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■ 当気功の特徴 (その二) ■ 

気功には、 流派にかかわらず「練功の三要素」という基本があります。しかし、 

当気功は練功に際して「調身」(姿勢=形)だけを重視し、 調息と調心は殆ど使

いません。その結果、 次のような練功が可能になりま 

す。意識をどこかに集中させる「調心」は、 特殊な例外を省いて使いません。

意識を使わないということは、 テレビを見たり、 音楽を聴いたりしながら、 練

功をすることも可能です。隣の人と話しをしながら練功もできます。ただし、 感

情が動かされないようなテレビ番組や音楽を選ぶ必要があります。 

■ 第二巻 双手抱球功 ■ 

【効能】 

この功法は五臓六腑の働きを強め、 慢性疾患に効果が期待できます。慢性胃炎、 

胃潰瘍、 十二指腸潰瘍、 下痢、 便秘に大変高い効果があります。また、 男

性の前立腺疾患、 婦人科疾患の生理不順、 生理痛、 卵巣機能不全に効果があ

ります。このほか肝臓、 腎臓の機能を盛んにして、 糖尿病、 腎臓病にもよい

経過をたどります。練功中にお腹がゴロゴロ鳴ったり、 もたれ気味の胃もすっ

きりしてきます。特に消化器系の疾患には、 その効果が実感できると思います。 

【穴位】 

双手抱球功で使われるツボは、 次の5 種類です。身体の正中線(中心線)上に走

る任脈(にんみゃく)の「天突穴」(1) 「だん中穴」(2) 「関元穴」(3)、 手の

平の「労宮穴」(4)、 それに手首の内側の「内関穴」(5)です。 



  
(1)天突穴(てんとつけつ) 

左右の鎖骨が交わる咽喉のくぼみにあります。呼吸器系のツボ。 

(2)膻中穴(だんちゅうけつ) 

乳首と乳首を結んだ正中線上にあります。動悸などのツボ。 

(3)関元穴(かんげんけつ) 

臍下3 寸(約9cm)。あるいは、 臍と恥骨を結んだ正中線上の、 臍から5 分の3 ほ

ど、下のところにあります。 

(4)労宮穴(ろうきゅうけつ) 

親指を外側にして手を軽く握ったときに、 中指の先端が触れる手の平の部分が

「労宮穴」です。仮性近視などのツボです。 

(5)内関穴(ないかんけつ) 

手首の内側の中心線上にあります。人差し指から薬指までの三指を使って位置

を確認します。手首にある深い皺の横紋に薬指の側面を揃えたとき、 人差し指

が当たるところです。胃けいれん後の痛み止めのツボです。 

 
内関穴 

《方法》 

【功法の構成】 



双手抱球功は、 次のように構成されています。 

「 (1)起勢⇒(2)立禅⇒(3)手指按動法⇒(4)立禅⇒(5)収功 」 

立禅功は、 「起勢⇒立禅⇒収功」で構成されていましたが、 双手抱球功はそ

の間に、 この功法独特の手指の動きである「手指按動法(しゅしあんどうほう)」

が加わります。これがこの功法の主要な部分です。 

(1)起勢 

自動車のエンジンをかけるときのスイッチのように、 これから内気を起動させ

る役割をしています。 

(2)立禅: ３分(体力のある人は 5 分) 

自然界の気(外気)と身体内の気(内気)を交流させ、 この功法による体内の気血

の循環促進を準備します。 

(3)手指按動法 

立禅の姿勢のまま始めます。下半身の姿勢はそのままで、 腕と手指のみを動か

します。手指按動法を行うことで、 上記で挙げられている効能が生まれてきま

す。 

(4)立禅(3 分) 

後半部の立禅は、 激しく動かしてきた気血を静める役割があります。 

(5)収功 

日常生活に戻るための方法です。 

【双手抱球功の手指按動法】 

 

〈1〉立禅3 分間    〈2〉      〈3〉   〈4〉陰の十字手〈5〉陽の十字手 

〈1〉 起勢に続き立禅 3 分間 手の形は常に「梯形」のままする。 

〈2〉 両手を下向きのまま、 左手を下に右手を上にして移動させる。 

〈3〉 さらに移動を続ける。 

〈4〉 手首の付け根部分で2～3cm ほど、離して交差させまる。 



これを「陰の十字手」と呼びます。ここで2～3 秒止める。 

〈5〉 両手を同時に回すし、 両手の平を上向きにする。 

これを「陽の十字手」と呼びます。ここでも2～3 秒止める。 

    

〈6〉     〈7〉   〈8〉停止の形 2 分間 

〈6〉 左手そのままで、 右手を回転させる。 

〈7〉 左手そのままで、 右手を下向きにする。 

〈8〉 両手の「労宮穴」を向かい合せる。右手の高さは「だん中穴」に、 左手

は右手より30ｃｍ下(へ ソ付近)に置く。両手の左右の位置は、 右手の中指が

左の「内関穴」の上にくるようにする。結果として、左手の中指も右の「内関

穴」の下にくることになる。 2 分停止。 

このとき、右手の親指と「膻中穴」との距離は2～3ｃｍ、 左手の小指とヘソと

の距離は5～6ｃｍ程度とする。 

※この姿勢〈8〉は、 慢性胃炎、 胃潰瘍など消化器系の疾患に効果があります。 

 

※ポイント1 : 「膻中穴」 

「膻中穴」は乳首と乳首を結んだ中心線上にあるので、 練功前に その部位を

確認しておき、 練功中に親指でさぐってその位置を決めます。位置が決まった

ら、 親指を身体から離します。 

 

※ポイント2 : 

両手の「労宮穴」を合わせ、 さらに中指の指紋の部分を左右の「内関穴」に正

確に合わせるためには、 両肘を前方に少し張り出すようにします。すると、 両

手が直線上に並び、 二つのツボが重なり合います。 

 

 



   
〈9〉 停止の形 2 分間 

〈9〉 次に、 正中線に沿って右手をゆっくりと「天突穴」へ引き上げ、 左手

を「関元穴」へ降ろす。このとき右腕は肩の高さとし、 かつ肩と平行にさせる。 

2 分停止。 

※この姿勢〈9〉は、 十二指腸潰瘍、 下痢、 便秘、 前立腺疾患、 婦人科疾

患の生理不順、 生理痛、 卵巣機能不全に効果があります。 

両手を正中線に沿って再び〈8〉の位置に戻し、 2 分停止させます。以上のよ

うに、 〈8〉と〈9〉を各２分停止を一セットとし、 合計3 回繰り返します。 

《手指按動法の時間》 

〈8〉 2 分⇒〈9〉 2 分⇒〈8〉 2 分⇒〈9〉 2 分⇒〈8〉 2 分⇒〈9〉 2 分 

合計=(〈8〉×2 分+〈9〉×2 分)×3 回=12 分となります。 

    
〈10〉     〈11〉      〈12〉    〈13〉 立禅 

〈10〉 3 回目の最後の〈9〉の形から、 〈8〉の形に戻してから、 両手を左右

に広げる。 

〈11〉 止まらずに、 さらにそのまま両手を左右に広げる。 

〈12〉 左手の平を回転させて下に向ける。 

〈13〉 立禅の姿勢に戻る。 

立禅 3 分間 ⇒ 収功 ⇒ 終了。 



【練功時間】 

通常の練功では、 立禅を前後に3 分ずつ計6 分、 手指按動法一セット×3 回

の計12 分で、 合計18 分です。これではきつくて大変だという方は、 〈8〉と

〈9〉を各1 分に短縮して下さい。慣れてきたら、 通常の練功に戻して下さい。 

なお、 慢性胃炎、 胃潰瘍など消化器系に疾患をお持ちの方は〈8〉だけを２分

⇒３分にし、 １分間余計に続け、 また十二指腸潰瘍、 下痢、 便秘、 前立腺

疾患、 生理不順、 生理痛、 卵巣機能不全、 糖尿病、 腎臓病などの疾患をお

持ちの方は〈9〉だけを２分⇒3 分にし、 １分間余計に続けます。両方に疾患

をおもちの方は、〈8〉と〈9〉をそれぞれ3 分間とします。これによって症状

がより改善されます。 

【双手抱球功の気感】 

この双手抱球功は、 最も気感の強い功法です。両手で球を抱くという名前から

も分かるように、 練功を続けていると両手の間に風船のような玉ができます。

〈8〉の姿勢のとき、 最初は両手の間に空気の柱があるかのような抵抗が生じ

ます。やがてそれが育っていくと、 丸いゴム風船に変わっていきます。 

これも個人差があるので、 気感がなくても淡々と練功を続けて下さい。気感の

有無に関わらず効果は同じです。ただし、 〈9〉の姿勢のときは気感は弱いと

思われます。 

 

★ 気との遭遇 (その一) ★ 

【気の感得法】 

気を感じる方法を「気の感得法」といいます。一ヶ月間トレーニングすれば、

練功中に気を感じていると思われるので、 あえて気の感じ方を伝授する必要も

ないかもしれません。しかし、 気を出す(内気外発)以上、危険をも伴うので正

確に説明したいと思います。 

(1)単掌(たんしょう)発気法 

これは手の平から内気を外発する方法です。梯形の形で自分の手の甲に2～3 ㎝

離してかざしてみてください。温かさやしびれを感じることでしょう。これは

他人にも試して構いませんが、 消耗するのでほどほどにして下さい。手の甲以

外は禁止です。子供にはすべて禁止です。終了するとき軽く手を握ります。こ 

れが収功です。 

(2)指禅(しぜん)発気法 

これは人差指の先端から内気を外発する方法です。中指・薬指・小指の三指を

掌に向けて大きく曲げます。このとき、 三指の先端が掌に触れないのがポイン

トです。人差し指は軽く伸ばし、 親指を挙げます。 

この形のまま力を全て抜いて、 人差し指の先端を自分の手の平に向けます。1

～2 ㎝ほど離して 1、2 分そのままの状態にしておきます。すると手の平に気



の反応を感じることでしょう。近づけたり離したり、 上下左右に動かしたり、 

回したりすると、 手の平に指の動きが伝わってくることでしょう。このとき、 

労宮穴が一番反応が強いはずです。終了するとき軽く手を握ります。これが収

功です。 

指禅発気法は強いので指先は、 自分にも他人にも手の平以外は絶対に向けない

ことです。 絶対の禁止事項です。子供にはすべて禁止です。 

 

指禅発気法 

【 練功中の注意事項 (その三) 】 

(4)生活 

〈1〉練功の十五分前は、 仕事や運動をやめてリラックスさせておきます。 

〈2〉入浴の前後30 分は練功しないようにします。 

(5)場所 

〈1〉練功する最も好ましい場所は、 室内より屋外の地面の上です。月に一度

ぐらいは、 緑の豊かな場所で練功して下さい。 

〈2〉冷たいコンクリートの床で、 しかも素足での練功は避けます。 

〈3〉夏季にクーラーを使用するとき、 冷たい風が直接身体に吹き付ける位置

を避けます。 

〈4〉畳の部屋では段差があるか注意して下さい。段差のあるところで長く練功

していると、 腰を痛めることがあります。 

◆ 中医学理論 五行学説 ◆ 

「陰陽五行説」 

中国伝統医学理論の基礎になっているものに「陰陽五行説」があります。これ

はもともと別々であった陰陽学説と五行学説が融合したもので、 古代に生きた

中国人の素朴な自然観に基づく哲学・世界観といえます。そのうち「陰陽道」

は、 天は陽、 地は陰というように、 あらゆる物質と現象が、 陰陽の二気に

基づいて生成・発展・変化すると捉えられています。それに対して「五行説」

は、 その生成・発展・変化するものを、社会生活を維持するうえで欠くことの



できない、 「木・火・土・金・水」の五種の物質としました。この「五つの物

質（＝五材と呼ぶ）」のもつ属性（性質・特性）に基づいて、 この世のあらゆ

る現象や物質が、 五種類に大別され分類されることになります。たとえば、 火

は「炎上」（燃え上がる）という「火性」をもつものであるから、 温熱や昇騰

などの性質を持つ事物は火に帰属させられます。季節では夏、 方位では南、 五

臓では心、 そして色彩では赤が「火」に属することになります。このようにし

てすべての事象が「木・火・土・金・水」という、 五つのカテゴリーに分類さ

れることになります。ただし、五行の「行」には、運行という意味が含まれて

おり、静止的な概念ではありません。 

 

【中医学の五行学説】 

この「木・火・土・金・水」の基本物質の特性に基づいて、 五臓六腑が五行に

帰属させられます。腎を例にしてみると「腎は精を蔵し水液を司り、 水寒で万

物が収蔵する冬に似ており、 冬は水に属するので、 腎は水に帰属させる」(基

礎中医学 神戸中医学研究会編)とあります。いずれにしても、 木性=肝=胆、 火

性=心=小腸、 土性=脾=胃、 金性=肺=大腸、 水性=腎=膀胱というように所属し

ます。しかし、 ここには膵臓が見当たりません。その代わりに、 西洋医学に

はない五臓六腑を包み込む「三焦」や、 心を包み保護する「心包」が加わりま

す。 

 

【中医学の臓腑】 

ここまでくると中医学でいう臓腑と、 西洋医学の解剖学的な臓腑とは、 同じ

ものではないことにお気付きになることでしょう。中医学では、 心を心臓、 腎

を腎臓とは呼びません。あくまでも、 心は心、 腎は腎なのです。中医学の心

は、 必ずしも心臓と一致するものではありません。肝・心・脾・肺・腎の五臓

は、 西洋医学とは異なる別の体系をなしているのです。だだ、 この中国伝統

医学の体系には、 想像を絶する驚くべきものがあります。ここには、 人体へ

の徹底的な観察から生まれた経験科学が存在しています。 


