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【効能】 

三関進気法は、 内気功の最終段階の功法であると共に、 外気功への登竜門と

しての功法です。この功法は、 腹側の正中線を走る任脈(にんみゃく)と背中の

背骨側を走る督脈(とくみゃく)の二脈を通し、 陰陽を循環させます。 

陰の氣はすべて任脈へと流れて行き、陽の氣はすべて督脈へと流れて行きます。 

督脈に沿って気を頭部に向かって上げていき、 今度は頭部から任脈に沿って気

を下腹部に向かって下げていきます。 

このように陰陽循環させることを、 「少林内勁一指禅」では「二脈を通す」と

いいます。 

その結果、 十二正経も通るこになり、 自然治癒力を飛躍的に向上させること

ができます。「二脈を通す」ことを、 道教の流派では「小周天を回す」と呼ん

でいます。少林内勁一指禅との違いは、 道教派が意念を使うのに対して、 こ

の流派は動作(調身)だけで二脈を通してしまうことです。意念を使うと「偏差」

への心配がありますが、 三関進気法はその恐れが全くありません。また、 「二

脈を通す」(小周天)ことは目的ではなく、 単なる一つの通過点に外なりません。

大周天とて「少林内勁一指禅」では、 通過点の一つに過ぎません。 

 

「三関」とは： 

三関進気法の「三関」とは、身体の中で最も気の通りの悪い三つの関を指しま

す。それは、背側の督脈上にある尾閭関(びろかん)・夾脊関(きょうせきかん)・

玉沈関(ぎょくちんかん)です。 

尾閭関は尾骨の５ｃｍ上にあり、夾脊関は脊椎十二棘突下にあり、玉沈関は後

頭部中央にあります。この三つの関の中で、最も体温が低く、気の通りが悪い

のが尾閭関です。そのため尾閭関を「雪山」と呼ばれています。他流派では、

肛門を締め、意念を用いて太陽の光が尾閭関の雪を溶かすような温熱感のイメ

ージを描きます。一指禅功では、肛門を締めることないですし、意念も使いま



せん。 

《方法》 

【功法の構成】 

三関進気法は、 次のように構成されています。 

「（1）起勢⇒（2）馬歩椿⇒（3）動作⇒（4）馬歩椿⇒（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

る役割を果たしています。 

(2)馬歩椿: 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)動作 

立禅の姿勢のまま始めます。下半身の姿勢はそのままで、 手と腕のみを動かし

ます。同時に、指の動きである手指按動法も行います。 

(4)馬歩椿: 3 分(体力のある人は 5 分)後半部の馬歩椿は、 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。 

 

【三関進気法の手順】 

三関進気法は立禅の姿勢のままで、 腕と手を移動させ、同時に手指を動かす「手

指按動法」を行うことで、 他の流派では何年もかかる小周天をいっきに実現し

てしまいます。 

【動作】 

(１)起勢に続き、 馬歩椿３分 (体力のある人は 5 分) 

(2)左手そのままで、右手の労宮穴を左の手の合谷穴へ向け、１０ｃｍほどまで

押し込む。そのまま両手を身体の中央に寄せる。 

 



   

   (1)馬歩椿３分     (2)右手を左手押し込む 中央に寄せる 

 

(3)右手の掌を左手の下に潜り込ませ、両手の中指を向かい合わせる。 

(4)右手の中指を基準にして、左手の中指から左の腕の中央に沿って、左肘の先

端までゆっくり移動させる。 

   

     (3)左手の下に移動   (4)左腕に沿って肘まで移動 

(5)左肘の先端下に右手の中指がきたら、中指を肘に向けて上げる。距離１ｃｍ。

１分間停止。 

(6)中指はそのままで、薬指を上げて二指で肘先端に向ける。距離１ｃｍ。１分

間停止。 



  

     (5)中指を上げる        (6)中指と薬指を上げる 

 

(7)二指を戻し梯形とする。 

(8)右手を左肘から離して、右手はお腹に向くように、帯脈に沿って左から右へ

移動させる。このとき、左手平の労宮穴は、右手の合谷穴に向ける。以下の(6)

～(8)までは、静止させることなくスムースな一連の動きとする。 

※帯脈(たいみゃく)：バンド付近を走る奇経八脈の一つ。 

(8)右手が右腰にきたら、左手の労宮穴と、右手の合谷穴を向かい合わせたまま

で、左手の労宮穴が上向きで、右手の合谷穴が下向きになる位置まで、右手を

回転させながらゆっくり移動させる。このとき、 

左手は下向きから上向きに移動するだけで、右手の動きは回転が加わるので多

少複雑になっている。 

※ 三関進気法では、この動きだけが複雑ですが、左手の労宮穴と、右手の合谷

穴を、常に向かい合わせたまま行うことがポイントです。労宮穴と合谷穴を意

識して移動させれば、スムースにできるかと思います。 

   

    (7)右手は帯脈に沿う   (8)労宮穴と合谷穴を向けて移動 

 

(9)身体の正中線上で、左手の労宮穴が上向きで、右手の合谷穴が下向きになる。



右手の合谷穴が下向きということは、右手の平が手前を向くことになる。 

(10)そのままの形で、右手は額付近に、左手は関元穴の位置へ移動させる。 

一分停止。 

  

(9)正中線上に移動    (10)一分停止 

(11)一分後に、正中線に沿って両手をヘソへ向けてゆっくり移動させる。 

(12)ヘソ付近にきたら、右手の平を下向きにして、左手の平と斜めに向き合わ

せる。 

(おにぎりを握る形) 2、3 秒停止。 距離は５ｃｍ程度。 

(13)右手は「こめかみ」の脇に、左手は太腿の外側に置き．梯形のまま両手の

労宮穴を向かい合わせる。 

一分停止。 

 

 



                   
(11)両手を移動  (12)斜めに合わせる 

(14)左手は梯形のまま、右手の薬指を降ろし、その指先を左手の労宮穴に向け

る。 

一分停止。梯形に戻す。 

(15)右手は梯形のまま、左手の薬指を降ろし、その指先を右手の労宮穴に向け

る。 

一分停止。梯形に戻す。 

(16)両手の薬指を降ろし、その指先を向かい合わせる。一分停止。梯形に戻す。 

※ (16)の動作のとき、両手の薬指が一本の線上につながったかのような反応が

あります。ときには、それが鉄の棒のようになって、動かなくなることもあり

ます。 

   

     (14)右手薬指    (15)左手薬指     (16)両手薬指 



(17)梯形に戻したまま、両手の労宮穴を向ける。 (13)と同じ動作となる。 

 一分停止。 

(18)両手をヘソの付近までゆっくり寄せる。 

(19)両手が交差する直前に、左手の平を下に向ける。 

   

    (17)一分停止    (18)両手を寄せる  (19)左手平を下を向き 

(20)右手の平が、左腕の上に沿って進む。 

(21)右手の平が左腕の肘付近にきたとき、左手を正中線より馬歩椿の形に移動

させる。 

(22)右手は左胸から右胸を通る。 

 

    

     (20)左腕を通る   (21)左手を馬歩椿へ  (22)胸を通る 



(23)右手を右胸から前に突き出すようにして馬歩椿の姿勢に入る。 

(24)馬歩椿 ３分。 

  

        (23)右手を突き出す    (24)馬歩椿 

次に、左右を逆にして(2)から(23)までを同様に行う。 

最後に、馬歩椿 ３分後 収功。 

【練功時間】 

馬歩椿３分(５分)＋動作８分＋馬歩椿３分(５分)＋動作８分＋馬歩椿３分(５

分)＝計２５分(３１分) 

※ 注意事項 ： 三関進気法は、他の功法とは合わせて行わないで下さい。 

 

★外気導引法★ 

 



【効能】 

この外気導引法は、 気を受ける者と発功者の両者に各種の効能があります。そ

の効能は以下の通りです。 

（1）受け手に対して気血の調整を行うと共に、 陰陽平衡の回復を促します。 

（2）受け手の元気を増進させ、 延命長寿の効果があります。 

（3）発功者のパワーをアップさせます。 

 

【方法】 

 

  

発功者は、 相手の左右どちらかの側面に、 身体が触れない程度に離して立ち

ます。相手の右側に立ったとすると、 右手の平を「だん中穴」に、 左手の平

は「神道穴」に向け、 両手の平で相手の身体を挟むようにします。両腕は真っ



直ぐ伸ばさないで、 丸みをもたせておきます。手の平と相手の身体の距離は１

０ｃｍとします。「神道穴」（第六胸椎棘突起下）は背中側にあり、 「だん中穴」

よりやや上にあります。 

「だん中穴」に右手の平を正確に向け、 これを基準に左手をやや上にして位置

を決めます。このとき手の形は、 終始「梯形」とすることがポイントです。手

の平は相手の身体と平行にします。２～３分間ほどそのまま発功します 

  

    （１）左手の平を「だん中穴」   右手の平は「神道穴」 

（2）まず、 左手そのままで、 右手の平を相手の身体を前方にゆっくり引きま

す。５０センチほど引いたら４～５秒ほど止めます。 

  

（3）次に、 右手の平を「だん中穴」に向けて押し込みます。このとき同時に、 

左手を後ろに引きます。 



両手共に、 相手の身体を挟むように、 右から左に移動する形になります。右

手がツボから１０ｃｍ、左手が５０センチになったら４～５秒ほど止めます。

これを相手が動くまで繰り返します。 

（4）収功 

相手が動いても、 動かなくても、 ５～6 分後に収功します。両手を「だん中

穴」と「神道穴」へ近づけ、 両手を軽く握り、 そのまま手前に引きます。こ

れで外気導引法は終了です。 

 

※外気導引法のポイント 

（1）相手の緊張を解き、 リラックスさせるのが大切です。 

（2）しばらく発功した後で、 相手にどんな反応があるか聞いてみます。胸か

背中に温かい反応があれば、 動く可能性が高いと言えます。 

（3）相手が動くかどうかを見極める方法は、 相手の肩を見ます。動くようで

あれば、 肩が前後に微妙に動きます。相手の動く方向に合わせて、 引いたり

押したりします。タイミングが大切です。 

（4）一度で動かなくても何度かやれば、波長が合うかのごとく動くようになり

ます。 

（5）相手によっては、 気に対して敏感な人と、そうでない人がいます。でき

れば、 敏感な人を探しておくと自信につながります。 

【注意事項】 

外気導引法を絶対やってはいけないか、 慎重にやらなければいけない患者がい

ます。絶対の禁止は、 癌患者、 出血性疾患、 妊婦、 精神病患者です。禁止

に準じる患者は、 虚弱、 重病直後、 重症の心臓病患者です。以上の人は外気

導引法を避けます。 

 

◆中医学理論 臓腑(2)◆ 

【臓腑の概念】 

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。ここが、 西洋医学にはない経験科学的な色彩の

濃い、 中国医学の特徴である。身体の部位の変化から、 五臓六腑の異常を判

断するのである。 

 

【臓腑の構成】 



五臓は陰に属し「肝」「心」「脾」「肺」「腎」それに「心包」が加わり六臓とな

る。「心包」は、 西洋医学にはない臓器で「心」を包み保護するものとされて

いる。六腑は陽に属し「胆」「胃」「小腸」「大腸」「膀胱」それに「三焦」が加

わる。「三焦」は五臓六腑全体を包み込む膜状の組織とされている。五臓と六腑

との関係は、 五臓が主役で、 六腑は脇役と位置付けられている。六腑は飲食

物を運搬し、消化吸収し清濁を選別する。それに対して六臓は、 六腑の働きで

できた栄養物質（精・気・血・津液）を貯蔵する臓器である。中医学では、 栄

養物質を貯蔵する五臓を中心に組み立てられている。 

 

【五臓と体内外の関係】 

中医学では、 五臓と身体の各部位は密接に関係しているとされ、 部位の変化

から五臓の異常を判断している。たとえば、 唇の脇が割れると胃が悪いという

ように、 日本でもお馴染みの深いものでもある。 

 

（1）五臓と五主 

五臓には身体ある部位を主宰し、 管理しているされる。それは以下の通りであ

る。 

肝⇒神経・腱・筋肉、 心⇒血管、 脾⇒肌肉、 肺⇒皮膚・毛、 腎⇒骨髄をそ

れぞれ主宰管理している。この関係から、 神経と腱の異常は「肝」の病を疑い、 

血管の異常は「心」の病を考え、 筋肉の異常では「脾」の病を思い、 皮膚や

頭髪の異常では「肺」の病を推測し、 そして骨の異常では「腎」の病を予想す

ることができる。 

（2）五臓と五官 

耳、 目、 口（唇）、 鼻、 舌を五官（感）あるいは七孔ともいう。「肝は目に

開孔し、 心は舌に開孔し、 脾は口に開孔し、 肺は鼻に開孔し、 腎は見に開

孔する」。その意味することは、 肝の病のとき、 その症状は目に現れ、 腎の

病は耳に、 肺の病は鼻に、 脾の病は唇に、 心の病は舌に現われるという。た

とえば、 腎が衰えると耳が遠くなり、 肝が衰えると目がかすんだりする。 

（3）五臓と五志 

五志とは怒、 喜（笑）、 思（慮）、 悲（憂）、 恐の感情をいう。肝は怒を、 心

は喜を、 脾は思を、 肺は悲を、腎は恐の五志を生じるとされる。これら激し

い感情が生じると五臓を傷つける。激しい怒り肝は傷つけ、 喜は心を傷つけ、 

思は脾を傷つけ、 悲は肺を傷つけ、 恐は腎を傷つけ病変を発生させる。また

逆に、 肝気が衰弱すれば、 怒がなくなって気の弱まった状態になる。 

 

 

 


