、日々の鍛錬として型の稽古を行うことが沖縄空手の神髄だという。 

 

第 3節 型の流儀 

第１項 型の指導 

 空手修行全体もそうだが、特に型を習う時に、教えてくれる指導者が大事な役割と果たして

いる。「この親にしてこの子あり」と言うように、空手も同じく、その人の型を見れば、指導

者の型が分かると言われる。空手指導者は、型を教えることによって、弟子たちに空手道とし

て進むべき「道」を示している。その点について、ビットマン・ハイコは、次のように述べて

いる。 

指導者は、全面的な手本となる。そして、特に「道」の本質的な内容を含む中心的もし

くは唯一方法である「型」の具体的な手本を示すことによって、弟子が進もうとする道を 

                                                 
182  高宮城繁・新里勝彦・仲本政博『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008年、210 頁。 
183  同上書、213頁。 
184  フル・コム『公開！沖縄空手の真実』東邦出版、2009 年、34頁。 
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取得することに導びく役割がある185。 

 

 各空手流派には、初心者向け、中級者向け、上級者向けの型がある。道場生の技術に合わせ

て、習う型のレベルが変わる。例えば、初心者向けの型には、「基本型初段」、「基本型二

段」、「普及型一」、「普及型二」などがある。 

 道場生の技術が上達すると、中級者向けの型を習う。その中には「平安初段」、「平安二

段」、「平安三段」、「平安四段」、「平安五段」、「抜塞小
ばっさいしょう

」、「抜塞大
ばっさいだい

」などがある。 

 そして、上級者向けの型には、例えば「内歩進
ナイハンチ

」、「三戦
サンチン

」、「十三手
セ ー サ ン

」、「公相君
クーサンクー

」、

「王冠
ワンカン

」、「壱百零八手
スーパーリ ンペー

」などがある。 

 流派によって、教える型の順番が異なり、教えるペースも異なる。弟子によって、型を覚え

る進度も異なり、複数の型を早く覚える弟子もいれば、一つの型さえなかなか覚えきれない弟

子もいる。東恩納盛男によれば、宮城長順の時代では、先ず三戦の型のみ 3年間連続に繰り返

していたという。一つの型をきちんと出来るようになるまでには、他の型を教えないというこ

とである186。 

詳しくは、以下の図で解明したい。図 3  

レベル 初心者  中級者  上級者 

修行年数 1∼2年目  2∼5年目  5年目以降 

型   平安初段   

   平安二段  内歩進 

 基本型  平安三段  三戦 

 普及型一 ⇒ 平安四段 ⇒ 公相君 

 普及型二  平安五段  王冠 

   抜塞小  壱百零八手 

   抜塞大   

 

※以上の図表はあくまでも一般的な指標であって、特定の空手組織や流派のものではない。 

                                                 
185  ビットマン・ハイコ「日本武道における「道」の一考察」金沢大学留学生センター紀要 第 6号、

2002年 3 月、34頁。 
186  東恩納盛男、聞き取りインタビュー、那覇市安里、東恩納道場にて、2016年 10 月 28日。 
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第 2項 各空手流派の代表的な型 

 沖縄伝統空手の首里手（現代少林流系）の代表的な型には、「内歩進
ナイハンチ

」、「抜塞
ばっさい

」、公相君
クーサンクー

」

などがある。泊手（現代上地流系）の代表的な型には、「内歩進
ナイハンチ

」、「鷺碑
わんすう

」、「鷺碑
ろうはい

」など

がある。そして、那覇手（現代剛柔流系）の代表的な型には、「三戦
サンチン

」、「十三手
セ ー サ ン

」、

「壱百零八手
スーパーリ ンペー

」などがある。 

 

第 3項 各沖縄空手流派の型一覧 

現在、沖縄空手においては、多くの流派の型がある。各流派の型は以下の一覧の通りである。 

 

   各沖縄空手流派の型一覧 
187 

上地流系の型 

1. 三戦（サンチン） 

2. 完子和（カンシワ） 

3. 完周（カンシュウ） 

4. 十戦（セーチン） 

5. 十三（セーサン） 

6. 十六（セーリュウ） 

7. 完戦（カンチン） 

8. 三十六（サンセーリュウ） 

9. 龍虎（リュウコ） 沖縄空手道協会 

10. 昭平（ショウヘイ）  沖縄空手道協会 

11. 考武拳（コウブケン） 孝武流 

12. 大極初段（タイキョクショダン）  上地流空手道振興会 

13. 録拳空（ロクケンクウ）  上地流空手道振興会 

14. 虎鶴拳（フーハヲチュン）  硬軟流 

                                                 
187  沖縄伝統空手道振興会の公式ホームページより URL: www.odks.jp/karate/model（最終閲覧日 2018年

9 月 1 日）。 
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15. 鶴虎（ハヲフウ）  硬軟流 

16. 王道（オウドウ）  硬軟流 

17. 南拳（パイケン）  硬軟流 

 

剛柔流系の型 

1. 三戦（サンチン） 

2. 転掌（テンショウ） 

3. 撃砕第一（ゲキサイダイイチ） 

4. 撃砕第二（ゲキサイダイニ） 

5. 砕破（サイファー） 

6. 制引戦（セイユンチン、セイユーチン） 

7. 四向戦（シソーチン） 

8. 三十六手（サンセールー） 

9. 十八手（セーパイ） 

10. 久留頓破（クルウンファー） 

11. 十三手（セーサン） 

12. 壱百零八手（スーパーリンペー、ペッチューリン） 

13. 天地（テンチ）  剛柔流明武館 

14. 青龍（セイリュウ）  剛柔流明武館 

15. 白虎（ヒャッコ）  剛柔流明武館 

16. 朱雀（シュジャク）  剛柔流明武館 

17. 玄武（ゲンブ）  剛柔流明武館 

18. 撃破第一（ゲキハダイイチ）  剛柔流尚禮会 

19. 撃破第二（ゲキハダイニ）  剛柔流尚禮会 

20. 鶴破第一（カクハダイイチ）  剛柔流尚禮会 
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21. 鶴破第二（カクハダイニ）  剛柔流尚禮会 

 

松林流の型 

1. 王冠（ワンカン） 

2. 鷺碑（ローハイ） 

3. 泊抜塞（トマリパッサイ） 

4. 鎮闘（チントウ） 

5. 北谷屋良の公相君（チャタンヤラノクーサンクー） 

6. 普及型Ⅰ（フキュウカタイチ） 

7. 普及型Ⅱ（フキュウカタニ） 

8. 平安初段（ピンアンショダン） 

9. 平安二段（ピンアンニダン） 

10. 平安三段（ピンアンサンダン） 

11. 平安四段（ピンアンヨンダン） 

12. 内歩進初段（ナイハンチショダン） 

13. 内歩進二段（ナイハンチニダン） 

14. 内歩進三段（ナイハンチサンダン） 

15. 安南空（アーナンクー） 

16. 汪輯（ワンスー） 

17. 五十四歩（ウーセーシー） 

 

小林流系の型 

1. 糸洲抜塞（イトスパッサイ） 

2. 松村抜塞（マツムラパッサイ） 

3. 五十四歩（ウーセーシー） 
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4. 十三（セーサン） 

5. 公相君（大）（クーサンクーダイ） 

6. 公相君（小）（クーサンクーショウ） 

7. 知花公相君（チバナクーサンクー） 

8. 平安初段（ピンアンショダン） 

9. 平安二段（ピンアンニダン） 

10. 平安三段（ピンアンサンダン） 

11. 平安四段（ピンアンヨンダン） 

12. 平安五段（ピンアンゴダン） 

13. 内歩進初段（ナイハンチショダン） 

14. 内歩進二段（ナイハンチニダン） 

15. 内歩進三段（ナイハンチサンダン） 

16. 雲手（ウンシュ） 

17. 古流抜塞（コリュウパッサイ） 

18. 基本型初段（キホンカタショダン） 

19. 基本型二段（キホンカタニダン） 

20. 基本型三段（キホンカタサンダン） 

21. 基本型四段（キホンカタヨンダン） 

22. 十手（ジッテ） 

23. チンティー 

24. 慈恩（ジオン） 

25. 壮鎮（ソーチン） 

 

糸東流系の型 

1. 平安初段 
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2. 平安二段 

3. 平安三段 

4. 平安四段 

5. 平安五段 

6. ナイファンチ初段 

7. ナイファンチ二段 

8. ナイファンチ三段 

9. ジッテ 

10. ジオン 

11. ジイン 

12. ワンシュウ 

13. パッサイ大 

14. パッサイ小 

15. コクソウクン大 

16. コクソウクン小 

17. 四方（シホウ）コクソウクン 

18. チンティー 

19. チントー 

20. ローハイ初段 

21. ローハイ二段 

22. ローハイ三段 

23. 五十四歩（ゴジュウシホ） 

東恩納派 

1. サンチン 

2. テンショウ 
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3. サイファ 

4. セイエンチン 

5. セーサン 

6. セーパイ 

7. シソーチン 

8. サンセールー 

9. クルルンファ 

10. スーパーリンパイ 

松村派 

1. 松村ローハイ 

2. 松村パッサイ 

新垣派 

1. ニーセーシー 

2. ソーチン 

3. ウンシュウ 

呉賢貴 

1. 二十八歩（ニーパイポ） 

2. ハウファー 

3. 八歩連（パープーレン） 

摩文仁賢和 

1. 四つの型 

2. 新生第一（シンセイダイイチ） 

3. 新生第二（シンセイダイニ） 

4. 明星（ミョウジョウ） 
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第 4項 型の主要な演武線 

 

型の演武線については、図を使って紹介したい。 

 

図 4 

型の演武線 

演武線      型の名前（例） 

 

三戦
サンチン

 

転掌
テンショウ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内歩進初段
ナイハンチショダン

 

内歩進二段
ナイハンチ ニダン

 

内歩進三段
ナイハンチサンダン

 

 

 

 

 

 

 

 

十三
セーサン

 

十六
セーリュウ

 

完周
カンシュウ
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普及型Ⅰ
フキュウカタイチ

 

普及型Ⅱ
フキュウカタニ

 

 

 

 

 

 

 

 

砕破
サイファー

 

 

 

 

 

 

 

十八
セーパイ
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 図 4 が示している通り、型によって描かれる演武線が異なる。単純な前後の演武線や   

左右の演武線あれば、より複雑な演武線もある。 

 前述したように、型稽古では複数の敵がいることを想定して、細かい手足の技を決まった 

順序で行う。型は、敵が、正面から、後ろから、右側から、或いは左側から攻めてくることを

想定し、四方の方向を意識しながら、敵の攻撃に対する「空手に先手なし」といった伝統空手

の精神性を示す「受け技」と「反撃技」を使った鍛錬方法である。図 4 では、矢印は敵がいる

位置を表している。 

 入門したばかりの門下生は、まず初心者向けの型から学び、その型の技術を取得した上で、 

はじめて中級者向け、それから上級者向けの型を学ぶ。 

 

第 4節 型の理解及び解釈 

第１項 型の理解 

 型そのものは複雑であり、また型の正しい教え方・継承の仕方は非常に難しい。      

流派によって、型の解釈が変わる。指導者によって、各型の理解度も違う。そして、当然なが

ら教え方も違う。理解度が低い指導者の場合、浅い軽浮な型の理解を道場生に伝えてしまう。

逆に、理解が深い指導者は稽古で修得した完成度の高い型を道場生に伝授していく。また、型

稽古を大切にする道場生もいれば、おろそかにする者もいる。中には、年に一度の昇級審査の

前だけで型稽古を行う人もいる。型の場合特にそうであるが、誰から習うかというのが非常に

大事になってくる。型を大切にしている指導者から習う道場生は、同じく型を大切にする。 

しかし、型をおろそかにする指導者の道場生は型の稽古を疎かにする場合が多い。 

 

第 2項 型と組手の関係 

 空手の修練体系には「型」と「組手」がある。型というのは、上述した通り、いわゆる 

修練の基礎（ドリル）である。それに比べて、組手の方は実践に近い戦いである。 

 組手では、相手が実際に、突発的に、様々な動きをしながら、色々な空手の技を使う。 

当然ながら想定されない技も、型で現れていない技も使う。組手の場合、そういった攻撃に

対応しなければならず、またそこで実践に近い反応が求められる。型の場合では、目の前に

相手がいなくて、イメージトレーニングが可能であるが、組手ではそれが出来ない。 

高宮城繁は、型と組手、そして型の崩れについて、以下のように論じている。  
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型は規範としての空手であり、組手は運用としての空手であるといえる。本来、     

この二つは相互補完的に密接な関わりを持つが、運用は個人の資質、または相対する

敵によって変化する性質を持つ。しかし、規範となる型には変容は許されない。それ

は先達が磨き上げた技術の集大成であり、後進に受け継がれるべきものだからだ。だ

からこそ型には厳正な規範と原理が必要とされ、伝統技芸たり得るのである。また本

土の現状を見ればわかるように、型は、空手が競技主体のスポーツ化することによっ

て、より大きく、より華やかに、よりわかりやすくと、型が本来持つ特徴とは反対の

方向に変化していってしまう。型の崩れである188。 

 

第 3項 型と組手試合 

 現在、型の理解不足から「組手試合に型が役に立たない」という考え方が広まりつつある。

新里はこの問題について次のように語っている。 

 

本土から沖縄に来て道場見学をされる方の中からは、「本当に型は組手に使えるの

か？」、「競技に効果があるのか？」という質問は多いですね。それはおそらく型稽

古で身体をどう鍛えているのかがわからないので、ただ表面の形にとらわれ、型の手

順どおりの動きが実践でも技として使えると、沖縄空手では理解していると誤解して

るのではないだろうか189。 

 

 新里が指摘している型の解釈の誤解というのは、実践でも型の順番通りに相手が攻めてく

るだろうと沖縄空手は理解しているという単純な認識のことをいっている。このような認識

は希薄で、不十分な認識である。新里はそれについて、以下のように述べている。 

 

相手がこちらの受けやすいように型通りに技を掛けてくることなんて、そんなこと

はまずあり得ないでしょう。例えばピンアンを例にとると、左右対象の横向きから始

まるんです。型分解のデモンストレーション等で、わざわざ相手を横に立たせて。そ

うすると、彼らは何でわざわざ敵を横に置いとかなきゃいけないんだと考える。最初

から、敵の側に向くべきだと(笑)。たしかに、自分が技を出しやすいように動くのが

                                                 
188  高宮城繁・新里勝彦・仲本政博『沖縄空手古武道事典』柏書房、2008年、34頁。 
189  フル・コム『公開！沖縄空手の真実』東邦出版、2009 年、34頁。 
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当たり前です。しかし、空手の基礎はあくまでも型にある。そこを理解しなければな

らない190。 

 

 空手を武道の生涯修行として目指す高宮城は、型を中心に稽古はしなければならない、と

以下のように力説する。 

まず、生涯武道を志すというのが沖縄の空手家の基本的な考え方なんです。そして

生涯武道というのは、型を通してしか行えないんです。試合での選手生命なんて、

精々30 代で終わってしまうでしょう？そうしたら後の 50 年は何をやるんだ。型を中心

にやるわけですよ。だから、生涯武道の基本というのは型にしかないんです。たしか

に実際のところ、今の競技空手の実戦に型が役に立つか？と言われたら、立ちません

よ。それは191。 

 

 高宮城は、スポーツとしての空手を志すよりも生涯武道の空手を志す方が良い、そして、

型を中心とした稽古が空手の極意に達する基礎だと考えている。喜友名も、「伝統文化を正

しく伝えるということを考えた場合、やはり型がキチッンとあるということは大事だと思う

192。」と語っている。 

 新里や高宮城が指摘している「今の競技空手的な実戦に型が役に立たない」というのは、  

あくまでも競技空手に限ったことである。現代の競技空手、いわゆるスポーツ空手の「組手」

では、伝統的な型の鍛錬は必要ないかもしれない。しかし、武術として、また護身術として

空手を修行するならば、型の鍛錬が空手の神髄だと、彼らは主張している。 

 

第 5節 型と空手精神 

第１項 型に表現されている空手精神 

上述したように伝統空手は「空手に先手なし」といわれているように、型の練習において

防御にあたる「受け」を徹底しておこなう。インタビューでは、特に型の「受け」に関わる

空手の精神性と、その型の特徴を中心に聞き取りをおこなった。 

「型に表現されている空手の精神性」についての聞き取りインタビューに応じてくれた沖

縄空手の達人は、以下の 5名の方々である。 

①東恩納盛男氏、②比嘉稔氏、③知念賢祐氏、④島袋善保氏、⑤新城清秀氏。 

                                                 
190  フル・コム『公開！沖縄空手の真実』東邦出版、2009 年、35頁。 
191  同上書、34 頁。 
192  同上書、34 頁。 
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① 流派名：剛柔流、聞き取り対象者：東恩納盛男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型：制引戦
せいえんちん

、演武者：東恩納盛男 193 

                                                 
193  撮影：Andrzej Zacharski、那覇市安里、東恩納道場にて、2018年 10月 31 日。 
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 沖縄県指定無形文化財保持者である東恩納盛男とは、これまでに何度か聞き取りインタビ

ューをおこなっている。今回は空手の精神性に関わる聞き取りインタビューとして、剛柔流

の東恩納道場での 4 度目の訪問となった。「型」と「受け」について、どの型を見ても、 

またどの流派の型を見ても、全部「受け」から始まる。先ず、そこにはどういう意味がある

のか尋ねたところ、東恩納は、次のように答えた。 

 

 これは、要するに「空手に先手なし」、つまり自分勝手に手を出さないという意味で

す。そのため、すべての型は「受け」から始まる。昔から、よく「空手に先手なし」と

いった船越義珍の言葉が引用されている。しかし、こうした言葉はそれ以前にもあった

のです194。 

 

 自ら攻撃しない、自分勝手に手を出さない、型の最初の動きは必ず受け技であって、攻撃

技はない。船越義珍が書き残した「空手に先手なし」という言葉が東恩納の口からでてきた。

伝統空手の型における基本的な教えは「空手に先手なし」であることが理解できよう。競技

空手の場合、「先手あり」と言われる。競技の場においては、選手たちが先手を出さない限

り、試合が始まらず、決着もつかないからである。こうした伝統空手の「空手に先手なし」

といった奥義は、空手の型で道場生たちは徹底的に教え込まれている。続いて、剛柔流の

「受け」の特徴について尋ねてみた。 

 

 剛柔流はね、手の受けもあるけれども、「摺り足」も非常に大事です。私は入門した

ころ、準備運動の後、摺り足の練習を 30 分も続けていた。相手が突いてきて、自分が

捌くという練習をね。受けは大きく、実戦のようにパッと捌いたりする。この捌きとい

うのは「摺り足」で、準備運動の後にそれを 30 分もやった。横、前進、斜め前進、後

ろ行進。手だけでの受けは限られている。一瞬に体でパッと捌く。これは一つの防御で

ね195。 

 

東恩納は、宮城長順から習った稽古の様子も語ってくれた。受けは、ただ手（腕）だけに

力が込められているようにみえるが、実戦の場においては、手の受けには体の動きが伴わな

ければならないという。立ったままで手だけで受けをせず、体を動かしながら相手の攻撃を

                                                 
194  東恩納盛男、聞き取りインタビュー、那覇市安里、東恩納道場にて、2018年 10 月 31日。 
195  同上。 
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かわす。その動きの練習を「摺り足」、または捌き（体捌き）という。30分もかけて摺り足

の練習を行ったとのは、そうした理由による。 

 また、インタビューの最後に東恩納は、「型の中に、先人たちの essence と wisdom が残

されている。だから、絶対に変えてはいけない196。」と力説した。上述したように、剛柔流

は「自分自身の感情をしっかりとコントロールをできることは、武道の道においての第一ス

テップであり、空手家は、どういう状況下においても、冷静に自分を見つめる事が出来る精

神を保たなければいけない」といった精神性を説いている。essenceと wisdomの根底には、

そうした剛柔流の精神性、そして「空手に先手なし」といった空手の精神性が包含されてい

ることはいうまでもない。 

                                                 
196  東恩納盛男、聞き取りインタビュー、那覇市安里、東恩納道場にて、2018年 10 月 31日。英：

essence とは、真髄という意味。また、英：wisdom とは、智慧を意味する。 
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② 流派名：小林流、聞き取り対象者：比嘉稔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型：公相君
クーサンクー

、演武者：比嘉稔 197 

                                                 
197  撮影：Andrzej Zacharski、那覇市壺屋、究道館本部道場にて、2018年 11月 2日。 
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 沖縄県指定無形文化財保持者である比嘉稔とは、聞き取りインタビューを行うために、那

覇市泉崎にある道場、そして撮影のために、那覇市壺屋にある究道館本部道場で会うことに

なった。前回お会いしたのは、沖縄県県立武道館で開催された沖縄空手国際セミナーの時で、

自宅を訪問したのは初めてだった。早速、空手の型における「受け」の意味を尋ねてみた。 

 

それは、よく言われているように「空手に先手なし」のことですね。だから、自分か

ら攻撃をしないという意味です198。 

 

 比嘉稔の口からも早速に「空手に先手なし」という言葉がでてきた。伝統空手では自ら先

に攻撃をするではなく、相手の攻撃を受けてから（或いは、かわしてから/捌いてから/避け

てから）はじめて自分が反撃技を出す。だから、沖縄伝統空手の型は、必ず受けの技から始

まる分けである。空手の型において「空手に先手なし」といった精神がいかに大切であるか

が理解できよう。比嘉の道場でも、道場生は、そうした型の修練を通して「空手に先手なし」

という精神を徹底して教え込まれる。比嘉も東恩納同様、「空手に先手なし」の精神が型に

強く表れていると解釈している。伝統空手は昔から防御のために、つまり護身術として使う

ために、発展してきた。比嘉の発言は空手の精神が現在も受け継がれていることの証左とな

ろう。 

 

続いて、小林流（求道館）における「受け」の特徴について尋ねてみた。 

 

 受けの特徴は「回転」にある。丹田を使って、回転をさせること。基本的には、  

うちにカキエという練習方法があるのです。あれも全部腰の動きを使って、練習を  

行う199。 

  

 比嘉は、受けはただ腕の力だけだと足りない、そのために丹田の力をうまく使って、それ

を受けの技につなげないといけないという。「カキエ」とは、空手家が手首や腕を鍛えるた

めに行う特別な練習方法である。その際、二人の人が手首辺りで腕を合わせて、柔らかめに

受けの技を交わす。そうした、カキエという練習方法で、丹田の力をどう利用できるかを試

しながら、受けの練習を徹底しておこなう。 

                                                 
198  比嘉稔、聞き取りインタビュー、那覇市泉崎の道場にて、2018年 11月 2日。 
199  同上。 
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③ 流派名：小林流、聞き取り対象者：知念賢祐 

 

 
 

型：平安四段、演武者：知念賢祐 
200 

                                                 
200  知念賢祐の個人所有写真 
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 以前、知念賢祐から直接指導を受けことがあり、またセミナーに参加した際にも、型につ

いて様々な説明を受けた。それを整理し、今回は聞き取りを深めていく目的で、豊見城市に

あるワールド王修会会長総本部道場にてインタビューを行った。知念は、高弟子二人を同席

させて、2 時間ほどの聞き取りに対応してくださった。「型はなぜ受け技から始まるのです

か」という質問に、知念は次のように答えている。 

 

 私が思うに、それは、沖縄県民の民族性というか、結局、昔から沖縄は小さい島で、

周りに大国の中国、日本、アメリカ、そういう政治的な絡みはずっとあった分けでしょ

う。中国の顔色を伺いながら、日本とも接しなければならない。板挟みになっている中

で、その政治的なパワーバランスを取らなければならない。沖縄はそういう負の歴史を

負わされていたわけです。小国だから攻められたらもう終わり。戦う力が無いから、そ

の小さい島にはね。・・・・・そういうけん制をしながら、バランスを取りながら生き

ていたのが沖縄、つまり琉球なんだ。琉球人は、結局そういう中で生き抜かなければな

らない。うまーく、関係を維持し、戦いを表に出しては、勝てない。では、どうする？

受ける側に回って取り繕うしかないでしょう。沖縄人は耐えるしかなかった。耐えてい

く、耐えることによって勝利する。相手の攻撃をうまく避けるにはどうしたらいいのか、

そうした対応に、沖縄人の民族性が表れていると思う。それは、親そして祖先がずっと

継承してきた歴史でもある。 

文化は中国から取り入れたものが多くある。当時は久米（現：那覇市久米町）に中国

人も住んでいたし、また琉球からも多くの役人が中国に派遣されていたから、中国から

多くの文化を受容している。空手は今から 500 年ぐらい前に琉球に伝わったといわれて

いる。実は、空手の受容についても、受けに回る姿勢があらわれているんだ。受けをず

っと極めていくと、どうなるかというと、受けと攻撃は表裏一体化する。突き詰めてい

くとね。そして、受けは単なる受けではなくなる。また、同時に負けないという思想も

生まれてくる。受けに回るけど、負けない。受けを攻撃の頂点まで、並べるぐらいまで

持っていけば、負けないという、受けと攻撃が表裏一体になる。これが伝統空手の特徴

だといってもいいだろう。 

 そういう受けの姿勢が歴史上必然的に生まれたとしても、結局攻撃を先にするのが、

普通、勝つわけじゃない？「先手必勝」、先手を打った方が勝つ。これは、戦いの法則

でもある。だから、一方的に受けに回り退くことはしない。それが型に実に見事に表れ

ている。型は、受けて後ろに下がることはない。受けた後、後ろに下がらない、前に行
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くんだよ。攻撃と同様に、受けも前に出て行んだ。つまり受けと攻撃が表裏一体という

ことを意味している。私も最初は知らなかった、教える人もいないしね。実は、外国で、

型について悩んでいた時期に、ある師範から「戦いは前に進むしかない」ということを

言われたことがある。それ以来、型のもつ意義について考えていて、型は、受けから始

まり、前に進む。攻防をイメージしているのであれば、下がればいいのに下がらない。

前に行って、行って、行って、また相手が、ここから攻撃をしかけたら、こう廻って、

また戻ってくる201。でも、常に前に進む。相手に対して、決して下がることはない。 

昔の人は空手の受けの本意をわかっていて、型を作ったのだと思う。だから、型その

ものは、体操であってはならない。型の一つ一つに意味がある。これは大事にすべきだ。

では、我々は今後、なにをすべきなのだろうか。伝統的に作られた型を継承しながら、

型そのものを、さらに分析し、その本意・極意を深めていかなければならないと思うん

だ202。 

  

 知念は、琉球・沖縄の歴史的な背景や沖縄人の民族性を取り上げながら、型における受け

に対する独自の見解を披露してくれた。「空手に先手なし」という言葉があまりにも有名に

なりすぎて、伝統空手は護身であり、攻撃的なイメージをもたないと思う人も多い。知念は

空手の受けにおける攻撃性も否定していない。型には攻撃と受け技の表裏一体が表れている

という指摘は、型の本意・極意を知る意味で貴重な見解であるといってもいいだろう。そう

した発想の根底には、型は組手の実際動作につながることから、型の真の意義を正しく理解

すべきだという思惟もあるのだろう。 

  

  

                                                 
201「前に行って、行って、行って、また相手が、ここから攻撃をしかけたら、こう廻って、また戻っ

てくる」というのは、型の中にある進み方のこと。詳しくは、本章第 3 節第 4 項「型の主要な演武線」

＜118 頁＞参照。 
202  知念賢祐、聞き取りインタビュー、豊見城市、ワールド王修会会長総本部道場にて、2018年 11月

1 日。 
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④ 流派名：少林流、聞き取り対象者：島袋善保 

型：アーナンクー、演武者：島袋善保 
203 

                                                 
203  島袋善保の個人所有写真 
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 島袋善保とは、これまでに、沖縄空手会館で開催された沖縄伝統空手国際セミナー、沖縄

県立武道館や沖縄空手会館資料室などで数回お会いし、話をお伺いする機会も多かったが、

今回の聞き取りインタビューは、沖縄市諸見里にある事務所で行うことになった。空手の型

に表現されている精神性について訪ねたところ、島袋は次のように答えた。 

 

型の中には、「空手に先手なし」ももちろんあるけれども、空手の精神性というの

は、要するに「謙虚さ」のことで、高い段階の人間形成へと導くことです204。 

 

 空手の型を始める前にも、終わった後にも、演武者が必ずお礼をする。また、演武の最中

にも、その演武者の表情からも行動からも謙虚さが表れる。上述したように沖縄空手では、

厳しい修行を通して武術の技と共に高邁な精神性を身に付けることが重要視される。島袋も、

そうした沖縄伝統空手の精神性を重視する。続いて、島袋は次のように語った。 

 

   空手の演武をする時、もう吠えているように「えええい、クーサンクー！」と叫ぶ 

  今の競技空手、あれは謙虚さゼロです。空手の精神性を感じない205。 

 

 島袋が指摘しているのは、現在の競技空手における、型演武開始の直前の行為のことであ

る。型競技の選手は、試合コートに入って、これから演武をする型の名を大声で叫ぶ。そう

した行為は動物が吠え叫ぶようで、空手らしい謙虚さや精神性が一切みえないと島袋は感じ

ている。それはまた「剛毅勇武」について、船越が空手は技のみを鍛えるものではないとし、

「形よりも心についてのものである」といった発言、「空手道」を修める者は、「技術より

心術」、即ち精神修養に集中すべきだとした発言に繋がる思惟であろう。 

 

 私たちが教わったのは、観客の前に、礼をして、一方下がって、それから始める。 

そのくらい観客に対して、敬意を表する。カーッと、競技空手ように大きな振りで、 

威張って、やるわけじゃなくてね。謙虚な気持ちで演技をおこなう。そしてやる時は、

敵を想定して、受けの時も 100パーセントの力を入れて受ける。50パーセントの力で受

けたら、型が乱れる。ちゃんとスピードにパワーを兼ね、そして眼力（眼）も大事であ

る。ちゃんと攻撃、受けのところを向いて。要するに、内から出るパワーを使って。常

                                                 
204  島袋善保、聞き取りインタビュー、沖縄市諸見里の事務所にて、2018年 11月 9 日。 
205  同上。 
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に敵を想定するから、受けはちゃんとやる。大男が突いてきたという気持ちで、突く時

も、相手のお腹を下から貫き通り抜けるぐらいの気持ちでパワーを出す。体がフォロー

する。ただ、何も考えずにやっていたら体はフォローしないよ。それを強く僕らは注意

された、よく言われた206。 

  

 島袋は型の演武や練習における、礼を重んずる内面の陶冶を強調する空手の精神性を非常

に重視している。現在の競技空手の型では、難度の高い、振りの大きい、パワフルにパフォ

ーマンスをする型が高得点につながることから、沖縄伝統空手の達人の中には、島袋のよう

に、競技空手が闇雲に競技スポーツの方に進み、伝統的な空手の本質を失っていると、  

批判的な立場をとる人が多い。そして彼らは競技空手の型は本来あるべき空手の型が   

崩れていると感じている。島袋の指摘する、各方向から攻撃をしてくる敵を頭の中で   

想定するだけでなく、それに対応できる自分の技、スピード、パワーなどを常に強く   

意識しなければならないというのは、本来あるべき伝統空手の型の継承の重要性を指摘して

いる。 

 続いて、空手の型はどうして受けの技から始まるかのという問いに、島袋は以下のように

答えた。 

 

空手は護身術でしょう。護身術ということは、身を護るのだから、誰かが攻撃した時

には、受けからしか始まらない207。 

 

 空手は元々護身術である。攻撃をするために、発達してきた武術ではなく、とにかく自分

（又は家族、身内）の身を護るために作られたもので、島袋もまた船越のいう「空手に先手

なし」の立場を踏襲していることが理解できよう。さらに、少林流の受けの特徴について、

島袋は以下のように説明した。 

 

少林流系の受けの特徴は、瞬発力、in and out、in and out208、そういう身軽な動き

が特徴です209。 

                                                 
206  島袋善保、聞き取りインタビュー、沖縄市諸見里の事務所にて、2018年 11月 9 日。 
207  同上。 
208  戦いの場において、英語：in and out というと、相手との間合いを指す。in and out とは、相手

に接近する（in）こと、相手から離れる（out）ことを意味する。 
209  島袋善保、聞き取りインタビュー、沖縄市諸見里の事務所にて、2018年 11月 9 日。 
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 島袋は、少林流における「受け」特徴として、瞬発力、それから相手の間合いの取り方

（接近することと離れること）などを挙げている。 

 

④  流派名：上地流、聞き取り対象者：新城清秀 

 上地流、拳優会の会長新城清秀とは、初めて沖縄伝統空手国際セミナーでお会いした。 

その後、沖縄県県立武道館と沖縄空手会館で何度かお会いし、今回の聞き取りインタビュー

は、読谷村渡具知にある拳優会新城塾の道場で行うことになった。新城は、上地流の歴史や

自分自身が空手を始めたきっかけを話してくれた。彼は沖縄空手の達人として多くの取材、

テレビドキュメンタリー、あるいは上地流の DVD 映像で、流派や技の特徴を説明している。

沖縄県文化観光スポーツ部空手振興課は、型の継承・保存の必要性が高まる中で、沖縄空手

流派研究事業を実施し、2017（平成 29）年度に上地流を対象にして補助金を出している。 

新城清秀は約 1年間を掛けて、2018 年 3月沖縄空手流派研究事業210『上地流 UECHI RYU 解説

書』の執筆に協力した。新城らは、当解説書で、上地流の型や技の特徴について、以下のよ

うに解説している。 

 

  型は流派の理念や理想を形や動作として表現したものであり、流派の設計図とも言え

る存在である。上地完文は福建において十数年に亘って中国武術を修行し、1910 年に帰

国したといわれている。このとき持ち帰ったのが「三戦」、「十三」、「三十六」とい

う３つの型であり、これらは上地流の型稽古の主軸となっている211。 

 

 上地流における「型」及びその型に含まれている「受け」の技の特徴について、新城は以

下のように語る。 

 

 上地流には、八つの型があります。最初に行うのが「三戦」、続いて行うのが「完子

和」です。その他には、「完周」、「十戦」、「十三」、「十六」、「完戦」、「三十

六」もあります。 

 上地流の特徴的な技の一つとして「拇指拳
ぼ し け ん

」というのがあります。型「完子和」の中

において、例えば左手で受けて、すぐに拇指拳で攻撃をする。つまり、受けから返して 

                                                 
210  上地流が 2017（平成 29）年度に沖縄空手流派研究事業の対象となっている。その翌年に剛柔流が

事業の対象となっている。筆者は両事業に、翻訳の専門相談役として関わった。 
211  沖縄県文化観光スポーツ部空手振興課『上地流 UECHI RYU 解説書』沖縄空手流派研究事業、2018

年、38頁参照。 
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いく、これが拇指拳の特徴です212。 

 

 型稽古を含めて、空手の精神的な面について、また自己鍛錬としての究極を求めることに  

ついて、新城は以下のように語る。 

 

 空手は、奥が深い部分がありましてですね。今、十分に自分自身で、納得した演技と

か、自分自身で納得したという状況はまだありません。まだまだあるだろうという究極、

その世界を求めていくのが空手道の隠れた、非常にいい部分だと思います。それを求め

るために日々精進するということです213。 

 

  さらに、沖縄伝統空手と競技空手を比較し、新城は以下のような指摘を行っている。 

 

 沖縄空手は、生涯を通して出来る。競技的な部分だと、割と選手寿命は短い。生涯を

通して演技が出来る。生涯修行の一貫としても沖縄空手には素晴らしいものがある。呼

吸方法とか、それから張りのある、その年齢に応じた表現方法とかです。そういったも

のがあるから、沖縄伝統空手は、生涯を通して出来ると思います。ただ、競技に走ると

若干そのあたりで選手寿命が短くなるという部分が確かにありますね214。 

 

競技スポーツとしての空手に限界を感じ、技術的な面以外に精神的な面、また空手修業の

意義といった面で、その極意の修得に真剣に挑む人々が増え、生涯の修行という観点からみ

た空手の目的はいったい何かという疑問及び課題が空手家たちに問われている中、新城の指

摘は重要である。「生涯修行の一貫としても沖縄空手には素晴らしいものがある。」という

のは、船越義珍が『空手道教範』で語った「少なくとも精神修養としては十年、二十年、出

来れば一生涯、これを習い、これに親しみ、技と共に勇気・礼節・廉恥・謙譲・克己の美德

を磨いて身の光りとしなければならない。」といった発言にも繋がるものであろう。 

 

続いて沖縄空手を保存・継承する必要性について、新城は次のように語る。 

 

                                                 
212  新城清秀「これが沖縄空手だ！part 4 （上地流 Uechi Ryu 形にみる究極の実戦技）」映像を参

照。 
213 同上。 
214  同上。 
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これからのことを考えると、やはり今、自分が教わってきたものを、方向性を正しく、

しっかりと形を変えることなく、しっかりと教えていきたい。沖縄と言えば空手、空手

といえば沖縄。本場の使命、そういうものになっているので、自分が教わったものを、

それは口伝で、今日までにきているけども、やっぱりそれは大事な沖縄の文化ですので、

それを空手の真意として、生き証人として我々はまた次の世代に、それをバトンタッチ

しなきゃいけない。そういう意味で、沖縄らしい、本当の沖縄の空手を次の世代にも伝

えていきたい。それは、私の沖縄空手に対する愛着、私の信念だと思っております215。 

 

沖縄伝統空手の各流派における「型」は非常に大切にされており、その「型」の中に先人

達が残した知恵と精神性があるといわれている。型は各流派の設計図でもあるともいわれる

ために、その保存・継承・正しい解釈に現在の空手の達人たちは専念する。 

 

 筆者が行った聞き取りインタビューの結果などから、型に表現されている空手の型におけ

る精神性については、以下のように整理することができよう。 

 

①「空手に先手なし」の精神 

 

 空手の精神性については、まず何といっても「空手に先手なし」の精神を挙げなければな

らないだろう。 

空手の型は必ず受け技から始まる。どの流派の型も同じく、必ず受け技から始まる。   

突き技や蹴り技、つまり攻撃の技から開始する型は一つも存在しない。それだけではなく、 

型の演武のなかに、戦う方向が変わる度に、必ずまた受けの技から入る。「空手に先手なし」

の精神が型に強く表れ、すべての型が受けから始まる。この視点からみた空手の精神は、 

明らかに自ら攻撃しないことを、第一義としている。空手の型を探究すれば、その中に含ま

れている技は護身術的な意味合いが強いことが理解できるが、一方、伝統空手も攻撃を否定

していない。しかし、その攻撃については、相手の攻撃技の後、まず己の受け技がでる。 

相手が攻撃することを想定し、そして自分の身を守るために、それに対する受け技を使う。

受け技を使って、あくまでも護身のために反撃をするといった考えが、その根底にある。 

また、そこに沖縄伝統空手の奥義がある。伝統空手の達人らは、技空手が闇雲に進めば、 

                                                 
215 新城清秀「上地流 新城清秀 拳優会 Uechi Ryu」沖縄 BBTVの映像、2016年 6 月 8 日、参照。 
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沖縄の伝統的な教えは忘れられ、空手の精神性は失墜するだろうと懸念している。伝統空手

派」と「スポーツ空手派」に二極化している現代の空手界は、上述したように空手における

“精神的側面”を強調する伝統空手家にとって、まさに今は「空手の危機の時代」だという

指摘も理解できよう。 

空手の稽古全体に対していえるが、型稽古の際にも、特に自身の精神状態を常にコントロ

ールすることが求められる。型の開始から終了まで、平常心、即ち落ち着いた精神状態を維

持しなければならない。空手大会の型の試合はともかく、道場内の練習のおいても、心の中

を「禅の瞑想」のような状態にさせて、演武を行うことが求められるのも、伝統空手の精神

性の特徴であろう。 

 

②  礼の重視 

 

 伝統空手の大会や演武会において、出演者は型の演武を行う前に必ず礼をする。それには、

集まってくれた指導者や審判員及び観客に対する敬意を払うという意味がある。当然ながら、

演武を行った後、退場する前にも、会場にいる全員に対して同じく礼をする。この礼に関し

ては、競技会場のみならず、道場内で型稽古を行う際も、また一般生活の中においても厳し

く守ることが求められている。上述した、船越が空手は技のみを鍛えるものではないとし、

「形よりも心についてのものである」といった発言、「空手道」を修める者は、「技術より

心術」、即ち精神修養に集中すべきだとした発言は、伝統空手の各流派に大きな影響を与え

ている。 
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第 4章 伝統空手の課題と展望 

第１節 時代の変化による問題・課題 

第 1項 空手のスポーツ化について 

 空手は、1957 年まで競技として、すなわちスポーツとして存在しなかった。1957 年 10 月

20日に東京体育館で開催された第一回全日本空手道選手権大会が開催され、これ以降空手は、

主に競技スポーツとして発展し、短期間のうちに世界中に普及した。   

競技空手が発展したことにより、各国における空手の人気も高まってきたといえる。         

沖縄県の報告書によると、全世界の空手家人口は、180ヶ国で約 1億 3000 万人（うち日本国

内約 300 万人）に達しているという。上述したように、沖縄県内だけでも 390 の空手道場が

ある。 

空手の歴史が数百年もある中、ここ最近 60 年間で発展してきた競技空手が確かに     

大きく注目を集めている。競技空手の人気の高まりと比例して、空手家の世界人口も増えつ

つある。また、空手の認知度が上がるにつれ、一般の人々の間でも日本武道に対する関心が

高まっている。最近では、空手を習っている人の中から、柔道や合気道なども習ってみたい

という人たちも出てきた。また、その逆のパターン、つまり柔道や柔術から空手に移行した

人たちも現れた。結果的に、全世界に普及した競技空手のお蔭で、日本武道が底辺をひろげ、

そして最終的に、空手は誰も予想していなかったほど、全世界でポピュラーな格闘技として

発展している。各国の空手家人口の増加も、一般社会の中の認知度も、それはすべて「スポ

ーツ空手」（競技空手）のお蔭であろう。そういう意味では、「スポーツ空手」が空手普及

発展のために重要な役割を果たしたことも否定できない。その役割を認め、きちんと評価も

しなければならないであろう。先ず、修行の一部としてみれば、競技に参加することは、 

空手家の成長につながる。大会出場、或いは練習試合だけでも、多くの経験が得られる。 

普段とは違った環境において、緊張感やさまざまな不安を味わうことによって、自分の未熟

さ、特に精神的な力不足を知ることも貴重な経験となる。それは道場内だけだと、なかなか

味わえないことであり、また大会出場は空手家としてさらなる成長のためのヒントやモチベ

ーションをあげるのに必要な刺激を与えられる機会でもある。競技試合中は、これまでに養

ってきた空手精神が試され、競い合う選手たちの実力だけではなく、礼節も審判される。 

崇城大学で「現代における空手道の理念を探る」をテーマにした報告書を出した山内洋一は、

こうした経験を日本型スポーツの実戦と呼び、次のように指摘している。 

勝利志向に偏重するのでなく、「礼に始まり礼に終わる」の日本型スポーツの実践を

行う。「礼」には、社会秩序を保つための作法としての「礼」があり、相手に対して感
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謝や敬意を現す「礼」がある。烈しい攻防を行う空手道の競技だからこそ、「礼と節」

を忘れることなく実践することにより、存在の価値が高まると考える216。 

 

 競技空手に出場することは、稽古を続けるモチベーションにもなり、はっきりしたゴール

としてやる気を起こすきっかけにもなる。試合を通してしかできない経験も、空手が競技化

されたお蔭でできるようになっている。ここ数年来、世界空手愛好家の注目は、競技空手か

ら沖縄空手へ、つまり伝統空手へ変わっていく傾向がみえる。一方、前述したように、それ

は空手を見直す動きとも言えるだろう。比嘉稔は、この事情を次のように述べている。 

 

現在、空手人口が広がってくれたのも競技空手のおかげでしょう。でも、最近は 

伝統空手の良さが海外で見直されてきています217。
 

 

競技空手は、空手普及と発展に影響与えたほか、その競技や大会に参加をしている人たち

の成長にも影響を与えていることも事実である。しかし、空手がスポーツ化されていること

に対して、多くの沖縄の空手達人たちが疑問を抱いている。その要因について、以下検討し

てみたい。 

  

第 2項 実戦組手と競技組手 

 ここでいう実戦組手とは、上述した＜34頁参照＞沖縄の「掛け試し」のような実際の戦い

のことを指す。この実戦組手の最大の特徴は、ルールが無いということである。ルールが無

い戦いの場においては、どんな技を出してもよい、またどんな物でも手にして、それを武器

として使ってもよい。 

 しかし、空手大会における競技組手となると、様々な危険性を防ぐために、どうしても  

試合規則（ルール）が必要である。そのために試合中は、危険な技、例えば顔面殴打、眼突

きや金的蹴りなどは禁止され、空手技の一部しか使えない。 

 さらに、寸止め組手の場合は、技が相手の体に当たらない（届く前に止める）ため、痛み

が発生しないし、恐怖心も感じらないため、実戦組手のリアル性がないという指摘もある。 

 

                                                 
216  山内洋一『現代における空手道の概念を探る』崇城大学研究報告第 32 巻第 1号、2007年 3月刊行

参照。 
217  沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課「空手の大国 沖縄の伝統文化のリアリティ」株式会

社ビジョンプロジェクト、2012年、72 頁。 
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第 3項 競技化された型の崩れ 

 現在のスポーツ空手には、二つの競技が入っている。それは「組手」の競技と「型」の  

競技である。二つとも空手がスポーツ化されることによって、本来の空手の 形
かたち

が崩れたと   

いわれている。空手が競技化されつつある今の時代に、沖縄空手と本土の空手の間で、型及

びその崩れについて、沖縄の空手の達人たちは、以下のようにコメントしている。 

 

東恩納盛男は、型の崩れについて、次のように述べている。 

 

空手も禅も言葉では教えきれない。だから、型を崩しては駄目。型には先人の知恵が

詰まっているからね218。  

 

高宮城繁は、型の崩れについて以下のように述べている。 

 

沖縄の空手というのは、型を中心に練習します。本土に行った時に気付いたんですが、

本土では分解を基準に教えてるんですね。分解で教えると、どうしてもそこの印象が強

くて型全体を貫くリズム感を忘れるんですね。その辺は型が崩れていった要因じゃない

かと思いますね219。 

 

喜友名朝孝は、以下のように分析している。 

 

型の崩れは、やはり競技中心の考え方に問題があります。競技大会では、他流派の指

導者が審査するでしょう。剛柔流の指導者が小林流の、小林流の指導者が上地流の、 

やったこともない型を審査するわけです。そうするとね、選手はどの流派の審査員にも

ウケが良いように、動作を大きくわかりやすく変えていってしまうんです220。  

 

さらに、高宮城繁は、以下のよう競技空手を批判している。 

競技空手では、演出を過剰にするという非たるものが堂々とまかり通るわけですよ221。 

     

                                                 
218  東恩納盛男「祖の技 世界に伝承」週刊沖縄空手第 4 号、沖縄タイムス、2017 年 4月 30日。 
219  フル・コム『公開！沖縄空手の真実』東邦出版、2009 年、27頁。 
220  同上書、27 頁。 
221  同上書、34 頁。 
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喜友名朝孝は、型の崩れについて以下のように指摘している。 

 

教える指導者達も審判に合わせてしまうんです。だから型の伝統性が崩れていくんで

すね。柔道などもそうでしょう？日本だけが柔道をしていた頃は型が綺麗でしたが、 

世界が柔道をするようになって大会で勝てば良いと言うことになると、メダル欲しさに

どんどん型が崩れていってしまう。酷い場合、柔道じゃなくてもレスリングの技術を使

おうが何とか相手を転がして時間を稼いで勝つ、というようなね。また、僕たちが若い

頃は、道場の戸を閉めて型を教えたんですよ。人に見せるものじゃない、と。それが戦

後になって、スポーツ化したり、商売のために人に教えるうちに、見栄えの良いように

変わっていったりもしたんでしょう222。 

 

 以上、空手の達人たちのコメントから、伝統空手と競技空手における、型の相違について

次の点を窺い知ることができる。競技化された型の場合は、審判に合わせることを優先的に

考えて、見栄えのいいように演出し、伝統的な型のカタチが失われつつある。競技としての

型も組手も同じく、競技化されたことによって変化し、特に型は本来のカタチから離れてい

く傾向が強い。 

 組手競技だけではなく、型でも競い合うことから、型の演武それ自体が試合化によって、

完成度が高まると期待されていたが、実際は審判員のウケを意識して、見栄えに拘るように

なっている。また、勝敗を意識するため、演武型の選択においても、点数が高く出やすい 

難易度の高い型が選ばれるようになっている。 

 

その点について、島袋善保は次のように指摘している。 

 

 競技化されることによって、空手はいつの間にか“見せる空手”になってしまった223。 
  

 

 島袋は、型競技における見栄えに拘る姿勢に批判的である。競技選手は、見栄えよく、 

技を大きく格好良く見せようとする。それが本来の空手のカタチから大きくずれていると 

指摘している。 

                                                 
222  フル・コム『公開！沖縄空手の真実』東邦出版、2009 年、27頁。 
223  島袋善保、聞き取りインタビュー、沖縄市諸見里の事務所にて、2018年 11月 29 日。 
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次に、こうした問題について、スポーツ空手に批判的な考察を行った比嘉佑直の記事を紹

介したい。以下の引用文は、1965年、琉球大学空手道研究会の機関紙「空手道・第四号」に

掲載されていたものである。 

 

沖縄に発祥し育成された空手が企業の具となって紹介され、今では世界的に発展して

いるのは誰もが認めることで、その空手がスポーツ化された為に普及したと云うことも

云えると思う。スポーツ化ということに二つの行き方があると思う。 

 試合法式を主とする空手（ルールに依る試合）と空手型を体操化させてやる試合。   

両方の場合には現に本土で盛んにやって居るが、此の試合方式による空手が現在の   

ブームを造り、世界的に空手を発展させたことだと思う。 

 型を体操化させて誰にも運動できるように造り、老人でも男子子供でもできる    

体操型にし、一般に普及する為に出来たもので、現に町道場の多くは此に近いやり方        

であると思う。 

 試合法式を主とする空手（ルールに依る試合）空手型を体操家させてやる試合の場合

は大衆の面前で試合をなし、技を競うわけであるが、禁じ手なしの空手であるべきもの

がルールに依って束縛され、勝負する事態がおかしいのであり、真の意味における空手

の試合など不可能なのである。 

 本土の町道場は入門すると同時に自由組手をさせているがそういう事をしないと    

入門者がいないというから本土の空手が沖縄の空手と如何に違うかと言う事が     

うかがえる。組手もよいものではあるが組手をさせるまでには長い年月を要し、    

いわゆる型の鍛錬をなした後にやることであり、組手は型の実際動作であるから、   

組手をやることによって型の真の意義を正しく理解することができるのである。 

又、組手をやることによって闘志、胆力、眼力を養成することができるのでよい    

ことではあるが、本土のやり方は余りにも道場の経営のためという感じがして、    

無謀といえば無謀なやり方なのである。 

 戦前の稽古はまず体操的な稽古をさせ、三年位は補助運動を主として身体を造り、  

その後、武術としての鍛錬法をしたのである。結局、基本、鍛錬、基本型組手の三者が

融合熱してこそ空手の妙味が会得できるのではないかと思うのである。 

 科学的研究の上に立って技術的な鍛錬をなし、正しい技を磨くべきであり、      

其の苦しみ、其れ修業の中から人間造りができてくるのではないかと思うのである。 
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 空手指導の最終目的は人間育成ではなければいけないと思うが、スポーツ空手の目的

はどこにあるのだろうか。私としてはスポーツ化ということに対し少し考える処がある

のである224。 

 

 この記事から、比嘉は、空手がスポーツ化されていくことに対して、すでに 1960 年代に

危惧していたことが伺える。比嘉は、空手の指導における本土と沖縄との相違を明確に指摘

している。注目すべき点は、沖縄の伝統的な教え方では、空手の最終目的はスポーツ大会結

果でなくて育成であり、空手の最終目標は、メダル修得ではなく、己の修行及び人格形成で

ある、と強調している点である。 

競技空手の発展と展開は、比嘉が 50 年程前に推測していた通りの方向に進んでしまった。

そして、これから先もさらにスポーツ化されていくことが想定される。そうした流れを見て

いる現代の空手の達人たちも今、比嘉と同じように、競技空手（スポーツ空手）にさまざま

な疑問を呈している。そのままこうした展開が続くと、空手は本来のカタチから益々と離れ

ていくことが予想されるからである。それを伝統空手の達人らは、空手伝統の継承における

重大な危機であると考えている。 

 60年余に過ぎない競技空手の歴史が、一般社会における空手についての認識を、武術から

スポーツに変えた。現在、多くの人が空手をスポーツだと認識している。この認識を改めな

ければ、或いは今のまま放置しておけば、空手道場に入門する人は空手が「スポーツ」とい

う感覚を拭えなくなってしまい、伝統的な空手の真意が失われてしまうと危惧している。 

 また、スポーツとしての空手しか知らない指導者がさらに増えると、門下生たちに空手の

本来のカタチを伝えられなくなってしまう。もし、そのような流れになれば、空手に対する

認識も低下し、空手の習練の意義も崩れてしまう。そして、おそらく、その次の段階では、

「空手の目的は、試合結果だ。優勝した者は強い、負けた者は弱い。」という意識（思い込

み）が世間に広まってしまう。一部の流派において、そのような意識がすでに広まっている

ようである。 

 子供に対する空手教育においても、その傾向がすでに現れている。小さい頃から勝負に 

拘る教育を子供達が受けている。空手を習いに来た子供たちは、大会で結果を残さない限り 

十分に評価をされない事態も生じている。周囲から、或いは親から「この子は、大会になる

と負けるから駄目だね」、または、「この子は、大会で結果を残せないから強くなれないね」

                                                 
224  宮松久三『伝説の武人・比嘉佑直』守礼道、2006年、24頁。以上引用文については、誤植を修正

し、また文意を変えないことに留意して表現内容を一部加筆・修正したものがある。 
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など、という批判を受ける。現在の競争社会で育てられた親は、空手修行の真の意義を知ら

ないため、また空手をスポーツとしか見ていないため、このような意識をもつのであろう。

また、そこには現代社会の競争意識が強く影響している。それは東京や大阪という大都会で

特に感じられる現象である。都会にいけばいくほど、弱いものがいじめを受けて、強いもの

が上に立ちはだかる、いわゆる弱肉強食の社会になっている。そして、激しい競争が続くこ

の現在社会は、空手界にも悪い影響を与えているように思える。 

「結果を残さない限り認められない」という勝ち負けに拘るスポーツ的な思考は、沖縄で

誕生した空手の思考とは、あまりにもかけ離れている。元々、秘伝として伝えられていた武

術の空手は、表で結果を残すということを決して目的としてしなかった。むしろ、それと 

真逆な考え方があった。例えば、自分が修得した特別な技があれば、それはなるべく人に見

られないように、隠しておくことは当たり前であった。なぜなら、いざという時に、その技

を使うため、できるだけ自分が修得した技術を相手に知られたくないという考え方があった

からである。今のような見せる空手ではなく、「門下の者以外に、空手を見せてはいけない」

という、秘伝の武術においての基本的な考え方があった。また、そこには護身のための奥義

も包含されていた。 

 近代の競技化された空手と元々武術として発達した伝統空手の目的は根本的に異なる。 

目指しているものが違うために、習う人の心の構えも違うのは当然だといえば当然である。 

 

第 2節 スポーツ空手と伝統空手の相違 

 前述したように、スポーツ化された空手が現代の伝統空手の達人たちに強く批判されてい

る。「伝統空手」と「スポーツ空手」の隔てがあると言われるが、しかし、それらの特徴と

詳しい比較研究は未だなされていない。また、はっきりとした統一的な定義も未だに決まっ

てない。聞き取りインタビューで知念賢祐は、こうした問題について以下のように語ってい

る。 

 

沖縄空手の先生方が集まると、僕は聞く「伝統というのは何だ？」。そのあたりをみ

っちり議論しないといけないと思っているんだ。スポーツと伝統が分かれるというけど、

どう違うのかをきちんと考えないといけないと思う。それをはっきり論じない限り前に

進まない。単に「スポーツがだめだ、伝統がいい」と言うだけはよくない。やはり、皆

もっとディスカッションしないと勉強にならない225。 

                                                 
225  知念賢祐、聞き取りインタビュー、那覇市、2016年 4月 14日。 
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 知念の指摘通り、沖縄空手における「伝統」とは何か、またスポーツ空手とは何か、  

それらについて深く議論する必要があるだろう。  

 本研究の目的の一つは、「スポーツ空手」と「伝統空手」の比較と、それらの相違を  

見極めることである。先ず、「スポーツ空手」と「伝統空手」の特徴を以下の表で比較して

みよう。 

 

表 3 

競技化された空手 

いわゆる「スポーツ空手」 

武術及び武道としての空手 

いわゆる「伝統空手」  

目的： 

・試合の結果 

・メダル取得 

・チャンピョンになること 

・オリンピックに出場すること 

 

目的： 

・護身術 

・自分自身や身内の命及び身を護ること 

・健康を維持すること 

・精神修養 

・人格形成 

特徴 特徴 

・勝ち負けに拘る 

・他者との比較・競争に重心を置く 

・競技選手として活躍年齢は 40歳前半まで 

・見栄えを大事にする 

・取得した技を見せる 

・評価を求める 

・勝ち負けに拘らない 

・自分自身との戦いに重心を置く 

・生涯練習を続けることができる 

・「空手を見せない」という考え方 

・取得した技はなるべく披露しない 

・評価を求めない 

 

 以上の比較からまず言えることは、スポーツ空手は上述したように、伝統的な武術空手か

ら離れていく傾向にあることは明らかである。事実、今の競技化されている空手では、伝統

空手の奥義とその精神性が消失しつつある。 

 スポーツの目的は、とにかくメダル取得と試合の結果であり、それは伝統空手の本来の目

的とはかなり違う。空手は、元々、身を守るために発展した護身術・武術である。そして、

空手修行の本来の目的は、精神修養と人格形成と言われる。しかし、それはスポーツの効用

とはほとんど関わりがない。 
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 幾度も指摘されていることではあるが、空手はスポーツではない。元々、空手はスポーツ

ではなくて、武術である。空手の真意を正しく理解するために、先ずこれを理解する必要が

あるだろう。また、そこが一般的に勘違いされるところでもある。 

 一般的に、空手はスポーツの一つとして認識されている。空手の競技は確かにスポーツの

ように見えるかもしれない。空手大会は、競技のルールに基づいた試合形式で行わるために、

その点ではスポーツとは大して変わらない。試合の結果によって、優勝者が決まるので、 

第三者にそう理解されてしまうのもやむを得な。しかし、それはあくまでもルールに基づい

た勝負であって、空手の一部にしか過ぎないのである。武術空手は、より奥が深いもの  

である。 

 空手競技の発展の流れから見ると、どの流派にしても大会・競技は、長くとも 60 年の歴

史しかない。それ以前は、スポーツとしての空手は一切存在しなかった。元々、              

空手はスポーツではなくて、武術として普及していた。武術は、肉体的にも精神的にも自己

との対話であり、他者との競技や比較、そして周囲からの評価を必要としない。一方、  

スポーツでは、他者との競技、比較、及び評価が大前提となっている。 

 ここ数年来、確かに近代空手の一部は競技化され、そしてスポーツのように宣伝され、  

その結果、人気も集めた。現在、空手大会に出場する参加選手数は 1000 人を超えたり、   

観客は 1 万人を超えたりすることもある。それに、テレビ放送やインターネット生放送が 

あり、全世界の人々にも注目を集めている。また、それは道場入門者増加にもつながり、  

そして結果として全世界の空手人口の増加にもつながっている。 

 しかし、元々空手は武術である。武術とスポーツは根本的に異なる。なぜなら、       

スポーツの目的は、とにかく相手に勝つことである。ところが武術や武道の目的は、    

相手に勝つことよりも、まず己に勝つことが目的であり、相手と競争するよりも、     

己を磨くことに重点をおく。 

 また、前述したように武術として空手の目的は、自分自身の身を守ることである。つまり、

護身術を意味する。極端に言えば、相手には勝てなくても良い。自分の身を守ることが   

できたら、それだけで良い。 

 空手は琉球王国で発展していたころ、競技での勝利を目指すことは一切必要なかった。  

当時は、あくまでも武術及び護身術であったため、他者との比較そして競技は関係なく、   

自己鍛錬、精紳修行に重点をおかれていた。空手は心身の鍛錬を中心に行うアート（術）で

あり、そのために「武術空手」及び「武道空手」とも称されている。空手は単なるスポーツ

ではない。 
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 武術の稽古を繰り返すことによって、これまでに気付かなかった自分の弱点や長所を知る 

ようになり、そして、自分の心・技・体を鍛えぬくことができる。これは空手家として   

目指すべき本来の目標である。スポーツとして相手との勝敗を意識する空手は、あくまでも

修行の一部であり、自己成長のためにも進められるが、それは空手本来の目標にしてはなら

ないのである。 

 以上の「スポーツ空手」と「伝統空手」に関する理解及び解釈については、門下生たちに

正しく伝えるべきであろう。そしてメディアを通して世界の愛好家たちにも発信する必要が

あろう。空手が、オリンピック種目に選ばれた正に今、それは極めて重要な課題となろう。 

 

第 3節 オリンピック競技としての空手 

 2016 年 8 月 3 日、リオデジャネイロで開催された国際オリンピック委員会総会で     

オリンピックの追加種目の一つとして空手道が承認された。2020 年東京オリンピックと  

2024 年パリオリンピック、そして 2028 年ロスアンゼルスオリンピックで認定された空手は、

これからの 10 年の間にどのように発展し、展開するのか重要な時期を迎えている。今のま

まで、競技空手がオリンピック競技になると、益々スポーツ化されていくことになるであろ

う。空手のオリンピック協議化について、東恩納盛男は次のように述べている。 

 

現在のままでは賛成できない。「空手」とはなにか、という基本的な合意ができない

まま空手の競技に順位をつけるのはいかがなものか。オリンピックで空手をするなら、 

空手とはこれだという定義を普遍的にしてからやるべきである。現在は、空手の流派・

会派が乱立してみんな自分の空手が正しいと主張していて、本当はどれが正しいか分か

らない。そのような形でオリンピックをしても本当に意味があるのか疑問である。その

前にやるべきことがある226。 

 

 東恩納が指摘したやるべきこととは、先ず「空手とはなにか」という基本的な議論、   

定義づけ、それから「スポーツ空手」と「伝統空手」の相違について深い考察・議論、  

そして一般の人にも通用する合意・定義づけが必要だということである。 

 東恩納がこの意見を呈してから、すでに 5 年間が経過し、議論は未だに深化しないままで

ある。2016 年に、空手はオリンピック種目に選ばれ、2020 年に東京五輪で初登場をする。

これから先、空手の発展はどの方向へ進んでいくか注目される。本来沖縄空手が豊かに内包

                                                 
226  野原耕栄『沖縄伝統空手 Tiyの変容』球陽出版、2007 年、466頁。 
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する精神性は、大切な伝統として、本当に保存・継承されていくのか、それとも 1964 東京

オリンピックで追加種目として承認された柔道と同じように、闇雲にスポーツの方に進んで

いくのか、空手界は克服しなければならない重要な課題をかかえている。 

 

第 4節 組織の分裂化 

 空手界では、権力争いから深刻な空手組織の分裂が起こっている。元々同じ流派で仲間が

分派することになり、互いに競争し、互いに非難し合い、最終的に敵対関係を作ってしまう

ケースもある。これは沖縄のみならず、日本本土でも、また世界中数多くの国々の空手界内

で起こっている現象である。 

 その現状について、沖縄県立博物館・美術館館長田名真之は、以下のように意見を述べて

いる。 

 

空手界は、分裂して流派が生まれるというのは、一面では空手界が活発で活力がある

ことの証でもある。元気があるから、分かれる、分裂もするという言い方ができる227。
 

 

 筆者はこの意見に疑問を感じる。分裂は、本当に空手界が活発で活力がある証なのか、 

それとも空手家としての理解の足りなさ、精神の弱さの証なのか、更なる考察が必要だろう。 

 空手組織の運営は、やはり和の精神をもって、空手の精神性を守りながら、行うべきで  

はないか。この問題については、聞き取り調査を行って、分裂を経験した方々の意見を聞き

検討を行う必要があるだろう。 

 筆者は、この 25 年の間で、空手界において数多くの組織分裂をみてきた。        

分裂の基本的な原因には、まず我欲（エゴ）の問題、つぎに嫉妬、それから野心を取り上げ

なければならないと思う。 

 自分の所属している組織から離脱したい人は、大抵の場合、その組織のトップ、つまり会

長や館長をリーダーとして認めたくないというが、しかし、それは建て前であって、その本

音に我欲や個人的な嫉妬の気持ちがあるケースが少なくない。野心とは、その人が渇望して

いる空手界内の地位やステータスへの我欲であり、それが理由で最終的に離脱・分裂につな

がることがある。具体的な例をあげると、A さんがどうしても空手組織の会長になりたくて、

その野心的な気持から本人が道徳や空手精神の教えを無視することになり、 現在所属してい

る組織から離脱し、自分の組織（会派）を立ち上げるケースが存在するということである。 

                                                 
227  田名真之、空手シンポジウム、沖縄空手会館、豊見城市、2017年 3月 4日。 
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 嫉妬や野心の他に、名誉欲や金銭欲が、離脱するきっかけになる場合も少なくないだろう。

なぜなら、自分がリーダーになる会派や組織を立ち上げると同時に、その組織のすべての収

入を支配することができるからだ。大会参加費からの収入や審査会からの収入、或いは空手

着などのグッズ販売からの収入、すべてをそのリーダー（会長）が管理するケースが多いの

も、そうしたことが派生する一つの原因となっている。 

 

第 5節 段級位制の課題 

 空手道の段級位制や色帯制は、柔道を参考にして導入された。空手道史上の段位は   

1924 年 4 月に船越義珍が発案した228。船越が唐手研究会長として導入した段級位制度は、

元々講道館柔道で使われていた段級位制度と同じものだった229。 

 当初、空手の帯は黒帯と白帯だけが導入されていた。黒帯は有段者、白帯は入門者の帯で

ある。その後、黒帯と白帯の中間（1 級－3 級）に、多くの流派で茶帯を設けている。          

更に、茶帯の下に、当初子供用に緑・黄・青等の色帯が導入され、今日では一般化されてい

る。段級位や色帯の詳細は流派ごとに異なるが、伝統派空手の場合、段位については      

全日本空手道連盟が「公認段位」を設けている。 

 上述したように、段級位や色帯の詳細は流派ごとに異なるが、参考のために一般的な指標

を以下の表で紹介したい。 

 

ランク  帯  次の審査会までの時間  修行歴 

無級  白帯  入門した時の初心者    

10 級  白帯  入門してから 3か月～6か月後 3ヶ月間～6ヶ月間 

9級  白帯  さらに 6か月後   1年間 

8級  青帯  さらに 6か月後   1年間半 

7級  青帯  さらに 6か月後   2年間 

6級  黄帯  さらに 6か月後   2年間半 

5級  黄帯  さらに 6か月後   3年間 

4級  緑帯  さらに 6か月後   3年間半 

3級  緑帯  さらに 6か月後   4年間 

                                                 
228  儀間真謹・藤原稜三『対談近代空手道の歴史を語る』ベースボール・マガジン社、1986 年、 

273頁参照。 
229  Uozumi Takashi and Alexander Bennett, „The History and Spirit of Budo”, International University of Budo, 

2010年, 10 頁参照。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%B5%E7%B4%9A%E4%BD%8D%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1924%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1924%E5%B9%B4
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2級  茶帯  さらに 1年間    5年間 

1級  茶帯  さらに 1年間    6年間 

初段  黒帯  さらに 1年間    7年間 

弐段  黒帯  さらに 3年後    10年間 

参段  黒帯  さらに 3年後    13年間 

四段  黒帯  さらに 5年後    18年間 

五段  黒帯  さらに 5年後    23年間   

六段   六段以降は、組織内の活動、社会貢献などが審査の対象になる場合が多い。 

七段  黒帯 

八段  黒帯 

九段  黒帯・赤帯 

十段  黒帯・赤帯 *主に流派の創始者 

 

※以上の表はあくまでも一般的な指標であって、特定の空手組織の初級制度ではない。 

 

以上の表が表す通り、段位を取得するのにかなり時間と修行量が必要である。ところが、

道場によっては、段位をあまりにも簡単すぎる方法で与えることがある。この問題について、

知念賢祐は、次のようにコメントしている。 

   

沖縄の空手界が抱えている問題を一つに、海外から来た人にお土産代わりに「昇段」

させることがある。海外では「沖縄は簡単すぎる」と不評だ230。 

 

 現在の「段位の乱発」をなくすために、紹介した段級位制をすべての流派で統一的に導入

させ、さらに詳しい審査の規則を作成する必要があるだろう。今の状況がそのまま続くと、

段位を基準とする意味がなくなるだろう。島袋善保自身、「段は関係無い。実力が問題。」

と指摘しているように、現在、沖縄のみならず、全世界の空手界における段位の意味と価値

の認識が希薄化しているために、本人の実力を見ない限り正しい評価ができない状況も否定

できない。今後、沖縄空手会館や各空手組織においては、段位制度に関する規制や認定方法

を統一的に決めることも必要であろう。こうした問題の発生は、流派・会派の乱立にも原因

がある。 

                                                 
230  知念賢祐、沖縄タイムス、2017年 3月 1 日。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%B5%E7%B4%9A%E4%BD%8D%E5%88%B6
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 さらに、知念賢祐は「統一ルールを決め、伝統空手の秩序をつくりあげないと沖縄の空手

が軽んじられることになる。これから沖縄空手は流派を超えて一つにまとまらないといけな

い」と指摘している231。沖縄における空手道の統一組織として、仲井眞弘多沖縄県知事を会

長とする「沖縄伝統空手道振興会」が 2008 年に設立された。現在も沖縄県知事が会長を務

めるのは、そういった背景があったからであろう。沖縄の空手会は、将来にむけて、そうし

た組織の問題も含め克服しなければならない大きな課題を抱えている。 

                                                 
231  知念賢祐、沖縄タイムス、2017年 3月 1 日。 
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結論 

 

型の継承における課題 

 競技化された型の崩れによる、またそれに伴う、型への理解不足の問題から、型の継承に

おける問題・課題が出ている。 

 現在、十分に理解されていない型、或いは誤解されたままの型が継承され、世界中に広く

伝わっている。その結果、型の本来の意味を知らない道場生が、近代空手大会を観て、型と

いうのはこういうものだと思い込み、間違った認識してしまうケースもある。 

型の継承における課題として、そうした問題をどう解決すべきか真剣に考える必要がある  

だろう。 

 そもそも、現在この問題に気付き、そしてそれを説明できる指導者が決して多くないのも

問題ではなかろうか。 

 空手の伝統は型にあるというならば、伝統空手の継承において、型をどのようにして正し

く伝え、保存するかは、極めて重要な課題であろう。今、新しく開館された沖縄空手会館が

この課題に向けて、どう取り組んでいくかが期待されている。 

 

競技スポーツと伝統空手の区別化 

 第 4章でも詳述したが、競技化（スポーツ化）された空手と伝統的な空手は、立ち位置が

明らかに異なる。それらの特徴について議論と理解を深める必要がある。 

 この点について名嘉憲夫らは、以下のように指摘している。 

 

今後の空手古武道の発展にとって必要なこととして、伝統的な型を正しく継承する、

競技スポーツとしての練習と伝統的な練習はきちんと分ける、学校教育への導入を強化

する（小学校から体育へ）、本土や外国から訪れる愛好者との交流や受け入れ態勢を強

化する、本土、海外に広く普及したが、沖縄において質的な向上を図る必要がある、沖

縄の空手団体が一致団結する、県（行政）にしっかりバックアップしてもらう232、沖縄

の伝統文化（文化遺産）として発展させるなどがあげられている233。 

 

                                                 
232  沖縄県では、1997 年に全国に先駆けて「空手・古武術」を県指定文化財に指定しており、これま

で（2018年 9月現在）14名が保持者として認定されている。  
233  名嘉憲夫・嘉手苅徹「後(ポスト)近代における「解放の空手」の基本理念の考察 -沖縄空手の発

展の歴史と未来像-」『史料編集室紀要』31号、19－46 頁、2006 年 3月 30 日、32 頁参照。 
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空手の歴史的な研究の促進、確実な情報の世界発信 

 世界中に様々な空手の流派が広がる中、空手に関する情報も溢れている。しかしながら、

空手に関する確かな情報（歴史的事実、空手の精神性に関する情報、空手研究に関する情報）

がまだまだ少ない。 

 高宮城繁は、そうした問題について次のように述べている。 

 

明治開国とともに空手の近代化作業が始まった。それ以来、今日まで 143 年になる。 

その間、沖縄の空手は一子相伝という旧弊を脱しながら、形質両面において洗練され、 

今や修身の法、護身の法、体育の法、美学の法、勝負の法として確固不動の国際的地位

を築き、国際武道の精華として世の認知を得ている。歴史の風雪に耐え、不滅な伝統を

築き上げた沖縄の空手は、過去 150 年近くにわたって量的拡散に鋭意努力してきた。 

そして、今、新たに世紀的なものとして問われているのは質的深化の作業である。それ

は、21 世紀を機にして量より質への歴史的転換を意味するものである。そのためには、

歴史、伝統、理念、心法、技法、流派、人物等々過去数世紀にわたって伝承されてきた

ものを新たな世紀的視点で問い直す必要がある234。 

 

 今後、沖縄空手会館を拠点として、質の高い確実な情報を発信することが求められる。 

その発信ツールとなるのは、インターネットホームページ、ソーシャルメディア、週刊雑誌

などであろう。 

 2017年 3 月に開設された沖縄空手会館ホームページは次の URLからアクセスできるように

なっている。www. karatekaikan.jp 

 

 空手に関する情報発信は、空手の達人たちにも期待されている。沖縄空手会館の落成記念

式典が行われた際、照屋幸栄が次のようにコメントしている。 

 

空手の拠点となる施設が完成し、今後はいかに活用していくかが重要になる。世界に

発信していくためにも、連盟として積極的に会館を使い、後輩や子どもたちの育成に力

を入れていきたい235。 

 

                                                 
234  高宮城繁「＜空手の本場とは何か＞-本場性を支える六つの要件-」名桜大学紀要 6号、2011年、

167-189頁。 
235  知念賢祐、沖縄タイムス、2017年 3月 1 日。 
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 国際組織である沖縄県空手道連盟の会長として照屋が、世界の空手愛好家を意識し、  

情報発信の重要性を強調している。世界の各国へ、空手のニュースが届くためには、    

発信されていく情報の多言語化（翻訳）も期待されるところであろう。 

 

国際的な見識ある指導者育成の必要性 

 沖縄空手会館の開設以降、空手の本場である沖縄から世界に空手を伝えるための指導者育

成の必要性も高まっている。その点について、知念賢祐が、沖縄タイムスで、次のように 

コメントしている。 

 

 伝統空手発展に向け、今の指導者層が未来の道筋を立てて後継者にバトンをつなぐ

必要がある。「沖縄で学ばなければ、本当の空手を学んだことにならない。」という

評価を得るまで沖縄の空手の質を高める必要がある。「聖地」として、海外からも何

度も足を運んでもらえる場所になってほしい236。 

 

 知念は「未来の道筋を立てて後継者にバトンをつなぐ必要がある。」と強調している。 

未来に向け空手を伝授する指導者を育成することも求められる。空手の知識や技能はもちろ

ん、知見が高く、空手の精神性を正確に伝えうる外国語が堪能な人材も沖縄空手界には必要

であろう。 

 喜友名朝幸も「国際的な指導者の育成も大事だ。ただ、しまくとぅばでしか伝えることが

できない表現もあり、本土の人に伝えるのも難しい。英語だったらなおさらだ。国際語が堪

能な指導者が必要になる237。」と指摘している。沖縄伝統空手道振興会の理事長を務める喜

友名は、海外における数多くのセミナーの指導者として積んだ経験を有し、国際的な見識や

外国語能力の重要性を強く感じている一人である。喜友名はその他に、しまくとぅば（琉球

方言）でしか表現できない空手の独特な技やその特徴を明らかにし、伝承していくことも重

要だとしている。 

 

空手と流派方言（ウチナーグチ） 

 空手の専門用語なかに流派方言（ウチナーグチ）でしか表現できないことばがある。    

その問題については、サマンサ・メイが以下のように論じている。 

                                                 
236  照屋幸栄、沖縄タイムス、2017年 3月 8 日。 
237  喜友名朝孝、空手シンポジウム、沖縄空手会館、豊見城市、2017年 3月 4 日。 
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ウチナーグチは消滅危機にある言語であり、あらゆる手段を用いて速やかに普及対策

がとられるべきである。しかしウチナーグチは学校で教えられていないため、他の組織

やコミュニティを通じた学習・使用機会が検討されなければならない。沖縄武術をウチ

ナーグチで教えるいくつかの説得力ある理由はここにある―それも武術特有の理由であ

る。 

ウチナーグチは沖縄武術を実践する上で重要な武術の専門用語を含む。たとえばアテ

ィファ（打撃の衝撃波による対象物へのエネルギー移転）、シシェー（身体、呼吸、 

心が一つになり発生する力で打撃する、または防御する）、ムチ（鞭のようなしなやか

さ）、ムチミ（粘りある手／重い手）に見られるように、特定の技の名称や記述様式は

沖縄文化に深く根付く概念および沖縄武術の正しい実践に必要な概念に言及している238。 

 

 ウチナーグチの空手専門用語は特別な意味を持ち、それを多言語に訳すことはかなり難し

い。空手の知識や情報を世界へ発信すると共に、ウチナーグチも同時に発信するべきであろ

う。 

 

「空手の原点回帰」について 

 研究背景でも述べたが、沖縄のみならず、日本国内そして世界でも、空手を見直す動きが

ある。世界中の空手愛好家は、自分たちが求めてきた「空手」とはいったい何かという疑問

及び克服しなければならない課題を抱えている。新里勝彦はその点について、次のように述

べている。 

 

今、本土で沖縄空手を見直す動きがあるということは、やっぱり好きで空手をやって 

いる層があるのだと思うんです。スポーツ空手や類似の空手を長年やっているうちに、

もっと奥が知りたい、と修行者としての欲が出てきてるんじゃないですか。それで沖縄

を訪れる人が増えているんだと思います。しかしその分、その期待に応えるべく沖縄の

空手人はどうあるべきかが、今後の我々の課題になってくると思います239。 

 

 正に今は、空手の普及および発展において究めて重要な時期であり、また「空手原点回帰」

が求められる時期でもある。この「空手の原点回帰」とは、空手の本質を改めて意識をする、

                                                 
238  サマンサ・メイ（Samantha May）Uchinaaguchi Language Reclamation in the Martial Arts Community in 

Okinawa and Abroad、琉球大学、2015年 5 月。 
239  フル・コム『公開！沖縄空手の真実』東邦出版、2009 年、26頁。 



 156 

つまり技術的な面と精神的な面を極め、また空手に意義・極意を求め、沖縄の伝統空手へ 

視線を向け、空手の神髄を見極める動きである。 

 沖縄の先人達が示した空手の精神性に関する理解を深めていけば、間違いなく、空手は単

あるスポーツでなく、豊かな精神性を有する武術そして武道であることに気づくようになる

であろう。  

日本国内のみならず、全世界における空手界は、それをしっかりと理解し、       

改めて認識する必要がある。「空手原点回帰」は、空手の危機の時代を迎えた現在、重要な

意味をもつ。伝統空手は、競技中心に発展してきた空手ではない。それをよく理解し、  

常に認識する必要があるだろう。競技空手、つまりスポーツとしての空手は、1957年以降に、

わずか数十年間で発達してきた空手であり、それを介して確かに大きく空手人気が高まった。

しかし、空手本来の目的はスポーツでも、オリンピックでもない。また、空手修行に終わり

がないため、「究道無限」という言い方がよくなされる。空手の修業において、限りなく、

日々心身の鍛錬で、その精神性を正しく理解し、自分の限界を乗り越えるように力を尽くし、

努力をしなければならないと、伝統空手の達人たちは説く。空手は本来、護身術として身を

守り、人格形成に努める精神性を有する「武術」・「武道」である。禅の言葉「教外別伝・

不立文字240」が表す通り、言葉で表現ができないほど、空手はアート（術）にならなければ

ならないのである。 

 

 

 

                                                 
240  西村恵信『無門関』岩波文庫、1994年、26 頁参照。 
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附録 

 

資料 1 

  

沖縄空手会館 

１． 沖縄空手会館設立をめぐる背景 

 沖縄で誕生した空手が本土に渡ってから 100年余り、海外に広がってから 60年が経った。  

世界空手愛好家にとって、空手の発祥地である沖縄は「空手のメッカ」と呼ばれるほど   

大切な場所になった。人生に一度沖縄に行ってみたい、沖縄の空手達人から指導を受けたい

と願う人々が毎年増えている。その人々を受け入れる体制、そして沖縄として自負できる空

手専門の施設が長い間求められてきた。 

 沖縄県にとって、伝統的な文化の継承という視点から、沖縄空手及び古武道の普及・発展

が求められる時代になった。 

 

①  場所 

 会館に相応しい場所を決めるのに長い時間がかけられ、交通状況や土地の広さについての

検討や議論が続けられた。空手道会館の候補地には、豊見城市、那覇市（西町、新都心、首

里）、浦添市、沖縄市、糸満市が挙がっていた。歴史家高良倉吉により、首里城の隣にある

円覚寺跡の土地も提案された241。 

 空手道会館基本計画策定委員会は那覇空港からのアクセス、伝統文化の地としての歴史性、

宿泊施設などの受け入れ体制、同会館と連携する県立武道館（那覇市小野山公園）との距離

などを検討し、結果、交通の便が良く、伝統文化の地に相応しいなどの理由で豊見城市が選

ばれた。 

② 正式名称 

  事業開始 2013（平成 25）年に、「沖縄空手道会館」という仮の名称が付けられたが、

最終的に「道」の字を抜き、「沖縄空手会館」が正式名称として決まった。 

 

③ 調査事業と準備室 

  会館の設立にむけて、「空手道会館（仮称）管理運営及び展示計画策定事業」や「空手

道会館（仮称）展示施設の設計及び展示資料調査収集事業」が実施された。 

                                                 
241  高良倉吉「円覚寺を空手道会館に」、琉球新報、2012 年 7月 8日。 
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 また、「沖縄空手道会館資料室」が用意され、新施設が開館されるまでの間、空手専門家

及び研究員合計 6名が雇われ、筆者はそのうちの一人であった。 

 

２． 落成記念式典 

 2017年 3月 4日、2012年度から整備を進めてきた沖縄空手会館が落成の日を迎えた。当日

は、落成を記念した植樹祭やテープカット、県指定無形文化財「沖縄の空手・古武術」保持

者による奉納演武などが行われた。落成記念式典、シンポジウムには、空手関係者を含む約

700 名の参加者が出席した。 

テープカットセレモニー 約 700 名の空手関係者が落成式に参加 242  

３． 目的 

 沖縄空手会館は、沖縄伝統空手を独自の文化遺産として保存・継承・発展させ、「空手発

祥の地・沖縄」を国内外に発信するための拠点として整備する施設である。 

 沖縄空手会館には、6 つの役割がある。① 人格形成への寄与（礼節の重視）、② 空手

発祥の地であることの発信、③ 県内及び国内外の各流派間の交流、④ 指導者・後継者の

育成、⑤ 空手の真髄の継承、⑥ 本場沖縄での修行の促進である。 

４． 施設の概念 

 所 在 地 ： 沖縄県 豊見城市字豊見城 （豊見城城址公園跡地内） 

 敷地面積 ： 約 3.8ヘクタール 

 主要用途 ： 空手道場および展示施設 

 延床面積 ： 約 7,810㎡ 道場施設 5,917 ㎡ 展示施設 1,803㎡ 特別道場 91㎡  

 建物構造 ： 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 

 建物階数 ： 地上１階 一部（電気室等）2階 

 開館時期 ： 2017 年 3月 4日 

                                                 
242  撮影：Andrzej Zacharski、沖縄空手会館、2017年 3月。 
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５． 施設の主な構成要素 

 沖縄空手会館の公式ホームページによると、施設の主な構成要素は以下の通りである。 

 

道場施設 

空手道場 

 沖縄伝統空手を稽古するための練習場（競技コート 4面） 

 空手の大会やイベントなども実施（客席数 380席） 

 空手以外の各種イベントの会場としても活用  

観客席から見た空手道場 243  

 

空手鍛錬室 

 伝統的な空手の鍛錬やトレーニングを目的とした部屋 

 空手の鍛錬具なども保管し、少人数の空手プログラムにも利用     

             鍛錬室 244     壁に大型鏡 245  

                                                 
243  撮影：Andrzej Zacharski、沖縄空手会館、2017年 3月。 
244  同上。 
245  同上。 
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研修室（セミナールーム） 

 沖縄伝統空手に関連するセミナーなどの座学、空手関係者の集会や会議などに対応 

 空手の稽古や体験プログラムにも対応 

 空手以外の使用にも柔軟に貸し出し、広く県民の文化活動などに活用  

 

 座学や講演に便利なセミナールーム 246  

 

展示施設 

 展示室 

 沖縄伝統空手に関する展示施設 

 空手家を対象とした専門的な情報から、初心者向け、一般向けのコンテンツまで来館    

者に応じて多様に計画 

 観光客が気軽に楽しめるエンターテイメント性を備えた施設 

  入口のホールに空手達人の座右の銘 247    展示室 248  

 

                                                 
246  撮影：Andrzej Zacharski、沖縄空手会館、2017年 3月。  
247  同上。 
248  同上。  
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物販･飲食スペース 

 休憩談話コーナーや情報発信室、物販テナントや飲食テナント施設などで構成 

 空手家から一般観光客まで、幅広い沖縄空手会館の利用者へのサービス提供施設 

 

 

その他施設 

特別道場 

 空手の発祥地であることを顕示するシンボル施設 

 一般の利用とは区別し、高段者の昇段試験や空手の日等の演武など限定した利用に 

より、尊厳性を高める施設 

 

６． 沖縄県知事のコメント 

 沖縄タイムス（2017年 3月 1日）に、以下の翁長雄志知事のコメント「発祥の地から継承

発展」が掲載されている。 

 

  沖縄県が復帰 40 周年の記念事業として 2012 年度から整備を進めてまいりました  

「沖縄空手会館」が、いよいよ落成の運びとなりました。 

  沖縄空手会館は、沖縄の伝統文化である空手を保存·継承·発展させ、「空手発祥の

地·沖縄」を国内外に発信するための拠点となる施設であります。 

 約 4 ヘクタールの敷地内には、道場施設や展示施設、特別な演武で使用される特別 

道場などが整備されています。4 面の競技コート、鍛錬室、研修室を備えた道場施設は

本館の中核であり、展示施設には一般の方々にも、空手の発祥の歴史や型が楽しく  

学べるコーナーを用意しています。 

 これらの施設は豊見城城址跡地の高台に位置しており、訪問者にはお食事を楽しめる

飲食スペースなどがあり、休憩しながら眼下に広がる街の眺望を楽しむことができます。 

 沖縄空手会館の一般供用開始は、3 月 5 日(日)からとなります。空手経験の有無に関

わらず、「沖縄空手」の世界を体験·体感できる施設となっていますので、多くの方々

のご来館をお待ちしております249。【翁長雄志知事】 

 

 

                                                 
249  翁長雄志知事、沖縄タイムス、特集 4、2017年 3月 1 日。 



 162 

７． 空手達人らのメッセージ（沖縄タイムス特集記事） 

「沖縄空手会館」の落成については、空手達人らからも以下のメッセージが寄せられている。 

 

 沖縄の伝統空手を継承するための単独の会館が必要ではないかと県に提言したのは 

5 年ほど前。施設規模としては当初希望していたものより小さいが、いざ完成してみる

と、眺望や内装に使われた木材の質、道場施設の配置、展示資料、すべてにおいて想像

以上の素晴らしさだ。空手発祥の地として沖縄が世界に誇れるシンボルが誕生した。 

 那覇市の県立武道館から距離が近く、イベントや大会で連携した運用ができるのも 

立地の魅力だ。県内 4 団体はそれぞれの立場で伝統を守りつつ、空手の本場として沖縄

を国内外に発信していくことで団結した。空手には「人種」も「国境」もない。われわ

れは世界各国の「民間大使として空手を通じて世界の平和に貢献してきた自負がある。

会館を拠点に本場を訪れる海外師弟の受け皿となって、伝統空手をさらに発展させてい

きたい250。【島袋善保】 

 

  今年 1 月、沖縄伝統空手道の関係者が集い、沖縄空手会館で演武をさせてもらった。

非常に使い勝手がよく、素晴らしい施設だった。会館には展示施設の資料室もあり、 

私も含めて県内外の関係者が沖縄の「ティー」の歴史を学ぶことができると思う。空手

の競技人口は世界中に約 1 億人いるともいわれている。会館を訪れた証明書や記念品を

あげ、多くの方々が沖縄の空手会館を訪れるようになれば、空手家にとっても県の観光

行政にとってもプラスになる。伝統空手や競技空手など、いろいろな分野があるがすべ

てのルーツにあるのが沖縄。これまで沖縄は、空手発祥の地だといわれてきたが、その

拠点がどこなのかが分からなかった。多くの人々が沖縄を空手の聖地として訪れ、気持

ちを新たにして活動に励んでほしい251。【比嘉稔】 

 

 はじめに、立派な空手会館を造っていただき、感謝している。沖縄は伝統空手の発祥

地だが、これまで発信拠点がなかった。これからは、国内外から多くの空手家を迎え入

れることができやはり最も大事なのは四つある会派が、お互いに頑張って盛り上げてい

くこと。伝統空手とスポーツ空手があるが、どちらも魅力がある。沖縄から生まれた空

手が世界に広がり、オリンピック競技にも採用されている。発祥地としての誇りを持ち、

                                                 
250  島袋善保、沖縄タイムス、特集 4、2017 年 3月 1日。 
251  比嘉稔、沖縄タイムス、特集 4、2017年 3月 1 日。 
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発展させていきたい。空手会館は、国内外の空手家やこれから目指す人たちにとってシ

ンボルのような場所になるのではないか。いかに魂を入れ、そして磨いていくかは、 

われわれ空手界の責務だと思っている。皆さんが気軽に利用でき、また子どもたちが活

躍できる場をつくっていきたい252。【照屋幸栄】 

 

 沖縄の空手は世界に誇れる文化なので、内外に発信するのはとても良いことだと思う。

原点回帰で伝統空手·武道空手を大事にする傾向も強まっている。鍛錬に鍛錬を重ね、

年数に年数を重ねると、最後には平和につながる。心も体も鍛えて、困っている人に手

を差し伸べるのが達人の域だ。先手必勝という言葉があるが、空手だけは「空手に先手

なし」という。そこに空手の心があると思う。伝統空手は一生続けられる。「求道無限」

ですよ。空手の精神を教育の場に取り入れたら素晴らしいし、そうなると思います。 

空手会館は、県外、外国からも人が来て、空手を学び、広げることで、沖縄の発展につ

ながる場になると思います。4 団体も和をもって、認め合って、頑張っていきたい。 

ユネスコの無形文化遺産への登録も目指したい253。【佐久川政信】 

 

以下は、後日沖縄タイムスに掲載された一般記事としてのメッセージである。 

 

 会館は空手発祥の地として、世界に誇れる素晴らしいシンボルだ。気持ちの入った 

奉納演武には身が引き締まった。会館を訪れる各団体に対応できる体制を、県内４団体

で協力してつくりたい254。【島袋善保】 

 

 会館完成で、空手は世界にますます広がる。空手に特化した施設や歴史を学べる施設

はこれまでなかった。映像や資料で流派を超えて学ぶことができる期待以上に素晴らし

い施設になった255。【比嘉稔】 

 

 空手界が団結し、会館に魂を入れることが大切。県民も共に空手の文化を育ててほし

い。「空手に先手なし」という言葉は平和につながる。会館から空手、平和の心を発信

していかないといけない256。【佐久川政信】 

                                                 
252  照屋幸栄、沖縄タイムス、特集 4、2017 年 3月 1日。 
253  佐久川政信、沖縄タイムス、特集 4、2017年 3 月 1日。 
254  島袋善保、沖縄タイムス、2017年 3月 5 日。 
255  比嘉稔、沖縄タイムス、2017年 3月 5 日。 
256  佐久川政信、沖縄タイムス、2017年 3月 5日。 
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 会館を拠点とした情報発信、受け入れ窓口になるなど、安心して沖縄に来られるとい

うことを関係者でアピールしていきたい。修学旅行生を受け入れ、本場の空手を知って

もらうのもいいだろう。また、会館を軸に、世界の架け橋にならなければいけない。 

世界の空手家を呼ぶには、私たちの「伝統空手をみせよう」という迎える心も大切。 

振興会では、海外各地に赴いて指導を行っているが、海外で教えると、その日で SNS や

インターネットに発信される。今の発信力がすごい。自分たちが気の緩んだ空手を教え

ると、そのまま伝わってしまう。真剣に勝負しないといけない。 

 国際的な指導者の育成も大事だ。ただ、しまくとぅばでしか伝えることができない 

表現もあり、本土の人に伝えるのも難しい。英語だったらなおさらだ。国際語が堪能な

指導者が必要になる。無形文化財保持者、指導者、道場主の高齢化も問題だ。 

 「競技空手」は 2020 年東京五輪の正式種目となった。われわれの「伝統空手」とは

少し変わるが、この小さな島国・沖縄で発祥した空手が五輪種目になることは、非常に

大きな意義があり、喜びである。競技空手と伝統空手は車の両輪としてやっていきたい。 

 伝統空手は不易である。振興会は伝統空手を守り、進化していかなければならないが、

人口が本当に少ない、競技空手に押され、なくなってしまう恐れさえある。そうならな

いように、伝統空手をユネスコの無形文化財として登録できるようにしたい。この追い

風の中、皆が注目している今こそ、みんなで力を合わせて取り組むべきだ257。 

【喜友名朝幸】 

 

８． 空手シンポジウム 

 沖縄空手会館オープンセレモニーに合わせて、「空手進歩ビジョン」をテーマにした   

シンポジウムが行われた。 

 シンポジウムの最初に、県立博物館・美術館の田名真之館長が基調講演した。 

 パネルディスカッションに参加したのは、宮城篤正（元県立芸術大学学長）、知念賢祐

（ワールド王修会会長）、島袋善保（沖縄伝統空手道振興会副会長）、佐久本嗣男（全日本

空手道連盟常任理事）、喜友名朝幸（沖縄伝統空手道振興会理事長）、岩本明義（三田空手

会相談役）、和田光二（三田空手会理事）、前田光幸（県文化観光スポーツ部長）であった。 

 

 それぞれのパネリストは、自身が考える空手の現状や課題について発表した。続いて、 

世界に広がった空手をさらにどのように普及拡大していくかという課題、そして空手発祥地

                                                 
257  喜友名朝幸、沖縄タイムス、2017年 3月 5日。 
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の沖縄において、いかにその神髄を守り・継承・発展させていくかといった課題、及びその

対応策についての意見交換が行われた。 

 

以下は、沖縄タイムスで紹介された記事である。 

 

 沖縄発祥の武術である空手は、近世琉球でもいくつかの史料に登場する。     

当時「唐手（トウディ－）」と呼ばれていたが、近代に入ると、日本の伝統的武術と呼

応し発展する。伝統的武術が奨励される潮流に「唐手」も乗ることにより、学校教育に

も取り込まれた。 

 東京での船越義珍らの普及活動も功を奏し、大学の「倶楽部」を中心に普及していく。

その過程で「唐手」が「からて」とされ「空手」へと改称されていく。沖縄の空手は近

代日本武術の影響もあり、より精神性を重視する方向へ深化した。 

王国時代の緩やかな「首里手」「那覇手」「泊手」の区別が、固定化して小林流、 

少林寺流、剛柔流など各流派を成立させていく。明治後半には中国武術を導入した上地

流も誕生している。一方、日本では、他の武術同様、空手も空手道として、競技空手、

スポーツ空手が主流となっていった。沖縄の伝統空手との乖離（かいり）が始まったと

もいえる。 

 空手は戦前から移民の方々により北米や南米へ、さらに指導者派遣により多くの国々

へと広がった。戦後の空手は米兵により母国へもたらされるなど、多くの愛好者を生ん

でいる258。【田名真之】 

 

 翁長雄志知事のあいさつでも、県が次年度から空手発祥の地である沖縄の空手の将来

像のための「空手振興ビジョン」を策定するという話があった。 

 後継者育成、沖縄空手の技や精神性の保存・継承、沖縄空手界の組織力の強化、  

伝統空手の国連教育科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産登録への機運の醸成－と、

取り組むべきことは今後も多くある。 

 このシンポだけでは制約も大きいが、これをスタートラインにして、これから検討を

深める機会にしたい。今日のシンポをビジョン作成に役立ててほしい259。【宮城篤正】 

 

                                                 
258  田名真之、沖縄タイムス、2017年 3月 8 日。 
259  宮城篤正、沖縄タイムス、2017年 3月 8 日。 
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 アメリカやドイツ、ロシアなどで指導した。おかげで支部と本部が同じ空手をしてい

る。頻繁に私が行き、彼らが沖縄に来ることで型の修正ができる。お互いの努力がない

と伝統空手を守ることができない。 

 勝負を決める競技性を考慮しダイナミックな技とオーバーアクションで伝統空手から

逸脱した「みせる空手」に変わったことは否めない。だが競技空手の発展で世界の  

空手人口が増え、海外で伝統回帰が起こり、沖縄の空手界にとってはうれしいこと。 

競技空手と沖縄伝統空手が共存し、お互い認め合うことが大事だ 260。【島袋善保】  

 

 空手が五輪競技になり大変うれしいが、空手人口が世界１億人ともいわれると沖縄で

生まれた空手が変わるのも当然。本場の伝統空手が絶滅危惧種に陥る可能性があり、 

危惧している。世界で空手が盛んになるほど沖縄の伝統空手を真剣に考えなければ  

いけない。 

 伝統空手と競技空手は、お互い刺激し合い、相乗効果を生んでいる。世界の空手に 

飲み込まれず、沖縄の空手を守らなければいけない。そのためには伝統空手を国連教育

科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産への登録が必要。皆さんの協力を      

お願いしたい261。【喜友名朝孝】 

  

 1976 年に欧州へ渡り、沖縄空手古武道を広めて 41 年が過ぎた。沖縄を中心に海外の

組織をまとめていきたい。 

 沖縄空手は沖縄の文化だ。欧州のものの考え方や技の展開、説明は東洋とは違う。 

向こうは機能的。文化の違いをわきまえた指導が求められる。質問に対し「10 年早い」

「やるうちに分かる」という教え方は無理がある。私もだいぶ考えさせられた。 

 海外の人は派手な技の展開を好むが、伝統としての技が変わってしまう。原形を保ち

ながら展開する思考の柔らかさが必要だ262。【知念賢祐】 

 

 空手が 2020年の東京五輪で正式種目に決まった。世界共通ルールで試合が行われる。

昨年の世界選手権では個人形の喜友名諒選手と男子団体形がアーナンで優勝し、日本は

金メダル数もトップを維持した。東京五輪にもしっかりつなげていけると思っている。 

                                                 
260  島袋善保、沖縄タイムス、2017年 3月 8 日。 
261  喜友名朝孝、沖縄タイムス、2017年 3月 8日。 
262  知念賢祐、沖縄タイムス、2017年 3月 8 日。 
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 「伝統空手」とは沖縄にゆかりがあり、長く受け継がれてきた空手だと考えている。

伝統空手の先駆者たちが長きにわたり指導し、現在の全日本空手連盟の競技団体である

各流派へ進化した。それぞれの流派を尊重し、守りつつ、力を合わせて頑張って   

いきたい263。【佐久本嗣男】 

 

 沖縄から来た船越義珍先生に 1946 年から 11 年間、空手を習った。敬いと親しみを込

めて「タンメー先生」と呼んでいた。人当たりは丸く、でも心の中には三角のしっかり

した芯を秘めて稽古に励むようにと教わった。常に情熱とエネルギーを持つようにとお

っしゃっていた。 

 タンメー先生から習った源流である沖縄の空手を、どうしても本土に伝えたいと  

思っている。 

 ただ、東京五輪の種目になり、成績が問われる。これからは源流の沖縄空手と   

競技空手の両方を学んでいかなければならないと考えている264。【岩本明義】 

 

 慶応大空手部のＯＢでつくる三田空手会で、船越義珍先生から直接教えを受けた  

先輩方に教わっている。 

 1977 年ごろ、形の乱れが指摘された。「これではいけない」ということで、形の伝承

のため毎週木曜日にＯＢが集まり、実際に技をみせる「木曜会」を始めた。4 月 1 日で

40年を迎える。 

 手の使い方などは全て写真に残しているが、相手を付けて練習することは     

なかなかできない。顔を合わせて切磋琢磨（せっさたくま）している。木曜会を   

一つの財産として続けていかなければならないという使命感がある265。【和田光二】 

 

 県文化振興条例の中に伝統的な文化の継承発展という項目がある。沖縄空手を継承発

展させていくため、空手会館を整備した。 

 将来の普及に向け取り組みを進めていく。具体的には来年度、空手の将来像に関する

議論を深め、コンセンサスを得た上で「空手振興ビジョン」を策定する。 

                                                 
263  佐久本嗣男、沖縄タイムス、2017年 3月 8日。 
264  岩本明義、沖縄タイムス、2017年 3月 8 日。 
265  和田光二、沖縄タイムス、2017年 3月 8 日。 
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 課題として想定されるのは、各道場での門下生の減少や指導者の育成、空手の価値向

上など。形や歴史の研究を深め、空手のブランド化に向けた取り組みをし、沖縄空手大

会や国際セミナーを開くなど積極的に施策展開していきたい266。【前田光幸】
 

                                                 
266  前田光幸、沖縄タイムス、2017年 3月 8 日。 
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資料 2 

 

松村宗棍の遺訓の写し 

 

 

（著作権の関係上、この写真はインターネットに公開できません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真提供：沖縄県立博物館・美術館 
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資料 3 

松村宗棍の遺訓の英訳 

 

Epistle by Sokon Matsumura 

 The true meaning of martial arts training, must be understood. Hence, examine well my 

words. 

 While the roots of the literary (Bun) and the martial arts (Bu) are one, each of them has 

three ways (Do). Literary consists of three ways: 1) the study of poetry and prose; 2) the 

study of ethics; and 3) the study of Confucianism. 

 The study of poetry and prose is focused on composition and improving one’s vocabulary 

in order to gain fame and recognition. The study of ethics is focused on understanding of 

the Chinese Classics. The above two studies, merely receive praises as literary arts 

(Bungei), but it is difficult to say they alone are complete studies. 

 The study of Confucianism, on the other hand, follows the path (Do) and is focused on 

gaining a deeper understanding and perfecting the heart in order to make our homes, 

countries and the entire world, a more peaceful place. This is what I consider a complete 

study – Confucianism. 

 If we consider the martial arts (Budo), the three paths are: 1) Academic martial arts 

(Gakushi-no-bugei), 2) Nominal martial arts (Meimoku-no-bugei), and 3) Budo martial 

arts (Budo-no-bugei). 

 In case of 1) Academic martial arts, technical knowledge is practiced only inside the 

head and becomes superficial and effeminate like a dance performed by women. It never 

becomes any protection in a real fight. 
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 2) Nominal martial arts, refers to a person who has no self-control and is only interested 

in winning. Provoking disputes he will harm other people or injure them, bringing shame 

on his own family. 

 In case of 3) Budo martial arts, one’s spirit stays alert all the time, his mind is mature 

and his heart is calm. With his calm attitude, he will wait for his opponent to lose control 

of himself and after depriving his mind, will become the winner. 

 There, staying mature, he will not ramble nor be excited in case of any disturbance. 

Loyal to his family, he will be able to subjugate any enemy naturally with the fierceness 

of a tiger and the swiftness of a bird. 

 There are seven virtues of martial arts: 1) prohibition of violence, 2) governing of the 

warriors, 3) protecting people, 4) fostering virtue, 5) calming the community,  

6) harmonizing the masses and 7) bringing prosperity.  

 These are the seven virtues of martial arts, virtues also preached by the wise man of the 

past. 

 Therefore, if the way of the literary and the martial arts are one, we do not need the 

academic martial arts (Gakushi-no-bugei), and the nominal martial arts (Meimoku-no-

bugei).  We need the Budo martial arts (Budo-no-bugei). 

 Take your time and review this calmly. I believe you should keep this knowledge in your 

mind while training. Shall there be other opinions, I would gladly hear them with nothing 

held back or hidden.  

Matsumura Sokon (bucho), May 13 (c. 1882)  

（翻訳者：Andrzej Zacharski） 
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資料 4 首里手の祖碑の写真 

琉球大国時代を代表する武術家で「唐手佐久川」 

「佐久川の棍」で知られる佐久川寛賀の誕生 232年を記念した 

「空手・古武術首里手発祥の地『顕彰碑』267 

                                                 
267  撮影：Andrzej Zacharski、場所：那覇市首里崎山公園、2018年 7月。 
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