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■ 第三巻 双臂攬月功 ■ 
【効能】 

「双手抱球功」が内臓に効果があるのに対して、 「双臀攬月功」は呼吸器系、 神経系の異常

に対して、その予防と治療に優れた効果があります。 

呼吸器系では、 風邪を引きやすい、 鼻炎、 咽頭炎、 気管支炎、 喘息などの慢性になりやす

い疾患に効果があります。 

神経系統に対しては鎮静作用があり、 頭痛、高血圧、 不眠、 不安、 動悸、 神経的な疲労な

どに奏功します。 

また、 「双臀攬月功」は、 風邪の引き始めや頭痛に対して、 即効的な効果があります。 

薬は始めはよく効きますが、 慢性化するとなかなか思うように効いてくれなくなります。 

気功は、 身体に抵抗力をつけるばかりでなく、 薬の効き目を持続させてもくれます。 

【穴位】 

「双臀攬月功」で使われるツボは、 次の四種類です。 

腕の関節部分にある「曲池穴」(1)、 身体の正中線(中心線)上に走る任脈(にんみゃく)の「天

突穴」(2)、 鼻の両脇の「迎香穴」(3)、 手の平にある「魚際穴」(4)です。 

   
曲池穴           迎香穴            魚際穴 

(1)曲池穴(きょくちけつ) 

腕を曲げたときにできるシワの先端部の盛り上がった部分です。五十肩、肘関節痛のツボ。 

(2)天突穴(てんとつけつ) 「双手抱球功」の図を参照して下さい 



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。 

(3)迎香穴(げいこうけつ) 

鼻孔のやや斜め下にあります。嗅覚マヒのツボ。 

 (4)魚際穴(ぎょさいけつ) 

親指の付け根の丸く盛り上がった部分を「母指球」といい、 その下方にあります。 

 

《方法》 

【功法の構成】 

「双臀攬月功」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 」 

(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。 

【双臀攬月功の手指按動法】 

    
〈1〉        〈2〉        〈3〉        〈4〉 

〈1〉 起勢に続き立禅 3 分間 

〈2〉 左手を下に、 右手を上にして正中線(中央)へ移動させる。このときの手の形は、 常に



「梯形」とする。 

〈3〉 正中線からさらに深く移動させる。 

〈4〉 さらに、 右腕と左腕が平行になるまで移動させる。 

    
〈5〉        〈6〉                〈7〉〈6〉の拡大                 〈8〉 

〈5〉 左腕と右腕を10 ㎝程離して平行にさせて2、3 秒静止させる。このとき、 右肘は肩の高

さとし、 左手の「曲池穴」の上に右手の中指がくるようにする。 

〈6〉 の位置で両手の五指を軽く伸ばし15 秒間止める。 

〈7〉 〈6〉を拡大したもの。 

〈8〉 次に五指を緩め「梯形」に戻し15 秒間止める。 

 

この〈6〉と〈8〉を一セットとし3 回繰り返す。 

時間〈6〉15 秒⇒ 〈8〉15 秒⇒ 〈6〉15 秒⇒ 〈8〉15 秒⇒ 〈6〉15 秒⇒ 〈8〉15 秒 

したがって、 〈6〉15 秒×3+〈8〉15 秒×3＝90 秒 

 

    
〈9〉     〈10〉     〈11〉停止の形 2 分間 

〈9〉 両手が触れないようにして、 同時に回転させる。 

〈10〉 左手を手前にして、 両手の掌を前後に合わせて胸に向ける。 



〈11〉 両肘をやや落として、 右手が外側に左手が内側の状態で、 両掌の母指球(魚際穴)を1

～2 ㎝離して合わせる。この母指球を咽頭にある天突穴に15～20 ㎝離して平行に向ける。 

 2 分間停止。 

    
〈12〉停止の形1 分間  〈13〉       〈14〉停止の形 2 分間 

〈12〉 そのままの形で、 ゆっくり前方に押し出す。 距離は腕が伸びきらない程度とする。 1 

分間停止。 

※以上、 〈11〉と〈12〉の形は、 咽喉の炎症、 気管支炎、 肺気腫、 喘息、 咳に対して予

防と療果がある。 

慢性の咽喉の炎症に高い効果がある。 

 

〈13〉 そのままゆっくりと〈11〉の位置にまで戻し、 2～3 秒止める。 

〈14〉 そのままの形で、 ゆっくりと鼻柱の高さまで引き上げる。母指球と顔面は平行とし、 そ

の距離は10㎝程とする。これで鼻の斜め下にある迎香穴を刺激する。 2 分間停止。 

※注意 

高血圧症の人は、 肘を挙げて両掌をやや下に向ける。 低血圧症の人はそのまま平行とする。 

 

※以上、 この形は頭痛、 偏頭痛、 慢性鼻炎、 不眠症、 高血圧症、 メニエール症候群など

に対して予防と治療に効果がある。特に、 頭痛には即効性があり、 また風邪の引き始めにも

高い効果がある。 



    
〈15〉     〈16〉      〈17〉       〈18〉 

〈15〉 2 分後に、 両手をそのままの形で天突穴の位置まで下げる。 

〈16〉 止まらずに、 正中線に沿ってさらに両手を降ろす。 

〈17〉 胸に沿うようにして左右に開きながら降ろす。 

〈18〉 立禅の姿勢となる。3 分後、 収功する。 

 

【時間】 

通常の練功では、 立禅を前後3 分ずつ計6 分、 手指按動法計5 分の合計11 分です。 

なお、 咽喉の炎症、気管支炎、 肺気腫、 喘息などの疾患をお持ちの方は〈11〉だけを3 分間

続け、 頭痛、 偏頭痛、 慢性鼻炎、不眠症、 高血圧症、 メニエール症候群などの疾患をお持

ちの方は〈14〉だけを3 分間続けます。これによって症状がより改善されます。 

 

【気感】 

「双臀攬月功」は、 双手抱球功と比べると気感は多少弱いかもしれません。 

〈14〉の姿勢のとき、 しばらくすると母指球が向かう迎香穴にしびれと温感が生じてきます。

気感がなければ、 顔を横に軽く振ると反応がより確かなものになります。 

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。 

 

《慢性病防治法》 

ここまで三種の功法を別々に紹介してきましたが、 実はこれらはセットで練功するようになっ

ています。 

三種の功法を組み合わせることで、 身体全体の調整を行います。 

これらは、 他流派の太極拳や八段錦などに相当します。 

「 経絡の通りを良くし(疎通経絡)、 気血を調和させ(調和気血)、 陰陽を平衡させ(平衡陰陽)」

ることで「正気」を高める効果があります。正気を高めることで、 健康を維持し、 各種の慢

性病を改善させます。 

 

【方法】 

慢性病防治法は、 次のように構成されています。 

起勢 ⇒ 立禅(3 分ないしは5 分) ⇒ 双手抱球功(12 分) ⇒ 立禅(3 分ないしは5 分) ⇒ 双



臀攬月功(5 分) ⇒ 立禅(3 分ないしは5 分) ⇒ 収功 合計 26 ないしは 32 分 

慢性病防治法は、 実際には双手抱球功と双臀攬月功の組み合わせになっています。 

 

双手抱球功と双臀攬月功とは、 経絡の系統が異なるので、 その間に立禅の姿勢を入れて経絡

の調整します。青字は通常の、 赤字は体力のある方の練功時間です。 

 

※慢性病防治法は時間が長いので、 脚が疲れてきたら膝を伸ばして少し休んで下さい。疲れが

とれたら、再び膝を曲げて続けて下さい。 

※慢性病防治法は、 双臀攬月功を1 週間か2 週間ほど練功した後に始めて下さい。 

 

◆ 練功中の注意事項 (その四) ◆ 

(6)方位・位置 

〈ⅰ〉東西南北の方位は、 磁場の関係から、 南向きか北向きが好ましいとされています。 

〈ⅱ〉自分の前に幼い子供や病人がいる状態で練功することを禁じています。幼児や病人に向

かって練功してはいけません。 

 

※ 双臀攬月功までトレーニングをしてくると、 本人は気が付かないかも知れませんが、 自

分の身体の周囲に「気場」が形成されてきます。 

※ この気場は特に、 前方に強く働き、 気に対して敏感な幼児に頭痛などの悪影響を及ぼし

ます。 

 

★気との遭遇(その二)★ 

 

【気の観察法】 

気の観察法とは、 自分の発する気を自分で見ることと、 それを第三者に見せる技術のことで

す。それに気を観察するための環境作りと一寸したテクニックがあります。 

 

[１]第三者に見せる方法 

環境 :太陽光線や蛍光灯下などの明るい所では、 気は極めて見えにくいですし、 逆に真っ暗

な所でも見えないので、 適度に薄暗い場所を選びます。 

一番見えやすいのは夕方でしょう。  

このとき肝心なのは、 自分の腹側に薄暗がりを作るために、 窓を背にすることです。 

姿勢は立っても、 座っても構いません。 

次に服装です。 

気は五色ありますが、 初心者が最初に発せられる気の色は、 通常は「白」です。 

そこで白を見やすくするために、 背景となる服装は黒を選びます。 

黒でもテカテカ輝いているものは避けます。反射して見えにくくなります。 

 

方法 :〈1〉胸の前に両手の平側を向けて差し出します。このとき、 五指の指先を1cm ほど離

して向き合わせます。 

指先同志がずれないように正確に向き合わせるのが、 ポイントです。 

親指は立てないで、 人差指と平行にして同じよう に指先を向かい合わせます。 

この形のまま 1、 2 分停止させます。 

すると指先の間に磁石のような反応が生じてくるはずです。 



気の反応があれば、 次の動作をおこないます。 

 
〈1〉 手の形 

 

両手の指先をずらさないように、 そのまま左右にゆっくり移動させます。 

すると、 磁石で引っ張られているような反応が生じます。 

反応があれば、 指先から白い糸状のものか、 光の帯状のものが出ているのを、 

相手は見えているはずです。 

「何か見える？」とたずねて下さい。 

 

 
〈2〉左右にゆっくり動かす 

 

さらに、 ゆっくりと左右に移動させます。10cm ほど、離したら一旦止めて、 元に戻します。

そして同じ動作を繰り返します。相手が見えるようであれば、 適当なところで終わりにして下

さい。 

 

 
〈3〉10～15 cm 程離したら元に戻します 

 

[２]自分で見る方法 

環境と方法は全く同じです。 

上記と同じ形のまま、 両手の平を顔の位置に引き挙げ、 20～30cm 離して置きます。 

両手をゆっくり左右に移動させると、 自分の気が見えるはずです。 

(1)と異なる点は、 手の平の前方に薄暗い闇か、 黒いものを用ることです。 

白い「気」は、 黒地が背景にないと見えにくいからです。 

※気の観察法の付記 



「気」が見えるか見えないかは、 練功の時間や期間、 パワーの強弱とは比例関係にはないよ

うです。まったく気功をやっていないのに、 驚くほど気がみえるという人がいます。 

その逆に、 5 年もトレーニングしているのに、 殆ど見えない人もいます。 

パワーアップとは関係ないのですから、 見えなくても落胆せずに淡々と練功に励んで下さい。 

当流派では、 「気を感じる、 気が見える」というのは、 世間で騒ぐほど大袈裟なものではな

いのです。 

「気」を感じたり見えたりした方が、 そうでないより楽しいという程度のものなのです。 

 

◆中医学理論(その二) 陰陽学説◆ 

【陰と陽】 

陰陽は、 古代中国人がさまざまな自然現象を詳細に観察することから生まれた概念です。すべ

ての事物は、 たとえば天と地、 昼と夜、 熱と寒などのように、 性質の全く異なる両面に分

けることができます。この両面を古代中国人は、 陰と陽と命名したのです。たしかに物質や現

象をよく見ると、 二つの対極に分類することも可能のようにみえます。夏と冬、 外と内、 左

と右、 前と後、 上と下などなど切りがありません。 

 

【陰陽の関係(1) 対立と統一】 

しかし、 陰と陽は固定的で二元論的なものではありません。陰と陽は一対をなし、 対立しな

がら統一されていることが、 陰陽学説の最大の特徴です。対立した両面がありながら、 しか

も一方がなければ、 他方が存在し得ない統一されたものであると考えられています。たとえば、 

天と地は対立しながら宇宙を、 昼と夜は対立しながら一日を、 夏と冬は対立しながら一年を

形成しています。 

 

【陰陽の関係(2) 消長と平衡】 

また陰と陽は、 静止不変的なものでもありません。陰陽は、 等しく配分されているものでは

なく、 一方が増えると、 他方が減るという関係にあります。陽が減少すれば、 陰が増加し(陽

消陰長)、 逆に陰が減少すれば、 陽が増加する(陰消陽長)ことになります。その変化は春夏秋

冬にみられるように、 冬季には「陽消陰長」となり、 夏季には「陰消陽長」となり、 これが

毎年繰り返されることで、 相対的に動態的な平衡が保たれることになります。 

 

【陰陽の関係(3) 転化】 

陰陽の転化とは、 陽が極まれば陰に転化し、 陰が極まれば陽に転化することを指します。上

記の陰陽消長は量的な変化ですが、 陰陽転化は質的な変化を伴います。たとえば、 四季では

夏至に熱が極まった時点から寒冷の方向に転化し、 冬至に寒が極まった時点から温熱の方向に

転化するというものです。 

 

【中医学の陰陽学説】 

【人体構造 陰陽】 

人体は有機的な整合性をもつものと考えられ、 人体内部にも対立しつつ、 統一された陰陽の

関係が存在しています。これらは、 気功の中でも頻繁に引用されます。 

体内部位 組織構造 基本物質 状態 

陽 :上半身 背側 皮膚表面 六腑 皮膚・毛 気 温熱・活動・興奮・強壮 

陰 :下半身 腹側 人体内部 五臓 筋肉・骨 血 寒冷・静止・抑制・衰弱 

 



 

【病理変化 実証と虚証】 

人体が外界の環境に適応し、 人体内部の陰陽平衡を維持することは、 生命活動の基礎です。 

陰陽平衡が、 破壊されると病変が生じることになります。 

その病理変化の基本が、 陰陽が一方的に盛んになる陰陽偏盛と、 陰陽が一方的に衰退する陰

陽偏衰です。 

これが中医学で良く耳にする「実証」と「虚症」のことです。 

「実証」は、 邪気に犯された結果として陰陽偏盛が生じます。 

「虚症」は、 正気が不足することで陰陽偏衰が生じます。 

どちらも熱症と寒症を伴います。 

 

 

 


