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歴史 
大日本武徳会剣術形  
明治 39 年（1906 年）明治時代後期に、大日本武徳会は剣術の普及
発展を図るため、流派を超越した共通の形を制定することを決定し
た。 
明治 44 年（1911 年）7 月、文部省は柔道・剣道を中等学校の正科
に加えることを決定した。東京高等師範学校で開催された中等教員
講習会において責任者嘉納治五郎は、より統一的、普遍的な形の必
要を強調し、大日本武徳会は全国を東京、京都、近畿、東海、関東、
東北、北陸、中国、四国、九州、台湾の 11方面に分け、教士の人員
に応じて各 1名または 2名の代表者を選出し、25名からなる調査委
員会を発足させた。 
 
大日本帝国剣道形 
約 1年間の討議を経て、大正元年（1912 年）10 月に太刀の形 7本、
小太刀の形 3本の計 10本で構成され発表された。 
普及が進むにつれて、解釈に異同が生じたため、大正 6 年（1917
年）に註が加えられた。さらに昭和 8年（1933 年）に増補加註され
た。 
 
日本剣道形 
1952 年（昭和 27 年）、全日本剣道連盟が発足すると、名称を「日
本剣道形」に改めた。昭和 56 年（1981 年）、全日本剣道連盟が日
本剣道形原本の文章表現を現代かなづかいに改め、『日本剣道形解説
書』を作成して、現在まで公式の教本としている。 
剣道形と竹刀の稽古は「車の両輪」とたとえられ、いずれも体得が
必須とされているが、現在、剣道形は昇段審査や公開演武のときだ
け稽古されることが多く、竹刀の稽古に比べて軽視されがちである。



そのため、近年は日本剣道形の試合（2 組で演武を行い、どちらの
組がより優れた演武を行ったかを審判する）も行われるようになっ
た。また、平成 15年（2003 年）には、日本剣道形を学ぶ前段階の
形として「木刀による剣道基本技稽古法」が新たに制定された。 
 
 

種目 
種類としては太刀の形 7 本、小太刀の形 3 本の計 10 本で構成され
ている。打太刀は「師の位」、仕太刀は「弟子の位」とされ、上級者
（年配者）が打太刀、下級者（若輩者）が仕太刀をとる。下記には
構えを記しておくが、剣道修行者は、下記のようには表現はしない。
剣道修行者は下記の括弧内のように表現することがある。 
 
太刀七本  打太刀    仕太刀 
一本目：  左上段 対  右上段 （面抜き面） 
二本目：  正眼  対  正眼  （籠手抜き籠手） 
三本目：  下段  対  下段  （突き返し突き） 
四本目：  八相  対  脇構  （突き返し面） 
五本目：  左上段 対  正眼  （面擦り上げ面） 
六本目：  正眼  対  下段  （籠手擦り上げ籠手） 
七本目：  正眼  対  正眼  （抜き胴） 
 
小太刀三本 
一本目：  左上段 対 小太刀 
二本目：  下段  対 小太刀 
三本目：  正眼  対 下段 
 
 

演武 
平素の稽古では剣道着、木刀を使用するが、公開演武の際は五つ紋
付に仙台平の袴を着け（足袋・羽織・襷は着けない）、真剣の刃引き
を使用する。ただし現在は模擬刀を使用することが一般的である。 
 
互いに刀、仕太刀は小刀をも左手に持ち、打太刀が先頭になって入
場。 
打太刀、仕太刀ともに向かい合って正座し一礼。 
ともに大刀を腰に差す（下緒は使わない）。このときはまだ小刀は差
さない。 
打太刀から立ち上がり、打太刀、仕太刀を結ぶ線が正面と平行にな



るように両者は立ち、かつ両者の間合いは九歩の間合いになるよう
にする。 
両者が向かい合ったところで正面を向き一礼。 
その後両者向き合って一礼を交わし、三歩で一刀一足の間合いまで
近づき､刀（又は木刀）を抜きながら剣先を合わせ蹲踞、立ちあがっ
て構えを解き、五歩で九歩の間合いまで退く。 
また刀を構え、三歩で一刀一足の間合いに入り、一本目を行う。 
行い終わったら蹲踞をせずに五歩で九歩の間合いに戻る。 
 
以下同じ要領で七本目まで繰り返す。その後、小太刀の形を三本行
い、最後は蹲踞し刀を収め五歩で九歩の間まで戻って互いに礼をし、
正面に礼をして終了となる。 
 
 
日本剣道形講習における[重点事項] 
全日本剣道連盟は、わが国の伝統文化である日本剣道形を正しく継
承し、次代に伝えることは大きな意義がある。正しい刀法に基づい
た剣道を学ぶためには、平素の稽古の中に日本剣道形を組み入れる
必要がある、としている。 
正しい日本剣道形の修得を図るため、下記に留意して指導するよう
重点事項を定めた。青字は注意点である。 
 
 
記 
１ 立会前後の作法、立会の所作、刀の取り扱い。 
２ 正しい刀(木刀)の操作(刃筋、手の内、鎬(しのぎ)の使い方な 
       ど)や体さばき。 
３ 打太刀、仕太刀の関係を理解し、呼吸を合わせ、原則として 
       仕太刀が打太刀より先に動作を起こさないこと。 
４ 打太刀は間合に接したとき、機を捉えて打突部位を正しく打 
       突し、仕太刀は勝機を逃すことなく打突部で打突部位を正確 
       に打突すること。 
５ 形の実施中は、目付け、呼吸法、残心などを心得て、気分を 
       緩めることなく終始充実した気迫で行なうこと。 
 
 
 
 
 



立会 
立会前後の作法 
立会の前後には、 
(1)刀(木刀)を右手に提げ、 
(2)下座で約３歩の距離で向かい合って 
(3)正座し、  
(4) 刀を右脇に刃部を内側に、鍔を膝頭の線にそろえて置き 
(5)互いに礼をする。 
 
(1) 仕太刀の刀の持ち方は、右手の親指と人差し指で小太刀（内

側）を持ち、人差し指の右側と残り３本の指で太刀（外側）
を持つ。二刀は平行に持つようにする。 

(2) 下座の位置は、特に限定しないが、中央が望ましい。打太刀、 
    仕太刀の位置については、必ずしも打太刀を上座に向かって 
       右側にしなくてもよい。 
(3)  左足を約半歩引き、左膝、右膝の順について坐る。 
(4) 小太刀は、太刀の内側に置く。丁重に取り扱うため左手を添 
       えてもよい。 
(5) 両手は同時につく。 
 
次に、(6)刀を右手に刃部を上に柄を前に切っ先を後ろさがりにして
提げ、立会の間合に進む。立会の間合は、およそ９歩とする。 
 
(6) イ．演武する場合の小太刀を置く位置は、仕太刀の立会の位 
           置から右(左)後方約５歩のところに刃部を内側にし、演 
           武者と平方に置く。 
    ロ．下座側の膝をつく。 
       ハ．座礼の位置から立会の間合へ行く場合に、打太刀は仕太 
           刀の動作をみながら加減して動作する。 
           (形終了後も同じ) 
 
１．打太刀、仕太刀、刀を提げ、立礼をして始める。立会の間合に
進んだのち、(7)まず上座に向かって礼をし、次に、(8)互いの礼をし
てから、刀を(9)左腰に差し、左手を鍔元に添えて(10)親指を鍔にか
ける。木刀のときは、(11)左手に持ちかえると同時に、親指を鍔に
かけて(12)腰にとる。 
 
(7) 上座の礼を、上体を約３０度、前に傾けて行う。 
(8) 互いの礼は上体を約１５度、前に傾けて注目して行なう。 



(9) 鍔に親指をかけると同時に左手で鐺（こじり）を持ち、鐺を 
       腹部中央に送って左手でわけた帯の間に入れる。左手を左帯 
       に送り、右手で鍔が臍（へそ）前にくるように刀を帯びる。 
       (小太刀も同じ) 
(10) 親指を鍔にかける要領は、鯉ロを切ることと、刀を相手から 
       抜かれないようにする心持ちで、親指の指紋部のところで鍔 
       の上を軽く押さえる。この場合、親指は鍔にかけるが鯉ロは 
       切らない。 
(11) 体のおおむね中央で左手に持ちかえる。 
(12) 木刀は、柄頭が正中線となるようにする。 
 
次に、互いに右足から大きく(13)３歩踏み出して、(14)蹲踞しながら
(15)刀を抜き含わせる。 
 
(13) 打太刀、仕太刀とも足捌きはすり足で行なう。 
(14) 左足を右足に引きつけながら蹲踞する。(右自然体) 
(15) イ．抜いてから蹲踞するのではなく、蹲踞しながら横手あた 
           りを交差させ抜き合わせる。 
       ロ．左斜め上から抜き、極端に振りかぶらないようにする。 
 
蹲踞はやや右足を前にして右自然体となる程度とし、立ち上がって
(17)中段の構えとなり、(16)剣先を下げ、互いに左足から小さく５歩
ひき、いったん中段の構えになる。 
 
(16) イ．剣先を下げるとは、構えを解くことである。(以下同じ) 
           剣先を下げる要領は、自然に相手の左膝頭から約３～６ 
           センチメートル下、下段の構え程度に右斜め下に下げる。 
       ロ．このとき剣先は、相手の体からわずかに外れるくらいに 
           俯瞰（ふかん）的にみて)ひらき、刃先は左斜め下に向く 
           ようにする。 
       ハ．小太刀もこれに準ずる。 
 
(17) イ．中段の構えとは、右足を前に、左拳は臍前より約ひと握 
           り前にして、左手親指の第一関節を臍の高さにする。 
       ロ．剣先の延長は、両眼の中央または左目とする。( 一足一 
           刀の間合を前提とする ) 
    ハ．小太刀もこれに準ずる。 
 
小太刀の場合は、太刀に準じて行なうが、構える場合は抜き合わせ
ると同時に、(18)左手を腰にとり、剣先を下げると同時に(19)左手を



下ろす。 
 
(18) 左手を腰にとる要領は、刀の場合は親指を前にして栗形の部 
       分を軽く押さえ、木刀の場合は、親指を後ろに四指を前にし 
       て腰にとる。 
(19) 体の外側に自然に下ろす。 
 
１．最後の礼は最初の礼と同じである。最後の礼は、まず互いに礼
をし、次に上座に向かって礼をして(20)退場する。 
 
(20) 上座の礼が終わると、最初に下座で行った座礼の位置にもど 
       り、互いに礼をして退場する。 
 
 
 
◎ 掛け声 
打太刀  ① 「ヤー」の掛声とする。 
仕太刀  ① 「トー」の掛声とする 
 
◎ 刀 
打太刀  ① 正式には刀(刃引)を用いる。 
     ② 練習には木刀を用いる。 
 
仕太刀  ① 正式には刀(刃引)を用いる。 
     ② 練習には木刀を用いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



一本目 
 

[打]諸手左上段、[仕]諸手右上段 
 
打太刀は(1)諸手左上段、仕太刀は(2)諸手右上段で、打太刀は左足、
仕太刀は右足から、互いに進み、間合に接したとき、打太刀は(3)機
を見て右足を踏み出し、仕太刀の(4)正面を(5)打つ。 
 
(1) 左足を前に出し、左自然体となり、左手握りを左額の前上約

ひと握りのところにとる。剣先は、約４５度後ろ上方に向け
やや右による。 

(2) 左手握りを、額の前上約ひと握りのところにとる。剣先は正 
    中線とする。 
(2) 機とは、相手の心と体と術の変わりぎわにおこるときの「き

ざし」である。この場合、打太刀が仕太刀に勝つ機会を教え 
ているもので、したがって打太刀は、仕太刀の十分になった 
ところを見て打つ。 

(4) 仕太刀の柄もろともに打ち下ろす気構えが大切である。 
(5) イ．打つということは、切るという意味である。 
    ロ．上体は、やや前傾するが首だけ上がる姿となるほど前傾 
           しない。 
    ハ．後ろ足を残さないようにする。 
    ニ．目付けは外さない。目付けとは、目と目を見合わせるこ 
           とが原則であるとの理から、ここでは「目を見る」とい 
      うこととする。 
 
仕太刀は左足から体を少し(6)後ろに自然体でひくと同時に、諸手も
後ろにひいて、打太刀の剣先を抜き、右足を踏み出し、打太刀の(7)
正面を打つ。 
 
(6) 左足から右足をともなって後方に引き、剣先方向に抜く。 
(7) イ．物打で打つ。 
    ロ．抜きと打ちとは一拍子で行なう。 
 
打太刀が剣先を下段のまま(8)送り足で(9)１歩ひくので、仕太刀は、
十分な気位で打太刀を圧しながら、剣先を(10)顔の中心に(11)つけ、
打太刀がさらに(12)１歩ひくと同時に、(13)左足を踏み出しながら、
諸手左上段に振りかぶり(14)残心を示す。 
 



(8) 送り足で２歩引くことになる。そのときの歩幅は、仕太刀と 
       の間合によって大小あることに注意する。 
(9) 打太刀は、仕太刀が十分の気位が充ちたときに引くようにす 
       る。 
(10) 顔の中心とは、両眼の間をいう。 
(11) つけとは延長線をいう。 
(12) 打太刀は、やや前傾のまま２歩引く。 
(13) 顔の中心を、突き刺すような気勢で圧しながら、諸手左上段 
       にとる。 
(14) 一本目から七本目まで形 ( 上段または脇)の示されていると、 
      いない、にかかわらず、十分な気位で相手の反撃に対応でき 
      る身構え・心構えをいう。 
 
打太刀が剣先を下段から(15)中段につけ始めるので、仕太刀も同時
に左足をひいて諸手左上段を下ろし、相中段となり、剣先を下げて
(16)元の位置にかえる。 
 
(15) 上体を起こしながら、中段の構えになる。 
(16) 立会の間合である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



二本目  
[打]、[仕] 相中段 

 
打太刀、仕太刀相中段で、互いに(1)右足から進み、間合に接したと
き、打太刀は機を見て仕太刀の右小手を打つ。 
 
(1) イ．打太刀は、剣先が下がらないように振りかぶる。 
    ロ．大技で仕太刀の右小手の位置よりわずかに低く打つ。 
    ハ．斜め打ちにならないよう一拍子で打つ。 
 
仕太刀は、左足から右足をともなって左斜め後ろにひくと同時に、(2)
剣先を下げて、打太刀の刀の下で半円をえがく心持ちで打太刀の打
ち込んでくるのを抜いて、大きく(3)右足を踏み出すと同時に(4)打太
刀の右小手を打つ。 
 
(3) 剣先は、おおむね下段のときの剣先の高さとする。このとき

剣先を下げて左後方に開くのでその軌跡は自然に弧を描く
ことになる。殊更に回して半円を描かない。 

(3) 右足を絡み出すとき、左足も進める。 
(4) 打太刀の見える程度に振りかぶり、斜め打ちにならないよう 
       に打つ。 
 
打太刀は左足から仕太刀は右足から十分な気位で(5)残心を示しなが
ら、(6)相中段になりつつ、刀を抜き合わせた位置にもどり、剣先を
下げて、元の位置にかえる。 
 
(5) 形に表さない残心なので、特に十分な気位を示す。 
(6) イ．気持ちのうえでは、先、後の差異はない。 
       ロ．始動は、打太刀である。（４本目・六本目も同じ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



三本目 
 [打]、[仕] 相下段 

 
打太刀、仕太刀(1)相下段で互いに右足から進み、間合に接したとき、
互いに気争いで自然に相中段になる。 
 
(1) 下段の剣先の高さは、相手の膝頭より約３～６センチメート 

ル下とする。 
 
そこで打太刀は機を見て、刃先を(2)少し仕太刀の左に向け、右足か
ら 1歩踏み込みながら、鎬ですり込み、諸手で仕太刀の(3)水月を突
く。 
 
(4) 三本目・四本目の「少し」と七本目の「やや」は、表現の仕 

方が変わっただけで同じである。 
(3) みずおちである。 
 
仕太刀は、左足から 1歩大きく(4)体をひきながら、打太刀の刀身を
物打の鎬で軽く(5)入れ突きに(6)萎やすと同時に打太刀の胸部へ(7)
突き返す。 
 
(5) 体を引かないで、手だけで引くときは、突き返すときの間合 

が正確でなくなるので、打太刀の進む程度に応じて引き方に 
十分注意すること。 

(6) 入れ突きとは、相手の太刀を手元に引き込んですかさず突き 
返すことをいう。入れ突きに萎やすということで指導する。 

(7) イ. 仕太刀が打太刀の剣先を萎やす程度は、打太刀の剣先が 
    体を外れるくらいにする。 

    ロ．仕太刀が萎やすときは、刃先は右下を向き、突くときは 
           真下を向く。 
       ハ．萎やすとき、左拳が正中線から外れないようにする。 
       ニ．打太刀の突きを萎やして、仕太刀が入れ突きに突き返す 
           場合は、打太刀の突く刀身と、仕太刀の萎やし、入れ突 
           きに返す刀身の縁が切れないようにする。 
(7) 右足を踏み出して(左足もともなう)、突き返す。 
 
打太刀はこのとき(8)右足を後ろにひくと同時に、剣先を仕太刀の刀
の下から返して、諸手をやや伸ばし、左白然体の構えとなり、剣先
は仕太刀の咽喉部につけて仕太刀の刀を物打の(9)鎬で右に(10)押さ



える。 
 
(8) 右足の引き方には注意して、正確に行なう。 
(9) 刃先は、右斜め下に向ける。 
(10) 左拳は正中線から外れない。 
 
仕太刀は、さらに突きの気勢で左足を踏み出し、(11)位詰に進むの
で、打太刀は左足をひくと同時に、剣先を仕太刀の刀の下からまわ
して返し右自然体の構えになり、(12)物打の鎬で押さえるが仕太刀
の気位に押されて剣先を(13)下げながら左足から(14)後ろにひく。 
 
(11) イ.位詰とは、充実した気位で相手を攻めることをいう。 
       ロ．突きの気勢をもって、左足を踏み出し(二度突きはしない) 
          気位で詰める。 
(12) イ．刃先は左斜め下に向ける。 
       ロ．剣先は咽喉部につける。 
(13) 剣先は、仕太刀の体からややはずれる。 
(14) 左、右、左と３歩さがる。 
 
仕太刀は、すかさず(15)右足から２，３歩小足にやや早く位詰に進
み、剣先は胸部から次第に上げていって顔の中心につける。 
 
(15) 右、左、右と小足で３歩早く進みながら行う。 
(16)   その後、打太刀は右足から、仕太刀は左足から(17)相中段に 
       なりながら刀を抜き合わせた位置にもどり、剣先を下げて元 
       の位置にかえる。 
(16) 打太刀は、仕太刀が十分に残心を示した後に剣先を上げ始め 
       る。 
(17) 仕太刀は、打太刀の始動により剣先を下げながら左足、右足 
       と引き、さらに仕太刀が左足、右足、左足と引くので打太刀 
       は右足、左足、右足と進め、刀を抜き合わせた位置にもどり、 
       剣先を下げて元にかえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 



四本目 
 [打]八相の構え、[仕]脇構え 

 
打太刀は八相の構え、仕太刀は脇構えで、互いに左足から(1)進み間
合に接したとき、打太刀は機を見て八相の構えから、(2)諸手左上段
に、仕太刀もすかさず脇構えから、諸手左上段に変化して、互いに
右足を踏み出すと同時に、十分な気勢で相手の(3)正面に打ち込み、
(4)切り結んで相打ちとなる。 
 
(1) 八相の構えと脇構えから３歩進み、互いに諸手左上段に変化

し、右足 
を踏み出して大技で切り結ぶ。 

(2) 諸手左上段に振りかぶる程度は、両腕の間から相手が見える
くらいと 
する。 

(3) イ．相手の正面に打ち込むときは、諸手を十分に伸ばす。 
    ロ．四本目は、大技を示したものであるから、大きく伸びる 
           ようにするのがよい。そのため、間合のとり方に特に注 
           意しなければならない。 
(4) イ. 斜め打ちにならないよう、まっすぐに振りかぶって打ち 
           下ろす。 
    ロ. いったん上段をとってから打ち込むのではなく、振りか 
           ぶりと打ちとは、一拍子で行なう。 
 
(相打ちとなってからは、双方同じ気位で互いの刀身が鎬を削るよう
にして、白然に相中段となり打太刀は機を見て刃先を少し仕太刀の
左に向け、右足を(左足もともなって)進めると同時に、諸手で仕太刀
の(6)右肺を突く。 
 
(5) 相打ちになったとき、間合が近すぎる場合は打太刀が間合を 
       とる。 
(6) 打太刀が物打の左鎬で巻き押さえながらすり込みつつ突く 
       はなを仕太は巻き返すので、打太刀の上体は、やや前がかり 
       となる。そのときの剣先の高さは、水平よりやや低めとなり、 
       刃先は右を向く。 
 
仕太刀は、左足を左前に、右足をその後ろに移すと同時に(7)大きく
巻き返して(8)打太刀の正面を打つ。 
 



(7) 左拳を頭上に上げると同時に、刃先を後ろにして巻き返す。 
(8) イ. 斜め打ちにならないように、まっすぐに大きく振りかぶ 
           って打つ。 
       ロ. いったん頭上で止めて打つのではなく、巻き返しと打ち 
          とは、一拍子で行なう。 
 
打太刀は左足から、仕太刀は右足から、十分に(9)残心の気位を示し
ながら相中段になりつつ、抜き合わせた位置にもどり、剣先を下げ
て元の位置にかえる。 
 
(9) 二本目と同じように、形に表さないので、十分な気位を示す。 
 
 
 
 
 
 

＝＝＝ 構えの説明 ＝＝＝ 
 
【八相の構え】 
 諸手左上段の構えから、そのまま右拳を右肩のあたりまで下ろし
た(10)形で、(11)  刀をとる位置は、鍔を口の高さにし、口からほ
ぼ拳 1つ離す。構える 
    ときは、(12)左足を踏み出し、刀を中段から大きく(13)諸手
左上段に振 
    りかぶる気持ちで構える。刃先は相手に向ける。 
(10) このとき、左拳の位置はほぼ正中線上とする。 
(11) 刀身の傾きは、約４５度とする。 
(12) 右足先は、やや外側を向く。 
(13) 上段に振りかぶってから、八相の構えに移行するのではない。 
 
 
【脇構え】 
右足を(14)後ろにし、左半身となり、刀を右脇に剣先を後ろにし、
刃先は右斜め下に向ける。剣先は下段の構えより少し下げた(15)位
置にとる。構えるときは、右足をひきながら、刀を中段から(16)大
きく右脇にとる。特に刀身が相手から見えないように構えなければ
ならない。 
 
(14) 足先は、やや外側を向く。 



(15) このとき左拳は「臍」の右斜め下約ひと握りのところにおく。 
       (左手首は曲げない) 
(16) 右拳が、おおむね口の高さを通るくらいに、大きくとる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



五本目  
[打]諸手左上段、[仕]中段 

 
打太刀は諸手左上段、仕太刀は(1)中段で、打太刀は左足から仕太刀
は右足から、互いに進み、間合に接したとき、打太刀は機を見て右
足を踏み出すと同時に諸手左上段から、仕太刀の(2)正面を打つ。 
 
(1) 仕太刀の左拳(手元)は、やや前に移行して構え、剣先は打太 

刀の上段の左拳につける。 
(2) 顎まで切り下げる心持ちで、打ち下ろす。 
 
仕太刀は、(3)左足からひくと同時に左鎬で打太刀の刀を(4)すり上げ、
右足を(5)踏み出して正面を打ち、右足からひきながら諸手左上段に
振りかぶって(6)残心を示す。 
 
(3) 右足もともなう。 
(4)    イ．すり上げは、両腕の間から相手の身体が見える程度  
          に行なう。  
          なお、払い面にならないよう注意する。 
       ロ. すり上げは、頭上まで十分引きつけて行う。なお、この 
           とき剣先が下がらないようにする。 
       ハ．すり上げられたとき、打太刀の刀は死に太刀となり、構 
           えを解いた程度まで落ちる。 
 
(5) 左足もともなう。 
(6) 剣先を顔の中心につけながら、右足を引く。 
 
打太刀が剣先を中段につけ始めるので、同時に仕太刀も左足をひい
て剣先を中段に下ろし、相中段になる。打太刀は左足から、仕太刀
は右足から小足３歩で、刀を抜き合わせた位置にもどり、剣先を下
げて元の位置にかえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 



六本目  
[打]中段、[仕]下段 

 
打太刀は(1)中段、仕太刀は下段で、互いに右足から進み、間合に接
したとき、仕太刀は機を見て下段から打太刀の両拳の中心を攻める
気勢で、中段に上げ始めるので、同時に打太刀も、これに応ずる心
持ちでやや(2)剣先を下げて、仕太刀の刀と(3)合おうとする瞬間、右
足をひいて諸手左上段に振りかぶる。 
 
(1)   仕太刀が、下段になっても剣先は下げない。 
(2)   刃先を、右斜めにしない。 
(3)   仕太刀の気勢を、押さえることができないので上段に構える。 
 
仕太刀はすかさず中段のまま大きく右足から(左足もともなって)(4)
１歩進む。打太刀は(5)直ちに左足をひいて中段となり、(6)機を見て
仕太刀の右小手を打つ。 
 
(4)   進むとは、攻め進むことで、進んだとき、剣先を打太刀の上 
   段の左拳につける。 
(5)   イ.  打太刀は、攻められるので直ちに中段となる。 
    ロ.  仕太刀も、これに応じて中殿となる。 
(6)   イ.  打太刀は仕太刀からたえず攻められるので小技で右小手 
     を打つ。 
     ロ.  小技の小手打ちである。 
 
仕太刀はその刀を、左足を左にひらくと同時に、小さく半円を描く
心持ちで、右鎬で(7)すり上げ、右足を踏み出し、打太刀の右小手を
(8)打つ。 
 
(7) すり上げ小手が、払い小手にならないよう注意する。 
(8) 手の内を利かせて、小さく打つ。 
 
打太刀は(9)剣先を下げて、左足から左斜め後ろに(10)大きくひくの
で、仕太刀は左足を踏み出しながら、諸手左上段に振りかぶり残心
を示す。 
 
(9) このときの刃先は、右斜め下を向く。剣先はやや下段より低 
       めの高さまで落とす。 
(10) 正対しないで、引く。 



 
打太刀、仕太刀ともに右足から相中段になりながら、刀を抜き合わ
せた位置にもどり、剣先を下げて元の位置にかえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



七本目 
 [打]、[仕] 相中段 

 
打太刀、仕太刀相中段で、互いに右足から進み、間合に接したとき、
打太刀は機を見て、１歩軽く踏み込み、刃先をやや仕太刀の左斜め
下に向けて、鎬ですり込みながら、諸手で仕太刀の(1)胸部を突く。
仕太刀は、打太刀の進む程度に応じて、左足から体をひくと同時に、
(2)諸手を伸ばし、刃先を左斜め下に向け、物打ちの鎬で打太刀の(3)
刀を支える。 
 
(1) 打太刀は、気勢をこめて正しく突く。(気当り) 
(2) 突きの気勢で諸手を伸ばす。そのときの気位は五分である。 
(3) 双方の剣先はやや、上がり、交差した物打の高さはおおむね 
       肩の高さとなる。 
 
互いに(4)相中段になり、打太刀は、左足を踏み出し、(5)右足を踏み
出すと同時に、体を捨てて諸手で仕太刀の正面に(6)打ち込む。 
 
(4) 相中段となるとき、双方の気勢は、五分五分であることが大 
       切である。 
(5) 左足を踏み出しながら振りかぶり、右足を踏み出して打ち込 
       む。 
(6) イ.   捨身で打ち込むので、体はやや大きく前傾する。 
       ロ.   このとき、打太刀の目付けは離れるが、打ち終わって 
       直ちに仕太刀に向ける。 
       ハ.   斜め前に出て打ち下ろさないように、まっすぐに前に 
             出て打ち下ろす。 
 
仕太刀は(7)右足を右前にひらき、(8)左足を踏み出して(9)体をすれ違
いながら諸手で、打太刀の右胴を打ち、右足を踏み出し左足の右斜
め前に軽く右膝をついて、爪先を立て左膝を立てる。諸手は十分に
伸ばし、(10)刀は手とほぼ平行に右斜め前にとり、刃先は右に向け
る。 
 
(7) この場合、上体は移動しない。 
(8) 右前に踏み出す。 
(9) このとき、仕太刀の体は変化するが、目付けは相手から離さ 
       ないようにする。 
(10) 刀はほほ右腕の延長上とする。 



 
その後、刀を返して脇構えに構えて、残心を示す。打太刀は、上体
を起こして、刀を(12)大きく振りかぶりながら、右足を軸にして、
左足を後ろにひいて、仕太刀に向き合って、剣先を中段につけ始め
るので、同時に仕太刀も、その体勢から(13)刀を大きく振りかぶり
ながら、右膝を軸にして左に向きをかえて、打太刀に向き合い、剣
先を中段の程度につける。 
 
(11) すれ違いに胴を打ち終わってから、節度をつけて脇にとり、 
       残心を示す。 
(12) いったん、脇構えになってから振りかぶるのではなく、体を 
       起こしながら振りかぶる。 
 
(13) 脇にとった刀を大きく振りかぶりながら、右膝を軸にして、 
       右足を右に移して打太刀に正対する。 
 
つづいて仕太刀が十分な(14)姿勢で立ち上がってくるので、打太刀
は左足から後ろにひきながら、相中段になり、さらに互いに縁が切
れないようにして打太刀、仕太刀ともに左足から、刀を抜き合わせ
た位置に(15)もどる。 
 
(14) 打太刀・仕太刀とも縁を切らず、剣先をまじえた後、打太刀 
       は、仕太刀を引き起こす気持ちで左足から後に引き、それに 
       応じ仕太刀は、十分な気勢で立ち上がる。 
(15) 歩み足でもどる。 
 
七本目の場合は、いったん太刀の形が終わるので蹲踞して互いに刀
を納めて立ち会の間合にかえり、(16)立礼して終わる。 
 
(16) つづいて小太刀の形を行なう場合、打太刀は、仕太刀が小太 
       刀に取りかえる間、蹲踞して待つ。このとき、太刀を右手に 
       持ったままで、柄頭を内にして右腿にたくす。 
 
 
◎ 太刀の形から小太刀の形へ移る場合の所作 
 
◎ 仕太刀は後ろ退りに小太刀の置いてある位置に至り、下座側の
膝をついて太刀を置き、小太刀を持ち、立ち上がって立会の間合に
もどる。打太刀は、仕太刀が立会の間合の位置にもどり始めた頃に、
立ち上がって待つ。 



◎ 太刀の形から小太刀の形へ移る場合の作法 
打太刀   ① 蹲踞して待つ。 
仕太刀   ① 後ずさりし、小太刀に取りかえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



小太刀一本目 （八本目） 
[打]諸手左上段、[仕]中段半身の構え 

 
打太刀は、諸手左上段、仕太刀は(1)中段半身の構えで、打太刀は左
足から、仕太刀は右足から、(2)互いに進み間合に接したとき・仕太
刀が(3)入身になろうとするので、打太刀は右足を踏み出すと同時に、
諸手左上段から、仕太刀の正面に打ち下ろす。 
 
(1) 中段半身の構えは、右足をやや前に出し左肩を引いて、剣先

をやや高く構える。(剣先は打太刀の顔の中心の高さにとる) 
(2) ３歩進む。 
(3)    入身とは、気勢を充実して、相手の手元に飛び込んでゆく状 
       態をいい、入身になろうとするので、ということから形に表 
       さない。 
 
仕太刀は、右足を右斜め前に、左足をその後ろに進めて、体を右に
開くと同時に、(4)右手を頭上に上げ、刃先を後ろにし、左鎬で受け
流して打太刀の正面を打ち、左足から１歩ひいて(5)上段にとって(6)
残心を示す。 
 
(4) 五指で強く握っていると、左鎬での受け流しが難しいので、 
       手の内をゆるめる。 
(5) イ．上段をとるとき、剣先を顔の中心につける必要はない。 
       ロ．右拳は額の前上におき、剣先は約４５度上方に向く。 
(6) 確実に正面を打ってから、残心を示す。(反射的にとらない) 
 
その後、(7)いったんその場で相中段になってから、打太刀、仕太刀
ともに、左足から刀を抜き合わせた位置にもどり、(8)剣先を下げて
元の位置にかえる。 
 
(7) 小太刀の一本目だけ、その場で相中段になる。 
(9) 小太刀の構えの解き方は、左手を左腰から下ろし、剣先は相

手の体からわずかに外れるように下げ、刃先は左斜め下に向
ける。 

 
 
 
 
 



小太刀二本目（九本目） 
 [打]下段、[仕]中段半身の構え 

 
打太刀は下段、仕太刀は(1)中段半身の構えで、互いに右足から進み
間合に接したとき、打太刀は、守る意味で、下段から中段になろう
とする瞬間、仕太刀は、打太刀の刀を(2)制して入身になろうとする
ので、打太刀は、右足を後ろにひいて(3)脇構えにひらくのを、すか
さず、仕太刀が、再び(4)中段で入身になって攻めてくるので、打太
刀は脇構えから変化して諸手左上段に(5)振りかぶり、右足を踏み出
すと同時に仕太刀の正面に(6)打ち込む。 
 
(1) 剣先は、やや低く構える。(剣先は打太刀の胸部の高さにとる） 
(2) 制して入身になるときの刃先は、斜め右から下へと変化する。 
(3) 大きくとらないで、剣先をすぱやく右斜め下にして脇にとる。 
(4) (2)を受けて、右足から１歩進め(左足もともなう)、中段とな 
      り攻め込む。(剣先は咽喉の高さとする) 
 
(5) 上段に振りかぶる程度は、両腕の間から相手の体が見えるく 
       らいである。 
(6) イ.   斜め打ちにならないように、打ち込む。 
    ロ.   脇構えから上段、打ち込みの動作は、一連のつながっ 
         た動作として変化する。 
 
仕太刀は左足を左斜め前に、右足をその後ろに進めて、体を左にひ
らくと同時に、右手を頭上に上げ、刃先を後ろにし、右鎬で受け流
して面を打ち、打太刀の(7)二の腕を押さえて腕の自由を制すると同
時に、右拳を右腰にとり、刃先を右斜め下に向け、剣先を咽喉部に(8)
つけて残心を示す。 
 
(7) 関節よりや上部を上から押さえて、腕の自由を制する。 
(8) 延長である。(三本目も同じ) 
 
その後、打太刀は左足から、仕太刀は右足から相中段になりながら
刀を抜き合わせた位置にもどり、剣先を下げて元の位置にかえる。 
 
 
 
 
 



小太刀三本目（十本目） 
 [打]中段、[仕]下段半身の構え 

 
打太刀は中段、仕太刀は下段半身の構えで、打太刀は立会の間合か
ら、右足、左足と進み、次の右足を踏み出すとき、仕太刀が入身に
なろうとするのを中段から諸手右上段に振りかぶって、仕太刀の正
面に打ち下ろす。 
 
仕太刀は、その刀をいったんすり上げて打太刀の右斜めにすり落と
す。 
 
打太刀は、直ちに左足を踏み出し、仕太刀の右胴を打つ。仕太刀は
左足を左斜め前に踏み出し、体を右斜めにひらくと同時に、胴に打
ってくる打太刀の刀を、左鎬ですり流し、そのまま左鎬で、打太刀
の鍔元にすり込み、小太刀の刃部のはばきで打太刀の鍔元を押さえ
て、入身になり、打太刀の二の腕を押さえる。 
 
打太刀がひくので、仕太刀はそのまま攻めて、二三歩進み右拳を右
腰にとり、刃先を右斜め下に向けて、剣先を咽喉部につけ、残心を
示す。 
 
そのあと、打太刀は右足から仕太刀は左足から相中段になりながら
刀を納めて立会の間合にかえり、立礼をして終わる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



剣道形に対する評価 
 
内藤高治 
剣道の形は申すまでもなく、古来、各流においてその流祖のひとび
とが実地の上より研究に研究をいたして、いずれもその理に適合い
たしたる形でありますから、こんにちは別にあらたに形を制定する
必要はないのでありますが、ご承知のごとく剣道が中等程度の学校
に、正課として課せらるることにあいなりたる以上は、その程度に
おいて課すべき適度の形を制定するは当然必要のことと認めまして、
武徳会本部は高等師範と協議の結果、形制定につき主査員五名を選
抜いたし、全国より十八名の委員をあげて、主査員の立案したるの
がすなわちこの帝国剣道形でございます。しかし、かくのごとき形
ができました以上は旧来各流にあるところの形は不用と申すしだい
ではなく、まったく中等程度の教授に適するまでの形であります。 
 
高野佐三郎 
剣道の形は剣道の技術中最も基本的なるものを選みて組み立てたる
ものにして、之により姿勢を正確にし、眼を明かにし、技癖を去り、
太刀筋を正しくし、動作を機敏軽捷にし、刺撃を正確にし、間合を
知り、気位を高め、気合を練る等甚だ重要なるものなり。初めより
道具を着け互格の試合を試み勝負を争ふ時は姿勢、動作を乱し気合
間合を測らず刺撃も正確ならずして多く悪癖を生じ上達亦遅し。故
に昔は必ず先づ形より入りて試合に到るを順序となせり。故に基本
動作に習熟するに至れば適宜に形を交へて教授するを可とす。形を
演ずるに当りては充分に真剣対敵の気合を込め、寸毫の油断なく、
一呼吸と雖も苟もせず、剣道の法則に従ひ確実に演練すべし。形に
重んずべきは単に其動作のみならず実に其精神にして、気合充実せ
ず精神慎重を缺かば如何に軽妙に之を演ずるとも一の舞踊、体操に
過ぎざるのみ。 
 
中山博道 
今日各流の存在が全く無視され、竹刀術の優劣のみが表道具となっ
てきたのは時代の流れで致し方ないとしても、この反面、流派を絶
やさぬよう護持に精進している人々があることも忘れてはならない。
これ等の人の気持ちを充分考えられて、竹刀側も何とかこれに近づ
くように努める必要がある。少なくとも錬・教・範士は年数にある
程度の苦心をした者であるから、全くの形なしと言われるようであ
ってはどう考えてもいけない。竹刀競技絶対の今日にあって、かく
の如く流派のことのみをいうのは誤りであるのかも知れないが、武



道なり剣道なりの名称がある以上、むしろ知らないほうが誤りとい
うべきではあるまいか。現在行われている大衆形を剣道形として唯
一無二に採用し、三日間位の練習の付け焼刃で受験の手段に使用、
その後はわれ関せずとするのが大部分の現状では、まことに手のほ
どこしようがない。しかもこの年数の受験者は充分苦労している者
でもない。専門家非専門家によらず指導的立場にある人々であるに
もかかわらず、称号受験の手段だけであとは投げうって知らぬ顔で
は、まことに遺憾千万で付け焼刃も甚だしいと言われても仕方がな
い。（中略）剣道形一つをもって一切とする全剣連は、斯道を甘く、
浅く、余りにも簡単に見過ぎているがそのようなものではない。 
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