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■ 第四巻 扶正長寿法 ■ 
【効能】 

人間は、 一日50 周のサイクルで経絡内を気が流れています。扶正長寿法

は、 この気の流れを促進させ、 身体の新陳代謝を促します。 

身体全体の気血を循環させることで、 正気を支え、 免疫力を増強させ、 

老化に対抗します。 

老化は、 気功をやっても進みますが、 老化を遅らせることはできます。 

 

《方法》 
【功法の構成】 

扶正長寿法は、 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、 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(体力のある人は 5 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。 

 

【扶正長寿法の手指按動法】 

この手指按動法は、 立禅の姿勢のままで腕を一切動かすことなく、 手の

指だけを動かすことで経絡を刺激し、 気の流れを促進させます。これが、 

この流派独特の鍛錬法です。 

 

基本動作 : 

やり方はきわめて単純で、 五指を順番に規定に従って降ろすだけです。

指を降ろすとき、 付け根関節だけを曲げます。 

第一関節や第二関節は、 曲げずにまっすぐ伸ばします。ただし、 指によ

って多少動かし方が違いますので、 各指の項を参照して下さい。ここで

は、 標準的な中指を例にして基本動作を説明します。 

 

〈1〉梯形の形から行う 

〈2〉五指を軽く伸ばす(指が反るほど力を入れずに) 

〈3〉五指を伸ばしたまま、 中指をゆっくり降ろす。  

角度は30 度くらい、時間は45 秒ほど。 

〈4〉45 秒後に五指を伸ばしたまま、 中指を戻す。 

〈5〉五指を梯形に戻す。 このとき2～3 秒止めてから次の指の動作に移

る。 

※ 五指はそれぞれ、 「梯形⇒五指伸ばす⇒☆指降ろす⇒☆指戻す⇒梯形

に戻す」の繰り返しです。 

※ 動作の間の時間は、 たとえば〈2〉と〈3〉、 〈4〉と〈5〉の間の時

間は1～2 秒程度止めます。 



   
馬歩椿        〈1〉梯形     〈2〉五指を伸ばす 

   
〈3〉中指を降ろす    〈4〉中指を戻す    〈5〉梯形に戻す 

 

【手指按動法】 

立禅を3 分間後に手指按動法を行います。立禅の姿勢まま、 指だけを以

下の順に降ろします。 

 

「(1)人差指⇒(2)薬指⇒(3)親指⇒(4)小指⇒(5)中指」 

 

各一指は、 1 分間で行う。各一指を降ろして停止させる時間は45 秒間な

ので、 指を伸ばしたり、 梯形に戻したりする時間は15 秒以内で行う。 

 

［1］人差指 

（1）立禅の姿勢のまま行う 

（2）梯形から軽く五指を伸ばし、 人差指を上に挙げる。 

（3）止まらずに、 そのまま下に降ろす 角度30 度 時間45 秒 

45 秒後に五指を伸ばしたまま人差指を戻し、 ゆっくり梯形に戻す。 



   
（1）馬歩椿 梯形      （2）人差指を上げる   （3）人差指を降ろす 

 

［2］薬指 

（1）梯形から五指を軽く伸ばす。 

（2）ゆっくり薬指を降ろす 角度30 度 時間45 秒 

45 秒後に五指を伸ばしたまま薬指を戻し、 ゆっくり梯形に戻す。 

  
（1）五指を伸ばす   （2）薬指を降ろす 

 

［3］親指 親指の動きは多少複雑なので、 詳しく説明します。 

（1）梯形 

（2）五指を軽く伸ばす。 

  
（1）梯形      （2）五指を軽く伸ばす 



（3）右手親指をゆっくり逆時計回り（左回り）に廻す。 

このとき、 自分の側から手を見て、 右手親指は逆時計回り ( 左回

り ) 、 左手親指は時計回り( 右回り ) とする。 

全体の指の動きは、 右手親指を例にとると、 五指を軽く伸ばした

形から親指を人差指に寄せるように左回りとし、 人差指の脇を通っ

て大きく開くように廻しながら降ろす。 

（4）次ぎに、 親指を人差し指に近づける。 

   
(3)右手親指左回り   （4）人差し指に近づける   同正面 

(5)人差指の脇を通る。 

(6)親指を上げる。 

  
(5)人差指の脇を通る    (6)親指を上げる 

(7)親指を大きく回す。 

(8)親指を降ろす 

  
(7)大きく回す            同正面 

 

 

 



  
(8)親指を降ろす                 同正面 

（9）降ろしたとき、 親指は人差指の真下にくるようにする。正面の図を

参照。 

そのまま45 秒停止。 

  
（9）親指が人差指の真下   同正面 

（10）45 秒停止後、 梯形に戻す。 

このとき、 右手親指は時計回り ( 右回り ) 、 左手親指は逆時計

回り ( 左回り ) とし、 親指を降ろすときとは全く逆の廻し方と

する 。 

 
（10）梯形に戻す 

 

［4］小指 

（1）梯形から五指を軽く伸ばす。 

（2）五指を伸ばしたまま、 小指をゆっくり降ろす。 30 度 45 秒停止 

この写真では小指の第二関節が曲がっていますが、 真っ直ぐに伸ば

します。 



小指をゆっくり戻し、 梯形に戻す。 

  
（1）五指を軽く伸ばす    （2）小指を降ろす 

 

［5］中指 

（1）梯形から五指を軽く伸ばし、 中指をゆっくり降ろす。 30 度 45 秒

停止 

（2）梯形に戻す。 

   
（1）五指を伸ばし中指を降ろす45 秒停止    （2）梯形に戻す 

 

【練功時間】 

手指按動法の「(1)人差指⇒(2)薬指⇒(3)親指⇒(4)小指⇒(5)中指」を一

セット5 分として3 回繰り返します。 

5 分×3 回=15 分。通常の練功では、 立禅を前後3 分ずつ計6 分をおこ

なうので、 15 分+6 分=計21 分です。 

体力のある方は、 一セット5 分を5 回繰り返します。計31 分です。 

この扶正長寿法は、 必ず回数を3 回、 5 回、 7 回というように奇数回

でおこなって下さい。2、 4、 6 回の偶数回ではやらないで下さい。 

 

◆ 特殊な経絡刺激法 ◆ 
【手指按動法の原理】 

指を順番に降ろすというこの独特の手指按動法は、 この流派の最大の特

徴でもあるので、 その原理を少し詳しく説明致します。 

この原理を知るには、 多少なりとも中国伝統医学(中医学)の十二正経に



ついての知識が必要ですので、 簡単に触れたいと思います。 

 

【 中医学理論(その三) 十二正経】 

十二本の経絡気が通る道を経絡といいますが、 この経絡は、 血管のよう

に大動脈から動脈を通って毛細血管へ、毛細血管から静脈へという単線的

な流れとは考えられていないのです。 

変な言い方ですが、いくつかの独立した経絡という線状のパーツが、 い

くつかの部分でつながり合うことで機能しているのです。このパーツが十

二本あるので十二正経といいます。 

 

陰経と陽経 

十二正経は、 身体の腹側内側を走る経絡の「陰経」と、 背側外側を走る

「陽経」にまず大別されます。 

さらに、 上半身を巡る六本の経絡と、 下半身を巡る六本の経絡に、 そ

れぞれ分けられます。 

陰経と陽経、 上半身と下半身の位置関係から十二の経絡で構成されるこ

とになります。 

 

手足先端のツボ: 十二正経の起点 

経絡の繋がりを、 たとえば足の親指を例にして見てみましょう。 

親指を起点として足太陰脾経が走り、上行して脾に入ります。 

足太陰脾経は、 腹部で手太陰肺経とつながります。 

手太陰肺経は肺に入り、 上行して腕を通り、 手の親指に至ります。 

その支流は手首の付近で分かれ、 人差指に入り手陽明大腸経の起点とな

ります。 

 

指先のツボ「井穴」 

気功との関係で注目すべきことは、 この十二の経絡がすべて手足の指の

ツボを起点にしていることです。 

上記の場合も親指の陰経が、 人差指で陽経に変わります。 

指圧でも経絡の起点になっている、 この指のツボの刺激を重視します。 

こを「エネルギーの湧きいづる井戸」という意味で「井穴せいけつ」と呼

んでいます。 

どこよりも効果的なツボだからなのです。 



当流派の手指按動法は、 この十二正経の働きを応用した鍛錬法なのです。

中医学に興味がないという方も、 十二正経の最も効果的なツボは「井穴」

と呼ばれ、 手足の先端にあるということだけは記憶しておいて下さい。 

 

【調身】 

太極拳との比較調身とは、 練功するのに適した生理状態にするための正

しい姿勢のことです。 

これによって、 気血を調和させ経絡の流れを促進させます。調身を「経

絡内の気の流れ」を促すという点だけに注目して、 太極拳と当流派とを

比較してみましょう。 

 

動功の調身: 経絡の刺激 

太極拳などのゆったりした動きのある「動功」を最初に見たとき、 誰も

が何をしているのだろうか、 どんな効果があるのだろうか、 と疑問に感

じることでしょう。 

他の気功にも見られるこのゆったりした動きは、 筋肉を鍛えているわけ

ではなく、 実は経絡を刺激することで気の流れを促しているのです。 

たとえば. 側胸部、 脇の動作は足厥陰肝経を刺激し、 背中の動作は督脈

と足太陽膀胱経を刺激します。 

これによって、 刺激された経絡内の気の流れが促進されるのです。 

 

当流派の調身: 指の刺激 

太極拳の場合はこの調身を基礎として、 さらに調息(呼吸法)と調心(意識

の集中)が加わり、 この三調を動員して気血循環促進を行います。 

これに対して、 当流派の手指按動法は、 五指を順次降ろすことで、 十

二正経を刺激するのです。 

指先は十二正経の起点であり、 最も効果的なツボが存在しています。 

指を降ろすことで、 経絡に直接的で強烈な刺激を与えます。 

太極拳のように、 身体を動かして得られる間接的な刺激とは比較になり

ません。 

そのため当流派は、 調息と調心を行わず、 調身だけで鍛錬することが可

能なのです。 

逆にいうと、 太極拳などの「動功」では、 調身だけでは気をスムース 

に流すことはできず、 調息と調心を動員してやっと気血循環促進が行え



るのです。 

 

密教の手印と共通: 

指を動かすだけの練功は、 退屈きわまりませんが、 その効果は他流派の

追随を許さないほどに強烈です。 

この手指按動法を応用したものが、 密教の手印です。手印では、 数本の

指を組み合わせることで、 特定の経絡を刺激します。 

また、 その組み合わせを変えると、 その効果も異なります。 

当流派では、 指を動かす順番、 本数、 形等々によって多種多様な効果

が生じてきます。 

ここには、 私共凡人の想像を絶する驚くべき秘伝の術が、 千四百年余の

永きにわたり封印されてきました。 

いずれにしても、 当流派の手指按動法と密教の手印とは、 基本的には同

じものです。 

 

◆練功時間の選択◆ 
【病気別練功時間帯】 

 

慢性患者は、 その五臓六腑が旺盛な活動をする時間帯を選んで練功する

とより効果的です。 

以下は時刻、 時間、 経脈、 五臓六腑との関係を記したものです。 

時刻    時間帯       経脈     臓腑 

子(ね)   23 時～01 時    足少陽経   胆 

丑(うし)  01 時～03 時    足厥陰経   肝 

寅(とら)  03 時～05 時    足太陰経   肺 

卯(う)   05 時～07 時    手陽明経   大腸 

辰(たつ)  07 時～09 時    足陽明経   胃 

巳(み)   09 時～11 時    足太陰経   脾 

牛(ご)   11 時～13 時    手少陰経   心 

未(び)   13 時～15 時    手太陽経   小腸 

申(しん)  15 時～17 時    足太陽経   膀胱 

酉(ゆう)  17 時～19 時    足少陰経   腎 

戌(じゅつ) 19 時～21 時    手厥陰経   心包 

亥(がい)  21 時～23 時    手少陽経   三焦 



(1)たとえば、 膀胱に異常があるならば15 時～17 時、 つまり午後3 時

～午後5 時までの間に練功すればより効果的となります。 

(2)次に、 肝の異常の場合どうでしょうか。この表を見ると01 時～03 時、 

つまり午前1 時～午前3 時ということになります。 

しかし、 夜中に起きて練功することは不可能です。そこで、 同じ経絡に

属する手厥陰経の19 時～21 時、 つまり午後7 時～午後9 時を選べばよ

いのです。足厥陰経と手厥陰経の経絡は、つながっているのでそれが可能

なのです。 

※ 市販されている気功の入門書のほとんどが、 (2)の部分を意識的に書

かないのです。 

 

【優良な練功時間帯】 

最も効果のある時間帯に練功しょうとすれば、 陰陽のバランスのよい「卯

(う)の刻」の05 時～07 時、 つまり午前5 時から7 時、 あるいは、 陰

が消え陽が生じる「子(ね)の刻」の23 時～01 時、つまり午後11 時から

午前1 時ということになります。 

 

◆気の一般的反応 (その一)◆ 
【温熱感と寒冷感】 

 

「温熱感」 

温熱感は、 練功しているときに最もよく現れる反応です。 

温熱感の初歩な反応は、 手の平や指先が温かくなったり、 しびれたりし

ます。 

さらに進むと、 身体全体が温かくなって、 うっすらと顔や胸に汗がにじ

んできます。これは、 練功によって気血循環が促進され、 それに伴って

現れる良性の反応です。 

 

「寒冷感」 

寒冷感は、 練功しているときに現れるあまり良くない反応です。 

 

〈1〉 練功中に、 両腕ないし片腕が冷たくなることがあります。 

これは、 肩ないし腕に力が入っているときに生じる反応です。 

力が入ると気血の流れが阻害され、 冷たい反応として現れます。肩や腕



の力を意識して抜くようにします。 

それでもだめならば、 息を吐くとき肩の力を一緒に抜くようにします。 

 

〈2〉練功中に、 内臓やある部位に冷たい反応があるとき、 次の二つの

場合が考えられます。 

 

ⅰ)過去に患った古傷がある場合、 その部位が一時的に冷たく感じること

があります。練功を続ければ、 やがてその冷たい反応も消えます。 

 

ⅱ)練功すると、 いつもある特定の部位が冷たく感じる場合には、 そこ

に病巣が宿っている可能性があります。病院へ行って検査を受けるのも一

考です。 


