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【効能】 

抗老益寿法は、 扶正長寿法の一種ですが、 より効果の高い功法です。長寿法

と同様に、 気血の流れを促進させ、 免疫力を増強させ、 老化に抵抗し、 長

寿を実践します。抗老益寿法は老化防止と同時に、 さらに多くの慢性病にも効

果があります。「老化」は、 気力減退、 精力減退、 目のかすみ、 聴力弱化、 

歯抜けなどの現象として現れます。 

《方法》 

【功法の構成】 

抗老益寿法は、 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】 

この手指按動法は長寿法と同じように、 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。 

立禅を3 分間後に手指按動法を行います。立禅の姿勢のまま、 指だけを以下の

順に降ろします。長寿法とは指を降ろす順序が違います。経絡内の気の流れを

変えることで、 その効果が違ったものになります。 

「 ［1］薬指⇒ ［2］人差指⇒ ［3］小指⇒ ［4］中指⇒ ［5］親指 」 

各一指は、 1 分間で行います。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 秒以内で行います。 

【手指按動法】 

［1］ 薬指 

〈1〉 立禅の姿勢のまま行う 

〈2〉 梯形から五指を軽く伸ばす。 

〈3〉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〉立禅 梯形     〈2〉五指を伸ばす     〈3〉薬指を降ろす 

［2］人差指 

〈1〉梯形から軽く五指を伸ばし、 人差指をそのまま下に降ろす。 角度30 度 時

間45 秒 

(このとき長寿法のように人差指を上げないことに注意) 

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〉人差指を降ろす 

［３］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 

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 45 秒停止 

［４］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〉中指を降ろす45 秒停止    〈2〉梯形 

［5］親指 親指の動きは多少複雑なので、 再び詳しく説明します。 

〈1〉梯形から五指を軽く伸ばす。 

〈2〉a～d 親指を回しながら降ろす。 

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。 

右手親指を例にとると、 梯形の形から親指を人差指に寄せるようにし右回りと

し、 人差指の脇を通って大きく開くように回しながら降ろす。 



  

〈1〉五指を伸ばす     〈2〉a 右手親指を左回り 

  

〈2〉b 人差指の脇を通る 

  

〈2〉c 大きく開くように回す 

  

〈2〉d 降ろす 

〈3〉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。 

45 秒停止。 

  

〈3〉親指を降ろす 正面から見たところ 



45 秒後に、 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回し方とする 。そして梯形に戻す。 

【練功時間】 

手指按動法の「 ［1］薬指⇒ ［2］人差指⇒ ［3］小指⇒ ［4］中指⇒ ［5］

親指 」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。 

この抗老益寿法は、 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。 

★気との遭遇(その四)★ 

【 採気法(その二) 】 

大樹から採気する方法 

採気とは、 自分の周囲や大樹から外気(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。山や公園などに植

えられた、 生命に溢れる大樹から直接、 気をおすそ分けしてもらうものです。 

採気する樹木の対象は、 一年中緑豊かな常緑樹とし、 あまり痩せこけたもの

は避けます。採気する時間20 分以内とします。 

 

(1)採気法(その一) 

両足を肩幅に開き、 膝を伸ばしたまま大樹の前に立ちます。両腕を樹木の形に

合わせて、 丸く円を描くように挟みます。手腕と樹木の距離は10ｃｍ程としま

す。手の平の形は梯形です。しばらくその姿勢を保っていると、 樹木から温い

反応が伝わってくるはずです。樹木から気を吸収しているのです。なお、 手の

平を樹木に触れたままでも構いません。 

 
〈1〉大樹を両腕で挟む 

(2)採気法(その二) 



両足を肩幅に開き、 膝を伸ばしたまま大樹の前に立ちます。右手の平を樹木に

軽く触れ、 左手の甲を命門穴(腰椎のバンド付近)に付けます。右足そのままで、 

左足だけを樹木の根に乗せます。これは樹木より直接、 採気する方法です。 

 

〈2〉右手を樹木に左手を命門 

◆偏差対処法 (その二)◆ 

【練功中に震えがきたとき】 

練功中に手足や身体全体が、 ぶるぶると震えることがあります。ただし、 疲

労のため脚が震えてくるのは、筋肉が鍛えられれば自然に解決するので問題外

です。筋肉の疲労からではなく、 突然練功中に身体が自分の意思とは関係なく

震え出し、 止まらなくなることがあります。こんな現象に出っくわすと誰でも、 

大変不安な気持ちになるものです。そこで、 身体の震えは何故起こるのか、 ど

う対処したらよいのかを説明しましょう。 

その原因は内気の充実と関係しています。内気が充実してくると、 各種の運動

機能を刺激し、 無意識的にいろいろな部位の筋肉を、 特に手足の筋肉を興奮

させて、 それらの活動を行わせるからです。したがって、 この種の震えは正

常な反応なのです。恐れることなく練功を淡々と続けて下さい。 

ただし、 この種の震えがきたとき絶対に守るべき約束事があります。震えがき

たとき、 自分の意識で震えを止めるように「震えよ、止まれ」と身体に命令し

て下さい。といっても、 震えは止まるものではないのですが、コントロールす

ることが大切なのです。2、3 度経験すれば、 再び起こらなくなることでしよ

う。その反対に、震えを才能のなせる技と誤解して、 震えをより大きく増幅さ

せようと、 自分の身体に「大きく動け」と暗示をかける人がいます。これは絶

対にしてはならないことです。副作用という偏差が出て収拾がつかなくなりま

す。 

 

 



◆中医学理論(その五) 臓腑(1)◆ 

【臓腑】 

中医学でいう「臓腑」とは、 西洋医学的な臓器自体だけを指すのではない。中

医学では、 臓器とその臓器が体外に表現される種々の生理現象や病理現象をも

意味している。たとえば、 「肝の病の症状は目に現れ、 心の病は舌に現れる。

舌が異常に赤いときは心に熱があることを知る」などである。つ 

まり、 臓腑をはじめ身体各部を個々に独立したものではなく、 有機的総合体

として捉えているのである。 

 

【その特徴】 

(1)生理的機能単位 

各臓腑の捉え方が、 単に解剖学的な臓器ではなく、 生理的な機能単位になっ

ている。たとえば「心」は、 西洋医学の心臓だけを指すのではなく、 循環系

や一部の神経系の機能も包含しており、 さらに「神明を主る」というように大

脳の機能を含めてもいる。 

 

(2)生理と病理の結合 

臓腑の機能は、 生理機能と病理変化を緊密に結合させたものであり、 生理機

能から病理変化を、 病理変化から生理機能を知ることができる。たとえば、 五

臓は「五主」という筋肉や骨などの部位をそれぞれ主宰しているので、 筋肉に

異常があるときは「脾」の病を予想し、 骨の異常は「腎」の病を予想するので

ある。 

 

(3)整体観 

人体は五臓六腑をはじめ脳、 髄、 子宮、 骨、 筋肉、 体毛などからなるが、 

中医学では「五臓」をその生命体の要として捉えている。五臓を中心として六

腑、 五官(人体にある五つの穴)、 形体などの組織器官のすべてを関連づけ、 五

系統に整理されている。五臓は相互に関係をもつと共に、 六腑とも緊密な関係

を有し、 さらに各臓器が筋肉、 骨、 血管、 神経、 皮膚、 毛などを主宰す

るなど有機体(整体)を形成している。 

 

(4)人体と外界の整体性 

人体を有機体(整体)として捉えると同時に、 人体を自然から独立したものでは

なく、 外部環境と密接な関係があるものとして、 五臓と外界との整体性も重

視する。人体の生理活動には、 肝と春、 心と夏、脾と長夏、 肺と秋、 腎と



冬が密接な関係をもち、 季節が違えば病変の特徴も異なるとする。 

このように、 五臓を中心とした人体の整体性と共に、 人と自然界の整体性を

重視していることが、 臓腑の主要な特徴である。 


