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トランペットを吹いていると突然速く走れるようになった！？
  小学時代、走るのはクラスで 5 番目、対抗リレー
のメンバーにかろうじて入れる程度であった。中
学校 1 年の秋、自分が急に速く走れるようになっ
ていることに驚いた。授業の 100m で小学校のス
ターだった K 君に勝ってクラス 1 番に。運動会
の 100m で同着ながら学年で 1 番になったのであ
る。速くなった理由が当時は分からなかった。入
学後、憧れの吹奏楽部に入部して夢中でトラン
ペットを吹いていただけだった。
　しかし今は、急に速く走れるようになった理由
が分かる。身に着けたトランペットを吹く時の姿勢こそが速く走れる姿勢であっ
た。
　首筋を伸ばす、肩を下げて脇を深くする、舌は上の歯茎に当てておく、腹式呼
吸で腹に力を入れておく ･･･ これらのポイントが身体にしっかり軸をつくり、体
幹をまとめ、適当に脱力した姿勢ができたのである。
　
　宮本武蔵の「五輪の書」の内容を考えながらしっかり読んだのは還暦を過ぎて
からであった。その概要を理解してからはっきり「自分はトランペットを吹いて
速く走れるようになった」との確信に至った。
　本稿では、まず「五輪の書」の中で特に参考になった「姿勢」と「足遣い」に
ついて、宮本武蔵の言葉を自分なりに理解した側面から解説する。引き続いて、
実際のスプリント走法に活かす方法について指導の場での実践例を紹介しながら
述べていきたいと思う。
　シニア競技者が、一から姿勢や身体の遣い方を見直し新たな「伸びしろ」に気
づかれんことを期待している。

村上　　充

宮本武蔵「五輪の書」から学ぶスプリント走法
第 章2 ～シニア競技者の「伸びしろ」のヒントがあった！～
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「五輪の書」抜粋・独断的要約と解釈
１．姿勢について

「水之巻」第二節
一　兵法の身なりの事

＜要約＞
【姿勢について】
①目を少し細めて、ゆったりした心持の顔で
　…目を細めることで顔の緊張をゆるめ精神的にも集中が高まる。そして顔の表
情までもゆったりとして平常を保ったままでいることが大事。
②鼻筋を真っすぐに立てる
　…顔は真っすぐに立てることで視覚や三半規管の働きを正常に保ち、バランス
感覚を正しく維持する。ボルトがコーナー走で顔を立て走っているのは有名。
③顎は少し出す感じにする
　…運動時には舌を上顎の歯茎に当てておくと下あごの力が抜け少し前に出る感
じになる。この状態では、歯を食いしばることがなく脱力につながる。
④首の後ろ側を伸ばして「うなじ」に力を入れる
　…スカイフックの意識である。首筋（後頭部）を天上から吊り下げられるよう
に伸ばすことで、背骨が伸びセンター（体軸）の意識が高まる。センターが明確
になることで脱力が深まり動作の効率が高まる。
⑤肩から全身はまとまりあるものと認識する
　…肩から下、つまり体幹と四肢はばらばらに動くものではなく、身体は全身で

原文：身のかかり、顔はうつむかず、仰のかず、かたむかず、ひずまず、目を
みださず、額にしわをよせず、眉あいに皺をよせて目の玉動かざるやうにして、
瞬きをせぬやうにおもひて、①目を少しすくめるやうにして、うらやかに見ゆ
るかを、②鼻すじ直にして、③少しおとがいを出す心なり。④首は後ろの筋を
直に、うなじに力を入て、⑤肩より惣身はひとしく覚え、⑥両の肩をさげ、脊
筋をろくに、尻をいださず、⑦膝より足の先まで力を入て、⑧腰の屈まざる様
に腹をはり、⑨楔をしむると云て、脇差の鞘に腹をもたせ、帯のくつろがざる
やうに、くさびをしむると云ふ教へあり。⑩総て兵法の身におゐて、常の身を
兵法の身とし、兵法の身を常の身とすること肝要なり。よくゝゝ吟味すべし
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反応し連動して動くようにしておく。身体の一部だけを使わない。
⑥両肩を自然に下げ背筋を伸ばしへっぴり腰にならない
　…肩を下げると自然と背筋が伸びセンターの意識が高まる。背筋が伸びると腹
に自然に力が生じる。しかしこの時、顔が上がると背筋が緩み腹の力が抜け、へっ
ぴり腰になるので、背筋の伸びを感じそれを維持することが必要である。
⑦膝から足の先まで力を入れる
　…足の指を屈曲して背屈させる状態で立つ。（後述「つま先をかろく」）
⑧腰をかがまないように腹に力を入れ
　…腰を丸くすると骨盤が後傾になるので、腹圧を高めることでお腹を伸ばして
骨盤立位を保つようにする。
⑨帯がきつくなる（クサビを絞める）ように腹をはる
　…腹をはるとは、横隔膜を下げ腹圧を高めておく状態。（腹圧呼吸）同時に前
だけでなく両横腹や腰裏までしっかり張りをつくっておく。
⑩武芸者であれば、いざという時も非常時も武芸者であることを意識して生活す

ることが肝心である
　…アスリートであればアスリートとしての意識を常に持ち備え振舞うことが肝
心である。きびしいけれどしっかり考えるように。

＜独断的解釈＞
　まず、姿勢が重要であることに異存はない。しかし、
大切なことは、機能を十分発揮できる姿勢であること。
宮本武蔵の立ち姿が参考になる。（図 1）
　骨格で支えるように立つことで正しい姿勢をつくるこ
とができる。（図 2）骨格が揃うことでセンター（体軸）
の意識が生まれる。センターの意識は脱力して動くため
の絶対条件になる。
　身体の連鎖によって、首筋を伸ばすと胸郭が引き上げ
られ、腰椎と骨盤の前傾がきつくなる。この骨盤前傾に
より尻が出た状態となってしまう。（図 3）この骨盤前
傾を解消するためには、横隔膜を下げ腹圧を上げるとと
もに骨盤底筋群を使い仙骨を後傾させる。「肛門をしめる感覚」である。

図 1　宮本武蔵



18　マスターズ陸上で人生を豊かに走ろう

　このバランスの取れた腹部の張りのある状態が「丹田に力をこめた状態」と考
える。そしてこの状態が骨盤を立位にし体幹のまとまりをつくるので、体幹を捻
じらないナンバ的な動作が自然となり、体幹を主導的に使う動作が可能になる。
　イチロー選手の打席でのバットを垂直に立てるルーチンワーク（図 4）は、正
に武蔵が言っている姿勢のポイントを押さえ、身体をセットするための効果的な
手段である。
　陸上競技では走り出すとき、両手を前方に上げて胸郭を引き上げることは、姿
勢を整えセンター（軸）の意識を作るので有効である。（図 5）

図 4　イチローのルーチン 図 5　正しい姿勢で走り出す

図 3　正しい姿勢のイメージ

図 2　脛骨下のウナに荷重する
足の三角（ウマ・ソマ・踵）で立つ

　　　　　　　　　　　　＊高岡英夫氏提唱
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２．（足）の使い方について

水之巻　第五節　足使ひの事
一　足づかいの事

＜要約＞
【足の使い方】
①足を運ぶ方法は、爪先を少し浮かして
　…接地時は爪先に荷重しない。爪先をほんの少し持ち上げるようにする。
②踵で強く踏むようにする
　…踵推進はソフトでフラットな接地（ウナ荷重）により可能となる。踵を使っ
たプッシュで身体は上方に跳ねることなく前方に押し出される。

＜独断的解釈＞
　武蔵の活躍した時代、武士が戦場で
履いていたのが「足半」である。また、
江戸時代飛脚が履いていたのは草鞋

（わらじ）であった。（図 6）この二つ
の履物の共通点は、親指と人差し指で
鼻緒を挟んで、指は縁からはみ出して
おり、親指以外の 4 指で握り込むよう
になる。足の指を握り込むと足は自然に背屈、武蔵の言う「足先を少しうけて」
の状態となる。（図 7）
　東大寺の仁王像の足にも同じ指遣いが見られるのは興味深い。（図 8）
　また、葛飾北斎の浮世絵の飛脚の足にも握った指と背屈が見られる。この走り

原文：①足のはこびやうの事、爪先を少しうけて②きびすを強くふむべし。足
づかいは、ことによりて大小遅速はありとも常にあゆむが如し。足に飛足、浮足、
ふみすゆる足とて、是三つ、嫌ふ足なり。此道の大事にいはく、陰陽の足と云
ふことあり。是れ肝要なり。陰陽の足とは、片足ばかり動かさぬ物なり。きる
時、引時、受る時までも、陰陽とて右左ゝゝとふむ足なり。返すゞゝ、片足ふ
むことあるべからず。能々吟味すべきものなり。

図 6　足半（あしなか）と草鞋（わらじ）
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に武蔵の言う足遣いが良く見て取れる。（図 9）
　踵を強く踏み込み進む原理は、脛骨下（ウナ）に体重をかけ爪先に力を込めず
接地することで踵を支点とした前回転のモーメントが生じ、重心の前方への推進
力を得ることである。（図 10）　　
　この足遣いは、前傾が取りやすく重心の動に無理な力を必要としないので、一
般的に認識されている「母指球キック」の走法（図 11）と異なり、身体に優し
く故障の起こりにくい動きと考えられる。

図 9　葛飾北斎「富士百撰」暁の不二　1833 年

図 7　足半を履いてみる

図 8　東大寺仁王像の足
（運慶・快慶　作）1203 年
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３．武蔵の教えからスプリントを考える
（１）反応良く、滑らかに出られるスタートの構え

　ポイントは、視線を下げ首筋の張りを
作って（頭の前回転意識）で構えること
で、お腹が伸び腹圧が入り股関節の捉え
がはっきりする。また、前足は背屈して
踵に荷重する。腕は肘頭を後ろにし肘関
節を少し曲げて構えることで、肩の力が
抜け首筋が伸び身体がまとまる。（図 12）
　一歩目を踵でのプッシュにすることで
それ以後も踵のプッシュでのダッシュが可能になる。しかし、一歩目が爪先で
のキックになると一歩目から上体が起きてしまう。この構えからのスタート動
作は、ウエイトトレーニングで瞬発力の養成を目的に行われているクイックリ
フト系のセカンドプルの動作と同じイメージと捉えている。

（２）加速力のあるスタートダッシュ（写真は右から 5 歩・6 歩・7 歩目）
　ソフトにフラットに接地することで低い姿勢を維持し重心移動がスムーズに
できる。（図 13・14）

図 11　つま先に荷重すると後方への
モーメントが生じる。ブレーキをか
け上体を起こす。

図 10　脛骨下に荷重することで踵を
支点として前方へのモーメントが生
じる。

踵を強く踏む 爪先でキック

図 12　スタートの構えの意識



22　マスターズ陸上で人生を豊かに走ろう

（３）　踵プッシュ走法の練習例
　①低い姿勢で歩いて行うスタート練習

　ソフトでフラットな接地に注意して、膝関節や足関節を柔軟に使って低い
姿勢を維持する。接地時に膝を脱力して重心を前方に落とす感覚で行う。

　②バスのタイヤを使う牽引走
　バスのタイヤは重いので、踵でのプッシュでない
と走れない。爪先の接地ではその負荷に耐えられな
い。

　③チューブ引き歩き
　負荷をかけることで、フラットな接地と踵の押し
の感覚をつかめる。登り坂も利用できる。

４．シニアに紹介したいトレーニング
（１）「竹体操」で体幹の柔軟性と連動性を高め、動ける身体をつくる

　スポーツにおいて体幹の重要性が言われている。最近、特に体幹の柔軟性の
大切さが強調されるようになった。体幹の柔軟性がスムーズな重心移動に必要
で、動きのキレを左右するためである。
　ランニングについて、誰もが体幹の柔軟な動きが大切となる。その理由は、

図 13　接地は爪先を上げてフラットに首筋を伸ばし姿
勢を維持する。モデルはパラアスリートの高橋君 図 14　フラット接地

タイヤ引き走
フラット接地
と踵プッシュ
の練習

チューブ引き
接地時に脱力
して踏ん張ら
ない練習

図 15　歩いて行うスタート練習　　モデルは筆者
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体幹が柔軟に動くことで、接地時のバ
ランスをうまく取り、次の一歩を引き
出す重心移動をスムーズにするためで
ある。
　「竹体操」は、体幹の柔軟性を高め
ると同時に、体幹と股関節の連動性を
重視した体操で構成されているので、
本来人が身に着けている自然で効率の
良い動きの発現につながることが期待できる（図 16）。
　体幹の基本となる動きには、「前後屈」、「左右に倒す」および「捻じる」とい
う 3 つの方向性がみられる。これらを組み合わせた体操を竹の棒を使って行う。
本体操は全部で 15 種類ほどあるがその中から代表的な 5 つの体操を紹介する。

（２）レゲエリズムのスクワットで合理的な動きを身に着ける
　「レゲエ」はウサイン・ボルトの母国であるジャマイカ発祥のノリのよい音
楽として知られる。ウサイン・ボルトの走りにもこのリズム感を示唆する「ノ
リ」を感じられないだろうか。この「ノリ」によって、「レゲエ」のリズムが
持つアフタービートが生み出されると言われてきた。
　アフタービートのリズムに合わせてスクワットを行うと、走るための推進力
を担うハムストリングスのタイミングの良い弛緩と緊張が起き、伸長反射をう
まく引き出すことができる。伸長反射は筋が緊張していると起こりにくい。
　そのため、ランニングにおいても脱力が重要となりソフトでフラットな接地
が求められる。すると、足関節・膝関節・股関節のスムーズな屈曲伸展動作を
身に着けることができるだろう。

前方向に回転
股関節の内外旋
の動きと連動し
肩甲骨を回す

体側の伸縮
背骨を意識し
左右に側体を
伸縮させる

胸骨を振る
足踏み動作と
連動させ胸骨
を左右に振る

後方向に回転
股関節の内外旋
の動きと連動し
肩甲骨を回す

水平面で捻転
股関節の内外旋
の動きで体幹を
水平面で回す

図 16　竹体操で体幹と股関節の連動
性を高める
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　レゲエスクワットは、リズム感を
楽しみながら、脱力と股関節を使っ
た動きを身に着けることができる。
　楽しい気持ちで大げさに動くこと
がコツを掴むポイントである。
　3 種類の動きを紹介する。

（３）日常の動作を丁寧にする
　武蔵の言葉にもあるが、日常の何気ない動作の中でも身体遣いの改善が期待
できるのでおろそかにはしたくない。ポイントは、ゆっくり丁寧に動き、動き
を感じることである。ゆっくり丁寧に動くことは案外難しいが色々な気づきが
ある。歩く時はもちろん、信号待ちの時間、階段の上り下り、お茶を飲む時な
ど、自分の身体遣いをチェックして改善できるチャンスといえよう。

最後に
・年齢を加えて感じること
　筆者は、現在脊柱管狭窄症よる座骨神経痛を抱え思うに走れない。痛むお尻と
苦闘しながら原稿に向かっている。
　競技を長く続けていると、徐々に若い頃のイメージでは走れなくなる。腰や膝、
アキレス腱などに痛みを抱えつつ頑張りながらも一抹の寂しさを感じそろそろス
パイクを置こうかと考えている人もいるのではないか。
　身体の衰えや変化は如何ともしがたく受け入れなければならない。しかしなが
ら、「ちょっと待った！」。これからも大好きな陸上競技を楽しく挑戦し続けるた
めに、「伸びしろ」をしっかり見定めて上手く努力を続けたい。すると、今まで
とは違う自分に合った気持ちの良い走りを手に入れることができるハズ。
・若い頃のようには走れなくても、今の自分の最高の走りを目指したい。
　何歳になっても、たとえ身体の不調をかかえながらも、希望を持って挑戦する
楽しさは忘れたくない。全国のライバルや仲間と一緒に。

腕振り前後に
脱力し背骨が
波打つように
大きな動作

レゲエの基本
親指で股関節を
押しこみ、動き
を確認する

腕振り左右に
手で腰を叩く
腕振りは顎パ
ンチ腰パンチ

参考）アフタービートとダウンビート
　〇アフタービート（レゲエなど）
　　4分の 4拍子では「１・２・３・４」
　　2拍目と 4拍目に強拍がある。
　〇ダウンビート（音頭、行進曲など）
　　4分の 4拍子では「１・２・３・４」
　　1拍目と 3拍目に強拍がある。
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　　著者　　村上　充（Mitsuru　MURAKAMI）略歴

昭和 28 年 香川県多度津町に生まれる
昭和 41 年 多度津町立多度津中学校入学　
 吹奏楽部に入部しトランペットを担当する

＊トランペットに夢中になりながら半年後、小学時代 50ｍ走は
　クラスで 5 番だった目立たない生徒が 100m で学年 1 番に。陸
　上競技に興味が芽生える。

昭和 42 年 郡内中学対抗駅伝メンバーに選ばれ陸上競技を始める
昭和 44 年 香川県立丸亀高校入学　陸上競技を本格的に始める
昭和 46 年 同高校 3 年　　
 香川県選手権 100 ｍ優勝　香川県高校総体 100 ｍ優勝
 全国インターハイ（徳島大会）100 ｍ・400 ｍ R 出場

＊国体最終予選会で起こした大腿部肉離れが短距離選手として致命傷と診断され、選手をあきら
　め指導者の道を目指す決心をする。

昭和 47 年 東京教育大学体育学部入学　陸上競技専攻　陸上競技部入部
 ＊肉離れの後遺症を克服するため動作改善に取り組み、キック動作を内旋で行うことで克服した。
 　「走り」を科学的に分析することの面白さを感じる。

昭和 49 年 同大学 3 年　　
 関東地区国公立陸上競技大会 100 ｍ優勝（参考 10”7）茨城国体成年 100 ｍ出場
昭和 51 年 筑波大学修士課程体育研究科入学　コーチ学専攻
昭和 53 年 香川県立高松西高校教諭に採用され陸上競技部顧問となる
 　以後、25 年間高校生の指導に当たる
 　フルマラソン完走 4 回（丹波篠山 ABC マラソン（最高 3°01’01”）
 　平成 9 年より県マスターズ陸上競技連盟に登録し競技会参加
 　平成 25 年ゴールドマスターズ（京都）　M60　200 ｍ 4 位（27”50）
現　　在 退職（2019 年）後は自らの陸上競技への挑戦とともに、高松市と丸亀市で
 「大人の陸上部」を主催、地元スポーツクラブの小学生陸上教室の指導にあたる

役職 ･ 資格 香川マスターズ陸上競技連盟副会長、香川パラ陸上競技連盟副会長、
 高松市陸上競技協会顧問　JAAF 公認ジュニアコーチ、香川陸協Ｓ級審判員

活動歴 マスターズ会員を対象とし各地で「怪我をしない走法」についての講習会講師
 近江高校野球部、富岡西高校野球部のランニング指導（2019 年）
 小学校教員対象陸上指導者講習会講師、徳島県スポーツ協会指導者講習会講師他

主な著書 「マスターズ陸上選手のためのスプリント走法」共著　
 「健康のスタンダードを変える !!　誰でも簡単ポールエクササイズ」共著　
 日本マスターズ陸上競技連合会報及び日本統合医療学会四国支部会報に投稿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先 〒 761-0104　香川県高松市高松町 1861-12
 電話＆ FAX：087-841-5951  携帯：090-2899-5795　
 メール：sprinter_murakami@yahoo.co.jp
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