
 

  



３時限目 あなたに最敵なスイングになる究極の方法 

 

「下半身が上半身に勝つ」という、それで連動するので、ほとんどはなしちゃったという

ことですね。 

要するに、上半身が下半身より先にいってしまうとか、トップが先にいったら、肩甲骨が

せっかく伸びているのに、自分でこうやって動かしたら全然。 

自分で指をこうやって動かすということです。 

指もそう、上半身もそう。 

これは最高です。この動きを上半身にさせたいのです。 

上半身は、自分から力を出したら出させられない。 

力を出させられる。力を出させられることで、最高なパフォーマンスが出ます。 

自分から力を出した瞬間に終わりという事です。 

それが、「支えているだけの力」と、「下半身と上半身に勝」ということが、連動したお話

なのです。 

 

そして実は、調子が良い時は、体の後ろ側に意識が結構あるのです。 

これは良い選手に聞いてもそうですし、自分自身もそうなのですが、前側の筋肉を使った

時は、絶対に調子が良くないのです。 

「なんでかな？」というのがあります。 

体の後ろ側にある筋肉はお尻の筋肉があります。 

内転筋というと、腿の内側や腿の後ろ側という感じがあるのです。 

主に内転筋は後ろ側。お尻側の内転筋。そして、肩甲骨です。 

肩甲骨は、背中の上で浮いていますが、この肩甲骨を動かす筋肉類です。 

この３つは最低でも大事です。 

お腹回りの筋肉もあるのですが、それは先ほど言った腰椎です。 

あまりねじれない構造になっている腰椎も、ロックしてしまった方が余程シンプルになる

ので、お腹をこれ以上へこまないというくらいにへこめます。 

セットアップして今からテークバックする時に、フッーっと息を吐きながらこれ以上へこ

まないというくらいお腹をへこめておいて、テークバックすると最高に下半身の動きが上

半身に伝えやすくなります。 

要するに、中途半端にしか動かない時はこうてつをするという事です。 

しっかり動けるところはしっかり動かしていあげます。 

そういった意味で、この３つを意識できれば、調子は大体良いです。 

 

それから、「内転筋とは何？」 

「内転筋って何しているの？」 



「何も役にたっていないんじゃないの？」 

「内転筋って、こうやってくっつけるだけじゃないの？」 

「そんなのゴルフに使ってしないでしょう？」 

と、思われることもあると思います。 

股関節の構造からすると、骨盤があって、骨盤にこれが大腿骨（太腿の骨です）その横に

あってこういう形で付いています。 

こう付いているのではないのです。 

こう付いているから、大殿筋でこうやって動かそうと思うと、パタッと倒れてしまうので

す。 

体でやると、大殿筋でこうやって蹴ろうと思っても、内転筋群を使わなければ、こうやっ

ていってしまうのです。 

いいですか？ 

こうやって後ろに蹴ろうと思っても、内転筋群を使わなければ、こう逃げてしまうのです。 

そうすると後ろに蹴りたくても蹴れないのです。 

いくら大殿筋だけが頑張っても、内転筋が頑張って支えてくれなければ、大殿筋はパワー

を出すことは出来ないのです。 

ですから、人間の骨格の構造から内転筋をしっかり使っていかないとダメなのです。 

では「内転筋はどんな感じなの？」という話なのですが、ショットの時に自分の姿をカメ

ラが無いとなかなか難しいかと思いが、誰かに見てもらってもいいです。 

ダウンスイングして、ボールヒット近辺になって、両太腿の間のここに隙間があいたら、

アウトです。 

要は、腿の内側にしまりがないという事です。 

これ、我々はこうやって外回りしてくるので、右膝外回りと呼んでいますが、この内転筋

群を使えていないので、腿のしまりがないので、大殿筋を使えないのです。 

せっかく大きな筋肉があるのに使えないから、どこかでカバーしなければいけないのです。 

こうなって、どうしよう・・・ 

しかも右膝外回りすると、クラブが下りてくる、右足にぶつかりはしないにしても、何か

障害物があると、何となく避けたくなるじゃないですか。正々と下りれないじゃないです

か。 

そうすると、必ずこう下りたり、本能でこう来たりしてしまうのです。 

そうすると、滅茶苦茶になってしまいます。 

こうするために力を使わなければいけないのです。 

その時点で、せっかく溜めたパワーが使えない状態になってしまうのです。 

だからその内転筋っていうのは、単に腿をしめてなければ、ゴルフの役に立たないという

ものではなくて、下半身のパワーをしっかり正しく使うために、なくてはならない筋肉な

のです。 



それをしっかりと認識してもらわなければ、やはり「下半身を動かせ」とか「腰を回せ」

と言われても、正しくは回せないのです。 

そして、もう１つ「腰を回せ」と言われた場合に、大体はトップに向かって右膝外回りに

する方向に回そうとするのです。取り敢えず回そうとすると、こういうふうに回そうとす

るじゃないですか。 

これが右膝外回りなのです。 

しかも、左足にとっては回そうとするとこうですよね。 

回そうと思っているし、取り敢えずこう動きたいですよね。 

そうすると、これを右膝外回り、左足スピンアウト、地面踏めていない。 

単に横方向に動かしただけです。 

これは、ほとんどの方の問題なのです。 

「あなた、腰が回っていないですね。もっと回さないと引っ掛けてしまうよ」と言われて

「そうですか。わかりました。」 

「あれ？もっと引っ掛けちゃった」 

こんな感じになってしまうのです。 

それは、腰を回す感覚は、今のこの動きをすれば少しは回るのです。 

でもパワーを使っても回せません。 

しかも途中までしか回らないのです。 

右膝を前に出して、お尻を左後ろの方にやると、取り敢えず軽く回るのです。 

それ以上その動きで回そうとしても 45度くらいまでしか、いかないのです。 

どんなに筋力があって、どんなに頑張って、どんなに回そうと思っても・・・ 

良いですか。 

これが凄く重要なことです。 

そうではなくて、内転筋群をしめることによって、何が起きるかというと、こういう動き

です。いくらでも回っていくのです。 

今、同じ可動域なのに、45度しかいかないのです。 

ところが、内転筋をしめて、腿がグーっとなると、フルターンできるのです。 

これが本当に腰を回す動きなのです。 

この時に悲しいかな、回している気がしないのです。 

だから、腰を回せと言われても回せないのです。 

１つだけイメージしていただきたいのは、ダウンスイングの時に、両腿をシュッとしぼる。 

腿の間に何かを挟んでいたら、それをブシっと潰す感じです。 

レッスンの時に、女性にはできないのですが、時々男性の方には腿の間に後ろから手を入

れるのです。 

手を入れてみて「これを潰してください」というと、全然潰れないのです。 

「僕の手が骨折するくらいやってください」言ってやっても「まだですか？嘘でしょ？」



と言うのですが、選手がやると折れるんじゃないかと言うぐらいすごく強く、いい選手ほ

どやりますね。 

内転筋でも、特に前側ではなくて、お尻の割れ目に指を突っ込んだとしたら、この指がキ

ュット腰を回したら、指が抜けなくなるくらい、内側から後ろ側にかけての内転筋を使う

のです。 

本当はこうやって、テークバックして、ここからお尻の両方がグッとくっついて、指では

抜けなくなってまだ抜けないという感じです。 

そのくらいお尻という内転筋をしめると、本当に腰が回るのです。 

回そうとしているのではなくて、回ってしまうのです。 

だから、調子が良い時はそういう意味で、お尻も内転筋も肩甲骨も周りの筋肉も使えてい

るので、調子が良いのです。 

ただ、前者はなぜ調子が良いのかは、よくわからないこともあるのです。 

「なんか前を意識すると調子が悪いんだよね」 

「後ろしかないと調子が良いんだよね」 

と、晋呉さんもそういう言い方をして、自分がどうして後ろ側を意識すると調子がいいの

かは、わからなかったりするのです。 

中を見てみたらこういう筋肉が大事だから、後ろを意識すると良いよとなるのです。 

 

例えば、前側にある筋肉、腿の前側の筋肉があります。 

「これを使っても良いんじゃないの？」 

では、ハムストリングスとか腿の後ろ側の筋肉があります。 

「これはどうなの？」などの話があります。 

例えば１つは、レッドベターは、膝を前に出させるセットアップを推奨します。 

我々はあまり好きではないのです。 

やはり、股関節を曲げていって、それに連動して膝が曲がる形にしたいのです。 

こういう形でセットアップすると、腿の前側の筋肉が緊張します。 

そうすると、ここら辺ぐらいだとまだ弊害は少ないかもしれませんが、前側が緊張すると、

他に筋肉もつられて緊張しやすいのです。 

トータルで言うと、お尻や内転筋とか肩甲骨周りを使いたいのに、セットアップから意識

が前側にいってしまうのです。 

そうすると、前側の筋肉が使いやすい状態でスイングするので、私が思うには、スっと立

って、腿の前側の筋肉が触ったら揺れるくらいハリがない。ハリがないようにセットアッ

プ出来たら良いよねと。 

この時に、体重が踵側に乗ってはだめです。 

拇指球に体重がかかるように立ってください。 

ちょうど、踵浮かしをすると良いです。 



少し見にくいかもしれませんが、両方の踵を浮かせます。 

踵を浮かせたままだと、体重は自然と拇指球にいきます。 

この状態でテークバックします。 

通常は、ボールを打っちゃうのですが・・・ 

難しいですし、ふくらはぎを攣ったりするので、あまりおすすめはしないです。 

取り敢えず、踵を浮かしてテークバックからトップくらいまでは、やってみると良いです。 

その感じが凄く良い足の使い方なのです。 

テークバックの時に、体重が踵に乗ってしまうと、足はもう使えないです。 

よくスピンアウトと言いますが、踵に体重が乗ってしまうと、体が左側に倒れてしまうの

です。 

そして、もう何も動かせなくなってしまう。 

スピンアウトしないひとつのコツは、踵を浮かした時に体重が乗っているあたりです。 

拇指球の少し後ろ辺りにあるのですが、そこで空き缶をブチッと踏み潰す感じです。 

ブチッと空き缶を踏み潰す感じでやれば、非常にいきにくいです。 

ダウンスイングでも同じです。 

踵に体重が乗ってしまうと、すぐスピンアウトしてしまうのです。 

だから、拇指球の後ろくらいに体重が乗っていたら、スピンアウトはほとんどしません。 

しないとは言いませんが、しにくいです。 

そういった意味で、セットアップでも腿の前側を使わないような範囲で、踵に体重が乗ら

ないで、拇指球の少し後ろに体重を乗せて立っていたら、フッと下ろせる範囲なのです。 

これ以上前にいったら、腿の前側を使うとか、スネの前側や足首まで硬くなってしまうの

で、なるだけ踵を浮かせようとすれば拇指球の少し前で、フッと少し重心を落としたらち

ょうど良いのです。 

少し見づらくて申し訳ないので、極端にやります。 

そういった意味で、調子のいい時は体の後ろ側で、何かを感じるようにしていただくと、

あなたに最適なスイングが自然についてきてくれますということです。 

 

大 森：この辺で１つくらい質問を受けておきましょうか？ 

もし、何かあればお答えします。 

はい。では、後ろの方お願いします。 

 

 

質問者：『ティーすり抜け素振り（13：48）』のドリルがあったんですが 、あれをやってい

ると、実際に球の上をすり抜けてしまうような気がするのですが、どこでどう調

整すれば良いのですか？ 

大 森：いえ。実際にボールを打ったら、絶対にすり抜けません。 



 

質問者：そうですか。 

 

大 森：100％。それが出来たら最高ですよ。 

本当にボールを打とうとしてすり抜けたら、こんなヒンジの溜めができたなんて

最高ですよ。 

それは空振りかもしれないけど、「今、素振りだからね」なんて。 

その次のショットも最高のショットが出ます。 

本当に出来ないです。 

多分、普通だと当たってしまいますよ。 

そんな心配はいらないです。 

99.9999999・・・ 

９が 10個つくくらい不要です。 

 

質問者：ありがとうございます。 

 

大 森：はい。 

時間が限られているので、質問は 1つだけにさせてください。 

また後で、質問をお受けします。 

では、次の話題にいかせてもらいます。 

 

 

では、少し別の話題に変えます。 

「楽々上達ドリル」です。 

実は、今回 3日間レッスンさせていただきました。 

ラウンドしないというレッスンを 1dayでさせていただきました。 

その中で、ドリルを徹底的にやるとか、そこでの疑問点を対面で質問を受けて答えるとい

う、わからないことはなくなるくらい色んな話が出来るという状態でやりました。 

その時に、どんなことをやったのかという事です。 

映像を見ていただく方がわかりやすいのですが、簡単にまずリストの内容だけを、少し言

います。 

「重いもの揺らし」 

重いものを揺らす。前にペットボトルでスイングするという話をコラムで書いたことがあ

ります。 

それから「下半身の動きを強調＆輪ゴムでダウンのイメージ」 

輪ゴムを持って、下半身の動きだけをしっかりして、輪ゴムを縮めながらおりる事によっ



て、トップから力を入れておりてはダメなのです。 

上半身は下半身の力を受けたいだけなので、輪ゴムを縮めてくることによって、リラック

して重心を落とせる感じがしますよね。 

実は、肩のインナーマッスルのトレーニングをするという動きでもあるのです。 

主に今回の場合は、輪ゴムを伸ばしていって、ダウンスイング、そして輪ゴムを伸ばして

いって、ダウンスイング。 

そこで左右往復素振りです。こういう動きです。 

ポイントは、腰が通常のスイングと同じように、しっかりとターンしてくれる。 

右にターンをして、重心を落として、両足ジャンプができる形です。 

両足ジャンプして、今からパワーを出す形を、ここのダウンで「よし、今からパワーを出

すぞ」「パワーを出したぞ」 

そして、今度は反対の素振りです。 

重心を落として、今から両足ジャンプできる格好で「今からパワーを出すぞ」と、連動さ

せる。 

ただ、これだけのことですが、結構きついです。 

 

それから「ゆっくりシャドースイング」です。 

モノサシです。 

モノサシは非常に便利な道具です。 

よくグリップの形をしたものが売ってありますが、あれだと少しわからないのですが、実

はグリップは右手と左手が同じ向きを向いているのが、一番大事なのです。 

この向きが多少違っていても、同じ方向さえ向いていれば、変な力がかからないのです。 

ただ、右手と左手の向きが違っていたりすると、右手はこっちの方へ、左手はこっちの方

へと、せめぎ合って何が何だか訳が分からなくなるのです。 

それは、頭にとってもです。 

人間は、この向きを感じやすいので、頭はその向きに対して、左はどう、右はどうと、感

じるのです。 

でも、この向きがあっていないと、非常に難しくなってしまいます。 

今、モノサシを持って真似すると良いのかもしれませんが、皆さん持ち合わせていないの

で、おうちに帰ったらモノサシはどこにでもあると思いますから、モノサシがグリップの

つもりでやってみてください。 

そういった意味で、モノサシをペタっとしてグリップすると、何も言わなくてもほとんど

の方が良いグリップになります。 

ですから、モノサシを使ってゆっくりシャドースイングをします。 

それからハンガーです。 

今日はハンガーを借りてくるのを忘れてしまいましたが、さっき晋呉もやっていましたが、



左手が下、右手が上の短いクラブでティーアップした話がありました。 

あれを、ハンガーでやるのです。 

見ていただければ、わかります。 

 

そして、もう１つはサンドウェッジです。 

サンドウェッジは、ヘッドが比較的に重いクラブなので、ヘッドを感じやすいです。 

この２つ、モノサシとハンガーは軽くてヘッドの重さはリアルにはないのですが、イメー

ジでヘッドの重さを感じてもらうのです。 

物はなくて、実際に重さはゼロなのですが、それをイメージで感じてもらうという意味で、

わざと軽いものでやっています。 

わざと軽いもので散々やった結果、もっとヘッドの重さを感じやすいもので、同じように

動いたら、どう違うかという事になるので、サンドウエッジでやるのです。 

では、少し動画を見ていただきます。 

１分半くらいです。これは音声が入っていません。 

 

この方は、サンドウェッジを持っています。 

この方はハンガーを使っています。 

この方はモノサシです。 

この方はゴム。 

この方は、ボールの籠で振っています。 

サーキット式でやっています。 

皆さんは、この映像を見ながらやっています。 

こちらの籠を振るのと、ゴムは映像とは関係なくやってもらっています。 

後の方のゆっくりシャドーは、映像を見ながら 

「同じポジションでやってください」 

「同じ時間をかけてやってください」と言っています。 

こういう感じでやっています。 

これは、物凄くハードです。 

この方は、既に速く振っています。 

直してあげたりしています。 

下半身の動き方を言っています。 

これは、重いものを振るのですが、手で振るのではありません。 

手は紐です。手は紐だから何も出来ません。 

下半身の動きを受けるだけです。 

それは、先ほど言ったみたいに、本当にクラブを持っているだけです。 

何か重いものを持っているだけの力で振っているという感じです。 



以上、こんな感じのことです。 

往々やらせていただいて、皆さんが「二度とこんなことはやりたくない」と思うくらい、

ハードだったようです。 

良い経験としたと言うか、逆に１人ではできないです。 

１人だとなかなかできないのです。 

１人でゆっくりとシャドーでやることは出来るとしても、他の事に関しては難しいです。 

このような感じで、サーキットでやると前にやった効果がここで分かってくるので、なか

なか面白いです。 

１人で１個だけやると淋しいので、「モノサシ」「ハンガー」などと字でも書いて貼って、

回ってやると意外と出来たりするのです。 

全部、お部屋の中などのこういうところで出来ると思います。 

道具も、ハンガーやモノサシもあります。輪ゴムもあります。 

ですから、やろうと思えば絶対に出来ることしかやっていないです。 

やる気があるかないかです。 

さっきの「重いもの揺らし」は、ゴルフ場にたまたまあったカゴに、ボールを入れて揺ら

しましが、なければ 500mlのペットボトルでも良いです。 

これは少し飲んだので、軽くなってしまいましたが、こんなのを持ってカゴと同じように

揺らしてください。 

こういうことです。今、手が紐です。 

手が紐ではなくて、こうやってやったらだめです。 

そうではなくて、ブランコを揺らすみたいにして下さい。 

わかりにくければ、例えば少しずつ揺らしていきます。 

少しずつ揺らすときに、手が紐でいられる範囲があります。 

ここに来た時に、「こうやって手をやってしまいそう」となるのなら、その手前の中で下半

身を動かすだけで、手が紐状態で、手がこのペットボトルの重さ。 

500mlもあれば大体良いのです。 

実は、重い方がわかりやすくて簡単だけど、体力消耗も激しいのです。 

丁度いい重さがあるのです。 

実際にやってみないと、わからないので、飲みかけのペットボトルでもあるのなら、この

辺から始めて、少しずつ揺らします。 

手が紐で、本当にクラブを支えているだけ、ペットボトルを支えているだけです。 

上半身は下半身の動きを、受けているだけです。 

これは、本当のスイングの状態です。 

スイングがもう少し大きくなって、持っているものがクラブになって、バーンといくだけ

で、やっていることは、ペットボトルを揺らしていることと同じ状態が理想です。 

そうではないということは、どこかがおかしい。 



余分な力を出しているという事なのです。 

これは、バカみたいに見えますが、本当は物凄く大事です。 

我々は実は、重いものといえば、メディスンボールと言って、２キロから５キロのバスケ

ットボールみたいのがあるのを、こうやって揺らしてポーンと投げるのです。 

その時に、手に変な力が入っていると、ねじれて曲がったりとか、引っ掛かったり、プッ

シュしたりします。 

何回か揺らした後に、揺らしていって、揺らしていって、大きく揺らしていって、ボンと

投げるのです。 

実は、これはショットのイメージ作りには最高なのですが、なかなか次に繋がらないとい

うこともあって、飽きやすいというのもあるのです。 

だけど、時間がある時にでもペットボトルをちょっと持ってやる。ペットボトルでなく、

腕の重さでも良いです。 

実は、腕の重さでもできるわけです。 

腕だと、ちょっと軽いのでわかりにくいので、「ペットボトルくらい持ちたいな」というだ

けです。 

腕の重さでも、グリップも左右素振りしたいので、右手が前、左手が後ろというよりは、

こうやって手を組んでも良いです。 

この状態で、ダランダランと腕の重さだけを支えているだけ。 

こっちの方が、ある意味ちょっと難しいのです。 

と、やるということです。 


