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なぎ な た の 医 際 発 展 と ジ ェ ンダー・イメージの変容

ベレック クロエ

京f;[；大学大’＇ti完 人1111 UI立苧1肝究科 J'i'J＇＿人間＇＇tWr文

〒606-8501 京都市左京13:古川二二本怯町

要旨 紘刀とは！本来KぃWiのうむに反り返った長い）討をつけたi沈静であるが 役的には「なぎな

たjが女子の活動としてとらえられており！宇校のクラフ－ii号制として発仮している F i本全対で慌

んに行われているがi l五｜時的には 1910ii＇に｜主l採なぎなた述'.Y,lが発足し 現釈は 14ヵド｝が｝Jll泊して

いる

なぎなたは！d-1≫1けの武道としてIこいJj先史を持っているため 日本においては女子のものとして

沼められており！なぎなたには女性的なイメージが存在している そして 1960il'-f｛と 1970年代に

アメリカ・合汚，ョ ロッパにおいてなぎなたのm，討を始めたのも立制だった ただt 海外ではな

ぎなたがi 的共と武i：が戦場でIIIいた武器としてのイメージを通じて将注したためi やがてリj制｜：に

人気が向ま I), 1990 ilo代以降 なぎなたの没在i告はリj位のほうが多くなっている 全日本なぎな

た述胤はこのJJl~Rに対して 反対を！＜Iりjしておらず. lj）切のなぎなたを日本の伝統文化の活動とし

て認めi 日本人出切にもなぎなたを奨l1i1Jすφようになっている 本航は なぎなたの詐l限発民を過

して。なぎなたのジェンダー イメージがどのように変化したのかl~j らかにした

はじめに

虫T刀とは，本来長い+i'・iの先に反り返ったiとい刃

をつけた武採である 綬史を振り返ってみれば，

薙刀は。平安後JUIの後三年の役（1083 if＇から

1087年）のころから袋町111JUJまで，的！＇＇＜ と武：｜

によってmいられた主流武7.fiの一つであった 務

刀は古流派の俗世を通じて教えられ，務，，，で使Ill

する木製の薙刀や術はそれぞれの流派によって

脈々である

長（［）］は伝統的な活動としてl llH和戦illi!UIを通し

て学校の女子体育として発展し 1943年にはi'C:i

等女学校の必修科目にまでなった＂ 第二次世界

大戦後。ガ「刀の教育はしばらく終止されたが，

1955 >1° 5月に全日本なぎなた述却がit成され。

それまでの「鶏刀Jは fなぎなたJと改められ

た2 そして学校で稽古を行いやすいように！各

市流の薙刀術が統ーされ1 なぎなたは学校のクラ

ブ活動として発股した，， 試合で戦うために。よ

り：限い恨の仰と竹の刃で出来た武器が！日いられる

ようになった，.

なぎなたの目立際的な発展は 1960年代に始まり I

アメリカやヨーロッパ各｜主iになぎなた述却が発足

した そして 1990jドにはi主II努なぎなた述加が成

立し. JJl在は 14ヵ｜主｜がここに加盟している5 な

ぎなたは女性のための武道としてEl本から輸出さ

れたがI 海外では数多くの男叫がなぎなたの稿討

をしており，このことが海外におけるなぎなたの

特徴として挙げられる

何；＇＆，海外でなぎなたは主に男性に人気がある

のか結論を先JJ）（りしていえば，それは，なぎな

たが女子武道としてだけ；記長哉されているのではな

し武士の武務のイメージを通じて．男性的であ

ると海外では見られているからである つまり，

i拝外と日本におけるなぎなたのイメージは同じで

はないということである なぎなたにはI 二つの
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ジェンダ一的なイメージ，すなわち El本古代の

武士の武器としての男性的なイメージと l 近-w:の
武士の娘や近代の女子教育に導入された女子i古jけ

の武道の女性的なイメージが存在していることに

なる

本論文では。このようななぎなたの二重のイ

メージを明らかにしていきたいと思う まず，日

本と海51＞におけるなぎなたの多総なジエンダーを

めぐるイメージを分析し！その上でこれらのイ

メージがなぎなたの普及にどの程度，彩判lを及ぼ

したのかを l~J らかにしたい またこうした現象に

対して全日本なぎなた述盟は，どのような態度で

対比、したのだろうか そして結果的に，全日本な

ぎなた述烈は日本人男セlになぎなたを奨励するこ

とを決めたが，それはどのような耳目的によるのだ

ろうか本論文では，これらのことを考察してい

くことにしたい

武道，特に柔道の悶1：~＼［ J ＂＇発展に 1i1する研究は

多数見つけられる しかしながら なぎなたとい

う武｛，ifと武道はW：界において基本的に知られてお

らず さらに海外でのなぎなたの？十及は問所的な

J)l'fiiであるためl まだこの課題に附する研究が行

われていないのが現状である また，なさなたの

悶際化は現代的な現象のため，先行研究は全くな

い したがって本論文は，これまでの研究状況か

らみて先駆的な研究であるといえるだろう

本論文では史料として，全日本なぎなた述rr.1が
右lj:lz:記念日ごとに発行した連盟の歴史を伝える本

や夫会のプログラム。 j止界なぎなた選手権夫会や

ヨーロッパなぎなた選手権夫会のプログラム l フ

ランスなぎなたjfil盟とベルギーなぎなた辿照の史

宇｜をmいることにしたい

I 女性武道としてのなぎなた

I-I 女性武道になった経緯

ガf刀は戦場の武器として現れ。 9世紀から 15

｜断己にかけて武t 1't-仰兵に用いられた そし

て！同じI時代の巴御前と板綴御前という有名な女

性武士が。到t刀を武擦として用いているところを

揃いているj会が存在している このこ人は，海円三

合戦（l l 80ーl185）で薙刀を武器に用いて戦った

としばしはお言われているが。平家物語などの歴史

的な史料からは冊認できない またI これらの絵

はt工戸時代に掛かれたものであり I そこに出iかれ

ていることが兵突かどうかは定かではない＇＂ し

かし一般的なイメージでは。中i止の女性武士と瑚；

刀が結びついている 16 ・1断己から鉄砲や拾の出

現によって， JiiUJは次第にii現場から消えたが，江

戸H寺代になると武士の女性の持参財産や飾り，武

士身分の女子むけの教育道具として出現し，女性

用の武術として女性に議万の稽古が行われ始め

た＂

20陛紀初頭にl 高等女学校市l]J立の設立と｜百＇］ II寺

に， JiiUJの務古は日本の体育として徐々に学校に

導入された＂＇ このI時代に！女性向けの武道とい

う特徴が確立したといえるかもしれない 1936 

'I＇には 女子師範学校！高等女学校に撤刀がIF諜

（削指：利）として認められ。｝ また 1943ii＇・から女

子Oili~tii学校，高等女学校！女子実業学校の生jjfrの

衣料必修になった W• 古流派の宗家や古流派にお

ける給市では男位が存在したが，学校で議刀は女

子だけに救えられた

他のスポーツや体採でも女子の心身を育成する

ことが出来るはずだが. 1943 j~に必修とされた

のは薙刀であった この理由は！議刀が日本の伝

統的な武道であったからである 1930年代と

1940年代に出版された確刀の指導についての本

の題名には 「確刀道」という名称が頻繁にlflい

られた山 「薙刀道Jは「武士道jを参考にした

表現であり，薙刀と日本の町二世！との繋がりを表わ

している 1900年代に新政戸稲逃の？武士iifiJ

が世界的なベストセラーになったが，新波戸は新

しい言葉を創lったと思っていたのにもかかわらず

結来として「武士道jは国家主義の彩響下で日本

の伝統的な精神になった1お そして戦H寺中の凶家

主義イデオロギーの彩響下に， iヨ本l到民には武士

の精神が生き続けているという観念が広がってい

た＂＇ 1944 iJ二に行われた「薙刀一一一嬰自の打出11

と其の指導jという殴談会の中では 次のように

「JllI到女子」と武士の娘とのつながりが強制され

ている

特にこうした戦争下に於いて母性の力がiiiQ：荘、
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のおJ品に また第~＊ij［将兵のごと気の振作に如

何に大きな役割を示しつつあるかということ

は今！立中上げるまでもありませんが ［ ］主

凶女子としてこの要日によってー｜分鍬隠し日

常生活に兵現せしめ武士の裂や子女としての

心f』えを強くして1Tかねばならなし、と思いま

す＇＂

このように強刀は武士や戦争と;j/fびつけられて

いたがゆえに。第二次世界大！日~後！占領政府は，

第二 i7c!lt界大iii~ ＇ドの El 本初会のlfi.f涼化に来たした

武道の役割を考えて＇ Iii刀を合む武道がしばらく：t

.ii：された 文部省は. 1945 iJ' I 1月6!IN発体主3

80号による丈郎官l出「終戦にf'i'う体鋭利救j¥t3'

日（n同）の取り扱に関する件jにより，なぎなた

を学校体育の教材から除外した1引 1951 ii三にサ

ンフランシスコ講和条約が締結され占領軍が解放

された後 スポーツとして剣道に次いで1 1955 

年5月に全EP三なぎなた述n日が紡成された 椛l時

中に教えられた各古iJiの燦刀術が統一されI 峰い

恨の柄と竹の刃で出来た武r,：；で競技も開催された

太刀対描刀の制lみ合わせで行った；t；流の形の代わ

りに 新教材として なぎなた対なさなたで「し

かけ応じ」という B本の攻幣と応じ技が何成され

た 議刀のJ支術が現代の方式にっくりかえられる

準備j段階であった 1950!Jcに 徳永千代子は「制l

しいなぎなた」慨念について次のように述べてい

る

新しいなぎなたのW!i倣

なぎなたは村Jめ況として武￥.ifとして発迷した

が武器として制仰をもてなくなった今日では。

述動形式の比絞00なfililjiな対人競技であり l

W性のある柔軟性を姿求する全身ifil[9Jで武協

を扱つての競技で興味があり非力的な女性に

ふさわしく I 多く楽しまれるため。 '.YW1'11を
失ってからも遊戯やスポーツとしてー彼女性

にしたしまれている，，，，

「抑悦のある柔軟性を！l)!3Jとする全身ifil動で武器

を扱つての競技で興味があり非力的なic・lliこふさ

わしく」というなぎなたは 来道や剣道のように

体力にfilきをおく男性1111けの他の武道と見なる

この新しいなぎなたはI 武協としての印fi1直を有し

ておらず さらに 1 女性の身体jfijけの体育の活動

であることも強制されている

会il本なさなた述日！［の創立後I 1959Jj'.12月23

日の文部省次官述述で ’f校における「なぎな

たjは！中等教育以ヒの学校にクラ7W;J1J1として

｛弘治する このj邑1主には 「したがって。このill!

動Hi日は。［］王として た子の特別j教育川日V1

（クラフ＇i1＇；助）または学校行平等において行われ

ることが迎当であると考えるJ＂.と l なぎなたは

た子の武道であることが述べられている l立心M

流の十七代宗家の闘部終八は 1981if.に出版した

？問解コーチなぎなたjの中で。以下のように述

べ 氏子の武道としてはなぎなたが以も適切であ

ることをヨサ位している

i1立近女子のなかに 男子とj品Jj;f(に，剣道を学

ぶものI 柔道を学ぶもの， iCJj且を竿：ぶものの

あることはまことに：かばしいことである 武

道としては。いずれをとっても後処はないが

女子の武道としては女子にふさわしい生

限的に危険が少なく そして心政的にも迎合

したものを1並ぶことが必立さである それには

なぎなたがi止も述切である＂＇

全日本なぎなた述＼￥.！.の羽＇！］［や l"IF人，.）三会の小心に

いるのは女位である 1956 'Iごより｜担1mされた全

日本なぎなた選手権大会は女悦ーのみの夫会であっ

た今日では全日本なぎなた：'1!.U:!Iに労似もいる

が. ＇＇録している 6Jj' 5千人のうちほとんとは女

性である刊川本の武道一一 El本武道協総会

設立 30周年記 jという 2007i;cにII本武道

館が発行している本において 全日本なぎなた迎

即により行成されたれの'i＇では，なぎなたの松市

を通じて，女伎の教育を行い 姿ゃえ：としてのi!t¥

を』iiうと吋たされている

全日本剣道述lll.の元常任取引で剣道総ごとの

欣叫 UF孝先生はなぎなたの絶大な~ll解

者であり 多くのご教示をいただきました

「特に子どもの教育にとって1 月の力ほとj:',¥
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大なものはありません ［ ］その旬なる女

子の教育 指導はぜひなぎなたの皆さんにお

願いしたい」と常々お話しされていたことが

忘れられません叩

なぎなたは女性的iけの武道として長い膝史を

持っており 全日本なぎなた連盟に笠録している

人口はもっぱら女性であるため 今日でも日本に

おいては女子のものとして認められているのであ

る

I-2 海外における女性向けのなぎなたの普及

すでに述べたように！なぎなたは長らく女性向

けの武辺として認知iされてきたため。 1960年代

と1970年代に，海外においてなぎなたが普及し

始めた11'.i＇その対象者は当然女性であった アメ

リカ・台湾・ヨーロ yパでもなぎなたのf宮市を始

めたのは女制だった f！，；＇.ノlくの自叙伐の中で＇ 1960 

if'i~の半ばに台湾でなぎなたの吋及にh｛カした附

に！なぎなたを台湾に女子向けの活動として判HI',

したことをI 以 1：のように，ii[っている

謝先生と親しく交流するIi可にI 先生はなぎな

たも興味を持ってくださるようになりました

（・）女性が知遇！なく学べ！楽しめる武道と

して．その自Iii闘を，；＇1jく評価lしてくださいまし

た 「台湾でも。なぎなたを広めてはいかが

ですか1I！！先生の言葉は！日本の中でさえ

辞及に凶苦八苦している私たちにとって。ま

さに健併ともいえる温かい言葉でした＇＂

1970年代半ばになっても，台湾のiii＜ユ女子χ

学では，女性に中心してなぎなたの稽古が行われ

た アメリカの場合は， 1960 'I＇代末から 1970年

代初＇lTIJ［にかけてなぎなたの普及に際して，抱｛ノKは

アメリカで女性になぎなたを指導することについ

て次のように述べている

1£米の日本火性になさなたを指導するという

ことは！私たちにとって願ってもないことで

した ［ ］それまでも l なぎなたの美しさ

を見て感動し！入門を希裂してくるクト医！人女

性は少なからずありました＂＇

この「外医｜人女性は少なからずありましたJと

いう表現から！アメリカで日本人の移民や日系人

の次になぎなたの格言Iを始めたのはアメリカ人の

女七iであったことが挽測される 欧米人によって

なぎなたがもたらされた閣でも！なぎなたの輸入

に従事したのはやはり女位であった イギリスの

ノぐトリシア・クヌ yセンは 1976if＇にお＂そして

スウエ デンなぎなた辿lHI.を創立したグニラ ハ

ンツソンは 1985if＇に lit京でなぎなたの基本を

修符しているN

フランスの場合 iEJ'＼になぎなたの普及を図っ

たのはシモーヌ シャルトンだったお｝ しかし！

実際にフランスへの輸入をIiiんだのはフランス剣

道辿胞の会誌のクロード・アモであった ？創立

i四十問if＇；；己念紘一一一この 10年のあゆみ .I 

において クロート、・アモとなぎなたとの出会い

が以ドのように述べられている

1973年第二IUI世界剣道大会がアメリカで

l!iJHI：された ［ ］附会場に「なぎなたjは公

開iili技として！異様；試合＂＂とうミ近流確 ）］＂＇の

形を公開し， ！！.！に各地で余暇を利別して，各

｜誌の参加選手を相手に「なぎなたJti＇官会を

llfHitした

それに参加された， 7ランス剣道連盟の会長

クロード・アモ氏が大変好感をもたれて。早

速翌年に最火のスケジュールで！日本各地の

「なぎなた講習会jに参加され，この時！可伴

者として，シヤルトン シモーヌ（中学校体

育教IHli）を述れて来られたが，やはり「なぎ

なたJは女伯でなければとても織しいよと言

われたことが印象的だったおJ

リーダーとしてフランスへのなぎなたの輸入を

望んだのはクロード アモであったが， ii本にお

けるなぎなたの部im1会に参加して「やはり fなぎ

なたjは女性でなければとても難しいよと言われ

たJので，代わりに同伴者であったシモーヌ

シャルトンがなさなたの普及への尽力を任された

シモーヌ シャルトンは，『フランスのE早布
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(L出 ceintw出 11oi1es de France) .lという雑誌の

1985 iドの記1jfにおいて. 7ランスにおけるなさ

なた首及の校史を村山、ている シャルトンは。

「女性に持及したなぎなたという武巡に男性も興

味を持ち 1 男性が＇＜ £j主人口の JO7）＇の iを占めて

いるr・ と述べる 初めになぎなたが持及した時

は その対~＇者は女性がI11心であり 7ランスで

は 1980年代まではなぎなたの結古は シモー

ヌ シャルトンの女弟子のliilで行われたと.'I.¥われ

る

2 男i性的ななぎなた

2-1 海外における男性愛好者の登場と増加

しかしながら海外では 1990'I＇代から！リ Jti'が

なぎなたを中心的にj［！うようになっていく iiif外

においてなぎなたの稲古に参加した男・i'Iに閲する

史料は大変少ないため！いつごろから列仙がなぎ

なたをするようになったのかはっきりわからない

がI 大会のプログラムとii栄をみると，男性の競

技人数が附加したll!iJUJをJlitil則することができる

海外の大会にIL',J持する選手に＇Yi＇目すると. ＇性

のi廿IJll傾向カ王 i190 if.代からはっきりと沼、められ

始め。 1990 年代•＇I＇ーばから 2000 年代にかけて，男

性が主流になっていった フランスなぎなたiilil引

がフランス柔道述限に力II日立したのは 1974i:トであ

るが。 1979年には故初の男性がフラ／スなぎな

た述lHllこ正式に佼録されている フランスなぎな

た選手偉大会は 1984iドから｜削催され. 2008 ij'.ま

では男女混成の火会であった 以下にある表 lを

見れば。 1990年にはじめて男性が7ランスなぎ

なた選手権大会で俊IJ1H.. , 1999 if'.からは優勝し

ているのは男性だけである つまり フランスで

は so年代に男引が5;}J品し始めて 90年代に地

加し 20CO 年代には男性が主流になったことが

わかる 2008 年以降フランスなさなた大会にお

いて男子制人の'i¥11と女子｛｜司人の郎が設7£されるよ

うになった

I 190 if'.に取京で行われた第一間｜主i際なぎなた

親好大会では試合競技として労子似人友T
何人 男一人女二人から成る男女混成191体という

三つのカテゴリーがあったが砂 5 i［＇.後の東京に

おける第一｛りllll:界なぎなた選手権大会では 混成

ではなく！男友それぞれ三人から儲1＆される男女~JIJ

のI'll体試合が設けられていた＇＂ lit界なぎなた選

手椛大会で 男子だけの似体が設けられたという

ことは この 5年のII日になさなたのfNi.11をする男

子の数が w・界的に地力IIしていたということであ

る

際IIを見ると 個人戦に参加した!Jj子のI目力IIも

認められる l的2if.の第二1011主i際なぎなた貌］］§

交流夫会でのljJ女の参加者はlilj数であったが

1995 iドの第一l"Ilit界なぎなた選手権火会のil!I人

戦では＇ 9J :rの部は女子の部より 4人多い 1999 

4の第二lfilIIト界なぎなた選手権火会から列子人数

と女子人数のif：が：ミきくなる

ヨ ロソノマなぎなた述llll.は 1991ii＇.に創立さ il.

1993 iドには第一刻｜ヨ 口 yパなぎなた大会をIHI

F1 フランスなぎなた大会で能脱した選手~~：.： (1986 2007 <1:1 

フランスなぎなた大会 催日吾首

1986 Elicttc Dcsboぉ立 19n Benoit Lam官neonリj

I ¥R7 Nathalie Ma悶 inowski立 1998 Nathalie Marcinowski女

1988 日icttcDcsbois女 1999 日cnoitLaurcncon ij) 

1989 Elicttc Dcsbois立 2000 Dominique Ponchardリj

円90 Alain白＜illmmc ij) 2001 Fran,ois M日！日gicsリj

1991 Marc Du1羽reij) 2002 Dominique Pouchard引

1992 Veron同ucKochanski立 2003 Dominique Pouclrnrd ijJ 

1993 Sabine Lmc<r女 20[4 Lok Del日landcij) 

1994 Nathalie Marcinowski立 2005 Lok Dclalandc出

1995 円iilippcDe Oliveiraリj 2orc Lo Ye自clalandc担j

1996 Sr binc Lacom女 2or J Lnic Dclalandc ijJ 

フランスなぎなた述i:!L；フランスなぎなたk会的訪県； 2014年より作成
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2001年 2002年 2005年

圏男子人数泌女子人数

2日08年 2014年2010年 2012年

｜泣2 ヨ ロyパなぎなた大会参加古の変巡

jil(L. 試合競技の郎は同体にせよ1間人にせよ混成

であったが， 2005年からは男子j!］人と女子j]日人

のrn＞が創設されたロ ヨーロッパ大会の出古川によ

ると， 1997i］＇.までの優勝者は況に火性であった

が. 2001 ！＇.にはこの傾向が逆転している 以｜、

にあるIZI2は. 200 I i］＇.から 2014年までのlllJに開

催された全7!IT!のヨーロッパなぎなた六会におけ

る男女人数の変巡を示している Jl' 2005 i］＇.から

倒人戦において男女に分かれ。女性の人数が多く

なったにもかかわらずに，男性人数はずっと全体

の過半数をおめていることがわかる

結局，女姐は海外におけるなぎなた首及の初JUI

においては点流にあったが，やがて形勢が逆転し，

1990年代末からは努伯がjcintになっていった

オランダ，ニュージーランド，オーストラリ 7.

トイツでは，男仙のなぎなた人口カヲ多かったのに

おjしてl 女子選手が少なかった こうした現象に

対して，凶陪iなさなた述！出の常1:E理事である木村

恭子は。以！ごのように述べている

平成六年にはニュージーランドで講習会 審

窓会が行われました ほとんどの会長が男子

でφ 女子中心の大会ではiまi休戦が組めないと

いう悩みを持つニュージーランドは。女子の

昨及に努力されていました附

i立界なぎなた選手権大会に参）Jllする間体をtlむ

ためには Ji:i:j!l三年lllJの精古を受け 十分な体験

を秘んだ選手が三人必'!Jiであった 女子の間体出

場ができないということは が1局l ニュージーラ

ンドでは男性はなぎなたを好んだが女性はなさ

なたの魅力を感じなかったことを示しているので

ある

2-2 なぎなたの男性的なイメージ

女f止の武道として輸出されたなぎなたであった

のに，男性の人気を得た現性lはそ れが 武士 の

イメ ジとつながっている自にある 武昔話として

のなぎなたは江戸期にはすでに消失していたため，

その綬史的イメージは江戸時代の侍ではなく，

•l''"i止の武士と告、皮·Iこ象俄されるような平安II寺代f長

期の僧兵に近い シモーヌ・シヤルトンは fフ

ランスの！.！！.干i¥'Jの中で. f'tlf<eを捌いた絵を指紋し

ている

シャルトンは，「この武器をIllいて五11r'I淀｛丑

,I.!；は，矢斬りの｛旦月うと称されたJ'＇＇という表現を
用い，武T.:iとしての難刀の1[')2を強制している

そしてこの記事の中で，武器としての薙刀につい
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LE  

＂＇尚一＂＇＜： A<日間., v 白，.，同町拘

Simone CHARTON，《Lenaginata), L町 ceinrw出 noire.,de 

Frana、Am;t,n' 55, 1985可 p.10. 

て J.~. ドのように述べている

* t刀は。奈良11HU＇、から平安 i時代初Ui））（にかけ

て！（［場した 民民の兵士が民業の辺nをf;}j術

武終にしたのかもしれない また •I• I卦の十月
の判つ矛のついた約から~＇ii[＼を得たとも考え

られる あるいは。兵士が！.！；上で闘うために

仰の光に刀をつけたとも百われているM

以上の引！日の •I• には「兵：i J (gucrricrs）や

「戦うJ(sc baltrc）といった＼j七iを忽世Iするi'(12

がしばしば！日いられており。ガi刀は女伯Iii）けの武

道であるにもかかわらず。！万七iにふさわしい武線

とされている 女性のなぎなたの裕吉日こ！均しては

「薙刀は広く ｛JIしまれたがI 特にも？の妥のjj＼；；昨と

なっていったJ'＇とだけ討及されており 20 [II: 

紀の女子教Tiにおける1rnのあり方は示されてい

ない

欧米において。女院Iii）けの降！こやノミスケソト

ボールのχ会が20I日紀半ばにfl日iii<されはじめた

のに対 L，武道ゃ↑i)[;¥[j主の大会はそれよりも怒〈

！品nm』された 仰lえば第一｜ロlフランス女子柔道選手

権火会は 1974'I＇に llflfiilされ，，. 第一fillフランス

女子ボクシング大会は 1982jドに｜井Hmされてし、る

2000 iドに7ランスのスポーツ省とIII：.！：スポーツ・

休'i'i研究所が行った訓授によると 憾闘技や武道

をする女性の割合はそれぞれ 22%と27%に過ぎ

ない＇＂＇

なぎなたは l坊兵をY；＇けて長い武協で相手を打

つという活動である 海外における「｜坊主lJ＇「n
つ」というなぎなたの特徴は jlJ位［10なスポ－ '/ 

のイメージに合致したのである 女子の武道と言

われでも た性らしい活動ではないので＇ 7ラン

スにおける女・IJの武道人気は低いと考えられる抑l

ヨーロソパでは！股史的に。女ti:j古jけの倍以Jj支が

存在しないため！武道もlj）位によって行われるも

のとして認泌されたのである＇＂ そこには。怖似

技や武道がi十から女伯の体に合わないと考えられ

ていたという理由がある つまり i なぎなたはフ

ランスでユは基本的に男位的なiti!fVJとして認められ

ているのである

次災の衣2からはI 日jによって世界なぎなた選

手権大会に参加した男女の人数に柱｜述があること

がわかる 日本ブラジルアメリカは女官！のほ

うが多い ヨーロッパでは。 80if' j~から 7 ラン

スを通じて各iま｜の述.¥iii.が創立されたので 述llilは

児七iが：tintである ブラジルアメリカではな

ぎなたをする人は特に日本人と El系人が多いので。

日本の女子武道のイメージを通じて輸入され結

果的に女性が多い そのu:凶 7ランスのように。

なぎなたが武！の武線というイメージを通じて持

及したi主lにおいては男性のほうが多い

3 外国人の男性愛好者に対する

全日本なぎなた述！！日の対応

3-1 全日本なぎなた連盟の日本人男性に対す

るなぎなたの奨励

なぎなたは日本の伝統的な治則Jであるため な

ぎなたをするということは日本の丈化的アイデン

テイティを町imたるものにするということと［iijじ

である そのため外｜主l人がなぎなたに IC!本の伝

統武道としての側似を；Jとめても ｜主川、なぎなた述

即の(ilj設とrnrr捺発展の奨励を通して 武道の本質

を失う可能性があることは全日本なぎなた述llil.に

とってィ、安材料の一つであるや武道が海外に諮

及すると。受後｜誌の丈化に応じて II本とは民

なった進化をとげる 例えば柔道の場合 オリン

ピックに代表されるi主｜際的な JUDOが [J本で

行われる栄道とは！J'>'.なるというi閉山J、ら。その医1

f:i；~的な Wi及を批＇［＇IJする戸がしばしば[l[Jかれる＂

日本とはJNなったjjl;fとを避けるために 全日本

なぎなた辿烈はl到祭なぎなた述山に対して除視の

義務がある木村恭子は 冷IJ:>'l限1l・Ji'ij年記念誌

一一一この 10iドのあゆみ Jという若古の中で

「［主的、なぎなた述＼￥.I.の中の日本ではありますが
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全日本男子なぎなた選手械夫会海外では。

なぎなた愛好者の過とと数が男子であることに

鑑み，今後の海外普及も視野に入れて！平成

十三年（二00ー）に第一閉会日本男子なぎ

なた選手権夫会を実施しました これより，

男子のWi及発展にも力をitぐようになりまし

たね｝

この文Ji-＇からは！日本における男性へのなさな

たの普及が自発的な号l象ではなく I 海外へなさな

たを普及させたいという，全日本なぎなたiilir.11の

願望の結果であったことを指摘できる 海外での

状況に応じて！全日本なぎなたiililli1が日本人男性

になぎなたを奨励することを決めた結果＇ 2001 

'I＇には第一回全日本男子な蓄なた選手様式会が行

われた

リーダー！主！として1Eしく「なぎなた」が普及・発

援するJと述べているめ｝

すでに述べたように！日本においてなぎなたが

長らく女性向けの武道として認知されてきた 日

本においては，なぎなたの務古をしていた人は

もっぱら女性である 海外のなぎなたにおいて！

女伯ではなく男性の方が主になった 男性＇i＇｛、の

なぎなたは日本で行われるなぎなたとは異なるた

め！全日本なぎなた：<ilirl.1.がそのほ｜際的な普及を批

判することは当然であると思われる しかし海

外の男性におまりつつあるなぎなたの人気に対し

て！全日本なぎなたiilil盟は関内でも男性へのなぎ

なたの普及に努めることを決めた

! Iヨ本の武道 El本武道jg談会設立 30周

年記 jは，全日本男子なぎなた選手権の｜羽

俄の理由を以下のように述べている



なぎなたの間際発民とジェンダ イメージの変容 37 

こうしたー述の背却、には1 海外におけるなぎな

た在日が日本の武士やf＇丹兵の武器十としてのなさなた

の殴史と一致するという考えが存在している

5日本の武道一一一日本武道協議会設｝）： 30胤年記

-jは以下のように男子なぎなたの正当性を述

べている

第一mi世界大会選手織大会を平成戸ヒ＇ I'（一九

九五）に開催したとき 海外では男子選手が

fl.:子より多かったことに鷲きました しかし。

殺が｜誌のII,t＼とを絞り返ってみれば何ら不思

議はありません もともと武昔話としての縦刀

は羽子のものでした その後の股史の変i'!iの

•I• でl 女子の武道として発展 普及してきた

ものだからです この年を契機に男子の普及

から， ！Ji/l!i殺備により一周目日隠しています

研修会では求めているものと 伝えたいも

のをより切削にL ＇）~の j均三る計闘を立てる

よう。 Wl:lJ:：，徹底しています羽l

この引ITlは！海外におけるなぎなたの普及に対

する会El本なぎなた巡ll立のj））品をi明らかにしてい

る 海外でf月間になぎなたが人気になることは予

想されていなかったものの なぎなたはもともと

武士の武縦であるため 全日本なぎなた渡辺に

とってなぎなたの稽古をする男性の存主：は＊l;Hilの

ところ 本来の｛丘統lこ！日i仰することをなl司こしてい

たのである

3-2 本来の伝統に回帰する男性のなぎなた

このように，全日本なぎなた述JP.I.は．なぎなた

が関係発浪によって1JJ凶に'1¥；＇及していくことに応

じて。日本でも男性になぎなたを奨励するように

なった それが伝統図的ffjな現忽であると示すこ

とによって日本の活動とすることに決めたのであ

る ｜市立はまた！今後なぎなたは男女混成の活動

となることを強制している

現在のなぎなたにおいては 女子だけなく男

子もなぎなたの公式試合に出場できるように

なり μ女子のみの武道”ではなくなりまし

た なぎなたのIf,（、点に立ち返ればI その発祥

は戦場であり I 男子が用いていた武＊＂でし

た＇＂＇

つまり。全日本なぎなた五li限はなぎなたを「友

子のみの武道Jではないものとしなぎなたが女

子のものであるという特般を変化させることに決

めたのである なぎなたの務古をする男位は関際

化の影響によって生じたにもかかわらず それを

日本の腔史と捗Jill¥させることで，なぎなたの「日

本位」＂＂の｛阿 f出を減少させることはなかったとい

えるだろう 日本のこうした立1品は「伝統Jの

概念に対する栄軟さのあかしであり なぎなたの

伝統的および丈化的特俄を詳細！に定義しないこと

によって可能となるものだった

「12ミ統Jという設立hは。なぎなたの概念と股<J2

を説明する際に なぎなたの各般資料においてし

ばしばJTJいられている 「わが悶I/II有の文化とし

て長い摂 <J2 と伝統のもとに1：~われてきたなぎなた

は 日本の伝統的なものの考え方行動の日ガを

内包している巡励文化といえますJ＂＇という文取
を読むと なぎなたは＇／！，＇から存在している伝統で

あると忠われていることがわかる だがl エリッ

デ・ホフ’ズボウムの概念によると，「伝統jとさ

れているものの多くは. ~~はごく i1~近，それも人

］的にfjljり／L¥されたのだということなる，，. 女伯

iii）けの武滋というなぎなたの伝統的な特徴は。市

来の武裕としての制IJflITに枚目することで。 9J'f'Joが

行っても不自快ではない武道として，新たに日本

の伝統文化の＂＇に位 inづけ治されたと見ることが

できるのである

こうした立場は社会心型11去をにおける「fl.~－、知1(191、

協和jとして分析できるだろう 「認知的不｜協和j

というのはアメリカの，心耳目勺主者レオン フェス

ティンガーによってlit附されたffl＇出である 人は

自身の中で矛盾する認知iを｜可I時に抱えた状態。ま

たそのときに＇j:f:える不快感を解摘するために？自

身の態度や行革VJを変!l!すると考えられているか

有名な例としてあげられるのが，イソップ物誌の

句きつねと術萄jである イ由訪を取れないきつね

はi当分を納得させるために。 flii'ii告が未熟であると

結論する 全日本なぎなた辿IHI.は，これとIITJじよ

うな化、壊で！なぎなたの「II本側」を強湖するこ
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とで＇ ［］［［［続発展という状；兄に対応したと言える

なぎなたの悶際発展は，女子武道として定義され

たなぎなたに反する側I師を含んでいたにもかかわ

らず，全日本なぎなた迷期は｝｝！代の状況に適応す

るために，なぎなたの儲古をする男性に合致する

正当な珪l出を見つけ，この現象を合理化したので

ある こうした不i由利は！日本が武道の｛去統的側

而と「日本的J特徴を保ちながら，海外への武道

のWUえを奨励したことに関係している

全日本なぎなたiilil引がなぎなたの務古をする男

悦に反対していれば海外におけるなぎなたの変

化をコントロールできなくなり。「ゴ｜日本jのな

ぎなたが作られたかもしれない 迷悶はなぎなた

のい｜際発肢をコントロールし 「日本性」を保つ

ために，武道における「伝統」の特徴を変えて

いったのである さらに！統率l"Iとしての日本の

凶日を保つガi」、として 世界なぎなた選手椛での

勝利を確筒たるものとすることが求められており，

そのこともまた，日本における男性へのなぎなた

t干及を奨励することに彩特を及ぼしている 祉界

なぎなた選手柏に参加する外｜到人男子選手の数が

WI！』｜したことに対して 全日本なぎなた述悶は，

「すでに 世界選手権大会で男子の稲闘が実施さ

れている現状に鑑み男子選手権をニトー'[ti：紀初

めの年である平成卜三年にスタートさせることに

なりましたJ＂＇と述べ，日本でも男 ・iiになぎなた

を奨励することを決めた

武道は日本発事l：のものであるから。｜止界大会で

のII本の使紛は当然のことのように店、われている

日本チームの俊勝を確保するために 海外でのな

ぎなたを行う男性の増加に対して，日本も男性へ

のなぎなたの普及に努力することが必裂である

このように，全日本なぎなた述！担にとってはφ な

ぎなたのj忠則を岡村して女性の武道という伝統を

mつことより I 柔i[ilz位をもってなぎなたの国際化

への議論をすすめるブJがm:要であったと指摘する

ことができる

お tつりに

本初・ii立。女子武i主であるなぎなたが海外におい

てはどうして男性に人気があるのかという問題に

ついて。日本と海空トにおけるなぎなたのイメージ

を分析して明示した また，全日本なぎなた巡回

が男性なぎなたという現象に対してどのように対

応したかを明らかにすることを試みた

日本におけるなぎなたの一般的なイメージでは！

中111：の女性武士と獄刀が結びついているため， L

刀は日本の女子救育に逃した科Elとして認、められ

ていた 明治・ 3王立・ llH利時代を過して女子体育

として発展するとともに，なぎなたは女性の身体

！向けの体育の活動であることが強制されていった

つまり，なぎなたは女子向けの武道として長い町、

！とを持っているため，今日でも日本におけるなさ

なたには女性的なイメージが存在している した

がって 1960年代と 1970年代に 海外においてな

ぎなたが普及し始めた時，その対象者は当然女切

であった

しかし海外では， 1990'I＇ころから男位がなぎ

なたを始め 平がて 1990年代半ばから 2000年代

にかけて＇ ＼］仰がオ流になっていった 海外でな

ぎなたは？（明兵と武士が戦場でJi）いた武昔話として

のイメージをJillじて古及されたため，企ぎなたの

愛好者は労七！のほうが1£倒的に多くなっていった

のである

全日本なさなた辿盟はこの現象に対して！反；E
を表明しなかった むしろ，本来の歴史的なf主制

と述凶させ！男性へのなぎなたの普及を奨励して

いったつまり なぎなたを国際的に普及させ！

l認際なぎなた述照をコントロ ルするために，全

日本なぎなた述盟はなさなたの｛五統的な特放をJヰ
定義しなければならなくなったのである このよ

うに男女それぞれよ穴なるなぎなたのイメージを通

じてl なぎなたは医i際発展したということができ

るだろう

，主
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Le genre du naginata et son developpement international 

Chloe BELLEC 

G叩dua!CSchool of Human aud Environmental Studies, 

iくyotoUniversity, Kyoto 606-8501 Japan 

Re.ゐume Le tcrme nagmata la!I m日rcnec:i plusicurs clements c・出1tout d’abo1¥l le nom d'unc annc, 

const1tuec d’unc longue hampc assoeicc a une lame lcgcrcmcnt ccrn be Celle annc fut ullhscc sur lcs champs 

de bataillc cntre le lX"'" sicdc ct le XV"'" sicclc Le 111 t nagmata est 印刷 cmploycp'Lll' nommcr 1 act1v1tc 

11foire du naginatn》 quiconsistc en l'"JlJll'Cl1ti悶 agede techniques utifo叩 nttm naginata. A parti1・ du debut du 

XX'" sicclc, ccllc disc1plmc commence a cl!e cnscignec dans lcs ccolcs Plusicurs prolcsscurn de naginata, 

formcs pendant la Sccondc Gucn℃ mondialc, dcdcent de lai1℃ rcintcgrcr cct mt mait1川 entant qu activit6 

scolairc, crcant ainsi le＜《naginata妙en1955.白119'° la Fcdfration lntcrnatio1rnlc ck Naginata est crccc ct en 

2007 le quatricmc championnat du mondc 1・cunissait 13 pays. 

Le nagmata est comm commc un int mnrtllll japona!S dcstme aux fcmm" ct aux .1cun凶 lill田 Pcurtant, 

en dcl1orn du Japnn, cc sont majoritniremcnt des hommcs qui le pratiqucnt. Pourquoi le nagin,!la cst-il dとfinit 

commc un a目mar11allcmm111 au Japon et qucls sont lcs clements qui ont amencs lcs hommcs vcis la pral!qnc 

du nnginata :i lも!ranger?Le c11問 ctcrcfcminin du naginatu est cα1sidfrc co 11111c un trnit trnditionncl au fapm1, 

sa pop叫a11tcactucllc a l’ct悶 ngerchcz le> hommcs pcrmct done de soulcvci plusicurs guestwns SUI lcs 

positions de la Federation .lapoirnisc de Naginata face a cc phcnominc. 




