
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGHTING-SYSTEM: ATACK AND GO 
 

柔術ファイティングシステムは、3 種類の格闘技術からなります。最初のパートは突き、蹴り、打ちを使う空手の

ような戦いになります。一方か双方の競技者が相手をつかんだら次のパートに移ります。これ以降打撃の使用は禁

止されます。パート 2 においては、あなたは相手を投げかテイクダウンを使って相手を床につけなければなりませ

ん。また、この段階でも絞め技や関節技で相手をタップさせることができます。 

相手を床につけるとパート３が始まります。抑え込みで相手をコントロールするか、関節技か絞め技で相手をタッ

プさせることができます。 

また、３つのパートすべてで一本を取ったとき、あなたの勝利が確定します。もし、時間切れまで戦った場合は、

より多くのポイントを取ったほうが勝者となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピーター・スミド先生は、柔術ファイティング・システムはコンバット・ゲーム（格闘競技）であり、護身術では

ないと明確におっしゃいます。 

つまり、あなたが消極的に戦う限り、勝負に勝つことはできません。あなたはこのことを帯の試験の内容を思い出

すと納得すると思います。試験官や先生は、どのように相手の攻撃を防御するかということより、どのように相手

を攻撃するか、どのように絞め技、関節技を使うかという点に注力していたと思います。 

ピーター先生は、柔術ファイティングシステムをより広範な技を許容する格闘競技として普及したいと考えていま

す。現在においても、ファイティングシステムは、空手と柔道の合わさったものという風に考えられることもあり

ますが、しかし、例としてパート２における柔術の一本技は柔道において禁止技となっています。その中には素晴

らしく有用な技術もあると思います。 



 

 

An interview with the designer of this  
Japanese Fighting System 

日本におけるファイティングシステムの設計者へのインタビュー 

By Roeland Van Vilet  

 

A Short Introduction  

手短な自己紹介 

 

ピーター・スミド氏は、すでに 50 年に渡ってマーシャルアーツ（武道）の世界で積極的に

活動しています。現在のＪＪＩＦの柔術ファイティングシステムを別のスタイルからデザインした当事者でもあり

ます。また日本での柔術普及のため独自の帯システムと試験、レフリーライセンスを認定するという作業を行いま

した。オランダ人として、この柔術ファイティングシステムという競技の元々の発祥の土地である日本からこのよ

うな任を任されるというのは、彼にとってなんという名誉なことでしょうか。 

ピーター・スミド氏は、オランダのフリシンゲンという都市にあるマーシャル・アーツ・クラブ ハッピーフィッ

トネスのチーフ・トレーナーであり、60 年代から様々な格闘技・護身術を学んできました。例としては、日本柔術、

ブラジリアン柔術、空手、タンスドー（唐手道）、合気道に英国式ボクシング。柔術においては、ピーター氏は世界

審判員にして、国際審判委員のオブザーバー、コーチ、トレイナーでもあります。 

 

The Personal Background of Peter 
ピーター氏の背景 

 

何があなたにマーシャル・アーツへの興味を掻き立てたのですか？ 

「私が 11 歳のとき家に帰って来て、ママに自分はほかの子供にい

じめられて殴られたと伝えたんだ、そうしたらママが自分の部屋に

行きなさいといって、何の食べ物もなしにね。 

部屋で一人でいるとき、突然気が付いたんだ、自分は勇敢じゃなき

ゃいけない、なんでも自分の力でなしとげないといけないんだって。

そしてそれが突然に起きたわけじゃないけど、虐められても歯を食

いしばって立ち上がるようになればなるほど、虐め自体がだんだん

となくなってきたんだ。本当にママがしてくれたことに今でも感謝

しているよ。」 

 

 

 

どのように格闘技を始めたんですか？ 

「私の家族は裕福ではなかったので、いえ、はっきり言って貧乏で

した。なのでスポーツクラブに通う費用はありませんでしたね。 

そこで仕事の一貫として、格闘技をやっている人たちの練習場、海

軍、空軍、警察などに行って一緒に練習してもらいました。数年が経って、主に一緒に練習してもらってた 3 人か

ら教えてもらうよりもタップ（一本）を取ることが多くなって、彼らの勧めで正式に柔術を習うようになったんだ。

たしか 17 歳の時だったと思うよ。あと柔道、空手、韓国のタンスドーに合気道も時間を見つけて習って、それが今

の自分の柔術の幅をすごく広げてくれたと思ってるよ。」 



 

 

柔術は最初は、いじめから逃げるため、それが後に自分の生き方になったということですか？ 

「絶対にそうだね、最初 10 歳か 11 歳のときは、自分用の演壇に登ってみたいと思ったんだライトと音楽にのって、

みんなに賞賛されるような場所にと、でもそれは実際に起こったんだ、３人の専門家から認められたんだから。そ

れが自分の柔術や柔道、空手のクラブをつくる原点だったのだと思うよ。新しい情熱が生まれたんだ、自分がやり

たい事は、試合して、練習して、さらに学び続けること。そのときは護身術は必要なくなるんだよ、もう誰も自分

を虐めるものはいないし、自信がつけばつくほど自分を守る必要すら感じなくなった。だから若い人たちに自分の

経験と技術を伝えようと思たんだ。柔術をぜひやろう！自分の人生を助けてくれるから！」 

 

 

Upcoming of World Federation  
世界連盟の出現 

 

世界柔術連盟が 70 年代に創設されて今も成長を続けていますが、いつから世界連盟に関与されていますか？ 

「1978年から世界連盟に関与してます。最初はほんの数か国だけの連盟でしたが、止まることなく成長しています。

最初は一方がきめられた攻撃をして、他方が自由に反撃するという方式の競技から始まりましたが、発展性があり

ませんでした、そのあと 90 年代には現在のファイティングシステムが出来上がり、旧来のものはデゥオという演武

に変更になりました。1995 年に最初のヨーロピアン選手権をデゥオとファイティングシステムで実現しています。」 

 

 

日本はその時に関与していますか？ 

「いえ、そのときはヨーロッパのみです。それがいまだにヨーロッパがファイティングシステムにおいて強い理由

でもあるのですが。1997 年に柔術がワールドゲームズの正式種目になってフィンランドのラチという町で柔術の試

合が行われた時が、日本からの最初のアプローチでした。彼らは夢中になっていましたが、まだ実際に参加するの

は時間がかかるようでした。」 

 

 

どのような役割を世界連盟の設立にはたしたのですか？ 

「私は、リーダーの一人というわけではありませんでし

た。私がしたことは、リーダー達に自分の知識を分け合

って、アイディアを出し合い、どのようにみんなのアイ

ディアを実現するかということを話あったんだ。 

誰のアイディアかということはこの場合は重要じゃな

いよね、アイディアを実現することがより重要だから。

70 年代には古いシステムでトライ・アウトとしてヨー

ロッパレベルの成功を収めることはできたと思ったけ

ど、それ以上に成長していくためには、彼らもファイテ

ィングシステムの審判が必要だということに気が付い

たみたいだ、最初はボランティアの審判をして、80 年

には国家審判に 83 年からは国際審判として、自分以外

の審判技術の向上にも協力してきたんだ。」 



 

 

いつから柔術というのは明確に目に見えるメジャースポーツになったと言えるのでしょうか？ 

１９９７年のワールドゲームズ参加からですか？  

「確かにそう言っていいと思います。もしワールドゲー

ムズにすでに参加しているなら、オリンピック委員から

は認知されていると言っていいですからね。オリンピッ

クはやはり最終目標と言えると思いますよ。美しい思い

出としては、当時のＩＯＣ会長、ジュアン・アントニオ

が柔術の会場に個人的にやってきて試合を見て興奮し

て、”これはいい、ポジティブ・リストのトップだ”と

叫んだそうです。正直そのときは 2008 年にはオリンピ

ックに入れると確信しましたよ。ＩＯＣ会長が変わって

しまい実現しませんでしたが。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またオリンピックに入る可能性はあると思いますか？ 

「間違いないですよ、２０２４は可能性があります。実際

に競技に参加する国はどんどん増えています。オリンピッ

クに入るために、今までない新しい提案として、5 階級の寝技、5 階級のファイティングシステム、デゥオが一試合の

計 11 試合を 2 国間で戦い６試合を先取したほうが勝つというチーム戦なども提案しているところです。」 

 

オリンピックに入るということはどういうことだと思いますか？ 

「私は良いと思いますよ。どのスポーツもオリンピック種目を目指すでしょう。それがスポーツにとって最高の舞台

なのは間違いないですし、スポンサーも見つけやすくなりますしね。それがスポーツを発展されるいい方法であるこ

とは間違いないです。」 



 

 

MISSION IN JAPAN 
日本における使命 

 

全日本柔術競技連盟に関して聞かせてください、あなたが書いた日本に関する計画ですが、 

ＪＪＩＦから独自のシステムを作っていくわけですが、どのように彼らとこの仕事を始めたのですか？ 

「2001 年のワールドゲームズから 2010 年のアジアで初のコンバットゲームズまで審判をしているとき、遠山栄一郎

先生からいろいろ日本のことは少しは聞いていました。彼を通じて日本にはすごく良い印象を持っているんだ。ただ

実際にコンタクトを取るまでには時間がかかって 2015 年のタイでのワールドカップで、彼らの具体的な計画を聞いて、

手伝いたいと思ってね、実際彼らは日本に招待してくれていくつかのセミナーを開き、いろいろ今後の計画を話し合

ったんだ、本当に大きな敬意を彼らには持っているよ、彼らはやると決めたことはやり抜くからね。僕も全力で応援

したいんだ。」 

 

実際にどんなことをするかは把握していましたか？ 

「多少はね。私はスポーツについてよく考えるし、それは 40 年来私のしてきたことだから。私はこの計画を作るため

の知識を持っていたんだ。2016 年にそれを話し合うために日本に行って、いくつかのセミナーを開き、しっかりとし

た枠組みを作ってきたよ。」 



 

 

デザインと計画はできたようですね、彼らは実際に日本で活動している

のですか？ 

「はい、私が計画の最初の部分を書いて送ったところで、彼らも現状を

レポートしてくれました、彼らも選手を集めるためにほかの格闘技の選

手をファイティングシステムに勧誘することを考えているようです。 

また、昇級システムのビデオ等を送って、柔術におけるパート 1 からパ

ート 2、パート 3 の絞め技、関節技に途切れなくつながる柔術ファイテ

ィングシステム独自の技術を習得してもらえるよう指導しているよ。」 

 

 

 

 

いつ日本の彼ら自身で昇級・昇段試験ができるようになるのでしょうか？ 

「それは柔術ファイターが試合にでて十分な試合ポイントをためる

必要があるので、試合を多く開催し、他国の試合にも出る必要があ

りますね。最初のほうの帯は先生から直接もらうことができますが、

上位の級は 3 人の試験官が必要だし、黒帯には試験委員会を組織す

る必要があります。」 

 

現在日本では十分な大会が開かれていますか？ 

「それは日本の柔術競技連盟がやっていかなければいけない仕事で

すね。クラブ・トーナメントから地域大会を開き、各地の大会に生

徒を先生が送り出し、いずれは大きな大会につなげていくという努

力が必要です。」 

 

まだこのような計画が完成する前だと思いますが、日本の連盟より 6 段位が

送られたということですが、これはあなたにとって特別なことでしょうか？ 

「間違いないです、本当に光栄なことです、私が 6 段位をこの柔術が生まれ

た国からいただいたのですから。」 

 

日本はこの計画が好きなようですが、ほかの国はどうでしょうか？ 

「私にとっては問題ないです、どの国でも相談にのるし、もうプランはある

のですから、どの国が使っても構わないですよ。もし、これがお好きなら、

ぜひ挑戦してみてほしいです。」 



 

 

昇段・昇級制度  

柔術ファイティングシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本において柔術ファイティングシステム普及のために以下の昇級・昇段システムを採用する

  

1.システムの説明  

・試験うけるには最低限の柔術ファイティングシステムの最低限の練習期間が設定されています。  

・また試合に出場することによって得られるポイントを集める必要があります。 

・必要な練習期間と以下に規定される試合ポイントを必要なだけ集めてから技能試験を受けて昇級・昇段 

することができます。  

・もし要求される練習期間をすぎても十分な試合ポイントがない場合も技能試験を受けることはできます。 

これは柔術家としての認定試験として永年の練習期間を持つものに限ります。 

・柔術ファイティングシステムは競技スポーツなので試合でポイントを取得したうえで昇級昇段することを推

奨します。 



 

 

2. 次の級を取得するのに必要な最低練習期間 

白帯から黄色帯     ６カ月間   初段から二段      2 年間 

黄色帯からオレンジ帯   ９カ月間  二段から三段   3 年間 

オレンジ帯から緑帯   １年間   三段から四段     4 年間 

緑帯から青帯      1 年半   四段から五段   5 年間 

青帯から茶帯      一年半   以降の昇段     5 年間 

茶帯から黒帯初段    2 年 

 

3. 試合ポイント表 

試験を受けるさいに必要なポイントは以下のとおりです。 

黄色帯 5 ポイント、オレンジ帯 10 ポイント、緑帯 15 ポイント 

青帯 30 ポイント、茶帯５０ポイント、初段 75 ポイント、2 段１００ポイント 

色帯の試験を受ける際は、自分の指導者から直接試験を受けることができます。 

初段、2 段の試験は 3 人以上の指導員で審査委員を組織して試験を行うこととする。 

3 段から 5 段に関しては、上位の指導者 3 名以上で審査委員を組織すること。  

 

以下のように試合出場実績に応じて試合ポイントを付加します。  

 

種 別 参加道場数 参加国数 最低参加人数 参加ポイント 9 位から 12 位 4 位から 8 位 3 位 準優勝 優 勝 

道 場 1 - 4 - - - 1 2 3 

地 域 2/3 - 4/8 - - 1 2 3 4 

地 域 4+ - 8 - 1 2 4 5 6 

全 国 -8 - 4/8 1 - 2 4 6 8 

全 国 9+ - 9+ 1 2 3 6 9 12 

全日本選手権 9+- - 5+ 2 4 6 12 18 24 

国際大会 - 3+ 8 2 4 6 12 18 24 

国際大会 - 5+ 8 4 8 12 24 36 48 

大陸レベル

選 手 権 
- - 8 10 15 25 50 70 100 

世界選手権 - - - 10 15 25 50 75 150 

ワールドゲームズ 

/ オリンピック  
- - - 10 15 30 75 100 200 

 

特別規定 

・全国大会で 2 回優勝した茶帯は技能試験を免除して黒帯を与る。  

・アジア大会で優勝した初段には 2 段を技能試験を免除して与える。 

・世界大会／ワールドゲームズで優勝した 2 段には 3 段を技能試験を免除して与える。 



 

 

4.技能試験 

以下の項目の試験内容を指導員の前で演武すること、試合ポイントを各試験を受けるに十分なだけ保有している

こと。 

また、試合ポイントが十分でない場合も 30 年以上の修行歴があるものには特例として試験をうけ柔術家として

認定することがありえる。 

技能試験においては、より高位の帯の試験を受ける際は、同じ技においても以前の試験よりも高度な技術を演武

することが求められる。 

試験の際の指示は、”パート１より一本”の指導員の指示にしたがって”突き、打ち、蹴り”の良いコンビネーショ

ンを受験者が演武すること。 

もし、指導員が”パート２より一本”と発声した場合、試験を受けている者は、テイクダウンあるいは投げ技を演

武しないといけません。 

 

 

練習開始 白帯 

柔術ファイティングシステムの練習を開始したときに先生より白帯を授かること。 

 

 

 

 

黄帯 

最低 6か月の練習と必要とされる試合ポイントを獲得したのち黄色帯の技能試験

を受けることができる。 

 

受け身 （単独で） 

前廻り受け身、後ろ廻り受け身 

前へのエビでの前進、後退 

右横受け身、左横受け身 

4 種類のパート１のコンビネーション 

手技の頭部への曲線攻撃で終わるもの 

手わざの腹部への直線攻撃で終わるもの 

廻し蹴りまたは後ろ廻し蹴りで終わるもの 

突き打ち蹴りから投げへ移行する連続技 

投げ技から寝技に移行する連続技 

抑え込み技の連続技で相手をコントロールする技 



 

 

オレンジ帯 

最低９か月の練習と必要とされる試合ポイントを獲得したのちオレンジ帯の技能

試験を受けることができる。 

 

 

受け身技を（相手がいる状態で） 

前回り受け身、後ろ廻り受け身 

前方伏せ身 

エビ 

横受け身 

五種類のフル一本になるコンビネーション 

一種類では、相手を背後に投げる・テイクダウンする技を含むこと 

また、別に相手を横に投げるかテイクダウンする技を含むこと 

二種類の抑え込みから関節・締技に移行するコンビネーション 

二種類のガードから関節・絞め技に移行するコンビネーション 

 

 

緑帯 

最低１年以上の練習期間と必要とされる試合ポイントを獲得したのち緑帯の技能

試験を受けることができる。 

 

 

パート 1 から 2 種類の投げまたはテイクダウンを背面に 

パート 1 から 2 種類の投げまたはテイクダウンを側面に 

パート 1 から 2 種類の投げまたはテイクダウンを正面に 

パート３における３種類の関節技を二回演武 

パート３における２種類の締技を二回演武 

最低限１回の絞め技と２回の関節技を含む動きを演武 

 

 

青帯 

最低１年半以上の練習期間と必要とされる試合ポイントを獲得したのち青帯の技

能試験を受けることができる。 

 

 

パート２に投げ・テイクダウンからパート３までの寝技に移行するコンビネーションを５種類演武する 

以下のパート２の技を２回演武する 

立ち技での関節技 

立ち技での締技 

パート３での以下の技を演武する 

３種類のアームロック 

２種類の手首のロック 

１種類の足関節 

５種類のフル一本になるコンビネーションを演武（関節技・絞め技で終わること） 



 

 

茶帯 

最低１年半以上の練習期間と必要とされる試合ポイントを獲得したのち茶帯の技

能試験を受けることができる 

 

道場での練習を通じて理論的・実践的な柔術の理解を深めたうえで、青帯獲得後１年半以降に以下の茶帯に認定

試験をうけることがでる。 

 

パート１から二種類の投げ・テイクダウンを異なる方向に行う演武を５回 

パート２から投げ・テイクダウンをスキップしてパート３に移行した場合の演武を５回 

パート２での関節技、絞め技の防御を２種類（最初に相手が技を演武して、次の防御法を演武する） 

パート２からパート３で関節技・絞め技で終わるコンビネーションを３種類 

パート３において相手から関節技・締技を防御して関節技・絞め技を決める演武を３種類 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

黒帯 

道場での練習を通じて理論的・実践的な柔術の理解を深めたうえで、茶帯獲得後

２年以降に以下の黒帯の認定試験をうけることがでる。同時にこの期間中にレフ

リーライセンスを取得すること。 

 

以下の自身でデザインした内容を演武する。 

 

１．色帯のテクニックの概要を述べる 

２．突き技、打ち技、蹴り技と防御法 

３．パート２のコンビネーションをいくつかの方向に対して、以下の内容を含むこと 

  投げ技 

  テイクダウン  

  巻き込み技 

  引き込み技 

  防御技 

  パート２における関節技・絞め技 

４．パート３における抑え込み技のコンビネーション、関節技・絞め技で終わるもの 

５．フル一本コンビネーション 

 

注意 

以上の内容を紙にかいて試験の最低２時間以上前に提出すること。 

すべての演武は受験者の責任において行われること。 

選択する技を受験者とそのパートナーの体格等を考慮して受験者がデザインすること。 

他人の試験内容をコピーすることは禁止される。 

 

試験ののち試験官・資格委員会は追加的に以下のような質問を受験者にだすことができる。 

１．もし追加的なコンビネーションがあるとすれば、どのようなものになるか 

２．ファイティングシステムのルール上の理論的な問題点について 

３．ファイティングシステムのルール上の理論的な問題点についてレフリーの視点で見た場合 

 

 

 

 

 



 

 

柔術ファイティングシステムのレフリーライセンスに関して 

 

柔術ファイティングシステムのレフリーの日本における技術向上を目指して、以下の 5 段階のレフリーシステム

を設ける。 

以下の日本は、同じレフリーシステムを採用した他国の名前に読み替えることもできる。 

 

レフリーシステムの概要 

すべてのレフリーは、レベル１（クラブ・レフリー）から始まる。日本におけるトップレベルのレフリーからコ

ース・トレーニングを受ける必要がある。 

レフリーの練習中にも試合においてレフリーを行う時にも常に彼・彼女のレフリー技能の向上を心がけること。 

そして試合においてレフリー経験を積んだのちに日本のトップ・レフリーより次の段階のレフリー試験を受ける

資格を与えられる。 

ただし最初の試験は、ピーター先生自身かピーター先生が選んだレフリーから受けること。 

 

クラブ・レフリー 

クラブ・レフリーは、最低限柔術ファイティングシステムの青帯を持っていること。 

クラブ・レフリーの資格は、日本柔術ファイティングシステムのレフリーコッミッティ（審判委員会）か、委員

会が選任したレフリーから与えられる。 

試験内容は以下になる。 

・クラブ・トーナメントのレフリーをスーパーバイザーなしで行うこと 

・レフリー委員会が開催する地域大会のレフリーをスーパーバイザーの指導の下で行うこと 

 

レフリーコッミッティが、レフリーの技能の向上を認めるとき、リージョナル・レフリーＢ（地域審判Ｂ）の資

格を与えることができる。ただし、クラブレフリーとして 1 年以上の経験を持っていること。 

 

 

リージョナル・レフリーＢ （地域審判Ｂ） 

リージョナル・レフリーは、柔術ファイティングシステムの茶帯を持っていること。 

トレーニング・コースと試験は、日本レフリー・コッミティかナショナル・レフリーから与えられる。 

試験内容は以下の通り 

・クラブ・トーナメントのレフリーをスーパーバイザーなしで行うこと 

・ レフリー委員会か委員会が選任したレフリーが開催する地域大会のレフリーをスーパーバイザーの指導の下

で行うこと 

 

日本レフリー委員会が、リージョナル・レフリーB の進歩を明確に認めることができる場合にリージョナル・レ

フリーA へ昇進させることができる。 

リージョナル・レフリーA になるためには、最低限リージョナル・レフリーB を 2 年間勤めないといけない。 



 

 

リージョナル・レフリーＡ （地域審判Ａ） 

リージョナル・レフリーは、柔術ファイティングシステムの茶帯を持っていること。 

トレーニング・コースと試験は、日本レフリー・コッミティかナショナル・レフリーから与えられる。 

試験内容は以下の通り 

 

・クラブ・トーナメントのレフリーをスーパーバイザーなしで行うこと 

・ レフリー委員会か委員会が選任したレフリーが開催する地域大会のレフリーをスーパーバイザーの指導の下

で行うこと 

 

日本レフリー委員会が、リージョナル・レフリーの進歩を明確に認めることができる場合にナショナル・レフリ

ーＢへ昇進させることができる。 

ナショナル・レフリーＢになるためには、最低限リージョナル・レフリーＡを 2 年間勤めないといけない。 

 

 

ナショナル・レフリーＢ （国家審判Ｂ） 

ナショナル・レフリーは、柔術ファイティングシステムの黒帯を持っていること。 

トレーニング・コースと試験は、日本レフリー・コッミティかナショナル・レフリーから与えられる。 

試験内容は以下の通り 

・クラブ・トーナメント、地域大会、全国大会のレフリーをスーパーバイザーなしで行うこと 

・レフリー委員会か委員会が選任したレフリーが開催する全日本大会のレフリーをスーパーバイザーの指導の下 

で行うこと 

 

日本レフリー委員会が、リージョナル・レフリーの進歩を明確に認めることができる場合にナショナル・レフリ

ーＢへ昇進させることができる。 

ナショナル・レフリーＢになるためには、最低限ナショナル・レフリーＡを 2 年間勤めないといけない。 

 

 

ナショナル・レフリーＡ （国家審判Ａ） 

ナショナル・レフリーは、柔術ファイティングシステムの黒帯を持っていること。 

トレーニング・コースと試験は、日本レフリー・コッミティかナショナル・レフリーから与えられる。 

試験内容は以下の通り 

・クラブ・トーナメント、地域大会、全国大会のレフリーをスーパーバイザーなしで行うこと 

・レフリー委員会か委員会が選任したレフリーが開催する全日本大会のレフリーをスーパーバイザーの指導の下 

で行うこと 

 

日本レフリー委員会とピーター先生が、リージョナル・レフリーの進歩を明確に認めることができる場合にコン

チネンタル（大陸）・レフリー・コースへ進むことができる。 

コンチネンタル・レフリーになるためには、最低限ナショナル・レフリーＡを 2 年間勤めないといけない。 

 

 

この任命以降、ワールドレフリーA（世界審判 A）までのレフリーの昇進は 

各大陸の連盟と JJIF が責任を負う。 





 

 

柔術ファイティングシステム ルール 

 

セクション１. このルールの及ぶ範囲 

a. このルールは国際組織または各大陸規模の組織の開催する試合において適用される。 

b. このルールのなかで使われる”彼”という表現は”彼または彼女”と理解されるべきである。 

c. 各国組織がおこなう試合においては、ルール設定は自由である。 

 

 

セクション２．試合における服装と各人に対する要求 

a. 各競技者は、品質のよい清潔な白い柔術着を着用することとする。帯は赤または青を締める。 

b. 上着は、臀部を覆う長さがあり、腹部の周りは過度なたるみがなく、帯でしめていること。 

c. 袖は前腕の半分以上をおおい、つかむためのたるみがあること。ただし手首まで覆ってはいけない、 

また袖をまくらないこと。 

d. またズボンは、スネの大半を覆う長さがあること、これもまくってはいけない。 

e. 帯は腹部にきちんと巻きつける長さがあること、二回まいて両端に１５ｃｍ以上の余裕がないといけない。 

f. 女性は道着のしたに白のＴシャツかレオタードを着用すること、男性はいかなるシャツも道着の下に着用し

てはいけない。 

g. 競技者は手と足の指を短く切っておかないといけない。 

h. 競技者は相手を傷つける可能性のあるいかなるものも身に着けてはいけない。 

i. メガネの着用は認めない、コンタクト・レンズは、個人の責任において着用を認める。 

j. 長い髪はソフトなヘア・バンドでまとめてなければいけない。 

 

 

セクション ３ 競技エリア 

a. 各競技エリアは、12m × 12m の広さが必要で、その範囲を畳で覆ってなければいけない、通常は緑であるが、

それ以外でも競技に支障のない色であること。 

b. 競技エリアは 2 つに分けられていること。 

c. ファイティング・エリアは中央の８ｍ × ８ｍ である。 

d. ファイティング・エリアの周りはセーフティ・エリアと呼ばれ、最低でも２ｍ以上の幅が必要である。 

e. 2 つの競技エリアが接している場合も、両競技場の共有のセーフティ・エリアは安全のため設けるべきではない。 

f. 例外的に、国際大会でも 6m × 6m の競技エリアを認めることはありうる。 

g. 例外的に、国際的一部の共有のセーフティ・エリアを認めることはありる、最低限でも 2 つのファイティン

グ･エリアは３ｍ以上はなれていなければならない。 

 



 

 

セクション ４ マテリアル 

大会の主催者は、赤と青の試合用の帯、スコア・ボード、進行表および出場選手のリストと、レフリーと 

技術評議会の場所を用意する義務がある。 

 

 

セクション ５ コーチ、選手 

a. 一人のコーチだけが、試合中は試合場の外にいて、選手をアシストすることを許される。 

b. もし、コーチがレフリー、選手、観客、それ以外の誰かに対して失礼な振る舞いがあったときは、 

責任者は試合中でもコーチをオフィシャルエリアから離れさせることができる。 

c. もし、不適切な行為が続く場合は、レフリーはそのコーチをトーナメントの期間中、試合場への立ち入りを 

禁止できる。 

d. もし出場者がスポーツマンシップに反するような振る舞いがあったときは、試合の後でも審判は、 

選手を失格にできる、このことは主任審判に報告され、試合場でアナウンスされなければならない。 

失格になった選手は、当日のすべての試合（すでに勝った試合も含む）に負けたこととして記録され、 

メダルは剥奪される。 

 

 

セクション ６ 一般論 

a. ファイティング･システムにおいて二人の競技者がスポーツマン精神にのっとり、柔術的に意味のある 

戦いをしなければならない 

b. 柔術ファイティング・システムは以下の３つのパートから構成される 

Part1： パンチ（突き）、キック（蹴り）、ストライク（打ち） 

Part2： 投げ、テイクダウン、関節技、絞め技 

Part3： 寝技、関節技、絞め技 

Part２に移行する前には、双方が Part1 の技術を積極的に使ってないといけない、Part3 に行く前に Part2 の技

術を積極的に使わなくてはいけない。またどの技術もよい姿勢・バランスとコントロールされていなくては

いけない。 

c. Part１での攻撃可能な範囲は頭、顔、首、胸部、腹部、その横と背面に限られる。 

d. 絞め技は、すべての種類の技が許されるが、指と腕で直接首を絞めてはいけない。 

e. 試合時間は、3 分間である。マット・レフリーは、サイド・レフリー、テーブル・レフリーと協議して、 

最後のアクションが 3 分間の前か後かを判断し、ポイントを加算することができる。 

f. 同一人物が二つの試合を続けておこなう場合は、最大５分の回復のための休憩を与えることができる。 

 

 

セクション ７ 器具 

a. 競技者は、ソフトで軽く、短いハンド・プロテクターと、ソフトな足・スネ・プロテクターをつける。 

色は試合用の帯の色と同じでなくてはいけない。 

b. プロテクターは、ソフトな素材で作られており、最低１ｃｍから最大２ｃｍまでの厚さでなければならない。

c. プロテクターは、各選手にあったサイズで、正しい手順で装着されていなければならない。 

d. 金的ガードとマウスピースを装着することは許されている。女性はチェスト･ガードを装着することができる。 

e. 足スネ・プロテクターと金的ガード、チェスト・ガードは道着の下に装着しなくてはならない。 



 

 

セクション ８ 体重制 

以下の体重制を世界大会と各種国際大会では採用する。 

 

女子 -49Kg, -55Kg, -62Kg, -70Kg, +70Kg 

男子 -56Kg, -62Kg, -69Kg, -77Kg, -85Kg, -94Kg, +94Kg 

 

 

セクション ９ レフリー 

a. マット・レフリーは、試合場の中央に立ち、試合の進行を担う。 

b. 二人のサイド・レフリーがセーフティ・エリアよりマット・レフリーを補佐し、選手がポイントを入れた際に

明確なゼスチャーで、選手のスコアを適切に表示しなければならない。 

c. テーブル・レフリーは、事務局としての責任を担う、彼は選手のポイントとペナルティーを決定し、 

スコア係りに伝達し、マット・レフリーに試合時間の終了、押さえ込みの時間、負傷休憩時間を告知しなけ

ればならない。 

c. もし可能なら、2 名のテーブル・レフリーが決勝戦にはつくべきである。 

 

 

セクション１０ 事務局 

a. 事務局はマット・レフリーの反対側に位置する。 

b. 事務局は、2 名のポイント係りと 1 名の時計係りからなる。 

c. 一名のスコア係りは、紙にスコアを記録し、もう一名が電子掲示板を操作してスコアをつける。 

d. もし二つのスコアに相違がある場合は、紙に記録したスコアを採用する。 

 

 

セクション１１ 試合のながれ 

a. 選手 2 名は、競技場の中央に入場し向かい合う、このとき最低２ｍ離れてなければならない。 

マット・レフリーの右手側に赤の選手がくるようにする。最初のマット･レフリーに礼をし、 

つぎにお互いに礼をする。 

b. マット・レフリーが”はじめ”の号令をかけて、Ｐａｒｔ１がスタートする。 

c. コンタクトがあって、どちらかが相手をつかんだらすぐに Part2 がスタートする。パンチ、キックは、 

最初のつかみと同時にモーションに入っていたもの以外は禁止される。 

d. 双方の選手が、膝を床につくか座るか、寝た姿勢になった場合は Part３がスタートする。 

e. 選手は各パートを行き来することができるが、各パートで使える技を積極的に出さなければならない。 

f. もし選手が相手に向かって技術的なことをせずただ向かっていくような場合（無防備）は、 

テクニカル・ペナルティーが与えられ、Part1 での競技が再開される。 

g. 投げはファイティング･エリアのなかで始まらないといけない、セーフティ･エリアに投げてもいいが、 

相手に怪我をさせないように心がけなければいけない。 

h. 試合の終了時にマット・レフリーは、勝者を宣言し、最初にお互いに礼をし、次に審判に礼をさせる。 

 

 



 

 

セクション１２ 使用例 ”はじめ” ”待て” ”そのまま” ”よし” 

a. マット・レフリーは、試合の最初と、”待て”のあとに”はじめ”の号令をかける。 

b. マット･レフリーは、以下の場合に試合を一時とめるために”待て”の号令をかける。 

１．Part1,Part2 において、片方、または双方の競技者が完全にファイティング･エリアから出たとき 

２．Part3 において、双方の競技者が完全にファイティング･エリアから出たとき 

３．Part１において、片方または双方に競技者にペナルティを与えるとき 

４．片方または双方の競技者が怪我をした場合、あるいは気分が悪くなった場合 

５．片方の競技者が絞めや関節技でタップが出来ない場合 

６．押さえ込みの時間が満了した場合 

７．Part2 または Part3 で、競技者がはなれて Part1 に戻るかどうか判断がついてない場合 

８．あらゆるケースで、マット・レフリーが”待て”をかける必要を感じた場合 

（例としては、道着の乱れを直す必要があるケースなど） 

９．もしサイド・レフリーが”待て”を欠ける必要を感じた場合は手を叩いて知らせること 

c. ”そのまま”はマット・レフリーが試合を一時中断する必要があるときにコールする、そのときに競技者は 

それ以上動いてはいけない。以下のケースで”そのまま”はコールされる。 

１．片方または双方の競技者に警告を与える場合 

２．片方または双方の競技者に注意を与える場合 

３．マット・レフリーが必要を感じた場合 

d. ”そのまま”のコールの後は、競技者は、完全に同じポジションから競技を再開しないといけない。 

実際の開始は、マット・レフリーの”よし”のコールによる。 

 

 

セクション１３ ポイント 

ポイントは、３人のレフリーの多数派が採用される。したがって最低二人のレフリーが支持が必要である。 

ポイントに差異がある場合は、中間的なポイントが採用される。例としては一人のレフリーが見ていなくて、 

一人が一本、一人が技ありの場合は、低いほうのポイントである技ありが採用される。 

a. 以下のポイントがＰａｒｔ１では有効である。 

(引き手／引き足・正しい姿勢・バランスとコントロールを伴った突き・打ち・蹴り) 

１．ブロックされていない突き、打ち、蹴り （一本、２ポイント） 

２．部分的にブロックされた突き、打ち、蹴り （技あり、１ポイント） 

b. 以下のポイントがＰａｒｔ２で有効である 

(投げ、テイクダウン、関節技、絞め技） 

１．関節技、絞め技で相手がタップできなくてマット・レフリーが止めた場合 （一本、２ポイント） 

２．関節技、絞め技で相手がタップした場合 （一本、２ポイント） 

３．完璧な投げ、テイクダウン  （一本、２ポイント） 

４．不完全な投げ、テイクダウン （技あり、１ポイント） 

c. 以下のポイントがＰａｒｔ3 で有効である 

 (寝技、関節技、絞め技） 

１．関節技、絞め技で相手がタップできなくてマット・レフリーが止めた場合 （一本、3 ポイント） 

２．関節技、絞め技で相手がタップした場合 （一本、3 ポイント） 

３．抑え込みで１５秒間  （一本、２ポイント） 

d. 抑え込みで１０秒経過 （技あり、１ポイント）抑え込みが試合中に発生したら、試合時間が終わっても抑

え込みは継続する。もし１５秒よりも前に抑え込みが解けた場合は、マット・レフリーは”とけた”を宣言する。 

 



 

 

セクション１４ ペナルティ 

a. ペナルティは、審判の多数派の支持によって与えられる。 

b. 軽度の禁止行為は、受けた選手の反対側に１ポイント（技あり）が与えられる。 

１．片方または双方の競技者が消極的な行為や、技術的に軽度の違反があった場合 

２．無防備 

３．場外への逃避行為で両足が出た場合 

４．意図的に相手を場外に突き出した場合 

５．意図的に Part2 の始まりで突き、打ち、蹴りを出した場合 

６．”まて”、”そのまま”のアナウンスの後に動作をおこなった場合 

７．足への打撃 

８．寝ている相手への打撃 

９．指とつま先への関節技 

１０．肝臓付近への足での胴締め 

１１．指、手での直接の絞め技 

１２．準備不足でマットにくること、遅れてくること 

１３．意図的な時間の空費 

c. 禁止行為は、注意を与えられて相手に２ポイント（技あり ２回）が与えられる。 

１．極度の強打を相手に与える行為 

２．ファイティング・エリアからでもセーフティ・エリアの外への投げ技 

３．マット・レフリーの指示にしたがわないこと 

４．必要のない声、行動、ゼスチャーを対戦相手、レフリー、事務局、観客等に向けること 

５．コントロールされていない攻撃、振り切るような突き、蹴り、また相手に強度のダメージを与える 

ような投げ技 

６．頭部への打ち抜くような突き、蹴り 

d. 禁止行為を二回行い注意を二回受けた場合反則負けになる 

e. 以下は重度の禁止行為である。 

１．相手に怪我をさせる行為 

２．関節技あるいは絞め技を決めた状態からの投げ技 

３．脊椎にダメージを与える絞め、関節技 

４．膝あるいは足をひねって決める関節技 

５．足で相手の脚部、または胴体部を挟んで投げる技 

以上の行為は一度で反則負けとなる。反則を犯したものは０ポイントになり、相手は、１４ポイント 

または試合で１４ポイント以上を得ていた場合は、その得点が最終スコアとなる。 

同一の大会で、二回の反則負けをした者は、その大会の他の試合には出場できない。 

双方反則負けの場合は、試合は繰り返しておこなう。 

 

 

セクション１５ 試合の終了 

a. 一方が各パートで一本を取った場合は、フル一本となり勝者は５０ポイント、敗者は０ポイントとなる。 

b. 試合時間が終了した場合、より多くのポイントを取ったほうが勝者となる。 

c. 試合時間が終了した場合、双方のポイントが同じ場合、より多くのパートで一本を取ったほうが勝者となる。 

（例、赤が一本をＰａｒｔ１のみ、 青がＰａｒｔ２とＰａｒｔ３で一本がある場合、青の勝ち） 



 

 

d. 試合時間が終了し、双方のポイントが同じ且つ、一本を取ったパートの数が同じ場合、 

より多くの一本を取ったほうが勝者となる 

（例：赤がＰａｒｔ１で２回の一本、Ｐａｒｔ２で一回の一本、青がＰａｒｔ１で１回の一本、２回の技あ

り、Ｐａｒｔ２で１回の一本で、双方６ポイントの場合、赤の勝ち） 

e. 試合時間終了後、同じ得点、 一本を取ったパートの数が同じで、一本の数も同じ場合、 

２分間の延長戦となる。今までのスコアと一本は次の延長戦に持ち越される。 

 

 

セクション１６ 不戦勝、棄権 

a. 不戦勝は、対戦相手が試合場に現れない場合にマット・レフリーによってアナウンスされる、 

最低限３分間は、相手を呼び出すアナウンスを繰り返さないといけない。勝者に１４ポイント、 

敗者は０ポイントとなる。 

b. 片方の選手が試合を続行不可能の場合、マット・レフリーによって棄権勝ちが相手の選手に 

アナウンスされる、勝者が１４ポイント、敗者が０ポイントを得る。 

 

 

セクション 17 怪我、病気、事故 

a. 怪我の治療のために医療行為を受ける場合、試合を中断し、各競技者は、２分間の休憩を設ける 

ことができる。この２分間は、試合ごとに設定される。 

b. マット・レフリーの指示によってのみ、治療時間は開始できる。 

c. ２分間をすぎても試合が再開できない場合、マット・レフリーとサイド・レフリーは以下のどれかの 

判断をくださいといけない。 

１． 怪我の原因が怪我をした競技者にある場合は、怪我をした競技者の負けとして、勝者は１４ポイント、

敗者は０ポイントとなる 

２． 怪我の原因が相手の競技者にある場合は、怪我をさせた競技者の負けとして、勝者は１４ポイント、 

敗者は０ポイントとなる 

３． 怪我の原因がどちらともいえない場合は、怪我をした競技者の負けとして、勝者は１４ポイント、 

敗者は０ポイントとなる 

d. 片方の競技者が病気等で試合続行が不可能となったとき相手の棄権勝ちとなる。 

e. オフィシャル・ドクターに競技の続行の可否を決める権利がある。 

f. 競技者の意識がはっきりしなかったり、意識を失った場合は、即座に試合を止め、 

その競技者の同じ大会への試合参加は認めてはいけない。 

 

 

セクション１８ 団体戦 

上記の個人戦のコールを採用して、団体戦をおこなうことは可能である。 

 

 

セクション１９ 団体戦における予備選手 

a. 予備の選手は、当初の選手が怪我、病気等によって出場できないときかわりに出場できる。 

b. 予備で出場する選手は、同じウエイトかより軽い階級でないといけない。 

c. 失格になった選手の変わりに予備の選手が出場することはできない。 

d. 予備の選手は、出場予定の選手と同じ時に登録と計量をすませていなければならない。 
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