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武道・武術の秘伝に迫る

●GRAPHI⊂ALPHOTOS

フイリピノ・カリの実戦的護身テクニック

◎BABジャパン禁無断転載

長沼敬意新連載開始！膿脳力を磨く！現代兵糧食のススメ
第57回日本泳法大会

古流泳法が魅せる水上の伝統技能

特集

弓璧′志慧慧慧霊
⑳他武道の応用から見出された、真の合理射法とは？……啓連合
●求道の弓と弓道要前‥…・弓道正法流・紫鳳会一門
◎世界弓術選手権大会〟世界に挑んだ和弓〝の真美

この記事は「月刊秘伝」
（ＢＡＢジャパン）さんの
ご好意により、許諾をいた
だいたうえで、「アーチェ
リーどっとコム」が提供し
ています。記事の無断での
転載はお断りします。ご了
承ください。

・…‥細井英彦（日本選手団監督）・宮田純治（和弓選手）・松尾牧則
●弓道新時代への挑戦‥…・宮田純治
⑳和弓における照準と〟角兄の働き〝……松尾牧則

加藤伊三男館長（柳生新陰流春風舘道場）を日野晃師範が訪ねた！現代に体現きれる古流の本章。

士（サムライ）のスピードとは？
世界が認めた武器と素手のコラボレーション

フイリピノ・カリの実戦的護身テクニック

人間を根本から強くする稽古法
茂呂恵子 武楓塾「推手・練功」セミナー

強くなるって、本当は物凄く簡単なことなのかもしれない
安藤毎夫×三枝龍生

養神舘合気道の〟習い方〝
倉部誠「なぜそうするのか」まで提示する欧米式指導法でチャレンジ！

「三戦」を試す

第57回日本泳法大会

古流泳法が魅せる水上の伝統技能
中国と日本。本当は繋がっている！今春実施の「日中国交正常化40周年記念大会」レポート

日本武道団、少林寺を訪ねる！
功朗法 門同流兵法 柔術セミナー

〟護身と制圧の相違点〟合理的技術探求
DSで解く！

●平上信行「武術秘伝書夢世界」

高岡英夫の〟人類遺産〝

64

多田容子 〟柳生新陰流が現代コミュニケーションに役立つ！？〝

武術に学ぶ会話術
武術と格闘技をつなぐ私的考察

平直行の現代武陵桃源記
山口香

現代柔道へ〟活〝
松原秀樹

100％動き切るための調整術
毛利元貞
上達する〟コツ〝きせる〝コツ〝

ujutsu E和様別＝R■

http：HⅥ珊・bab・COjp／hidelV
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●黒田鉄山「直間直答！鉄山に訊け」−120

●天野薇「組手、ときとき渡」

122

●日野晃「武遭曽徒歩鼠」

124

◎秘伝ジャーナル

［今月の表紙］
弓道界にあって極めて革新的な研究を突き進めるグルー
ス啓進会。特筆すべきは、他の武術の理を取り入れ、応用
しているという点。写真の守屋氏は′ 独学ですから〟としな

がらも、剣さばきはかなりのレベル！ 弓道だけ他とは
違っているように感じていた方は多いはず。しかし同じ人
間の為す所業、そんなはずはない。すべては確かな〟理〟の
もとに繋がっているのだ！

※お詫び『七帝柔道記』は今月は都合により休載致しますも

大会前日に行われた現地での合同練習で、

手団監督︶・宮田純治︵和弓選手︶・松尾牧則

・1967第24回世界弓術選手権大会

界に挑んだ和弓〃の真実

って︑和弓がアーチェリーの世界大会に挑んだという歴史的事実が存在する︒

1 9 6 7 年 7 月 ︑ オランダ・アメルスフォールトで開催された第24回世界弓術選手権大会︑

ここに全日本弓道連盟が派遣した代表選手の一人︑宮田純治氏は自ら工夫をこらした和弓をもって︑

居る世界強豪たちと渡り合った︒その後の日本弓道の方向性に多大な影響を与えたであろう︑

力◎細井英彦︑宮田純治︑その他 取材・構成◎増井浩﹁本誌編集部

選手団監督・細井英彦︑和弓選手・宮田純治の両氏に当時の模様をお聞きした︒

を持って世界大会に出られたことをお

聞きしており︑実際どのようなもの

ですが︑なかなか当時の情報を得るこ

だったのだろうと関心を持っていたの

弓道の中のアーチェリー

いただき︑ありがとうございます︒本

ー 本日はお忙しいところをお集まり

のですが︑このたび御縁のできた

お話をお聞きしてみたいと思っていた

伝﹂編集部にこの話をしましたところ︑

とはできないままでした︒いつか直接
リー連盟主催による︑1967年に行

日は︑当時︑全日本弓道連盟︵以下﹁全

われた第24回世界弓術選手権大会につ

だくこととなった次第です︒本日はど

急遽この場をセッティングさせていた

弓連﹂︶ が加盟していた国際アーチェ

いて︑当時の日本代表選手団の監督を

﹁秘

務められました細井英彦先生と︑同大

アーチェリー歴をお願いいたします︒

まずは細井先生から簡単に弓道歴と

うぞよろしくお願いいたします︒

して当時のお話などをお聞きいただけ

大学の松尾牧則先生には司会進行役と

愛知県名古屋市に住んでいたんですね︒

細井 私は旧制中学1年生のときに︑

された宮田純治先生を迎え︑国際武道

会に最初で最後の和弓選手として参加

ればと患います︒よろしくお願い申し

が盛んで︑剣道︑柔道が学校の正課に

名古屋というところは全国的にも武道

私は以前から︑宮田先生が和弓

上げます︒
松尾

HIDEN Budo＆Bujutsu
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この事実について︑国際武道大学体育学部准教授である松尾牧則氏が︑

ァーチェリーに混じって練習をする宮田氏0

なり、大学在学中の1967年には第24回世界弓術選手

です︒その次の年も国体選手になって

アーチェリーを知らないわけにはいか

松尾

ありがとうございます︒では︑

世界大会出場へ向けて

います︒

大会︵国体︶ の選手になっちゃったん

ないだろう〃

びっくりしました︒

きにその材質が竹でできていることに

日本の古いアーチェリーをとき

つ共やろう〃と︑部活動に弓道部を選

リーを探しまして︑そこに私がアー

細井

どき見かけますけれど︑最初に見たと

んだんです︒それが13歳のときでした

チェリーを始めるきっかけができたわ

ということでアーチェ

ね︒現在︑私は84歳でございます︵笑︶︒

けです︒大学にはすでにアーチェリー

トボウでした︒

も︑1本の木の棒で作られるストレー

いよいよ第24回世界弓術選手権大会に

ただ当時は海外のアーチェリー

ところは︑さすが武道家ですね︒

松尾

たんでしょう︑和弓を短く切ってアー

をやっている人がいて︑研究もしてい

話題を移したいと思います︒

ありがとうございます︒次に宮

細井 最初に全弓連がFITA＝︵旧・

松尾

国際アーチェリー連盟／現・世界アー

田先生の弓道歴をお願いいたします︒
供の頃でした︒海岸でね︑距離が10メー

宮田

すよね︒東京オリンピック︵1964

チェリー連盟＝WA︶に加盟したんで

いました︒

トルあるかないかのところに風船をぶ

チェリーのようにしてやっている人も

のために名古屋へ帰っていたんですが︑

ら下げて弓で射て遊んでいたんですが︑

二次世界大戦がありましたから︑中

1962年に早稲田大学から弓道の授

私が初めて弓を手にしたのは子

した ︵本来は5年制・17歳卒業︶︒戦

業を受け持ってほしいという話をいた

その後︑大学を卒業してからは就職

争が終わってもしばらくは弓を引く機

となる予定だから︑そのためにまず世

年開催︶からアーチェリーが正式種目

なったときには繰り上げ卒業になりま

会がなかったんですが︑1949年に

それで弓を覚えたんですよ︒実は母が

い︑ということになったんですね︒結

界選手権に日本代表選手を送ってほし

学生時代に学校で弓道をやっていたら
しくて︑その影響もあったんですね︒

だき︑再び上京しました︒このときに

本格的に和弓を始めたのは1959年︑

東京に出てから今日まで︑弓道もアー

チェリーも両方続けております︒

という看板を見つけたんです︒その看

松尾

だったんですよね︒

私が21歳のときで︑縁があって日置流

その頃のアーチェリーは︑竹製

が︑部員が引いているのは和弓でした︒
戦後︑GHQによって武道が禁止され

局︑この時のオリンピックでは採用が

板を頼りに道場へ行き︑入部しました

上京︑早稲田大学へ入学すると洋弓部

学3年生で軍需工場へ行き︑14歳に

アーチェリーを始めたのは大学

まだまだお元気でいらっしゃる

に入ってからです︒中学生のときに第

細井

松尾

印西派・浦上栄先生のところに入門し
まだ本格的なアーチェリーは輸

弓製作会社「ミヤタ総業株式会社」を設立、今日に至
る。将棋では数々の大会に優勝し、プロ入りすればA
級は確実と言われ（しかし奨励会には入らず）、弓道
では日置流に入門した年にいきなり東京国体選手に

細井

東京代表となる。1959年に弓道の日置流印西派に21

ていたから︑表向き洋弓部という名前

歳で入門。1965年に大東文化大学入学、1970年卒業。
1973年、カーボンやグラスファイバーを主材とする和

なっておりました︒私は両方とも取っ

国。中央区立泰明小学校卒業後、私立芝中学校入学。
中学生時代の1951年にはアマチュア将棋の名人戦

たまたま運良くその年の東京国民体育

1938年1月27日生まれ。0歳のときに一家揃って上

ました︒入門したのは4月だったのに︑

海に渡り、第二次世界大戦終結前年の1944年に帰

の弓だったと思います︒

宮田純治
入されていなかった時代ですから︑竹

MIYATAJunJl

で和弓をやっていたんです︒でも〝洋

1928年4月4日、愛知県名古屋市生まれ。旧制中

弓部という看板を掲げているからには

学校1年生で剣道・柔道を授業、弓道を部活動に

んですね︒そこで〝どうせやるなら3

細井英彦
たんですが︑弓道は正課にはなかった

HOSOI Hidehiko

権大会に和弓で出場する等、将棋、弓道共に天才肌
として知られた存在である。
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連が持っていたので︑オリンピックや

ントリー権︵FITA加盟権︶を全弓

連がいちばん大きくて︑その上︑エ

わらず日本で弓をやる団体では全弓

チェリー協会は日本洋弓会が1956

弓会という団体があって︑日本アー

細井

在に至る︶があったんですよね︒

日本アーチェリー連盟が結成され︑現

アーチェリー協会︵1966年には全

松尾

の監督を務めたんですが︑そのときに

細井

弓連ですね︒

たときも︑日本選手団を送ったのは全

ランダのアメルスフォールトで行われ

松尾 第24回世界弓術選手権大会がオ

ますね︒

FITAに加盟したという経緯があり

松尾牧則
JVtATSUOJVLakinori

（弓道史・弓道論・射術・弓具・故実・指導法）。著
書に『もっとうまくなる！弓道』（ナツメ社）、『日本

日本武術の真髄、

〟合気〝への確かなる遺構！
無理な力を使わずに相手を制する合気の神
秘に迫る本書では、不世出の達人と称され

る大東流合気柔術・佐川幸義宗範の薫陶

督。そのほか、ドイツ、オーストリア、ハンガリーなど

で弓道セミナー講師を務める。「月刊武道」（日本
武道館）にて「弓道 その歴史と技法」連載中。

そうです︒私はその日本選手団

アーチェリーの試合に出ることは日本

ています︒しかし私は﹁和弓の選手が

対策五力年計画﹂ ですね︒結局︑東京

アーチェリーはアーチェリー︑和弓は

ろ道具も違うしルールも違う︒私とし

オリンピックでは︑参加国の不足によ

弓道の尊厳を損なうのではないですか︒

ては賛成できなかったんです︒でもせ

りアーチェリーの正式種目化は見送ら

と︑全弓連に申し上げたんです︒何し

めてひとりだけでも連れて行ってくれ

和弓でやったほうがいいと思います﹂

といわれたので︑宮田先生に参加して

れたんですが︒

リーではなく︑あくまでも和弓で出る

宮田

という計画を立てたわけですよ︒それ

いただくことにしたわけです︒

で弓具の研究をやったり︑後楽園で和

東京オリンピックにも全弓連が

主体となって︑和弓の選手で出場する

松尾

﹁オリンピック

◎塩坂洋一

部准教授（武道学科副学科長）。同大学弓道部監

つもりだった︒それが

を受けた両者が、実際の武技を示しながら
意見を交わしていく。求める一つの境地に
向かって、対照的な個性でそれぞれにアプ
ローチしてきた二人だからこそ、その化学
反応によって真理が明らかにされる。

武道学研究』（共著、島津善房）、『武道博書集成
第1〜8集』（共著、筑波大学武道文化研究会）な
ど、多数。大学1年次に全日本学生弓道選手権大会
で団体優勝、明治神宮奉納全国弓道大会で個人優
勝2臥弓道錬士六段。現在、国際武道大学体育学

ShIOSakaYoul⊂hE

1959年生まれ。1977年、松武館（早島正雄主宰）入門。1981年、

佐川道場入門。現在は、松武館伝大東流合気術を中核とした合気
之術を指導。合気之体作りを為す為に必要な練丹練功・錦身修法
等の技術を通した殺清一如、合気之術の実践的エッセンスを体系
化し、個人教伝している。指導・監修したDVD『合気之錬体法全
2巻』（弊社刊）がある。
Ya5UeKunl0

■塩坂洋一・保江邦夫共著 ■A5判（並製）
■276頁（予定）■予価：1．680円（本体1′600円＋税）
※購入方法：巻末の注文ハガ牛、郵便振替用紙をご利用下さい。また、
現金書留、電話注文（代引き手数料250円）で承っております。送料は1
枚500円、2枚以上700円です。全国の書店でお買い求めできま一九
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そうですね︒全弓連はアーチェ

◎保江邦夫

1951年生まれ。ノートルダム清心女子大学大学院人間複合科学
専攻教授。確率変分学の開拓者。
武の神人〝佐川幸義宗範より
直伝を受けた大東流合気柔術の真理を探究している。著書に『武
道vs物理学』（講談社）、『身体「崩し」の構造』（弊社刊）、DVDに「保
江教授の合気テクニカル全2巻」（弊社刊）など。

当時は全弓連とは別に︑日本

1962年、山口県生まれ。筑波大学大学院修士課程

修了。日本武道学会所属。専門分野は武道論、弓道

当時︑和弓・アーチェリーに拘

「愛の原理」（仮）

宮田

世界大会等へ正式に選手を派遣するに

年に改称したものです︒一方で全弓連

全弓連から和弓選手の参加を打診され

「体の術理」と

見送られるのですが︒

は︑すべて全弓連を通さなければいけ

も内部に洋弓部を作り︑1958年に

今声を使うための

1947年に結成された日本洋

なかったんです︒

佐川幸義宗範の教えを受けた
二人の書簡問答

入場する日本選手団。向かって左端、細井氏。左から二
人目に団長の渡辺男二郎氏。その後方に続くのが宮田氏。

自腹でと言われたんですよ︒アーチェ

からの派遣選手なのに︑費用はすべて

ることになったのですが︑私は全弓連

した︒それで私が世界選手権に出場す

宮田

ルを作って行われたんですか︒

松尾 その大会のルールは︑混合ルー

ろいろな研究をしました︒また︑当時︑

と思うようになったし︑そのためにい

和弓でやれるところまでやってみたい

としましてね

主義者ではないけれど︑これにはむっ

を言われたからです︒私は決して国粋

和弓なんて⁝⁝﹂

の方から﹁これからは洋弓の時代だ︒

たのは何かというと︑とある和弓関係

宮田

というようなこと

ら︑そういう形になってしまうと思う

がなく︑作る人も少なくなっているか

イバー製の弓でしょう︒古来の材料

ミニウム製のシャフトやグラスファ

だ和弓の道具も変わってきたね︒アル

たんです︒

手権に行ってみようということになっ

を感じて︑その研究のためにも世界選

ですからね︒道具を作っていく必要性

後の人に残すには道具がなければダメ

伝わらなくなってしまいます︒伝統を

リーの選手は全額出たんですけれどね︒

すでに弓師や矢師も少なくなっており︑

んですけれども︒和弓はアーチェリー

私を世界選手権にまで出場させ

当時は1ドルが360円の時代ですよ

と違って照準も付けないし︑決まった

︒
か

︵固定為替相場制︶︒そりゃないよと

弓を作る材料のハゼノキ等も少なく

弓とアーチェリーの混合大会をやった

︵笑︶︒このままではとても行けないと

なっていたことから︑このままでは和

距離で的に当てることだけに集中した

いや︑アーチェリーのルールで

いうことで︑寄付を募ってなんとか費

弓そのものがなくなってしまうという

ら︑それを伝えていかないといけませ

技術を伝統的に持っているわけですか

松尾

そのとおりだと患います︒

統文化ですからね︒

んよね︒武道としての弓道は日本の伝

私もその考えには賛成です︒た

用を捻出したんですが︑それでも10万

がなくなったら︑いくら弓道が好きで

危機感を募らせていたんです︒弓や矢

それに武士の時代から連綿と続いて

もできないじゃないですか︒
きた弓道の術も︑弓道が持つ倫理性も

細井

円は自腹になりましたね︒

いらしたんですよね︒そこへアーチェ

リーの大会に出場して欲しいと打診が

あった︒なぜ出場に踏み切ったのです

︵笑︶︒それ以来︑私は

・−⊥苫田先生は一貫して和弓を続けて

りしたんです︒

当時、全弓連がたてた「オリンピック対策五ケ年計画」の表。

人目）、和弓におけるトップとなった。

アーチェリーはとにかく的に当

アーチェリーではクリッカーが発明さ

ちばん大切な︑技術の根本なんですよ︒

る道具です︒この伸び合いは︑弓のい

でいうところの伸び合いを強制的に作

ピュラーとなったクリッカーは︑弓道

うなものを使っていました︒今ではポ

き絞るための金属片︶ の原型になるよ

のクリッカー︵矢を一定の長さまで引

がって知らせるという︑つまりは現在

張っていくとあるところでゴムが上

ムをつけていて︑矢を番えて弦を引っ

行ったときに︑ある選手が弓の先にゴ

きましたよね︒私たちが世界大会に

加える形で発展し︑的中率を上げてい

です︒それまでになかったものを付け

にどんどん道具を改良していったわけ

てればいいという考え方で︑そのため

細井

アーチェリーと弓道の違い

世界選手権参加の前年に行われた、和・洋弓合同の「第1回遠
的強化講習会」における成績表。宮田氏は4位だが（上から四

実際の試合の模様。右から六人目に宮田氏の姿がみえる。
現地でも宮田氏は大変注目されたようだ。
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参加した日本選手は7名。宮田氏以外はすべてアーチェリー選
手だが、日本の初参加としてはまずまずの成績を収めた。

加に向けて、弓はもちろん、プラスチックによる矢羽の使用について詳細な実
を独自に繰り返した苫田氏。それ臥単に試合に勝つためではなく、来るべき
時代に対して、「和弓の伝統をいかに遺し、伝え続けていけるか」への挑戦だった。

同大会を制したアメリカの
レイ・ロジャース選手。当
時、クリッカーがようやく浸

透しだした時期で、ロジャー
スはノークリッカーの最後
の王者となった。命中精度
を上げるための道具の開発

誌「弓道」。

んでいる。

れたことで全体的に点数が100点は

様々な工夫と挑戦

この時の世界大会に出場された

際のエピソードなどがありましたらお

松尾

聞かせください︒

このようにアーチェリーは道具で技

伸びましたね︒

まったくそれがなくて︑ただひたすら

術をカバーしていくけれど︑和弓は

のは団体の7位ですか︒個人でも︑シ

細井

飛びが得られ︑命中率が上がる︒とこ

から︑そこで発射をすれば一定した矢

ろが和弓でいう矢頃︵敏︶ ですね︒だ

チッと音が鳴り︑その昔が鳴ったとこ

て︑矢をあるところまで引っ張るとカ

松尾

成績だったと思いますよ︒

位︶︒団体7位というのは相当に良い

︵個人総合では末田実氏の24位が最高

がなくて落ちてしまいましたけれど

よ︒残念ながら日本人選手はスタミナ

2位ぐらいになった選手がいたんです

ングルラウンド90メートルの時点では

日本選手の成績で最も良かった

という違いがあるんです︒

修行︑練習を積み重ねて高みを目指す

ろが和弓の場合はクリッカーがないの

はもう少し時間がかかると思われてい

松尾

クリッカーができたことによっ

で︑それを自分の身体で感じ取りなが

そうですね︒上位に食い込むに
ら矢頃を体得していかなければならな

高く評価されたようです︒

た中での7位ですからね︒周囲からも

与えたからと考えられるのでしょうか︒

1それは︑和弓の伝統が良い影響を

そうです︒このような道具の違

いということですね︒

いが︑的中率の決定的な差につながる

細井

んです︒

以降︑インドア用として発達した道具

であり︑対して和弓は江戸期の通し矢

それは︑アーチェリーはアウトドア用

経ってから気づいたことがあります︒

宮田

技術には︑和弓の基本というものが全

細井

在り方があったということですね︒

技術なり精神︑考え方の中に︑和弓の

松尾

れて挑まれたそうですね︒

当たって︑和弓にさまざまな工夫をさ

宮田先生は︑大会に出場するに

もちろん日本のアーチェリーの

その頃の日本のアーチェリーの

だということです︒射術も同様です︒

松尾

部入っています︒

実はこの大会から10年くらい

たとえば堅帽子の諜というのは数を引
くための道具であって︑的中にはまこ

て︑そこにグラスファィバーを貼り付

宮田

とに不都合なものなんです︒しかも雨
が降ったら出来ないでしょう︒現在の

られるグラスファイバーは工業用しか

けたんです︒その頃の日本で手に入れ

まず和弓の表と裏の竹を剥がし

和弓は通し矢以後に堅帽子を主にして

チェリーと和弓は想定される使用状況

ないものでしたから︑やむを得ずアメ

なくて︑しかも何の反発力も有してい

発達してきたもの︒このようにアー
からしてまったく違うんですよ︒
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がアーチェリーの歴史を刻

世界大会参加の模様や、現状
に甘んじることなく、弓具と射
法の徹底的な研究が急務であ
ることを説いた、宮田氏の報
告書が掲載された全弓連機関

い

たんです︒

世界と戦おうと思っていたんですよね︒

松尾

松尾

にはあり

当時︑全弓連は本気で︑和弓で

接着剤はどうしたんですか︒
イトを調

は選手権に行く前からですか︒

わかりきっていましたよ︑自分

の成績を見たってね︒あの当時いわれ

宮田

28
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リカから材料を輸入して作りました︒
松尾

接着剤もいろいろ試して︑最終

やはりあの世界選手権での結果

弓とアーチェリーは異質なものである

なかった︒全弓連は︑そこで初めて和

弓で当たる人を連れて行ったのに及ば

がすべてですよね︒日本でいちばん和

細井

ことになります︒

譲渡して︑アーチェリーから手を引く

アーチェリー連盟にFITA加盟権を

しかし︑結局は1968年に全日本

宮田
三

宮田

はなにを

たのはなんだったの

した数々の工夫

細井
出場していたら︑おそらくあれだけ

やはり竹の弓︑竹

宮田

松尾
しょうね︒

成績を上げることはできなかったで

羽にはプラスチックを使いまし

けれどね︒その意味では私はスケープ

結果はわかりきったことでした

ことを悟ったんじゃないですか︒

ゴート的な役割を担った部分もあるの

宮田

宮田先生は︑現在ミヤタ総業株

はアーチェリーに転向した人もいます︒

で
す
︒

Lアーチェリーに対抗するために︑

松尾

松尾

変えた技術というのはあったのでしょ

式会社という和弓メーカーの代表取締

ラスチックでね︑最初に使うときは︑
それはまったくないですね︒

役でいらっしゃいますが︑会社を作ら

た︒ただ下敷きみたいな堅い材質のプ

世界選手権に出場されたのは宮

うか︒

松尾

田先生だけでしたが︑そのほかにも和

松尾

らっしゃつたということですか︒それ

宮田

装着されたんですよね︒どのようなメ

れたのは︑この世界選手権に出場ざれ

そして和弓に照準器＝サイトを

リットがあったんでしょうか︒

弓を持って世界と戦おうと考えていた

たことが関係しているんでしょうか︒

宮田先生ご自身がわかってい

宮田

方はいらっしゃったんですか︒

やはり狙いを一定にさせるとい

う点ではそれなりに役に立ったんじゃ

具を作らなければいけないからね︒そ

宮田

たのが︑とにかく30メートルで300

なかなか出ないですよ︒でもアーチェ

点を出せるか︑と︒和弓で300点は

グラスファィバーを和弓の材料
として使ったのは宮田先生がパイオニ

リーでは最低の点なんですから︒

− 〝アーチェリー用に作られたルー

その後の日本弓道に新たな方向性を見

まあ︑そうですね︒竹はどうし

出させた″︑そんな役割を果たしたの

宮田

けば形が崩れてしまいますし︑当然矢

が第24回世界弓術選手権大会への和弓

ルで行われた大会に︑あえて目的も使

も曲がります︒雨が降れば︑あんな大

出場の意義となったわけですね︒本日

用状況も違う和弓で挑戦したことで︑

きな羽ですから濡れてぺタンとなって

はお忙しい中︑貴重なお話をありがと

ね︒炎天下に和弓を1時間も置いてお

方向性がつかなくなってしまいます︒

うございました︒

■
の不利なところをカバーするためだっ

世界大会での工夫は︑そういった和弓

たって天候や気温に影響されますから

アですね︒

松尾

のために研究していたわけだから︒

後世のために新しく工夫した弓

宮田

大会途中ではずしてしまったとも︒一方で︑腰には和弓の弦巻︵予備の弦を入れる道具︶がみえる︒

手製のサイトを取り付けた弓で試合に臨む宮田氏︒サイトに関しては︑あまり際立った違いを見出せず︑

当時は何人かいましたよ︒中に

ないかと思いますよ︒

顔を切るんじゃないかと思いましたよ︒

宮田

れたんですか︒

アルミ製の矢に︑羽は何を使わ

しょ︐つ︒

矢もアルミシャフトを使ったで

れは劣化が早いんですよ︒

を使用することが多いようですが︑こ

的にエポキシ系接着剤に行き着いたん

醸成していった弓道論をかわす細井氏と宮田氏。

です︒日本の今の竹弓は尿素系接着剤

昔日を語りながら、それぞれが歩んできた中で

を伝えるために⁝⁝

時代への挑戦

の第24回世界弓術選手権大会に和弓をもって挑んだ宮田純治氏︒

在︑﹁グラスファイバー日本弓﹂という

には︑どんな意味があったのか？

終的には宮田氏一人が和弓で試合に臨

エントリーさせたかったようだが︑最

ー製の弓を中心に製作︑販売をされている︑
工房を改めて訪れてみた︒
宮田純治︑その他 取材・文◎野村暁彦

アメルスフォールトの屈辱

チェリーが和弓よりも優っているとい

という残念な成績に終わってしまった︒

の結果は男子個人129名中129位

24回アーチェリー世界選手権大会に︑
日本から7名の選手がエントリーし

う印象を受けるが︑この大会によって

むことになったという︒しかし︑試合

た︒彼らは何れも全日本弓道連盟に登

見えてきたのは︑単純な優劣ではなく︑

昭和42年︵1967︶︑オランダの

録された選手だったが︑このうち6名

和弓とアーチェリーの違いだったよう

アメルスフォールトで開催された第

はアーチェリーの選手︑そしてただ一

である︒

結果だけを見ると︑あたかもアー

トリーだった︒

人︑宮田純治氏だけは︑和弓でのエン

弓に弦を張って矢を番え︑引き絞っ

た弓の反発力によって弦で矢を押して

当時の全日本弓道連盟は︑昭和33年
︵1958︶ にはFITA︵国際アー

アーチェリーも同じである︒また︑弓

飛ばすという基本的な構造は︑和弓も

はもともと狩猟に用いられていた道

らず︑日本におけるアーチェリーも統

具が対人兵器として戦争に投入され

チェリー連盟︶ に加盟し︑和弓のみな

としては︑もっと多くの選手を和弓で

括する立場にあった︒全日本弓道連盟
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るようになり︑やがて主力兵器となっ

も︑それほど違いはない︒しかしなが

ていったとされている歴史的沿線に

ら︑環境の違いや考え方の違いによっ
になる︒

て︑弓具の素材や射法は異なったもの

日本の弓術は1600年代初頭から

主な活躍の場を戦場から競技の世界に

移していき︑アーチェリーもまた17世

紀にイギリス国王ヘンリー8世が催し

た御前試合が︑正式な競技化の始まり

とされている︒双方は︑ほぼ同時期に

あるが︑それぞれの競技の形態が︑後

武術から競技へと移行していったので

の日本弓道とアーチェリーに大きな影

響を与え︑似て非なるものへと進化し

ていくことになる︒

競技としてのアーチェリーは︑現在

と同様︑基本的には如何に正確に的中

てきた︒これに対して日本弓道の競技

させるかを競い合うものとして発達し

を南から北へ約121メートルの距離

化は︑京都の三十三間堂の︑西の軒下

を射通す﹁堂射﹂ に始まっている︒

日本弓道を決定づけた萱射

堂射は慶長‖年︵1606︶︑竹林

坊如成の門人であり︑松平下野守殿衆

の浅岡平兵衛直政が51筋の矢を通し︑

天下一であるという証拠を見せるた

めに額を上げたことに端を発すると言

われているが︑これを見た武士たちが

次々と挑戦して記録を塗り替え︑貞享

3年︵1686︶ に紀州藩士和佐大八
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同じく公開練習において︑現地のテレビ取材を受けながら弓を
射る宮田氏︒多くのカメラマンも宮田氏の射術へカメラを向ける︒

前日に現地で行われた練習にて、
アーチェリーに混じって和弓を射
る宮田氏。ここや、他の公開練
習時でも手製のサイトは弓からは
ずしている。アーチェリーに比べ
て一回り大きな和弓が壮観だ。

フィールドにおける公開練習にて。現在
のタイーバー（アーチェリーの矢を携え
製のバンドに矢を番えて大会に臨んだ。

る道具）など持っていない宮田氏は、手

世界大会出場に向けて、研究を重ねたジュラルミン矢と竹矢の
数々。中央の羽の小さいものが90メートル用のもの。上の方の
矢に取り付けられたプラ羽はフレッチャーという器具で宮田氏自ら
装着した手製のもの（左写真）。風の抵抗の具合、角度など詳細
に試行を重ねた（第三章参照）。

大会当時のアーチェリー。当時は写真のワンピー

スボウ（一体型）が主流であった。性能も現在ほ
どの精巧さには未だ至らないものの、命中精度に

特化した発展を続けていた。

イギリス伝統のロングボ

として、小雨でしかも短時間の降
雨は差し支えありませんが、国際
ルールによる競技会のように4日
間に捗る場合、雨量も多く、時間
的にも継続する事態も予測しなけ
ればならないと考えます。鹿皮製
ウとその矢。アーチェリー

では欠点として・・‥」といったよ
の原型となった弓の一つ

うに、いかに安定した射を維持し
だが、その伝統は・…。

うる弓具が理想か考察されてい

大東文化大学に入学後、脂の乗り
きった頃の宮田氏の稽古風景。大
学4年次に第24回世界弓術選手
権大会への出場が決まった。

♂
宮田氏が行った独自の弓具研究
をまとめた『遠的における和弓弓

濾的における射弓弓易

具研究の一端として』。世界大会
出場をにらんで、弓、矢、謀、弦、

僻肇㍑い㍉議として

狙い（サイト）の各項目で詳細に
実験結果と意見を述べている。例
えば謀の補として「雨天の影響と

しては、現在の媒（鹿皮製）で

・ ・ 一

は競技に絶対損のようです。理由

大な経費

る堂射は︑

たもので︑この時期に開発された弓具

は︑現在の弓具の礎となっている︒

いてしまうた

射によって発達した弓具を使って稽古

は存在し︑有事に備えていた︒主に堂

堂射が禁止されてからも各藩に弓組

衰退する伝統弓矢の現実

浅岡平兵衛か

く小藩がこ

間に︑堂射に

していたが︑その中で江戸の武士たち

が目標としたのは︑矢が飛ぶ速度︑冥

﹁日数矢﹂ ﹁千射﹂ ﹁百射﹂

どのルールが制定され︑弓具︑射法

ことだった︒これに対してアーチェ

通力︑正確な的中の三つを兼ね備える

を目的とする︒ここに技術的な︑大き

リーは︑ひたすら的中精度の向上のみ

とも徹底的に研究と開発が重ねられて

堂射はただ飛距離を伸ばせばよいと

いった︒

いうものではない︒約5メートルの高

それでも︑アーチェリーが現荏のよ

宮田氏の考えである︒

うに精巧な弓具を用いるようになる以

な違いがあるのではないかというのが︑
トル︑距離121メートルを射通すと

前は︑的前でも日本の弓具や射法の方

さの庇の下で弓を引くため︑仰角が取

いう非常に限定された条件をクリアす

れないのである︒つまり︑高さ5メー

ることのみを目的として︑心血を注い

が優れていたようで︑昭和12年に行わ

がアメリカに勝利している︒しかしイ

れた日米交歓試合では︑総合点で日本

ギリスでは︑簡素な丸木弓から鋼鉄製

の弓具であり︑射法なのである︒

宮田氏が所蔵する堂射用の弓を見せ

で研究開発されてきたのが︑この時代

ていただいたが︑並寸の7尺3寸より

はグラスファイバーやカーボンファイ

のスチール・ボウが開発され︑さらに

バーといった新素材による弓が開発さ

アメリカで行われるようになってから

て矢が上飛びせずに低い弾道で飛ぶよ

3寸短く詰めたもので︑このようにし

うに工夫されているという︒矢も戦闘

ウからリム

れ︑その構造も一体型のワンピースボ

も3寸短い7尺の弓だが︑握りの下を

用の頑丈なものから軽くてよく飛ぶも

や︑真ん中より後方に位置する﹁袖摺

の真ん中あたりが太くなった﹁麦粒型﹂

ト︵照準器︶やスタビライザー︵安定器︶

クダウンボウへと進化し︑さらにサイ

ルという2種類のパーツから成るテイ

︵弓の弾性部分︶とハンド

のへと変わり︑箆︵矢のシャフト部分︶

りの節﹂の部分が太くなった﹁竹林型﹂

命中精度を上げる工夫が為されてきた︒

を始めとする様々なパーツを装着して︑
また︑現在でも用いられている堅帽

昭和42年︑世界弓術選手権大会の後︑

などの矢が考案された︒
子の課も本来は堂射のために考案され
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宮田氏はこの大会に関する報告書の中

大会に出場した際︑宮田氏はイギリ
ませんから︑そういうことも知りたく

ない︒宮田氏の語るところでは︑特に

人しかいないという︒そこで︑優れた

竹矢を作る矢師は︑現在では全国に4

宮田氏はこう語る︒この当時︑ソサ

高品質の弓具を安定供給しようと考え

弓具を手本に︑新素材によって安価で

て行ったわけです﹂

エティーで用いられている弓はいずれ

スの伝統的な弓術であるロングボウを

も100年以上前に作られたもので︑

実践しているグランドナショナルアー
チェリーソサエティーのシニアコーチ

ファイバーの弓やアルミ合金の矢︑プ

ラスチックの矢羽などの導入を提案し︑

であるD・ゴールド氏を訪れている︒
﹁私がなぜイギリスへ行ったかという

で︑これからの時代は︑和弓もグラス

さらに特定の弓師に弟子入りするわけ

統的な弓がある︒日本にも弓道という

らの竹や木などの天然素材は︑確かに

人の熟練の技が必要とされる︒昔なが

日本の弓具もまた︑その製作には職

それをいかに使いこなすかというとこ

合︑弓具そのものの性能を進化させ︑

よって育てられる︒アーチェリーの場

弓道の良質な技は︑良質な弓具に

たのである︒

ることが出来ない状態だったという︒

でもなく︑独自に新素材の弓具の製作
に取り組み始める︒

ていくのかという︑その将来を見たい

て日本の弓道は︑高性能でありながら

ろで技術を磨いていくが︑これに対し

伝統的な弓がある︒これらがどう残っ

るが︑同時に品質が不安定で︑これら

優れた弓具には欠かせない材料ではあ

次代を担う新しい弓具への挑戦

は︑伝統的なロングボウはほとんど消

と思って行ったのですが︑イギリスで

も制御が難しい弓具を使って心身を練

しかし︑同じ新素材を導入するにし

磨し︑﹁的中を求めつつも︑中ればよ

ても︑アーチェリーのように︑より高

のである︒しかしながら︑現在の日本

を使いこなすには長年の修業を要する

左右すると、宮田氏は考えている。

第1回遠的強化講習会の模様。宮田氏のほか、

何人かの和弓選手が世界を目指して技を競った。

現在のミヤタ総業（株）の前身として、

共同経営者と頭文字を合わせた

現地のテレビ放送で紹介された宮田氏の映像。
オランダの放送局を通じて欧州の広範囲で放映
されたという。こうした場で伝統の技術に集まる
注目度は、どこも変わらない。
イバー弓の広告（「弓道」昭和47年9
月号）。
「MY弓具」の名で載せた、グラスファ

道が育まれていく︒

■

辺の拡がりの中から︑新時代の日本弓

る新しい弓矢を使用している︒この底

でいるが︑そのほとんどは新素材によ

現在︑多くの学生運が弓道に親しん

信したようだ︒

の進化の方向性なのだと︑宮田氏は確

新素材の弓具の使用は︑日本弓道なり

りなく伝統的な弓具に近い品質を持つ

くの人々に知ってもらうためにも︑限

の弓術を︑老若男女を問わず︑より多

この東洋的な思想を根底に持つ日本

い武道であると言えるだろう︒

それだけに︑ある意味最も自分に厳し

身に跳ね返ってくる絶対評価である︒

の相対評価ではなく︑全ての結果が自

相手がいないため︑その評価は相手と

特に弓道の場合︑武道でありながら

独特の価値観のもとに成り立っている︒

いというものではない﹂という︑一種

のかどうか分かりませんが︒だから日

りの見事な和弓。日本弓道における
新素材の弓具とは「いかに竹材のそ
れに近づけるか」という発展を日夜
続けている。その上で、 いかに安価
で、恒久的な性能を維持し続けるこ
とができるがが、今後の弓道界をも

は必ずしも優れた職人が育つ環境では

えかかっていました︒今も残っている
本だって︑その轍を踏まないとも限り

宮田氏が手本としているという、漆塗

埼玉県入間郡毛呂山町書貢702−1TELO492−95−4050

〒350−0445
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すでに職人がいないため新たな弓を作

無い精密な器具だった。

と︑イギリスにはロングボウという伝

木を合わせた合板製の日本の弓は、海外には

の主な眼目は日本弓道の存続と普及な

手にしている弓は前頁のロングボウと思われる
（資料提供／細井英彦）。戦前においては、竹と

性能の弓を作ることが目的でなく︑そ

のだという︒

我が国のアーチェリー黎明期にその普及を推進
した小沼英治氏（向かって左から三人目）と菅
重義氏（手前、弓を引いている人物）。菅氏の

◎ミヤタ総業株式会社

frpyumi＠maple．0Cn．neJP http：〟www2．0⊂n．nejp／〜frpyumi／

本物を求める入門者、稽古着、研究者のための専門誌
下記以外に若干数在庫がございます。数に限りがありますので、
ご注文の際には在庫をご確認の上、お申し込み下さい。

3月号心身の可能性を拡げ、コントロールし尽くす■

5月号筋電測定でわかる、武術の驚異のメカニズム

6月青桐四千年の人間探求その叡軌こ学ぶ人体活性

秘伝的ヨーガのススメ

達人を測定する！

中国式強健功法の秘訣

「中達也師範に聞く、
鉄騎が示す型の真実」
「新連載開始 塩坂洋
一×保江邦夫『合気

2011年

「インドネシア武術 チ
ンクリックグリン派シ
ラット 登場」「避玉

老（伝統）蛙

晰拳の近接攻防」「知
定価990円

られざる武道家 種木
敏文と香取神刀流」他

突ぎ の極み

定価990円

「イスラエル伝統格闘
術KAPAPJ「古式腱

「第10回渋谷区民太
極県大会」「新ボディ
やNF

惣冨誤汗

武道家必見l

れた

とは何かけ」

他

貫通力 で倒す！

「対談平直行×成瀬
雅春」「構造動作トレー
ニング」「無想剣の探

水メソッド入門最終

求に心憑かれた修行者
たち」「アレクサンダー
・テクニークの活用」

恐冨荒野

「システマ セミナー

リポート」「双水執流
光尊会創立60周年」

「張紹成 京劇・武術
定価990円

（本体943円）

「戦うことができる太
極拳の理合」「ロシア
ン武術システマ

2012年

京＆トロント
ミ

（本体943円）

五嶋龍インタビュー」

4月号幻の流派の復興と再生

概の目で行こう！

古流武術・再発見！
「シリーズ宗遺臣とい

ズ

う流儀」「中国伝統
シュアイジャオ の

脱力 とは何か？

活かされる

古式腱

「システマ・セミナー
レポート 近接戦闘

会」「新たなフィジカル
集中シリーズ 剣術左
http://babjapan.tp.shopserve.jp/SHOP/KOR2012-11.html
ミット2011」「カポ
プログラムTURUGlJ
足構えと歩み足の有
エイラ・ヘジォナウ
こちらからご購入いただけます。
「無住心会 近藤孝洋
効性」「ギリシャ風流

懲悪冨労厨 も妄」 福￣▼叩叫

￣

7月号高槻夫開発全身くまなく解引まく7完全緋メソッド

ゆる

とは何か？

会津義元流居合術」

定価990円
（本体943円）

「少林寺拳法 京都別

「中島章夫武術の稽古

院
の追憶」「成瀬雅
春対談シリーズ 成

素材」「新連載作家・
多田容子武術に学ぶ

瀬雅春×武田邦彦（科
学者）」「八極宗家・
呉氏秘伝 利敵不穀
の八回頭棍」「開祖の

会話術」「大東流無偉
塾・飯田宏雄 触れ
即合気への只管聞手」
「新正体法の基本」「心
体育道 護身として

詰沌

の

表の捌き

慧豊苦 痛き下露

OHP・スマートフォンで・・・Whttp：／／babjapan．tp．shopserve．jp／
○お手軽なお電話で…‥

凰

・…TEL．03−3469−0135

OFAXで

○本誌の専用注文ハガキ、郵便振替用紙にて

定価990円

の秘訣」「第二回 撃

剣大会」「『七帝柔道
記』番外編 増田俊
也×竜澤宏昌 特別

道場 2012年初抜き
レポート」他

禁慧厨 面談」砲■▼￣【‥

（本体943円）

寝技 という完全決着。

「増田俊也 七帝柔道

恐欝君

「秘伝生命栄養学」他

8月号「高専柔道」で頂点に凱た、もう一つの日本武道

横顔 坪井香譲師範」

タ

「倉部誠 原理で学ぶ
合気術」「日本泳法
向井流水法の修練」

武威の顕現」「身体サ
の斡持」「ハル・シャー

ン

現代日本護身超入門

「菅田流剣術の小太刀
操法」「ボクシングに

この１１月号をご購入になりたい場合は、
島の秘太刀に伝わる
真実」「心形刀流風心
引き の威力」「短期

節十∵驚密書十 プと伝説の柔道家た

イ

5月号ボディワークで武術の脱力を解く 6月号今、起剖酌危機とは？観しか導き出せない回答とはり

「成瀬雅春対談シリー
ソワ・デュポワ」「鹿

＆

盟雪雲崇・メソッド」他

他

3月号部分に囚われるなかれ！全体を同時に観よ一

ゲスト：フラン

ナー

東
Wセ

ビュー」「八卦掌精華」
「八王子に遮るもう一
つの天然理心流捧術」
「フェルデンクライス

「ヴァイオリニスト

・易学の集大成」他
定価990円

合気探求最前線！

「欧州日本武術事情
オランダ柔術編」「新
垣清尾 沖縄空手セ
ミナー」「短期集中シ
リーズ 剣術左足構
えと歩み足の有効性
疋田伝新陰流」

一第1回トランペッ

ヨガのススメ」「秘伝
生命栄養学」他
2月号 今、合気はここまで分かっている■

型に秘められた実戦柔道

ト奏者の野口体操」

「バランスチェック・

ス」他

12月号 嘉納治五郎が夢見た 完全なる武道体系

「新シリーズ 表現の
達人の 身体メソッ
ド

「レポート欧州日本武
術事情」「武田惣角の

チヤクの技」「八光流
柔術 心的作用 の謎
に迫る最終回」「武術
とフェルデンクライ

起承転結 の呼

妄言畠姦義京姦r高

自主鍛錬 で強くなる！

回」「 仕留める ヌン

吸法」「第49回全日

既望労厨

日月号 内臥浸透させる秘密は接近打猷あった・

10月号 連人を作ってきた「一人稽古」の秘密とは？

空自の修業時代 」「流

引き『平成の奥義書』
作成の試み」「岩間紳
合気修練会」「八光流
柔術山崎見峰」「真北
斐図太極拳に秘めら

ヨーガを結ぶ心身一元
論」「JPバランス療法」

ワーク

9月号 武道に子供用も大人用もない。

武道教育とは何か？

高岡秀夫の護身学

×友永淳子〜整体と

ジション」他

（本体943円）

8月号日常のあらゆる危機から身を護る術はここにある■

「柳沢流護身術短棒術
指南」「対談金井省蒼

て」「合気探求書簡問
答」「武術極意の深あ
〜い話」「八光流柔術
心的作用に迫る」「藤
本靖動きのホームポ

タビュー」他
定価990円

（本体943円）

7月号人が備えた、副、かつ最高の武技

天然理心流棍法を訪ね

祥 山西派手派形意
拳」「沖縄小林流空手
横山和正」「養神舘
合気道 塩田泰久イン

探求書簡問答』」「根
本一己

「緊急特集危機に活き
る武道と身体」「幻の

9月号手にとってみてこそわかる、刀の魅力

10月号だから人間は、強くなれるl

日本刀を持とう！

呼吸気生命力

「巨星、逝く清志強老

「少林寺拳法庄法・整
法の実技」「八光流柔
術最古参！寺澤交山」
「松田隆智 八極拳奥

師が示した太極拳原点

回帰の道」「新連載開
始！平直行の現代武
陵桃源記」「富田高久
（肥田式強健術）×長
沼啓憲（秘伝生命栄養

義・六大開拳の謎」「シ
ステマ・セミナー ブレ
ンダン・ゼットラー」「平

学十腸脳力）特別対談」

直行の現代武陵桃源

「伝統岩間流第5回合

裏の

既望慧甥 義盛哀武美義▼砲

記」「合気之練体の階

既望禦ヲ 廃j蔵妄享妄執他

クレジットカード、銀行振込、郵便振替、現金書留、そしてHPではコンビニ決済もご利用いただけます（先

払い）。代引きの場合のみ、送料、手数料がかかります。また、弊社の商品はすべて全国の書店でもお取り

FAXO3−3469−0162

寄せいただけます。
（株）BABジャパン

〒151−0073東京都渋谷区笹塚1−30−11中村ビル

−だ

−

刊
胃

1

この記事は「月刊
秘伝」（ＢＡＢ
ジャパン）さんの
ご好意により、許
諾をいただいたう
えで、「アーチェ
リーどっとコム」
が提供していま
す。記事の無断で
の転載はお断りし
ます。ご了承くだ
さい。

◆前回の弓道特集に続き、今号の特集でも取材させて頂いた啓進会の皆様。何と中学時代から「秘伝」を愛読
していただいているとのこと。何たる
ヒデニスト （←私が勝手に称しています、ご容赦下さい）。前回の弓
道特集で自分の姿が誌面に掲載されているのを目にした時は、もの凄く興奮されたとのことでした。私も自分
が憧れの雑誌に掲載されるところを想像してみたところ……堪りません。憧れのあの人もあの技もあの世界も、
確かに自分と同じこの世界に在ることを、啓進会の皆様から教えて頂きました。
（小）
◆最近アマチュアボクシングが気になり、ルールを眺めて気付いたのは、面白いくらいに徒手武術と正反対と
なる文言。「ナックルパート以外の攻撃は無効」く→「裏拳、拳槌、掌底、貴幸」、「頭や肩、前腕、肘を突き当
てたり、蹴ると反則」←「頭突き、体当たり、腕刀、猿轡、蹴り技」、「ロープを利用して加撃すると反則」く→「場
の状況を利用する」等。とはいえ、一流ボクサーには文句の付けようがない 強さ の説得力を感じます。（森）
◆毎年恒例の奥多摩潮へ自転革の旅。だいたい片道60kmで、今年のタイムは3時間30分。前回より30分
の短縮でした（そして、大自然の中で食べるソバとみそおでんは格別！）。今年に入ってから、ペグリングの
技術の向上を実感していただけに、まだまだノビシロが感じられます。自分の体に希望が持てる、ということ
は他に代え難い喜びがある。武道実践者、治療家の皆さんにも首肯してもらえる共通感覚でしょう。 （暁）
◆古流剣術というと、どこか「形だけはかろうじて残っている」というイメージをお持ちの方は少なくない事
だろう。しかし、その本質的な動きとて、確かに現代に生き続けている。それは数は多くないが、今回取材さ
せていただいた春風館、加藤先生のように間近で見せられると、本当にドキッとする。もう二度と見る事はで
きなかろうサムライの動き。それがこうだったんだろうなと思えるものが、まだまだ見られるのだから、この
世も捨てたもんじゃない。一方でもうこれは「革命」なんじゃなかろうかというほど革新的な啓進会。こちら
も結局真撃にかつての武術の動きを追究しているグループ。両極のようで、同じなのだ。
（原）
◆以前、ある抜刀道の会を取材させていただいた際、見事の手練で巻藁を両断してみせる、ある技を見せてい
ただき、「是非、誌面にて御紹介させてください！」とやや興奮気味に申し入れたところ、その技は外連に過
ぎないので紹介できない、と断られたことがありました。その後、改めて据え物斬りがいかに誤解を受けやす
いか等、とうとうと諭される文章をいただき、自分などには計り知れない想いの重さを感じさせられました。
しかし、素晴らしい技を誌面で御紹介できない口惜しさ。その技術がいかに修練の積み重ねで成り立つものな
のか、そこに到達し得た想いを共にお伝えできるような力量を今後も研磨していきたいと思います。 （有）

「秘伝編集部員を募集いたします！！」

「秘伝」は全国の書店でもお求めできますが売り切れ等で手に入らない場合がございます。

お客様には確実に購入できますよう定期購読をオススメいたします。

★1年間定期購読料（12冊）11，880円（送料サービス）
お申込み希望の方は巻末の郵便振込用紙、または定期申込み専用ハガキをご利用の上でお
申込み下さい。申込み時に〇年○月号からの希望と購読開始号を必ず明記して下さい。

