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無外眞傳無外流居合兵道 20 型 
 
五 用 Go you   
1. 真 Shin 
 
敵は正面に座り、斬って来ようとする  
鯉口、柄に手を掛け、逆袈裟で抜き打ち 右上腕（あるいは上段に
振りかぶった敵の右脇下）から首左の付け根まで斬り上げる 右足
をたたみ、左足を出して右からの袈裟に斬る  
斬り終わりの切っ先、わずかに下がる  
 
正面に対し正座  
逆袈裟の角度 45 度 切っ先を敵の左目につける 振りかぶる刀の切っ先はわずかに下が
る 二の太刀の袈裟斬りは敵の左襟元あるいは左頸動脈の角度から水月まで斬る   
ここまで一連の動き   斬り終わりの刀の柄頭は左足膝の内側 体型は前屈みにならず背
筋は真っ直ぐ 切っ先の高さを変えずに上体を真っ直ぐに正対す  
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に 左足より元の位置へ戻る  
 
● 背筋は終始 真っ直ぐであること 
● 坐業は斬り終わりの切っ先は僅かに下がる 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、右手は柄頭に送らず、柄におく 
● 演武坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い 立ち業に移る時は左手は離す 
● 敵を追う動作、歩幅はその場の状況判断で この 真 は他に 3通り変形がある  



五 用 Go you   
2. 連 Ren 
 
敵二人は正面にひとり、後方にひとり座っている  
正面の敵に対し刀を受け流し気味に抜いて素早く敵の眉間から人
中に真っ向斬りし、後ろから迫ってくる敵を察知し、振り向くと同
時に中腰で真っ向斬り、右膝を着き斬り終わる 
 
正面に対し真後ろを向き正座  
初太刀の右拳が胸の高さ 敵の眉間から人中に打ち込む 
二の太刀、後方からの敵との間合いを読み、半立ちし、中腰で左右足を踏み替え、振り向
きざま斬り右膝を着く ここまで一連の動き  刀の動きを止めないこと  
振りかぶりは刀を担いだり、切っ先を下げたりしない 
二の太刀は敵に向かって攻め込み、大きく斬りながら膝を着く  
斬り終わりは切っ先わずかに下がる 
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀  
左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納める  あるいは納刀し、
前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かかと）に置く 右手を柄か
ら離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま   尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 坐業は斬り終わりの切っ先は僅かに下がる 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、柄頭に送らず、柄におく 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 
● 背後の敵が左背後か、ま背後か、右背後かによって後ろを振り向く足さばきが異なる 
● 無外流の真っ向斬りは脳天を撃つのではなく 額眉間から人中までを斬る 



 
五 用 Go you 
3. 左 Sa 
 
敵は左に座っている 刀を抜いて真っ向から斬ろうとする敵を左
足を出して、横一文字の抜打ちで斬り、敵の動きを封じ、左足をた
たんで右足を出して真っ向斬り  
 
正面に対し右を向き正座  
左を向き、膝、爪先立ち僅かに鞘走る  鯉口を切ったら右足膝を軸として左足の親指を
固定し体を開き、左に回転しながら鞘引き、左足を出して敵の右上腕（あるいは右脇下）
を横一文字に斬る または敵の動作を封じる  二の太刀の真っ向斬りまで刀の動きを止
めないこと    
ここまで一連の動き 
斬り終わりは切っ先わずかに下がる  
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 坐業は斬り終わりの切っ先は僅かに下がる 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、柄頭に送らず、柄におく 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 
● 無外流の真っ向斬りは脳天を撃つのではなく 額眉間から人中までを斬る 
● 無外流の真っ向斬りは脳天を撃つのではなく 額眉間から人中までを斬る 
 



五 用 Go you 
4. 右 Yu  
 
敵は右に座っている。刀を抜いて真っ向から斬ろうとする敵を右足
を出して逆袈裟の抜打ちで右上腕（あるいは上段に振りかぶった敵
の右脇下）から左首の付け根まで斬り、あるいは敵の動きを封じ、
右足をたたみ、左足を出して真っ向から斬る  
 
正面に対し左を向き正座  
右を向き、膝、爪先立ち、僅かに鞘走る  鯉口を切ったら左足膝を軸として右足親指を
固定して体を開き、右に回転しながら鞘引き、右足を踏み出して敵の右上腕（あるいは右
脇下）から首の付け根まで逆袈裟に斬る または敵の動作を封じる  二の太刀の真っ向
斬りまで刀の動きを止めないこと ここまで一連の動き 
逆袈裟の角度は 45 度 二の太刀の真っ向斬りの斬り終わりは切っ先わずかに下がる  
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 無外流の真っ向斬りは脳天を撃つのではなく 額眉間から人中までを斬る 
● 坐業は斬り終わりの切っ先は僅かに下がる 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、柄頭に送らず、柄におく 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 
 
 



五 用 Go you 
5. 捨 Shya 
 
敵は正面に座り、右脚を出して斬って来る  
左足を出して横一文字抜打ち、敵を斬ると同時に動きを止める 右
足を引いて体制を立て直そうとする敵に、左足をたたみ右足を出し、
敵の引き残った右足の膝下、あるいは右腿（もも）を左袈裟で鋭く
裂き斬る  
斬り終わりの切っ先、床よりわずかに上  
 
二の太刀で斬る振りかぶりは刀を左肩に素早く背負うように 
敵の左膝下か、腿（もも）を低く素早く斬る 
二の太刀の左袈裟斬りまで刀の動きを止めないこと  ここまで一連の動き 
斬り終わりの切っ先の位置に注意  目線に注意 
切っ先の高さを変えず、上体を真っ直ぐに起こしながら刀は右足の右側に引寄せる 
左手は鞘、帯に 
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に  左足より元の位置へ戻る  
 
● 引く足の膝下を斬る為に身体を低く、左肩に背おうように振りかぶり、腕を伸ばし左手 
  首を返すように叩く  肘（ひじ）を下げない、伸ばす 
● 横一文字の後の脚をたたみ左袈裟までの動きの速度は一拍で斬り下げる 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、柄頭に送らず、柄におく 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 
 



無外眞傳無外流居合兵道 20型 
 
五 応 Go ou 
1. 胸尽し Munatsukushi  
 
敵は正面にいて、真っ向から斬ってくるのに対し、体を残し、右足
を真っ直ぐ後ろに引いて体を捌き、敵の刃をかわし、抜刀して敵の
水月上を突く 突いた刀を抜き、真っ向斬り  
 
重心を左足に 右足をそのまま真後ろに引いて体を捌く（さばく）  
この時、右足土踏まずは正中線上にある 右足に重心を移動しながら、鯉口は左手人差し
指で刀の棟に触れ、刀を抜き切っ先近くの刀の棟は左手人差し指上に乗る  
刀は体をさばいてから抜くこと さばきながら抜かぬこと  
刃の角度は右斜め45度に上向く 右足親指をその場で真直ぐ前方に向け、体を左に開き、
右足膝から左足膝に体重移動しながら、正対  右親指の付け根を腰骨に付け、あるいは触
れ、間髪をいれず、柄の握りを変えず、刀の刃の角度左 45度で敵の水月上部を鋭く突き、
柄頭を正中股間に即、引き抜く  
抜いた切っ先は敵の水月の位置   
そのまま上段に振りかぶり、右足を出して真っ向斬り  
斬り終わりは刀の切っ先は下げない  臍正眼  ここまで一連の動き 
右足、下がって間合を取り横に開いて血振り 
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める  
目線は倒した敵に  
 
血振り 
右足を真っ直ぐ後ろに引いて、横に開いて血振り  
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、鍔（つば）がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り鯉口を締める   背後に下げた右脚を戻す 
残心の延長  敵と自身への想念を込める  
 
遠山の目付け  
右手を柄頭から離し、左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手を鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 初動、左足を半歩踏み出し、左手鯉口、右手を柄かけし、敵を誘う 
● 突きは正対して突く 敵に正対するまで突いてはならない  
● 右手親指付け根が右腰骨から 突き、切っ先僅かに上がる 突きは水月上部である 
● 抜きは正中に真っ直ぐ下に引き抜く 
● 無外流の真っ向斬りは脳天を撃つのではなく 額眉間から人中までを斬る 



五 応  Go ou 
2. 円要 Enyou 
 
歩いていると後ろに敵の殺気を察知し左足を右斜めに出し、身体を
捌き、素早く振り向いて右足を踏み替え、逆袈裟で抜打ち敵の右上
腕部を斬る 切先で敵を追い、左足を右足前に送り、間合いを詰め
右足から真っ向で斬る  
 
正面に対し真後ろを向きに立つ 右、左と歩む 
敵は後ろから真っ向か右袈裟かで斬って来ると想定  体を傾斜し、右斜め前方に左脚を
送り身体を捌き（さばき）敵の刃を躱（かわ）す  敵が斬り降ろした右上腕部に逆袈裟
で打突する 
逆袈裟の際、右足は その場で踏み替え前には出ず間合いを詰めることはしない  
左足を右足の真っ直ぐ前に送り、振りかぶり、真っ向斬りで斬る 
斬り終わり刀の切っ先は下げない 臍正眼   ここまで一連の動き  
右足、下がって間合を取り横に開いて血振り 
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める  
目線は倒した敵に   
 
血振り 
右足を真っ直ぐ後ろに引いて、横に開いて血振り  
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、鍔（つば）がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り鯉口を締める 
背後に下げた右脚を戻す 
残心の延長  敵と自身への想念を込める  
 
遠山の目付け  
右手を柄頭から離し、左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手を鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 逆袈裟は直線的に 鞘引きと鞘押しで右足軸で k回転するように抜き打つ 
● 無外流の真っ向斬りは、額眉間から人中までを斬ることをいう 
 
 
 
 
 
 



五 応 Go ou 
３. 両車 Ryouguruma   
  
敵二人は正面左右にいる 左の敵が刀を抜こうとする時に素早く
ふたりの敵の中央に入り、左の敵の眉間に柄頭を向け、鞘走る  
或いは抜刀のそぶり  
左の敵の動きを制し、そのまま抜刀して右足を出し右の敵のこめか
みから人中までを素早く斬る 瞬時に左の敵に対して右足を出し、
右袈裟で左肩口（あるいは左首付け根）を右からの袈裟斬り 右の
敵に再度向き直り、右足で真っ向で斬る  
  
右の敵を斬ったのち、左の敵の動きを察して、素早く斬る  
左の敵を袈裟で斬るときは切っ先が先行し攻め、右肩に刀を担ぎ右ひじを伸ばして右手で
叩くように袈裟で斬る この時、肘（ひじ）は下げないこと 
右手の敵に向かい、受け流し気味に振りかぶり間髪をいれず斬る  ここまで一連の動き  
斬り終わり刀は切っ先を下げないこと 臍正眼 
倒れている左右の敵を目線で追い、刀を正面に戻し、右足下がって間合を取り横に開いて
血振り 
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める  
目線は倒した敵に  
 
血振り 
右足を真っ直ぐ後ろに引いて、横に開いて血振り  
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、鍔（つば）がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り鯉口を締める 
背後に下げた右脚を戻す 
残心の延長  敵と自身への想念を込める  
 
遠山の目付け  
右手を柄頭から離し、左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手を鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 刀があたかも二輪のように左右に運ぶさま 動きを止めない 
● 無外流の真っ向斬りは、額眉間から人中までを斬ることをいう 
 
 
 
 



五応 Go ou 
4. 野送り No-okuri 
  
敵は正面から真っ向に斬って来る  
体を捌き、身入りし、敵の刀を受流す 
敵の左頚動脈に打ち込み、左足を後方へ真っ直ぐ引き斬り 
 
演武の最初の立ち位置を正面右 45度に 
身入りし、身体を捌いて受流す時、右足を前に踏み出し敵の身の内に入る  
引き斬り 敵の左頚動脈に食い込んだ刀身を引くよう操作する  
左足を引く時は真っ直ぐ後ろへ 右足の後ろへ廻り込まない  
斬り終わり切っ先は敵の心臓か、水月位置程度に留める  それほど近い 
これまで一連の動作  
倒れる敵を切っ先で追って、体と刀は正面に正対する 切っ先は下げない 
引斬りした分、腰高さは低い 
右足下げ。右に開いて血振り  
正面で終わる  
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める  
目線は倒した敵に  
 
血振り 
右足を真っ直ぐ後ろに引いて、横に開いて血振り  
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、鍔（つば）がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り鯉口を締める 
背後に下げた右脚を戻す 
残心の延長  敵と自身への想念を込める  
 
遠山の目付け  
右手を柄頭から離し、左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手を鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 初動、左足を半歩踏み出し、右手を柄かけし敵を誘う 
● 直線的に身入り  
● 受け流しは結果であり、身入りしながら受け流し気味に抜く要領である 
● 刀を振り回さない 刀身のどこを敵の首筋に打ち込むかは、身入りの深さで決まる 
● 引き斬り 左足をまっすぐ深く引く   
 
 
 



五応 Go ou 
5. 玉光 Gyokkou 
  
正面から斬って来る敵の真っ向斬りを下がってかわし、素早く抜刀
して真っ向斬り 
 
歩み、誘い、間合いを詰めて構え、敵が斬って来るのを待って下がるが、下がるとき左足
を大きく真っ直ぐに後ろに引く 
刀を身に引き寄せ抜くことで右籠手を守る 抜きは鍔が正中を通るように抜く 
刀をやや上方向に抜き上げ、右足は元の位置より一足ほど後ろに下げ、猫足となる   
右腕が右耳に触れた瞬間、柄を握り込んで刀を正中に位置させ、間髪をいれず右足を出し
真っ向で斬る 抜き、斬り終わるまで一連のの動作 
斬り終わりは切っ先は下げない 臍正眼 
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める  
目線は倒した敵に  
 
血振り 
右足を真っ直ぐ後ろに引いて、横に開いて血振り  
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、鍔（つば）がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り鯉口を締める 
背後に下げた右脚を戻す 
残心の延長  敵と自身への想念を込める  
 
遠山の目付け  
右手を柄頭から離し、左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手を鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 初動、左足を半歩踏み出し、右手を柄かけし敵を誘う 
● 刀を抜きあげる時、刃は左外に向け抜きあげること 自身を斬らぬように  
● 無外流の真っ向斬りは、額眉間から人中までを斬ることをいう 
● この業は、全剣連居合 12本目 抜き打ち である  
 
 
 
 
 
 
 



無外眞傳無外流居合兵道 20型 
 
五 箇 Go ka 
1. 水月 Suigetsu 
  
敵は正面に座り、斬りかかろうとする気配 右足を出して横一文字
で抜打ちに斬る 右足をたたみ左足を出し敵の水月を鋭く突く  
 
突く前の一文字の高さ位置は中段の高さで斬り、その切っ先の高さで構えをとる 敵をた
だ斬るのではなく、動きを封じる 斬り過ぎて切っ先が右に逃げないように  
切っ先で攻め中段に構え、しっかり鋭く素早く水月を突き、抜く  
刀の動きを止めないこと  突く刀の刃角度は 左 45° であること  
抜くときは刃の角度を戻しながら柄頭を正中股間下方に引く  
この時上体は真っ直ぐに  ここまで一連の動き 
抜いた切っ先は水月の位置  
切っ先を下げて、平行よりわずかに下がった位置に止める  
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 左手鯉口、右手を柄かけし敵を誘う 
● 突く前に中段に構えるが、その時の鍔の位置が水月 鍔の高さを変えず床に平行に突く 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、柄頭に送らず、柄におく 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 
 



五 箇 Go ka 
2. 陰中陽 Inchyuyo 
  
敵は正面に座り、真っ向から斬ってくる  
敵の刀を右に体を捌いて受流し、敵の左帯上腰に斬突する  
 
演武の最初の立ち位置を正面右 45度に坐す 
体を正中から外し、受け止めずに敵の刀を受流す 
この時右足を体と平行に踏み出し、左足も膝を右足と平行におき僅かに引き寄せ正中を外
す 正面に居る敵の腰（帯上）に刀を叩きつけ、左に体重移動 右膝を床に着け抜き斬る 
刀の動きを止めないこと  ここまで一連の動き 
右膝を床に着けることで刀は敵の腰から抜き離れる  
斬り終わり。切っ先はわずかに下がる  
切先の高さを変えず右膝と切先を正中に向ける 
正面で終わる  
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 左手鯉口、右手を柄かけ,僅かに鞘走り、敵を誘う 
● 正面に居る敵の腰（帯上）に刀を叩きつけ、左に体重移動するとき、左足を正面に送り 
  斬り付けてもよい 
● 切り終わりは正面を向く 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、柄頭に送らず、柄におく 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 
 



五 箇 Go ka 
3. 陽中陰 Yochyuin 
 
敵は正面に座り、真っ向から斬ってくる  
体を捌いて斬りかかる敵の右膝下を斬り裂く 後に転がる敵を左
足で追いかけ、半立ちから真っ向斬り下げ、右膝を着く  
 
敵に狙いをつけ鯉口を切り、誘う  的の動きに合わせ、わずかに鞘走り 
右つま先を左膝まで出し猫足で構える  
敵は真っ向で斬ってくる 目線は敵の肩、肘、手首（三見の目付け） 斬りつける敵の動
作を計り、左足膝を右かかと後ろまで引き、敵の踏み出してくる敵の右足膝下からくるぶ
しまでの間を左袈裟に斬り裂く  ここまで一連の動き 
左足は引く際には、体を回して後ろに下げないこと  上体の位置は全く変わらない 
体捌きのみで敵の正中を外す  
刀は真っ直ぐ直線的に抜き、左袈裟で打つように斬る 斬る高さに注意  
敵を切っ先で追いかけ、切っ先を頭上真上に素早くふり上げ真っ向で大きく叩き斬る  
振り上げた切っ先は体の上位にあり肩より後ろには行かない そのまま土壇に斬り下げる  
斬り終わり、切っ先わずかに下がる 
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 左手鯉口、右手を柄かけし敵を誘う 
● 振りかぶりの切っ先は頭上にある  振り下ろすように叩く 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、柄頭に送らず、柄におく 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 



五 箇 Go ka 
4. 響返し Hibikigaeshi  
  
敵は正面に座り、振りかぶり真っ向から斬ってくる  
対して、左足を前に出し、逆袈裟で敵の動きを制する  
あるいは振りかぶりで斬ってくる左手首を制する  
再び敵が上段に構える時に突きの構えになり、敵が斬りに来る瞬時
に顔面を突き、再び動きを制する  
間髪をいれず、敵に右足を踏み出して半立ちし、上段に振りかぶり
真っ向土壇斬り、左膝を着く  
 
正面に正坐する  
最初の逆袈裟は斬りではなく動きを制すること 
突く構えはしっかり体を右横に向け、左手は人差し指、親指を開き刀の棟を乗せる  
刀刃は唇の高さ位置  右手は鵜の首（うのくび）にならないように軽く握る 右肘を張
らないこと 構えは右足首を膝内に引き、突く時は右足を元に戻して敵の顔面を突く  
突きは右ひざで回転する  左手で鍔を左上へ飛ばすように刀を振りかぶる 真っ向斬り
は大きく飛び込み土壇斬ること 切っ先は肩より後ろにならないこと 切り終わり、切っ
先わずかに下がる  
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つ
ま先立ちの姿勢  右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に   左足より元の位置へ戻る  
 
● 左手鯉口、右手を柄かけし敵を誘う 
● 真っ向斬りは大きく飛び込み土壇斬ること 切っ先は頭上より下す 
● 坐業の蹲踞後の立ち上がりは、柄頭に送らず、柄におく 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 



五 箇 Go ka 
5. 破図味 Hazumi  
  
敵は正面に座り、斬って来ようとする 敵に狙いをつけ鯉口を切り、
わずかに鞘走り、右つま先を左膝まで出し猫足で構え 
構えから飛び上って敵の左目を狙い斬り、左、右と足を入れ替え、
床に着地し右膝を着く 敵が再び構える時、突きの構え（響返しと
同じ）になり、敵が斬りに来ようとする時に顔面を突く 後ろに飛
び、再び突く 再度突く構え 再び攻めて来る敵の前に飛びもう一
度突き、敵に右足を出して半立ちし、上段に振りかぶり真っ向土壇
斬り 左膝を着く  
 
飛び上って敵の左目を斬る時、切っ先が上がりすぎないこと  
間合いを取る下がりは右足から後ろに跳び、左足がそれに従う 飛ぶ（弾む）こと  
突く構えはしっかり左肩が前に向き、右足首を内に入れる 目線に注意 
突く時は右足首を元に戻して敵を鋭く突く 右ひざで回転  真っ向斬りは大きく飛び込
み土壇斬ること 切っ先は肩より後ろにならないこと 切り終わり、切っ先わずかに下が
る  
 
残心（ざんしん） 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続  敵と自身への想念を込める 目線を倒した敵に  
 
納刀・蹲踞（そんきょ） 
左手を鞘、帯から鞘の鯉口に送り、前に出ている膝を引いて膝立ちのまま納刀  
無外流は全て縦納刀 左親指で鍔を抑え、納刀は鍔（つば）が臍（へそ）前、正中に納め
る  あるいは納刀し、前にある足を後ろ足に引きつけ両膝（ひざ）つく 尻を踵（かか
と）に置く 右手を柄から離し、腿（もも）に置く  
蹲踞は、残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 坐業は血振りはない 
 
跪踞 （ききょ） 
立ち上がりの準備  
右手を柄に送り、鯉口を締め、両膝（ひざ）を揃え、膝まづき、つま先立ちの姿勢    
右手はそのまま 尻に踵を置かないこと 
 
立ち上がり 
右足を前に送り、左足つま先を膝のあった場所へ引き寄せ立ち上がり、前にある右足を 
左足に揃える  
 
遠山の目付け 
右手を柄から離し、そして左手を離し、相対した敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に  左足より元の位置へ戻る  
 
● 左手鯉口、右手を柄かけし敵を誘う 
● 響返し と 破図味 の構えを 鳥王の構え という 
● 坐業を続ける場合、左手は鯉口に置いたままで良い  立ち業に移る時は左手は離す 



無外眞傳無外流居合兵道 20型 
 
走り懸かり Hashirigakari 
1. 前腰 Maegoshi  
 
柄頭の方向へ刀を僅かに前に押し、鍔を控え切りし、緩む鯉口を左
手人差し指で下から押さえる  
右手は右腿位置で袴を引き上げ、左足を前に猫足で出し、 
構える  
正面からくる敵に小走りに走り、抜打ちで逆袈裟に斬る  
後ろに下がる敵を追い駆けて左足で振りかぶり、右足で真っ向斬り 
斬り終わり、臍（ひら）正眼に 
 
正面に対して左奥に位置し、 
走りながら間合いを計り、右足で刀を取り、左足で鞘を引き、右足で逆袈裟で斬る  
下がる敵を切っ先で追い、素早く上段に構えて左足、右足で真っ向に斬る  
ここまで一連のの動き 
振りかぶり切っ先はわずかに下がる  
斬り終わりは切っ先は下がらないこと 
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める 
目線は倒した敵に  
 
血振り 
その場で横に開いて血振り 下がらない  
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀   
左親指で鍔を抑え、納刀は鍔がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り、鯉口を締める  
残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 
後ろ足を戻す 
 
遠山の目付け  
右手を柄刀から離し、左手を離し、相対する敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 五用 真 の立ち業 
 
 



走り懸かり Hashirigakari 
2. 夢想返し Musougaeshi 
 
柄頭の方向へ刀を前に押し、鍔を控え切りし、緩む鯉口を人差し指で下
から押さえる  
右手は右腿位置で袴を引き上げ、左足を前に猫足で出し、 
構える  
前後から敵は攻めて来る 先ず前の敵に対し小走りに走って間合いを
つめて受け流し気味に抜きつけで敵の眉間から人中へ斬りつけ、 
後ろから迫ってくる敵を待って、敵が斬ろうとする瞬間を察知し、素早
く振り向いて正中を外し真っ向に斬る  
更に右足を真っ直ぐ後ろに引いて刀を左上段に構え威嚇  
左足を真っ直ぐ後ろに引いて、ゆっくりと相手の喉元に切っ先を向け、
静観 敵が倒れて、臍（ひら）青眼に下ろす   
 
正面に対し前に進み、背を向け構え、そのまま背後へ走る 
初太刀の右拳はで物打ちが敵の眉間から人中を斬っていること 切り過ぎない 
慌てずに左足を踏みかえ、振り向きざま右足を出して後ろ（正面）の敵を真っ向に斬る  
ここまで一連の動き 
振り向き振りかぶる時、刀を担いだり切っ先を下げたりしない  
真っ向斬りは大きく斬り、臍高さ水平まで斬ること  
左大上段は右足を大きく引き威嚇 上げた刀の角度は 45度  
左足を引き間合いを取り、切っ先を敵の喉（のど）元に  ゆっくりと臍（ひら）青眼に
降ろしていく  
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める 
目線は倒した敵に  
 
血振り 
その場で横に開いて血振り 下がらない  
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀   
左親指で鍔を抑え、納刀は鍔がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り、鯉口を締める  
残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 
後ろ足を戻す 
 
遠山の目付け  
右手を柄刀から離し、左手を離し、相対する敵と周り全体を心眼にて見渡す  
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 五用 連 の立ち業 



走り懸かり Hashirigakari 
3. 廻り懸かり Mawarigakari 
  
柄頭の方向へ刀を前に押し、鍔を控え切りし、緩む鯉口を人差し指
で下から押さえる  
右手は右腿位置で袴を引き上げ、左足を前に猫足で出し、 
構える  
前面に小走りに走る最中、左から敵が現れる  
瞬間、前への動きを右足で止め、左方向へ左足を出して横一文字抜
打ちで斬る 後ろに下がる敵を追い右足で振りかぶり、左足で真っ
向斬り 斬り終わり、臍（ひら）青眼に 
 
正面に対し左に進み、右方に体を向け構え、そのまま真っ直ぐに走る 
鯉口を切って前の敵を追いかける最中、右足を 90 度に出して走るのを止め、左の敵に対
し鞘走り、左足で真っ向斬るまでが一連の動き  
斬り終わりは切っ先は下がらないこと 
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める 
目線は倒した敵に  
 
血振り 
その場で横に開いて血振り 下がらない 
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀   
左親指で鍔を抑え、納刀は鍔がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り、鯉口を締める  
残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 
後ろ足を戻す 
 
遠山の目付け  
右手を柄刀から離し、左手を離し、相対する敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 右足で止める時、指先を敵に向けること 
● 五用 左 の立ち業 
 
 
 
 



走り懸かり Hashirigakari 
4. 右の敵 Migi~no-teki 
 
柄頭の方向へ刀を前に押し、鍔を控え切りし、人差し指で下から鍔
を押さえる  
右手は右腿位置で袴を引き上げる  
左足を猫足で前に出し、構える  
小走りに走る最中、右から敵が現れる  
瞬間、前への動きを左足で止め、右方向へ右足を出して逆袈裟で斬
る 後ろに下がる敵を追い左足で振りかぶり、右足で真っ向斬り  
斬り終わり、臍（ひら）青眼に 
 
正面に対し右に進み、左方に体を向け構え、そのまま真っ直ぐに走る 
鯉口を切って走る最中、左足を 90 度に出して走るのを止め、右の敵に対し鞘走り、逆袈
裟を右足で斬り、真っ向斬るまでが一連の動き  
斬り終わりは切っ先は下がらないこと 
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める 
目線は倒した敵に  
 
血振り 
その場で横に開いて血振り  下がらない 
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀   
左親指で鍔を抑え、納刀は鍔がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り、鯉口を締める  
残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 
後ろ足を戻す 
 
遠山の目付け  
右手を柄刀から離し、左手を離し、相対する敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手は鯉口に 
左足より元の位置へ戻る  
 
● 左足で止める時、指先を敵に向けること 
● 五用 右 の立ち業 
 
 
 
 



走り懸かり Hashirigakari 
5. 四方 Shihou  
 
柄頭の方向へ刀を前に押し、鍔を控え切りし、人差し指で下から鍔
を押さえる  
右手は右腿位置で袴を引き上げる 左足を猫足で前に出し、構える  
前後左右から攻めて来る 4 人の敵 小走りに走って正面の敵のこ
めかみから人中までを抜打ちで斬る 後ろから追い走って来る敵
の動きを察知し、振り向いて右足、右袈裟で肩口から水月まで斬り、
すぐに右からの敵を素早く右足、逆袈裟で斬り、後ろの敵の動きを
察知し、振り向いて右足で真っ向から斬る 斬り終わり、臍（ひら）
青眼に 
 
正面に対し左斜め後方へ進み、そのまま真っ直ぐに走る 初発刀位置は中央（左足） 
左足を支点に演武する 
敵の動きを察知し、相手の正中を外して素早く斬るという事が大事  
最短で最速の太刀捌き  無駄な動きをしない  
初太刀目、切り終わり切っ先はあご下正中であること。 
二太刀目、右足を出し袈裟、切っ先は常に前 肩に背負うよう動き、ひじを下げずに叩き
つけるように斬る 斬り終わり終りは水月に切っ先  
三太刀目、二太刀目から間を置かず、即に右に反応し逆袈裟 刀の柄頭を相手にぶつける
ように切っ先を回さず遅れず直線的に運ぶ 斬り終わりは切っ先が上に飛ばないこと。 
４太刀目、振り向きざま真っ向斬り 身体が先に動き相手をとらえ、切っ先を下げず  
担がず、大きく斬る  
ここまで一連の動き  
斬り終わりは切っ先は下がらないこと 
 
残心 
動作を終えたあとの緊張、余韻を持続 敵と自身への想念を込める 
目線は倒した敵に  
 
血振り 
その場で横に開いて血振り 下がらない  
同時に左手を鞘、帯へ 
 
納刀 
無外流は全て縦納刀   
左親指で鍔を抑え、納刀は鍔がへそ前、正中に納める  
右手を柄頭に送り、鯉口を締める  
残心の延長で行う 敵と自身への想念を込める 
後ろ足を戻す 
 
遠山の目付け  
右手を柄刀から離し、左手を離し、相対する敵と周り全体を心眼にて見渡す  
 
左手は鯉口に   左足より元の位置へ戻る  



演武 稽古の要点 
● 刀礼、終礼は無外流礼式  
● 柄の握りは 辰の口  
● 鯉口は隠し切り  
● 抜き付けの刃筋を正しく  
● 十分な鞘引き、正中に刀を真っ直ぐに押し出し、正中で敵の狙い斬る高さで握り込む  
  鍔が正中を走る剣操作 
● 抜き始めたら動きを止めない  
● 抜きの際に左手人差し指を刀の刃ばきに当て僅かに押し上げ、刃を浮かせるように抜く 
● 上に抜きあげる際には、刀の刃は左外に向けること 
● 求めるのは正確さとスピード 
● 身体の捌き 敵への身入り 転身 回転 
● 体軸を常に意識  
● 切っ先への意識  
● 対敵動作を常に意識  
● 斬り終り斬りは膝を尚益す 必須の動作 
● 横一文字斬りは、しっかり腕を前に伸ばし、刀身を押し出し、斬る位置で、柄頭を敵に 
  打突させるよう正中線上で握り込む 
● 真っ向斬り 斬る位置を正確に 正中に 
● 逆袈裟は、しっかり腕を前に伸ばし、柄頭を敵に打突させるよう刀身を床 
   に平行に押し出し、斬る位置で正中線上で親指を下に向けながら握り込む 
● 振りかぶりの真っ向斬り、袈裟斬りは、しっかり腕を前に伸ばし、柄頭を 
   敵に打突させるように前に出し、斬る位置で左手首が返り右足が同時に出 
   て大きく斬る  
● 振りかぶりは、一太刀めが肩より下のときは切っ先上がり。肩より上のと 
   きは切っ先下がりに構える  
● 無外流の真っ向斬りは脳天を撃つのではない 額眉間から人中までを斬ることをいう 
● 更に、無外流真っ向斬りは、顔面左の耳上から左首の付け根まで左側面を上段から僅か 
  に角度を付けた“ 縦袈裟 ”で斬ることも有効とする  
● 動きの目線の位置 三見の目付け、 
● 血振りは斬り裂き開くように 刃は床にほぼ平行、切っ先が僅かに下が 
   る（水走り） 
● 調息 腹式呼吸  丹田、体軸を意識  
● 残心 が大事 蹲踞が 大事 
● 無外流は縦納刀  
● 納刀も抜刀と同様、正中に真っ直ぐ納めるのが基本  
● 刀を鞘に入れるのではなく、鞘が刀を迎えに行くように収める 刀の柄を回したり 
   スイングする様に納めてはならない  
● 納刀時の左手 親指、人さし指、中指を鯉口を包み込むように鞘を握る  
● 無外流は大小を差し稽古すること  
● 立ち上がりは必ず右脚から 跪踞 は立ち上がりの準備 
● 大刀帯刀は前半（まえはん）に腰に差す 脇差はかんぬき状に差す 
● 無外流は脇差を帯びるため大刀の柄頭が正中にくるよう差す 
● 歩み足、すり足、送り足、常足（なみあし） 撞木足の矯正 
● 初礼、刀礼、終礼を正しく 
● 道着、袴の正しい着付け 
● 稽古中は私語は慎む  
● 無外流は坐禅の稽古を併修必須とする 間合いは茶礼で学ぶ 
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