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【効能】 

滾球法の前半は、 五臓六腑を強化させる効果が、 第二巻の双手抱球功より高

くなっています。さらに、後半の手指按動法は、 肝臓、 腎臓、 胃腸、 脾臓

の機能を一層強化させます。中医学では、 胃脾と肝腎は生命の源である気血の

生成および貯蔵に重要な働きをなすとされています。健康維持と一層の強身の

効果が期待できます。 

《方法》 

【功法の構成】 

「滾球法」は、 次のように構成されています。 

「 (1)起勢⇒(2)立禅⇒(3)内外気交接法+帯脈啓動法⇒(4)手指按動法 ⇒(5)立

禅⇒(6)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)内外気交接法+帯脈啓動法 

内外の気を交流させます。右回りの内外気交接法と、 左回りの内外気交接法を

各20 回ないし各40 回繰り返します。これは手指按動法の準備段階の方法とな

ります。 

(4)手指按動法 

立禅の姿勢のままで、 手指のみを動かし下腹部から気を送ります。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。 

(5)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。 

(6)収功 



日常生活に戻るための方法です。 

【内外気交接法+帯脈啓動法】 

    

〈1〉立禅   〈2〉右腰に寄せる 〈3〉出発点   〈4〉手指の基本形 

〈1〉起勢に続き立禅 3 分間。 

〈2〉梯形のまま、 両手を近づけながら、 右腰にゆっくり寄せる。 

〈3〉そのまま右腰の帯脈の位置(バンドの高さ)に両手を添える。両手は下向き

にする。ここが内外気交接法の出発点になり、 ここから左腰までの動きが「内

外気交接法」である。 

〈4〉このときの両手の形は、 五指を伸ばさず梯形のまま、 左右の親指と親指、 

人差指と人差指を１～2cm離して三角形を作る。これが手指の基本形となり、 最

後までこの形を保つ。 

    

〈5〉〈3〉の側面〈6〉左回り  〈7〉〈6〉の側面  〈8〉さらに左回り 

〈5〉 〈3〉を側面より見たところ。 

〈6〉手指の基本形を保ったまま、 大きな玉の表面をなでるように左回りに移

動させる。自分の前に大きな玉があるとイメージする。 

〈7〉 〈6〉を側面から見たところ。 

〈8〉さらに左回りに移動する。両手の三角形は、 大きな玉の表面をなでるよ

うに移動させるため、 常にやや下向きとする。 



    

〈9〉正面     〈10〉 〈9〉の側面  〈11〉さらに左回り 〈12〉左腰に寄せる 

〈9〉正面に移動する。このとき中指の上端が顎の下にくるようにし、 顎の上

に出ないようにする。両手の三角形は、 写真では直角に立っているように見え

るが、 実際はやや下向きとする。 

〈10〉 〈9〉を側面から見たところ。両手の三角形は、 やや下向きとなってい

る点を確認して頂きたい。 

〈11〉さらに左回りに移動する。 

〈12〉腰に寄せる。両手の三角形は下向きとする。 

    

〈13〉左腰に添える 〈14〉右に移動〈15〉さらに右に移動〈16〉右腰に添える 

〈13〉そのまま左腰の帯脈の位置(バンドの高さ)に両手を添える。ここが「帯

脈啓動法」の出発点となり、 右腰までの動きが帯脈啓動法である。 

〈14〉帯脈(バンドの位置)に沿って、 下向きにした両手の三角形を右回りにゆ

っくり移動させる。親指とお腹の距離は２～３ｃｍ程度とする。 

〈15〉帯脈(バンドの位置)に沿って、 さらに右に移動させる。 

〈16〉右腰に添える。以上を一回とする。 

※以上の「内外気交接法+帯脈啓動法」を一セットとして20 回ないし40 回繰り

返す。 

速度は１分間に4 回 (1 回は15 秒) ほどとする。 

次に、 左腰を出発点にした右回りの「内外気交接法」を行う 



    

〈16〉右腰に添える  〈17〉左回り   〈18〉左回り  〈19〉左腰に添える 

〈16〉〈17〉〈18〉右腰から同じように大きく玉をなでるように左回りに移動

する。 

〈19〉左腰に添える。ここが右回りの「内外気交接法+帯脈啓動法」の出発点と

なる。 

ここを出発点として〈1〉～〈16〉を逆回り(右回り)に20 回ないし４０回繰り

返す。要領はすべて同じ。 

 

【手指按動法】 

    
〈1〉左腰に添える 〈2〉両手を正中線  〈3〉〈2〉の側面   〈4〉下腹部に向ける 

〈1〉右回り20 回ないし40 回終了後、 左腰に添える。 

〈2〉両手の三角形を下向きにして、 正中線(中央)に移動させる。 

〈3〉 〈2〉を側面から見たところ。 

〈4〉手の手首を返し下腹部に向ける。 



    
〈5〉 〈4〉の側面  〈6〉押しこむ   〈7〉〈6〉の側面   〈8〉拡大 

〈5〉 〈4〉を側面から見たところ。 

〈6〉下腹部に押し込む。そのまま、 1 分ないし2 分間停止する。 

〈7〉 〈6〉を側面から見たところ。距離5～10cm 程度。 

〈8〉 〈6〉の両手の三角形の拡大。 

※ここまでは、 五臓六腑の強化に効果がある。ここで止めるときは、〈6〉を

２分間静止させ、 その後に両手をゆっくり伸ばし、 立禅の姿勢に戻し、 ３分

間後に収功する。 

【腎臓・肝臓の強化法】 

  

〈9〉中指と薬指を曲げる   〈10〉梯形 

〈9〉 〈6〉の1 分間停止後に、 梯形のまま「中指と薬指」の二指を同時にゆ

っくり30 度曲げる。20 秒間停止。 

そのまま梯形にゆっくり戻す。2、3 秒後に2 回目の「中指と薬指」の二指を曲

げる。 

以上 「中指・薬指」を9 回ないし11 回繰り返す。１分間を3 回の早さで行う。 

〈10〉最後に、 梯形の両手を下腹部に向けたまま2 分間停止する。 

その後に両手をゆっくり伸ばし、 立禅の姿勢に戻し、 ３分間後に収功する。 

 

 

 



【胃腸の強化法】 

   
〈9〉中指         〈10〉薬指      〈11〉中指と薬指 

〈9〉〈6〉の1 分間停止後に、 梯形のまま「中指」をゆっくり30 度曲げる。

20 秒間停止。その後、 梯形に戻す。この写真では中指は、 10 度程度しか曲

げていません。〈11〉の角度が正解です。 

〈10〉梯形のまま「薬指」を３０度曲げる。20 秒間停止。その後、 梯形に戻

す。この写真では薬指は、 45 度程度も曲がっています。〈11〉の角度が正解

です。 

〈11〉梯形のまま「中指と薬指」の二指を同時にゆっくり30 度曲げる。20 秒

間停止。その後、 梯形に戻す。 

※以上を一セットとして、 〈9〉～〈11〉を3 回繰り返す。〈9〉～〈11〉を１

分間で行う。 

〈12〉最後に、 両手を下腹部に向けたまま2 分間停止する。 

 

  
〈12〉下腹部に向ける  〈13〉立禅 

〈13〉両手を前方に突き出し、 立禅の姿勢とする。3 分間停止。収功。 

 

【練功方法】 

滾球法は、 それぞれ効能の違う三種類の功法で構成されています。 

(1)五臓六腑の強化法 



「内外気交接法+帯脈啓動法」〈1〉～〈19〉と「手指按動法」〈1〉～〈6〉ま

で。双手抱球功より五臓六腑の強化に効果があります。ここで止めるときは、 

「手指按動法」の〈6〉を２分間静止させ、 立禅の姿勢に戻し、３分間後に収

功します。 

(2)腎臓・肝臓の強化法 

腎臓や肝臓に障害があるとき、 あるいは障害はないけれど気のパワーをレベ

ル・アップさせたいとき行います。上記(1)を行った後、 〈6〉を1 分間静止さ

せてから、 腎臓・肝臓の強化法を続けます。 

(3)胃腸の強化法 

消化器系に故障があるとき、 上記(1)を行った後、 〈1〉を1 分間静止させて

から、 胃腸の強化法を続けます。 

【練功時間】 

(1)五臓六腑の強化法 

20 回ないし40 回のとき : 

立禅3 分(5)+ 「内外気交接法+ 帯脈啓動法」１０ 分(20)+ 「手指按動法」2 分

+ 立禅3 分(5)=18 分( 最大32 分)   

 

(2) 腎臓・肝臓の強化法   

20 回ないし40 回のとき:    

立禅3 分(5)+ 「内外気交接法+ 帯脈啓動法」１０ 分(20)+ 「手指按動法」6 分

+ 立禅3 分(5)=22 分( 最大36 分)   

 

(3) 胃腸の強化法   

20 回ないし40 回のとき:    

立禅3 分(5)+ 「内外気交接法+ 帯脈啓動法」１０ 分(20)+ 「手指按動法」6 分

+ 立禅3 分(5)=22 分( 最大36 分)   

 

【気感】 

内外気交接法はあまり強くはないですが、 親指と親指、 人差指と人差指の間

に磁石のような反応があり、 帯脈啓動法は帯脈内の気が動くのが少し感じられ

ることでしょう。それに反して、 手指按動法は強烈な反応があります。両手の

三角形を下腹部に向けると、 ゴム風船のような強い反発があります。   

 

★ 気との遭遇( その三) ★ 

【採気法 ( その一) 】 

採気とは、 自分の周囲から外気( 清気) を体内に採り入れ吸収することです。



立禅功をはじめ多くの功法は、 すべて採気の効果があります。 

ここでの採気法は、 功法と離れて単独で採気の効果を有するものです。 

山や公園など緑の豊かな場所で行います。   

［1］ 採気法20 分以内で行います   

両足を肩幅に開き、 膝をごく軽く曲げます。両腕を前方に差し出し、 大きな

球を抱くように手の平を内側斜め上方に向けます。立禅の姿勢と同じように「上

虚下実」です。 

これが採気法の姿勢です。ここから自然との交流が始まります。五分ほどこの

姿勢を続けると、 まずは手の平にじわっとした重さを感じ始めます。やがてそ

の重さが、 腕全体に広がっていきます。採気・吸収です。採気法のポイントは、 

負担にならないほど 

極く軽く膝を曲げることです。つらければ膝を曲げなくても結構です。 

 

 
［1］採気法 

 

［2］収功 

採気法を5～20 分後に収功を行います。 

〈1〉採気法の姿勢から、 膝を伸ばしながら、 同時に鼻でゆっくり息を吸いな

がら、 両手の平を上向きにして、 そのまま上げていきます。 

〈2〉引き続き息を吸いながら、 頭の上で両腕を輪を描くように移動させます。 

〈3〉頭の真上にきたら息を止め、 少し静止させます。今度は、 両手の指を1

～2cm ほど離し、 口から息を吐きながら正中線に沿ってゆっくり降ろしていき

ます。手の平は下向きとなります。 

 



    

         〈1〉         〈2〉       〈3〉 

    

〈4〉        〈5〉      〈6〉      〈7〉 

 

 

◆偏差対処法 (その一)◆ 

【練功中に気分が悪くなったとき】 

偏差とは、 練功を正しく行われないときに生じる副作用のことです。偏差の原

因は、 空腹時や満腹時に練功したり、 あるいは手指按動法の指の順序を間違

えたときに起こりやすくなります。症状としては、「眩暈や吐き気」などがあ

ります。 

軽い眩暈や吐き気のときは、 そのまま練功を続けますが、 次第に強くなって

くるときは中止します。比較的軽い症状のときは、 中止した後で静かに座り、 

温かい飲み物を飲みます。症状が重いときは、 中止した後で直ぐに座らないで、 

温かい飲み物を飲み、 ランダムに手指を動かします。その後で、 手の平を上

⇒手の甲を上⇒手の平を上と、 交互に上下に素早く回します。 

 



◆中医学理論(その四) 気の生成◆ 

【人体内の気の構成】 

人体内の気は、 「先天の気」と、 「後天の気」で構成されています。「先天

の気」は、 両親から受け継いだもので、 先天の精として「腎」に貯蔵されま

す。 

出生後は、 腎気として成長発育および生殖繁殖という最も大切な生命活動の物

質的基礎とされています。それに対して「後天の気」は、 出生後に得られるも

ので、 

「水穀の気」と「大気」があります。「水穀の気」とは、 文字通り飲食物から

得られる栄養素のことです。「大切な生命活動の物質的基礎とされています。

それに対して「後天の気」は、 出生後に得られるもので、「水穀の気」と「大

気」があります。「水穀の気」とは、 文字通り飲食物から得られる栄養素のこ

とです。「大気」とは、 自然の中に広く分布している「清気」のことを指しま

す。このように、 人体内の気は「先天の気」と「水穀の気」および「大気」と

の三者が合成されたものです。 

 

【先天の気】 

先天の気は、 男女の精の合体によって生じるために、 高齢者出産のように始

めから先天の精が不足していると、 虚弱体質の子供が生まれやすくなりがちで

す。しかし、 虚弱体質は気功のトレーニングで十分、改善できます。また腎気

は、 誕生後から「後天の気」を受けて次第に旺盛になり、 青壮年期に最も充

実してきます。中年以降は衰えが始まり、 老年にはさらに衰退し、 ついには

枯渇してしまいます。腎気は生命活動の根本をなしていることから、 老化と深

く関係しています。腎気の衰えは、 手足の倦怠感、  頻尿、 精力減退などの

ほかに、 腰痛などの関節痛、 耳鳴り、 歯抜けなどの症状として現れてきます。 

 

【後天の気 水穀の気】 

水穀の気とは、 飲食物が胃と脾で消化吸収された栄養素のことです。この飲食

物のエッセンスは、 気・血・津液となって全身をくまなく巡り栄養を補給し、 

新たな生命体を生み出す基礎的物質となります。また「水穀の気」は、 腎に注

ぎ「先天の気」を養います。このように中医学では、 飲食物は「水穀の気」の

原料となり、 生命維持には不可欠なものとして最重要視されています。この気

功で「双手抱球功」が冒頭にくるのは、 消化器系の強化を目的にしているから

です。 

 

【後天の気 大気】 

「大気」は肺で吸入され、 胃と脾で消化吸収された「水穀の気」と合成されて、 



「宗気」という生成されたばかりの気となります。この「宗気」は、 いったん

胸中に集められたのちに、 全身を巡ります。胸中は「宗気」が集まるので「気

の海」と呼ばれています。 


