現 在︑愛 知 県 豊田市で﹁ 動 理 探 求 家 ﹂として活 動 する栢 野 忠 夫 氏 ︒
﹁ 動 理 ﹂とは自 然と調 和した動 作 原 理 をいい︑
小 社からは動 作 探 求の書﹃ 動 く 骨︵
コツ ︶﹄も上梓している︒
その栢 野 氏が︑昨 年︑ 年ぶりに剣 道 を 再 開 ︒
エース・寺 本 将 司 選 手の剣 道の動きに惹かれたことがきっかけだった︒
かつての日本の
自 身が実 践 する﹁ 体 幹 内 操 法 ﹂と寺 本 選 手の動 作の関 連 ︒

スピードに乗った面の軌道を
途中で小手に変更できるのは

それを 軸に︑栢 野 氏が剣 道の﹁ 竹 刀さばき ﹂と﹁ 体さばき ﹂について語ってくれた︒

動きを探究し続けて思うことは︑
﹁こ
ひもと

のような動きをしたい﹂という選手の動
きを理屈で紐解くのではなく︑その動き
を観て真似ることに主眼を置き﹁コツ﹂

うま

全身の骨格連携が確立します︒
す︒これは調律された運動神経のなせる

撮影◆窪田正仁

栢野忠夫

どうしてなのか？

をつかみとることの大切さです︒
﹁ 観る
ととの

眼﹂と﹁真似るセンス﹂は運動神経の類で
異なるので︑そのためには運動神経を調
える取り組みが先決になると考え︑運動
神経を調律する手法となる
﹁体幹内操法﹂
動きの﹁コツ﹂をつかむというのは︑動
技なので︑それをできない人に感覚を理

巧い動きには﹁ひと伸び﹂が存在しま

きを描きだす
﹁骨﹂の様子をつかみとるこ
屈化して伝えようとしても︑
﹁観て学べ﹂

を構築しました︒

とにあると感じ︑重力下で動くべく構成
といっても︑運動神経が調律されていな

ほね

された人間の骨格構造と︑それぞれの骨
い人には修得が困難となります︒

面する自然である
﹁重力﹂と調和して動く
楽器に例えると︑巧い人は調律された

の形状と成り立ちに着目し︑動く中で直
ための
﹁動きの源泉﹂を探究してきました︒ 楽器︑そうでない人は音が外れた楽器で︑
音が外れたまま演奏技術を上げようと

音の外れ方は個々で異なります︒

した運動神経の調律法となる﹁体幹内操
努力しても綺麗な音色が出ないのと同じ

験だったと先生には感謝しています︒無

社後はトライアスロンや駅伝を行なって

岡山県の玉野市立玉中学校剣道部で栢野氏は無我夢中に剣道に打ち込んだ
（前列右から二人目が栢野氏、その後ろが監督の内海亨氏）

そして︑自身の身体操作感覚から見出
法﹂を︑動きの﹁コツ﹂をつかむための﹁骨
で︑運動神経が調律されていないままで

身体が備え持つ器用さを︑見た目を取

我夢中になることは︑動きという観点か

玉野中学校時代は︑国士舘大学出身の新

きました︒ 年間トヨタに勤め︑
動作を探
11

コツ

巧い動きに潜む小さな﹁ひと伸び﹂が

りつくろう器用さではなく︑巧みさを磨

らも良いことが起きるからです︒理屈抜

いか﹂と頭ではなく︑体が求めていくよ
うになります︒体の創意工夫がおのずと
起きるんですね︒当時の体験は︑その後

と
﹁真似るセンス﹂が高まり︑あらゆる競

神経を調律することによって︑
﹁観る眼﹂

任の剣道部顧問・内海亨先生︵現教士七

60

求すべく︑平成 年に退社しました︒そ

14

コツ

操作の調え方﹂という意図から︑
﹃動く骨﹄
は動きの技術を上げようとしても巧い動

伸び伸びとした動きを体現し︑
大きな
﹁ひ

く器用さに用いることが︑身心を健全に

述べたいと思います︒

うしたらいいんだろう﹂﹁うまい方法はな

と伸び﹂を描き出します︒

年ぶりに再開した剣道で感じることを

以下には︑この思いで探究し︑今私が

きの切羽詰まった体験をすると︑
人は
﹁ど

その﹁コツ﹂をつかむ身体操作感覚の
基盤は︑
〝球体が描き出せる〟ことと〝不
安定に身を置ける〟ことであり︑その原
点は〝揺らげる身体〟です︒
これを成すのが
﹁調律された運動神経﹂

の動きの探求でも︑また︑生き方という
大分高専に編入してからは２年間柔道

であり︑これを成なせるようにするのが

私は小学校６年から高校３年まで剣道

技の〝カラダの使い方・動かし方〟がおの

段︶に鍛えに鍛えられました︒貴重な体

点でも大いに活かされました︒

﹁運動神経の調律﹂です︒

を続けました︒中でも岡山県の玉野市立

寺本将司選手の動きに魅せられ、
年ぶりに剣道再開

﹁体幹内操法﹂で動きの源泉を調え運動

部に所属し︑昭和 年にトヨタ自動車入

ずと高まります︒

30 年ぶりに剣道を始めた栢野氏。長年探求・実践してきた身体操作感覚で剣道に
取り組み始めている

として上梓しました︒

（かやのただお）昭和 39 年岡山県生まれ。49 歳・愛知県豊田
市在住。
トヨタ自動車退社後、
動作探究に努める。自身の身体
操作感覚を「体幹内操法」としてまとめ、
平成 17 年『動く骨（コ
ツ）』
（小社刊）
を上梓。現在は運動神経を調律するコーチング
をはじめ、それに伴うトレーニング器具の開発・販売を手がける
（ＨＰ http://trimind-k.com/ ※トライマインドで検索可）

養う方向性であると感じています︒

心に力みと歪みが生じてきます︒

きを真似ても︑
似て非なるものとなり︑
身

栢野氏の著書『動く骨（コツ）』は平成
17年に小社にて刊行。このほか、
ＤＶＤ
３部作として『動く骨（コツ）
をつかむ体
幹内操法』
『動く骨（コツ）
トレ』
『釣り合
い歩行』もある

30

ここで著している内容は︑基本中の基
本であり︑体幹から末端への展開により

栢野氏（前列右）がご子息（最後列左）
とともに入会している豊田剣友会（代表・手嶋道雄教士七段・会旗右）
。一段と冷え込む夜だったが、会員たちは元気に稽古に励んだ
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い始めたことが︑
再開の間接的なきっかけ

年︑当時小学３年だった長男が剣道を習
べく︑剣道の再開を決意し︑昨年︑息子が

操作感覚を実践の場でさらに深化させる

手の剣道をイメージしつつ︑自身の身体

手づかいを整えるトレーニングに

きます︒

ズにステップアップしていくことがで

じく人の器用さを活かしながら︑スムー

や︑スタートをしっかりしていれば︑同

になりました︒直接的なきっかけは︑
ある
通う豊田剣友会に入会させていただきま
﹁手骨操作﹂がありますが︑簡単な例

くては真の探求とは言えません︒寺本選

ＤＶＤの映像で観た︑大阪の寺本将司選
した︒もちろん私自身の取り組みですか

の後も剣道からは離れていましたが︑
一昨

手の剣道です︒彼の動きに惹かれたんで
を紹介します︒両手の指をからませ眼

と し て 一つ ボ ー ル を 使 っ た 手 首 回 し

せしています︒また︑
私自身の剣道の技術

す︒以前︑
タイガーウッズの動きに惹かれ︑ ら︑息子の剣道は剣友会の先生方にお任
ゴルフを始めたときと同じ感覚でした︒
首をグルグルと動かします︒ポイントは︑

前でボールを手の中に包み込んだら︑手
ボールの中心がブレないように手首を回

私には寺本選手の技の成り立ちを︑動作

道を途中変更する体さばきにおいてです︒ という面からある程度私なりに仮説を立
すことです︒ボールという球体の道具に

も先生方には遠く及びません︒それでも

てることができるので︑とくに
﹁竹刀さば
導かれつつ︑球を描く手づかい︵手の内︶

私が理想と感じる動作の一端が寺本選

竹刀を上げ︑足を宙に浮かし︑いざまっ
き﹂と
﹁体さばき﹂において︑持論とつなが

手の動きの中に見てとれたのは︑打つ軌

すぐ面を打とうとする軌道から︑状況次
る剣道技術について話したいと思います︒ を養います︒
から上に持っていくトレーニングをする
として︑体を固定しヒジの関節を支点に

何を目的に筋肉をつけるかが大事なと

次いで︑同じ動作を片手でやってみま

竹刀さばきに関しては︑
まずはっきり言
ルの中心がブレないように手首だけを回
ころで︑ヒジを曲げてダンベルを上げ下

負荷をかけるのは︑力任せのやった気に

の使い方が身についていないと途中変更
えるのは︑どんなジャンルであれ︑
﹁手づ
せるような人は︑きっと竹刀操作も器用
げするには︑全身の連携でそれを行なっ

す︒両手の時よりも難しさを感じるはず

できませんが︑寺本選手は捨て身で放つ
かい
︵手の内︶
﹂がきちんとできていないま
にできるでしょう︒一方︑ボールの位置
た方がラクにできます︒
﹁ラクに﹂という

「手づかい（手の内）
」を整えて
おけば、竹刀さばきも上手くなる

第で動作を途中変更し︑右から面を打っ
たり体をさばいて小手に変わったりと変
幻自在に軌道変更する動作に目が行きま

ような面でもそれができるんです︒手先
ま道具を扱うのはリスクが伴うというこ
が上下左右へとブレてしまう人は︑操作
と筋力アップにつながらないように錯覚

ているだけと私はとらえています︒

だけでもできないし︑踏み込み方だけで
とです︒感性の良い人はともかく︑
その感
する竹刀も暴れてしまいます︒竹刀の制
げ下げするという仕事を賢くこなす〝カ

されるかも知れませんが︑ダンベルを上

なる動き方を筋肉に染み込ませてしまっ

もできないことで︑必要なのは全身の連
性を持たない人は︑手づかいを整えずにス
竹刀の軌道を途中変更させるような芸当

御が利かないのですから︑そのままでは

持って︑左右同時にやってみます︒ボー

携です︒体幹内操法が目指す一つを寺本
どうなるか︒最初の段階では手づかい

タートラインに立つとあとで苦労します︒

です︒さらには両手それぞれに一つずつ

選手の動作に見出したわけですが︑寺本

中の稽古や試合の中で工夫されたのかも

きると述べましたが︑寺本選手も無我夢

無我夢中の体験から体の創意工夫が起

行なっている︒そこに凄さを感じました︒

ているのではなく︑真剣勝負の中それを

ができる範囲の動きで工夫していったと

道具を動かしているだけなんです︒自分

子︒
器用さを活かし︑
見た目で同じように

も器用だからです︒
しかし︑
似て非なる様

すことが可能です︒それは人間がそもそ

のできている人と同じように道具を動か

のは出力ですから筋力は必要なのですが︑ 〝部分力〟で︑楽の中に〝全力〟が生じる

を操るセンスです︒もちろん動きという

せん︒しかし︑大事なのは筋力よりも骨

筋力アップに努める人もいるかも知れま

上げやすくなります︒このように︑苦は

体に近づけたまま上げ下げすると︑持ち

ざけて上げ下げするのではなく︑自分の

レスリングの吉田沙保里選手も︑このよ

のです︒テレビで観たことですが︑女子

く

必要があります︒
例えば︑
ダンベルをヒジ

その出力のしかたは効率を考えて行なう

ヒジの関節を支点にダンベルを上げる
方法は、動きを巧みにするという観点
で見るとお勧めできない

勝負の緊張感の中でそれを使いこなせな

体全体でラクに上げられる方法を見出
すと、ダンベルを体から離さず真っ直ぐ
引き上げる動作となる

《全身動作》

下ろす時は左手後ろ・右手前になること

振り上げる時は左手前・右手後ろ︑振り

さらに︑手元の動きを別な視点で見ると︑

た次第で疲労度はまるで違ってきますが︑

す︒同じ物を扱うにしても︑操作のしか

滑らせながら重力に任せて振り下ろしま

握って振り上げ︑そのあと柄を持つ手を

下 さ せ ま す が︑ 上 手 い 人 は︑ 柄 を 広 く

を同じ位置で握り込んだまま力ずくで上

例えば餅つきの際に下手な人は杵の柄

きね

「腕のループ（輪）
」をイメージ
すると手がラクに使える

した︒

うな動作でトレーニングを行なっていま

てしまう可能性もはらんでいます︒かた

らく

ならば⁝⁝と︑力任せに制御しようと︑ 具体的には︑ダンベルを自分の体から遠

ラダの使い方︑動かし方〟が養われます︒

知れません︒そこに憧れの念が湧きまし

は不可能といえます︒

0 0 0

選手は相手との約束事の中でそれをやっ

した︒一気に跳び込むような技では︑体

「手骨操作」のトレーニング器具
（ゴム球・製品名は『ＮＴ─ tanＱ』）

た︒自分も体幹内操法を創始しましたが︑ しても︑それは器用さを悪い方向に使っ

片手で持ち、ボールの中心がブレないように手首を回す

《部分動作》

ボールの中心がブレた悪い例。片手で行なうのは難しい

ヒジ関節支点で
体幹が固定された
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ボールの中心

両手で持ち、ボールの中心がブレないように手首を回す

手骨が繊細に動かず、ボールの中心がブレてしまう悪い例

体幹が翻る

ボールの中心

特集①◆カラダの使い方、動かし方

竹刀操作を横から見ると、振りかぶるときは左手を出して右手を引いて、振るときは左手を引いて右手を出していることが分かる

引く
パンチを例にとれば、さらに分かりやすい。左手を引くと自然と右が出て、右半身の姿勢になる。このあ
とはすぐに元に戻るが、
左を素早く出すことによって右が素早く引ける。このように左右の入れ替えが起
きるのである

出す

左手の軌道

出す

引く

が出れば右を引くというのは︑両腕のつ

が分かります︒左を引けば右が出て︑左
ながりから起きる現象です︒
息子が剣道を始めたころ︑踏み込む足
と振り下ろす手のタイミングが分からな
いと悩んでいました︒
剣道のことは剣友会
の先生にお任せしていましたが︑ここは動
きの観点から﹁パンチ﹂を例に体の使い方
パンチを出すときは︑左手が引く︑という

のヒントを与えたことがあります︒
右手で
自然な動作の中でタイミング良く踏み込
みます︒パンチの感覚を活かして竹刀を
振ってみると︑
竹刀の振りが良くなるとと
もに抱えていた踏み込みのタイミングの
問題は修正されていったようでした︒
細かな説明は省きますが︑簡単に言う
だに回転軸が生じ︑振るときにはその軸

と︑竹刀の柄を握った時には両手のあい
を中心にした右手と左手の入れ替えが起
こり全身の連携操作によってタイミング
良く足元もさばかれます︒このように竹
刀操作のコツがいろいろと見えてきます︒
その中で一つ説明しておきたいのは︑左
竹刀︵道具︶を両手で操作するために

手と右手の連携についての考え方です︒
欠かせないのは両手の協調性ですが︑そ
の協調性をつかむために︑
﹁腕﹂にあるイ
メージを描きます︒肩を根っこにした左
右それぞれに分かれたものとはとらえず︑
一つの根っこから左右に伸びたものとと
らえるのです︒右手先から左手先までが
ると︑両手で竹刀を持った状態は︑腕が

一本の腕︑というイメージです︒そうす

大きな動きを横から見る

大きな動きを後ろから見る。右が出た時は左肩胛骨が下がり、左が出た時は右肩胛骨が下がる

栢野氏のご子息将典君も、パンチの動きを知って一つの悩みが解決できたそうだ

右手の軌道

腕のループをイメージして体を左右に回す（大きな動作）

出す

小さな動きを横から見る。この動作に上下動を加えると素振りの動作となる

引く

その動きを小さなループで表わす。体を左右に回す時、今度は竹刀を中段に構えていることもイメージし、手の位置は正中線上
から外れないようにする。すると、左右の手が前後に入れ替わる動きが自然に起きる

腕は肩からではなく、鎖骨から伸びているとみていい。その鎖骨の
根っこも同じということは、腕は左右がつながったものとイメージでき
る。つまり両手で竹刀を握れば腕はループした状態になるというこ
と。体の背面の肩胛骨もループした腕の中で協調した動きをする

腕のループ
引く
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ます︒このイメージを実際の感覚として
内の締めは︑
﹁手を締める︵絞る︶﹂とい

締まるということです︒すなわち︑手の
うような伝え方をしていきたいと思って

コレをやっていれば︑動きが変わる﹂とい

ではなく︑
﹁コレができるようになれば︑

伝えるにあたっては︑理屈でしむけるの

活かすのが大事なところで︑そのことに
う意識を持たずとも︑
〝カラダの使い方︑

こが協調して締まれば︑末端も協調して

よって︑左を引けば右が出て︑左を出せ
います︒このような思いで︑動作改善器

ループ︵輪︶した状態であると理解でき

ば右が引くという連携もスムーズになり︑ 動かし方〟によって自然にそうなる︑と
この時︑足元も連携して︑おのずと左

Ｑ﹂という名で
どのボールも﹁ＮＴ│ tan
製品化していますが︑いくつかのトレー

具の開発・設計を行なっています︒先ほ

側の足がスッと前に運ばれ︑全身の骨格
ニング器具を手がけてきた中に﹁ＮＴ│

いうことです︒

また︑ループの中の肩胛骨に眼を向け
がスッと締まります︒その際︑重心移動

両手の協調性も整ってくるのです︒
ると︑左の肩胛骨が下がり右手が前に出
のしかたが大切になってきます︒

けんこうこつ

す︒振り方次第では同時に上下したりし

うものは途中段階がおざなりになってし

ポイントで︑速さにこだわると動きとい

るようになります︒これは動きの大事な

ないというか︑
落ちついて振ることができ

と︑その様子が体感できます︒振り急が

﹁ゆらぎ﹂を下りて︑前進面をしてみる

中で︑重心移動の源が調ってきます︒

この﹁左右・前後ゆらぎ﹂の体重移動の

素振りができるようにくり返します︒

す︒
﹁前後ゆらぎ﹂のリズムの中で竹刀の

素振りをゆっくりとした動作で行ないま

その次に﹁前後ゆらぎ﹂の中で竹刀の

となる﹁左右ゆらぎ﹂となります︒

﹁ゆらぎ﹂の基本は︑足を踏み替える源

するのに役立ちます︒

膝の屈伸を使っている悪い例。揺らがず足を踏み替えるという無理な動作を起こす器用さを使って
いる

頭が左右にブレる悪い例。動理にかなってない、無理な揺れを起こす器用さを使っている

振りが︑寺本選手の技の成り立ちを説明

グツールです︒この﹁ゆらぎ﹂を使った素

源となる揺らぎを整え高めるトレーニン

て︑右の肩胛骨が下がり左手が前に出ま

動きを良くしたいと思う人にその術を

大きく、ゆっくり動かすことで、
密なる体のさばきを練る

﹂という製品もあります︒便宜上
yuragi
﹁ゆらぎ﹂と表記しますが︑これは動きの

てしまいますが︑腕の根っこに近い肩胛
骨の協調が良ければ︑末端である手の協
調も良くなるので︑竹刀の操作もスムー
ズになります︒
とともに言えるのは︑
根っ

「ゆらぎ」に乗って左右にゆっくりと揺らぐ。子どもがブランコに揺られるように無邪気に心地よく行なうと、自然と体幹が撓（しな）
って、
頭が留まりゆらぐ

竹刀を持って縦に乗り、大きくゆっくりと竹刀を振ってみる

「ゆらぎ」に乗って前進面を行なってみる。振りかぶった時と振り下ろした時、その流れの中で体の安定を保とうとする感覚的な反応が自然と生じてくる。
本当の安定は、不安定の中からこそ見出せるのだ

まうんです︒ゆっくりとした動きは途中
をいい加減にできません︒
アニメはセル画
の枚数が少ないと密な動きを表現できま
せんが︑セル画が多ければ多いほど宮崎
アニメのような繊細な動きを表わせます︒
人の動きもゆっくりした動作で途中段階
の感覚を繊細につかんでいった方が︑動
作そのものの精確性がより高まるのです︒
宮本武蔵の二天一流もゆっくりとした
動作で形を行ないますが︑ゆっくりやれ
ばごまかしが利きません︒なおかつ使う
心を読むのが難しくなります︒武蔵の鋭

木刀はとても軽い︒軽ければ軽いほど重
い感性が︑技を極めるトレーニング方法
を気づかせたのだと思います︒動きを丁
寧に整えていけば︑結果として速い打ち
にも
〝内容〟が伴ってきます︒同時に︑寺
本選手のような途中変更が利くような動
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栢野氏が開発した「ゆらぎ」
（製品名は、ＮＴ─ yuragi）
。
「すべての動きはゆらぎによって起きている」と栢野氏。
動きの源となるゆらぎを自覚するためのトレーニング器具

「ゆらぎ」を下りて前進面を行なう。振り下ろす際の体の伸び、振り下ろした瞬間の腰の入りなど、スムーズな動きが自然にできる

前への伸びやかさを欠いた振り方。右の写真との違いは見た目にはわずかだが、動作の内容には大きな違いがある

上げ動作と振り下ろし動作のそれぞれが

この
﹁ひと伸び﹂の秘密は︑竹刀の振り

左足が前に出て引きつけられます︒

﹁歩行Ⅰ﹂の操作で左手の引きによって

出て﹁ひと伸び﹂が生じ︑振り切りでは

振り下して右足に体重移動するまで︑つ

に揺らぐことによって腰が入り︑竹刀を

ができます︒竹刀を振り上げた時︑後方

れ始め︑振り下ろす動作でさらにもうひ

竹刀を振り上げる動作で右足が前に運ば

﹁ゆらぎ﹂から降りて前進面を行なうと︑

出る歩き方︵歩行Ⅱ︶﹂です︒

歩き方︵歩行Ⅰ︶﹂と︑
﹁手と足が一緒に

つの歩き方で︑﹁手と足が互い違いに出る

これは︑体幹内操法でいう基本的な二

操作がおのずと確立されてくるからです︒ り下ろして一歩出ようとするからです︒

受けられます︒惹かれたのはそこでした︒

はこの類の身体操作をしているように見

動作の途中変更のしどころで︑寺本選手

作基盤が調います︒
これは︑
﹁前後ゆらぎ﹂を起こす中に︑

出ようとして︑もう一つの歩く動作で振

歩く動作になっていて︑振り上げで一歩

き方も可能になってくると思います︒
また︑
﹁ゆらぎ﹂を使った素振りをする

らぎ﹂が融合され︑体幹内の三次元的な

左右の足に体重移動するための﹁左右ゆ

ねに腰が入った動作となります︒

と伸び右足が前に運ばれ︑踏み出し幅が

このように宙に右足が浮いている途中

伸びできるような体重移動をつかむこと

と︑腰の入りが良くなり︑前にもうひと

﹁ゆらぎ﹂の上で︑素振りをくり返すこ

広くなることが体感できます︒
ことだけを意識して︑理屈的に考えない

この時に大切なのは︑
﹁前進面をする﹂

じめ︑竹刀の振り下ろしは︑
﹁歩行Ⅱ﹂の

右手を引く動作によって右足が前に出は

竹刀の振り上げは﹁歩行Ⅰ﹂の操作で︑

精神に向き合い︑動作探究の新たな展開

ていくことに主眼を置いて︑剣道の技と

動き︑重力と調和しつつ骨格操作を極め

以上のように︑大きくゆっくり揺らぎ

での︑体幹内操作の切り替わりどころが︑

とによって︑竹刀を振り上げ始める瞬間
作が養われ︑前進面の一動作の体重移動

から︑振り下ろし切るまで腰が入った動

と︑人生観の極まりを楽しんでいます︒

ことです︒

操作で︑右手が出ることによって右足が

の中に理想的な重心移動を生じさせる動
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