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北京へ 

2014-07-17 | 北京の思い出 

 私が初めて姚宗勲先生を知ったのは、王勝之先生が北京に行かれた時に撮ってこ

られた 8ミリフイルムでした。確か 1980年か 81年頃だったと思います。王勝之先生は

学生の頃、北京において八卦掌名家の楊名山に学ばれ、その当時王薌斎先生の練

習場にも見に行かれたこともあったとのことでした。 

 楊明山は程家八卦掌、程廷華（1848-1900）とその弟、程殿華の弟子であり、義和

団事件に巻き込まれドイツ軍の一斉射撃を受け早くに亡くなった程廷華に代り、程の

子供達を指導したとも言われており、程家と縁の深い人物です。近年北京で有名であ

った八卦掌大家の王栄堂先生（1913-1996）も、楊の門弟でした。王勝之先生は日本

に来日した後、台湾から来られた王樹金先生に長く学ばれ、王樹金先生が来日して

麻布の光林寺で指導されるときは、ご一緒に指導されていました。私は学生時代そこ

に参加し、後に王先生の紹介にて澤井先生に学ぶことが出来るようになりました。 

 

 姚宗勲先生は長い間北京郊外の農村に下放されていたが、1979年にようやく北京

に戻られました。その知らせを聞いた王勝之先生が北京に行かれコンタクトを取り、

澤井先生へのメッセージの一環として、8 ミリフィルムの撮影が行われました。撮影は、

姚宗勲先生だけでなく、ご子息の姚承光先生、王薌斎先生の次女の王玉芳先生、王

薌斎先生の愛弟子の李見宇先生らも集まり、站椿、試力、走歩、発力、発拳、推手、

拳舞など実に多くのものが収録されました。 

 王勝之先生は帰国後この 8 ミリを持って澤井先生を訪ねられ、澤井先生、王勝之先

生と我々数名、岩間先生のご自宅に集まり、試写会が行われました。当時私達は、

姚先生の動きが良く理解できませんでしたが、澤井先生は食い入るように見て、姚先

生の動きを絶賛されておりました。また当時との動きの違いについても述べられ、そ

の進化を語られていました。 

 その 2年後、私の中国への語学留学が決まると、澤井先生はすぐに北京の姚宗勲

先生に学ぶよう言われ、姚先生に手紙を書かれました。 

 当時は中国教育部（＝日本の文部省に相当する）が留学の振り分けをしており、ど

の地方に行くかわかりませんでしたが、偶然にも北京の人民大学に決まり、澤井先生

の言うとおり姚宗勲先生について学ぶことになりました。以下に北京での思い出を紹

介致します。 
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 北京に到着し入学手続きが無事終わり、澤井先生から聞いた姚宗勲先生の住所に

手紙を出したが、なぜか住所違いとのことで手紙が戻ってきてしまい、その後も 2回

ほど出したのだが返事は来なかった。そこで大学の武術教師である、李徳印先生に

姚宗勲先生を探してもらおうと頼みに行くと、李先生は「姚宗勲先生は普通の武術家

とは違って実戦家だ、今どこにいるか分らないが、北京国際倶楽部で太極拳を指導し

ている趙華舫という先生を訪ねたらいい、彼は八極拳で有名だが大成拳も学んでい

た。姚宗勲先生や澤井先生とは兄弟弟子だから、探してくれるだろう。」と言われた。

その後北京国際倶楽部を訪ねると、著名な葉書勲先生が日本人相手に太極拳の指

導を行っており、その葉先生に頼んで趙先生を呼んでもらった。趙先生は河北省唐山

の出身で伝説的な八極拳名師、李大中の末裔である李樹雲先生より八極を学ばれ、

後に北京八極拳社の社長を務められている。意拳は、北京に来てから洪連順先生お

よび王薌斎先生について学ばれたとのことであった。 

 私が澤井先生の弟子だと知ると、とても歓迎してくれ、姚宗勲先生のこと、澤井先生

のことなど昔話をされ、また澤井先生の著書「実戦中国拳法太気拳」は自分が北京

図書館で発見し、兄弟弟子達に紹介したんだ、と言われていた。後にこの趙先生から

は、意拳だけでなく得意の八極拳なども教えていただき、またその後も、我々が北京

に行くたびに朱尭亭先生や李見宇先生らとともに集まってくれて指導して頂いた。さて

趙先生は、姚宗勲先生と連絡がつき次第すぐに連絡してくれるとのことであったが、

そうこうしているうちに、姚宗勲先生より返信が届いた。ちょうど河南省に出向いてい

て留守にしていたため、返事が出来なかった、時間があれば、西単南礼士路の児童

医院隣の小花園にて午前中に練習をしているので直接来るように、またご自身と澤

井先生とは昔ともに練習をした仲であり、何十年も会っていないが、お互いずっと気に

かけている…などと書かれていた。 

 そこで翌週の日曜日、南礼士路の小花園に行き、待ち合わせた西門の藤棚周りを

見回すと、既に 10人ほどの老人や中高年の人たちが站椿を行っていた。私も適当な

場所を見つけて立禅を行いながら姚先生が来るのを待っていた。30分位たった頃、

周りを見渡すと、老人や中高年の人たちはまだ立っている、実に長くじっとしている。

一時間くらいは当たり前でその長さに驚いたが、良く見ていると、誰か知り合いが来る

たびに、立ったまま姿勢は一切動かさずに、「おう、今来たのか、今日は遅いな。」と

か「もう帰るのか？」とか気軽に世間話をするシーンも見られ、これにも驚かされた。

やがて一人の中年男性が站椿を終え、ゆっくりと動き出した。その動きは腰の位置こ

そ高いものの、雰囲気がとても味があり正直なところ、我々よりもどこか澤井先生の

雰囲気に近いものを感じた。彼こそ正しく姚先生のお弟子さんであろうと、思い切って

声をかけてみた。彼は名前を席さんと言い、「私は姚宗勲先生の弟子ではなく、姚先

生の弟子の劉普雷先生から学んでいる。姚宗勲先生はもう来るころだよ。来たらすぐ

紹介しよう。」と答えてくれた。 



 

 
右 2番目劉普雷先生、著者、席先生 

 

姚宗勲先生のご指導 

2014-07-18 | 北京の思い出 

 暫くして「姚先生がやってきた。」と席さんが私を呼び引き合わせてくれた。私は挨拶

をしてから、澤井先生から託された手紙を渡すと、姚先生はそれを読まれ、「澤井先

生は君をとても気にかけている。北京で過ごす間、ここで良く学んでいくように。」と言

われ、また私が「澤井先生よりは、姚先生の御子息にも胸を借りて組手をさせて頂き

なさい、と言われており…」と話すと、先生は笑いながら、「澤井先生はとてもせっかち

な性格だから…先ずは基本からゆっくり学んでいきなさい。」と言われ、ホッとした。 

 そして話もそこそこ、すぐに站椿の練習をおこなった。以下は、その時受けた要点と

気づいた点である。 

 

１．姿勢は神宮で行っていたより腰の位置が高く、高い椅子に腰かけるようにとのこと

だったが、腰を下ろすことと同時に、椅子から立ち上がるような力も錬るように感じら

れた。また姿勢が高い分、立つ時間をできるだけ長くしているような感じを受けた。（な

お、同じ北京の先生方と比べても、姚先生の指導された站椿が、一番姿勢が高く、他

の先生方は比較的低い姿勢を指導する方が多かった。） 

http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/9e0b7c65719333d1c2d3be749d904d15
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/9e0b7c65719333d1c2d3be749d904d15
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/c/abbdea22868355f5bb7597780cddad3a


 

２．腕の位置は肩から胸に高さにするが、驚いたのは腕と胸の間隔であり、先ずはコ

ブシを縦にして、２から３個分程度、極めて狭く、肘の角度は完全に 90度をつぶれて

おり、一般的な站椿の要求とは符合しないように思えた。なお両手指先の間隔もコブ

シを横にして２から３個分程度で、ちょうど胸から両肩の前に手のひらがあるようで肩

幅を越えない範囲であった。 

（後にわかったことだが、姚先生の教え方は、先ずは心身のリラックスを求め、形は二

の次、いわゆる「只求神意足、不求形骸似」であった。その後練習とともに、肘の角度

が自然に広がってきて、半円が大きくなって円になっても、直されることはなかった。） 

 

３．視線は遠くやや上方をぼっーと見る。特に健身站（養生站）で行う場合、身体が湯

船や温かいプールの中でぷかぷか浮いているようなイメージを活用し、リラックス効

果を求めるため、視線と合わせ身体がやや後ろに寄りかかったような姿勢となる。 

 

４．下半身に関しては、股間から太ももを外に開き、両膝を軽く合わせ、両脛はまた外

に広がり、両足はまた内側に軽く合わせる、という非常に複雑なイメージを活用し、リ

ラックスする間接、安定させる間接を認識させる方法だった。しかしこのようなイメージ

は、「ちょっと思うだけでよい。決してこだわってはいけない。」と言われた。 

 

５．更に、「練功していると考えないこと、気持ちよく休んでいることを感じ、自分は正し

い姿勢であると自信を持って、私がいろいろ直しても、あまり意識しないでよい。」とお

っしゃられた。 

 

 そして言われたとおりに立っていると、40分位経過した頃、姚先生が来られて私の

肩をなで下ろしたり、胸と背中を挟むようにして上から下へパンパンパンと軽く叩いて、

緊張をほぐされ、引き続きそのまま何もなかったように站椿をおこなった。 

 一時間くらい立つと、続いて丁八歩での站椿を教えてくれ、更に続いていわゆる鉤

掛試力、そして走歩の指導、これを合わせ歩きながらの鉤掛試力、最後に快歩の練

習と一気に指導を受け、ようやく初日の練習が終わった。 

 

走歩（摩擦歩）、快歩について 

2014-07-20 | 北京の思い出 

さて走歩（摩擦歩）についての感想は以下のとおり 

、 

１．神宮で行ってきた、這と比べ姿勢が高い。 
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２．しかし股関節のタメが、常に保たれている。これは澤井先生の動きと同じであり、

逆に自分たちができていないことを再認識させられた。 

 

３．足は常に地面から離れす、まるでクモが地を這いうようで、その足首は蛇の頭の

ように軟らかかった。 

 

４．足を着くときは、つま先から着地するが、かといって表演大会でよく見られる八卦

掌のように、つま先を固定してさすように着地するのではなく、足首および足の指関

節が着地寸前で、地をとらえるような感じであった。意拳の元となった形意拳の歩法

でよく言われる、「翻」と「鑚」と全く同じである。よくつま先から着くとか踵から着くとか、

論じる人もいるが、それよりも足首や足指関節の動きがなければ、その議論もあまり

役に立たないと感じた。 

 

５．実際に、これを拡大したような「快歩」の練習では、着地前は足の裏が前を押し出

し、着地時は先に踵が地面を捕らえて、その後足の裏を踏む動作となり、この両方の

歩法を練習することでより理解ができた。 

 

６．両手を横に大きく横に広げる（或いは指先を前に向ける）ので、綱渡りの曲芸師の

ように、両手で体のバランス取りやすい。ただこの両手を大きく動かしながら歩法の練

習をする人たちをよく見かけるが、（試力の練習を兼ねて故意的にしているのとは別

に）このように動いてしまうのは、ほとんどが若い練習生で、歴の長い人たちはほとん

ど動かさず、姚先生に限っては微動だにせず、身体も全くブレることはなかった。 

 

 その後、姚先生は高弟の劉普雷先生を呼び、私の歩法の練習を指導するよう言わ

れ、この日より暫くは劉先生に直してもらいながら練習を行った。劉先生は大柄の体

格であったが、その歩法はコマネズミのように素早く、間をとっての蹴り技など全く入

らないであろうと、直感した。同時にかつて岩間先生がおっしゃられた「這は足腰の鍛

練だけでなく、実は間合いを半歩詰めるための練習でもあるんだ。」という言葉を思い

出した。 

 この日練習が終わる頃、姚先生より、「天津から、敖碩鵬先生が来ている。彼も澤井

先生と一緒に練習をした仲だ…」と、この敖先生を紹介してくれた。 

 



敖碩鵬先生 

 

 

敖碩鵬先生と対面 

2014-07-24 | 北京の思い出 

 敖碩鵬先生は姚宗勲先生と古くからの友人であり、王先生に入門する前は、錦八

手門の趙鉄錚先生に学んでいた。趙鉄錚先生は姚宗勲先生の師、洪連順先生とは

義兄弟の契りを結んでいたそうで、このような関係でともに王先生に学ばれるようにな

ったようであった。 

 敖先生は実に目つきの鋭い老人で、天津における意拳関係者と仲が良く、既に武

術界を隠居されていた趙道新先生、螺旋拳を創始した裘稚和先生、ボクシングやシ

ュアイジャオ、フェイシングなどでも著名な卜恩冨先生、張恩�収先生（いずれも王�

掟斎先生が天津や上海で意拳を教え始めた時の早期の高弟であり、卜恩冨先生、

張恩�収先生は韓星橋先生とともに、河北省深県の王先生の故郷での練習にも参

加されている）、李文涛先生らとも親交が深かった。敖先生は私を連れて少し離れた

ベンチで腰掛けると、 

 「私も澤井先生とは一緒に練習をした仲だ。君は澤井先生にどのくらい習ったの

か？ 君が学んだ站椿と走歩をここでやって見せてくれ。」 

 と言われ、澤井先生から学んだ這をおこなうと、 

 「練得還不錯、有一定的功夫（なかなかよい、多少の功夫はある）」 

 とお褒めの言葉を頂いた。澤井先生から学んだ這は、姚宗勲先生の教えてくれた走

歩と比べると、腰の高さ、手の位置が異なるのだが、なぜかその事には全く触れられ
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なかった。 

 そして両手を押さえてみろと言われ、両手でそれぞれの手首を握った瞬間、捕まれ

た手首を突き出して、 

 「腕を掴まれた場合は、こういう具合に左右の力を交差させ、相手の根を地面から

引き抜くようにしなければならない。」 

 と、両足ごと身体を浮かされてしまった。この逆手は澤井先生が王�掟斎先生と初

めてお会いした時に経験された技である。以前より澤井先生の実演を交えたこのお

話しをよく聞いていたので、すぐピンときた。それは澤井先生が王先生の両腕を上か

ら掴んだら、王先生が手首を突き出し、そのまま澤井先生を壁際まで押していき、あ

と 1～２メートルまで、と言うところで 

 「好吗？（よいか？）」 

 「好！（どうぞ）」 

 と答えた瞬間、壁に叩きつけられた、というものであった。 

 敖先生の動作は実に簡単で何気ない指導であったため、この時は「ああ、なるほど」

と分かった気になっていたが、今日になってようやくこの交差する力の重要性と活用

方法、汎用性、単なる逆手にのみ使われる力ではなく、重要な基本であることをよう

やく理解することができた。 

 

 この日は、澤井先生と共に練習されたというお二人の先生にご指導頂き、また先生

が北京で修行されていたときのことを想像し、実に感無量で幸せな一日であった。 

 

錦八手門 趙鉄錚先生 

 

 

 



藤棚周りでの贅沢な練習 

2014-07-25 | 北京の思い出 

 姚宗勲先生の指導される公園の練習は、毎週火、木、日曜日の午前中に行われ、

私も授業がない限りこの練習に参加にした。練習は二班に分かれ、公園の入口に近

い藤棚の周りでは、年配の人達が集まって養生を目的とした練習が、更にそこからず

っと奥に入ると、若い人達による技撃（拳術）としての激しい練習がそれぞれおこなわ

れていた。どちらもメンバーは 20人前後だった。 

 姚先生が目の前で動作を示されると、身体全体の各部がみな同時に動く為、まるで

周りの空間や景色が動き出すような不思議な感覚を覚えた。先生は言葉が通じない

と、木の枝で地面に書いて要点を説明してくれたが、それも「明白了吗？（わかった

か？）」「わかりました。」の一言ですぐ消されてしまった。一度目に焼き付けたものを、

自分で繰り返し練り上げていくといった練習であった。 

 私はもっぱら藤棚の周りで老人や病気の治療目的で来ていた患者さんらと一緒に

站椿をおこない、技撃班の方には参加させてもらえなかった。ところが後に知ったの

だが、この藤棚周りで練習している老人の多くは、王�掟斎先生のお弟子さんであり、

毎日こられる張中先生、竇世明先生は技撃に長けた有名な先生だった。健身椿を患

者さんたちに指導されていた張志学先生も、王先生に直接学ばれた方であり、その

他、司徒柱先生、王玉祥先生や、更には天津の敖碩朋先生、河南省洛陽の楊紹庚

先生も度々来られ、時には長老の卜恩富先生も来てご指導をされることもあった。後

に国際倶楽部でお会いした趙華舫先生もよくお見えになられるようになった。また姚

宗勲先生の古いお弟子さんである張鴻誠先生、林筆倫先生、魏玉柱先生らもこの藤

棚周りで練習されており、みな私に対しても丁寧に指導をしてくれた。 

  

 技撃班においては、姚先生のご子息の姚承光先生、姚承栄先生、高弟の崔瑞彬先

生が、師範代として後輩達の指導に努められていたが、丁八歩の站椿をもっぱら行

い、推手の練習にみな汗を流していた。自分もいつかあちらに行けるのだろうか？と

思っていたが、逆に彼らには、｢君は姚宗勲先生に直接指導を受けていて実にうらや

ましいよ。｣とよく言われていた。 

 

張中先生 
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竇世明先生と孔慶海先生 

 

 

公園での基本練習 

2014-07-26 | 北京の思い出 

 その後の練習は、教えられたものをただひたすら練るというもので、数回に一度新し

いもの、例えば立ち方とか、動作とか、或いは要点とかを少しずつ学んでいった。新し

いことを学ぶよりも、ほとんど一人で練り上げていくといった練習だった。 

 練習の半分以上は、站椿、残りは歩法で、試力とかは少なかった。姚宗勲先生の指

導体系は極めてシンプルで多くのものをやらず、ダブるものは極力削りとり、無駄な時

間を過ごさせないやり方で、例えば、両手を左右に広げるいわゆる分水式站椿（韓星

橋先生の金剛指式）などは、走歩の手の形と重なるので、わざわざおこなわない。試

力に関しては、極力絞り必要最低限の鉤掛、浮按、旋法、劈法を最重要として、その

他は補助程度でほとんど行わない。最初のうちはいくつかの基本動作、韓星橋先生

が伝えたいわゆる形体運動と同様のようなものも学んだが、それらも体の動きがある

程度理解出来たらほとんどやらなくなり、揺法も、走歩の練習に組み込まれやらなく

なった。やるものは徹底して時間をかけてやる。ちょっとやって次に行くことはなかっ

た。このようなやり方は私の滞在期間を考慮してのことだったのかもしれないが、おか

げで動作そのものより感覚をつかむことに集中できた。 

 今では、站椿もはじめから微動の練習をおこなうことが多いようだが、私が学んだと

きは、並歩での站椿では、微動、いわゆる模勁は行わず、とにかくじーっと立って正し

い間架を作り、丁八歩での技撃椿において、特に撑託椿のとき、他人から見てほとん

どわからぬ程度のごく僅かな微動を行い、それは試力のようにゆっくりではなく、一瞬
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に素早く行うよう教えていただいた。現在練習している多少動作が見えても、ゆっくり

と全身一つずつ確認しながら徐々に動作を小さくしていくようなやり方は、姚宗勲先生

が亡くなられたあと、姚承光先生、姚承栄先生に学んだものであり、当時はこのような

練習方法も知らなかった。 

 また、走歩の練習時に｢手はなぜ低くして行うのですか？｣と訊ねたところ、 

 

 ｢いくつかの意味があるが、手を顔の前に出して練習すると、先に手で相手の攻撃

を避ける癖が付きやすい。目、首、身体の動きの感覚を覚えるには手を下におろした

方が把握しやすい。また手を顔の前に出して練習すれば、これを見た他人はあなた

が武術の練習をしていると容易に想像がつくだろう。中国はまだ不安的な国だ。あな

たは文革とか経験していないからわからないが、いつまたあのような時代にもどると

も限らない。他人が見ても、あくまでも健康のため身体を鍛えている程度に見せ、武

術の練習をしていると分かるような練習をしないように工夫しなければならない。｣ 

 

 と、厳しい時代を生きてこられた話をされた。更に、 

 ｢私から学んでいることは、外であまり言わない方がよい。言えば君に面倒なことが

起こるかもしれない。｣ 

 と言われていたが、それはすぐにそのとおりになった… 

 

他派との交流 

2014-07-27 | 北京の思い出 

 姚先生の練習は午前中であったので、放課後の空いている時間は出来るだけ何か

を学ぼうと、大学の武術隊（武術部）に入った。体育系の部活で正式部員に選ばれる

と、食堂も運動部員専用食堂となり肉などが豊富で、食費は大学より補助金が支給さ

れ、ほとんどタダとなり、経済的にも大助かりだった。武術隊は、年に一度北京市全

大学対抗の表演大会に参加するため、それなりに厳しい練習だった。メインは表演武

術であったが、参加メンバーは伝統武術をおこなっていたものも少なくなく、またどの

大学にも元北京市武術隊（プロチーム）出身とか、とんでもない身体能力を持った部

員が 2，3名はいた。更に学生会と我々武術隊のメンバーが中心となって、一般学生

にも武術の良さを宣伝しようと、学生会主催の武術社という講習会を作り、形意拳（李

徳印先生指導）、八卦掌（趙大元先生指導）、劈掛拳（王華舫先生指導）、三皇砲捶

(張凱先生指導)、南拳（蒋紅生先生指導）の５つの班が設け、私も主に劈掛拳班に参

加した。 

 

 或るとき、武術隊の練習の最中に、Ｌという人が、どこで聞いたのか、ここに意拳を
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やっている日本人がいるだろう、とやってきた。その時は学校の教師もいるので大げ

さなことにもならず、軽い推手程度の交流で済んだが、それ以降何人かの大成拳など

をやっている者たちが現れるようになった。当時は王選傑、王左臣、高京利といった

大成拳の指導者らが、大学のあったこのあたり（西郊、海淀区）で有名であり、いろい

ろと危ない噂が飛び交っていた。そして現れるのは彼らの生徒が多かった。彼らはみ

な自分の門派の素晴らしさを話し、ちょっと偵察といった感じの者から、脅しや挑発を

しかけてくる者、中には推手や組手の交流を望む者などいろいろであった。時には意

拳、大成拳だけでなく別の武術をやっている者で組手を挑んでくるものもあらわれた。 

 その中で王選傑先生門下のＨという人が、毎晩のように頻繁にやってきて、寮の中

庭で練習するようになった。Ｈ氏は才能と情熱にあふれ、師匠を一途に尊敬し、また

練習の虫であった。彼とは随分推手など交流をおこなったが、非常に高い実力を持っ

ていた。後に、私の同室の日本人留学生の方が（当時、八卦掌を練習されていた）が、

このＨ氏と仲良くなり、Ｈ氏及びその師の王選傑先生に学ばれるようになった。Ｈ氏は

今では王選傑先生先生の技を伝える有名な武術家となり、動画などで姿を見ると当

時のことが本当に懐かしく思い出される。 

 

 またある晩、外から大学に戻ってくると校庭に人垣ができており、何だろうと除いて

みたら、若い人たちがグローブをつけて組手を行っていた。十数人位の練習生とその

師匠と思われる人が指導を行っていた。その人だかりの見物人の中に武術隊の友人

がいて、私を見つけると、｢君はすぐ帰った方がいい。彼らは君を探しに来ているよう

だ。｣と言われた。ところが間に合わず、かつて夜、寮の中庭で会った人間がそこにい

て、私を見つけるとその師匠に報告し、あっという間につかまってしまった。その師匠

の王佐臣先生は、紳士的な態度で、｢あなたは澤井先生の弟子で、今は姚宗勲先生

に習っていると聞いたが、ぜひここで私の弟子たちと交流してほしい。」と言われ、逃

げるわけにもいかず彼ら数人と組手を行う羽目になった。しかし王先生は最後まで紳

士的な態度で、私が数人つづけて組手を行い、息が切れてくるとそれ以上強要するこ

とはなく、弟子達も経験になった、と礼を言って帰っていった。また彼の話しでは、「自

分は、李永良（李永宗の実兄で、洪連順の娘婿）の弟子であり、今姚宗勲先生の弟

子となっている崔瑞彬とはかつて兄弟弟子だった。｣とのことだった。これらのことは、

さすがに姚宗勲先生には報告できなかったが、高弟の崔瑞彬先生に話すと、「彼は

流氓（リュウマン＝ごろつき、チンピラの類）の類だ。二度と接触を持たないように。」と

言われたが、自分にとってはそれなりに勉強になった。 

 

 



李永良先生 

 

 

先生と老師 

2014-07-28 | 北京の思い出 

 中国語では一般的に、先生のことを｢老師（ラオシー）｣といい、｢先生（シェンション）｣

とは、ＸＸさん、といった意味である。 

意外なことかもしれないが、公園に来ている二代目の先生方は、自分の師匠である

王薌斎先生のことを、みな「王先生（ワン・シェンション）」或いは「王老先生（ワン・ラオ

シェンション）」と呼び、決して「王老師（ワン・ラオシー）」と呼ぶことはなかった。 

 また姚宗勲先生に対しても「姚師兄（ヤオ・シーション）」とか「姚師哥（ヤオ・シーガ

ー）」（いずれも姚兄弟子の意味）とは呼ばずに、やはり「姚先生（ヤオ・シェンション）」

と読んでいた。 

 更に言うと、姚宗勲先生のお弟子さんたちも、また姚宗勲先生を、「姚老師（ヤオ・ラ

オシー）」とは呼ばず、「姚先生（ヤオ・シェンション）」と呼んでいた。もちろんここで使

われていた「先生（シェンション）」は一般的な「先生（さん）」よりもっと尊敬の意を込め

た言い方であったと思うが、私の記憶では、姚宗勲先生が亡くなってから、みんなが

生前の姚先生を偲んで、徐々に「老師（ラオシー）」という言いかたが広まっていったよ

うな気がする。 

 さて公園に来ていた二代目の先生方は、王薌斎先生のことを「王先生」或いは「王

老先生」と言っていたが、どういうわけか洪先生に対しては、「洪老師（ホン・ラオシー）」

と言われることが多かった。洪先生とは、洪連順（洪緒如）先生のことであり、次回は

洪先生について紹介したい。 
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驚力、推手を学ぶ 

2014-08-01 | 北京の思い出 

 しばらくして、驚力、発拳、推手などを教えていただいた。驚力とは発力の一つの方

法であり、主に後方や下方に発する場合に用いることが多い。（もちろん慣れてくれば

横、前でも可能である。）姚先生は動作を交えながら「例えば、道を歩いているとき、

突然目の前に雷が落ち、あまりのショックに全身が一瞬に鬆から緊に変化するような

状態であり、これに触れた人間も、また同様のショックを受けたようになる。」と説明さ

れた。具体的には下（後）発力の動作を通じて、驚力の状態を学ぶのだが、他の発力

を学ぶ上でも必要な基本となるため、時間をかけて練習するようにいわれた。更に横

への側劈などの発力に続いたが、一般的な前法への発力はなかなか学べなかった。 

 発拳に関しても、先ずは、下から上への鑚拳、次に上から下への裁拳で、一般的な

直拳はほとんどやらなかった。 

 単推手の教え方は、通常は抱の状態を保ち相手の手を自分の制空圏に入れぬよう

流すものと思っていたが、姚先生の教え方は、先ず相手に自分胸を押させ（つまり自

分の抱の状態もつぶし）その状態から身体の移動を以て相手の手をどかず（流す）や

り方で、そうでないと、相手の攻撃を手で避ける癖がついてしまい、身体の動きが理

解できないとのことだった。足を使っての単推手もまた同様に抱の状態を無視したと

ころからおこなわれた。 

 両手の推手になると、一気に激しい練習になった。姚宗勲先生が相手を選んで、私

と組ませるのだが、ほとんどが姚承光先生、承栄先生であった。両先生に推手の稽

古をつけて頂く時は、いつもおもちゃのように振り回され、何度となくレンガの壁や木

に叩きつけられ、その技量に感動しつつも恐怖感を叩き込まれた。見ていると他の練

習生も、両先生との推手は避けていたようであり、お二人が推手を始められると帰っ

てしまうものや、隠れてしまう者も少なくなかった。他によく指導してくれた李洪錦先生

や、毎回必ずと言ってよいほど胸を貸していただいた崔福山先生らが最も記憶に残っ

ており、今ではみな北京意拳研究会の要職につかれている。姚宗勲先生が帰られた

後は、名も知らない練習生達が「推手をやろう」とどんどんやってきたが、姚承光先生、

承栄先生とおこなうのとは異なり、お互い体力勝負の押し合いで最後はめちゃくちゃ

になることも多かった。おかげでみな両腕は常にひっかき傷だらけ、あちこちに青タン

ができていた。しかしそれはそれでよい勉強になった。 

 また健身班に参加されていた路遠というご高齢の方にも、よく推手の相手をして頂

いた。それまでは、てっきりただの老人かと思っていたが、手を合わせてみると大変

重くかつ変化も速くて驚いた。後で聞いてみると路先生は若い頃より通背拳の一派で

ある劈掛通背拳を練習しており、有名な劉月亭という名人のお弟子さんで、現在は北

京市通背拳研究会の顧問をされているとのことだった。そこで路先生に劈掛通背拳を

見せて頂いたが、その演武はとても素晴らしく、かつて見たどの通背拳とも赴きを異
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なるもので、どこかで教えているのか聞いてみると、 

 「残念ながら弟子はいないよ。弟子を取らないというわけではなく、今の時代はもう

きちんと練習してくれる人がいないのだ。良い先生を見つけるのは大変なことだが、

良い弟子を見つけることもまた大変なことだよ。私は若い頃から武術を学んでいたが、

残念ながら澤井先生には会ったことはない。しかし通背拳を練習していたので武田熈

さんには、何度か会ったことがあるよ。」 

 とおっしゃられていた。 

 

路遠先生 

 

 

 



朝陽区小関（三環路外土城）での組手（実做）練習 

2014-08-02 | 北京の思い出 

 公園での練習に参加して半年が過ぎた頃、「毎週日曜と水曜日の午後に三環路外

で練習しているから、時間があればそこにも来るように。」と姚先生に言われ、こちら

の練習にも参加するようになった。 

 ここは姚先生が下放されていた昌平県から北京に戻ってきた１９７９年９月、姚承光、

姚承栄、崔瑞彬、劉普雷、武小南、白学政先生などに対し、約二年間一日７時間とい

う集中訓練をおこなった場所だそうで、さらに高長友先生らが加わり、引き続き先農

壇の北京市体育委員会科学研究所に場所を変え、毎週月、水、金曜日の午後におこ

なわれたが、これによって一部の弟子達のレベルは短期間で飛躍的に延びたと聞い

ていた。 

 私が参加した時は、既に先農壇での集中訓練は終わっていたようが、その余韻を

残すこの場所の練習に参加することが許されたのはとても光栄なことであった。 

 この場所の四合院には、当時白学政先生が住んでいて、練習風景を８ミリ映写機

（澤井先生が姚宗勲先生に寄贈し、私が持参した）で撮影したものがどこからかユー

チューブにもアップされているが、今見ると懐かしい限りである。 

 練習内容は公園とは異なり、サンドバッグを打ったり、「実做」と呼んでいた組手練

習が中心であった。（当時、他の大成拳門派は、組手のことを「散手」とか「断手」とか

言っていたが、姚門派では聞いたことがなく、ほとんどの人が「実做」と呼んでいた。）

ここに参加する人は、先農壇の訓練に参加した姚承光先生、承栄先生、崔瑞彬先生、

李洪錦先生、白学政先生などが中心で、常に６，７名ほどだった。この時初めてグロ

ーブをつけての組手をおこなったが、最初はグローブになれず背の高い、呂さんとい

う先輩に随分殴られてしまった。その後は少しずつ慣れてきたのか、先輩達との組手

もそれなりこなせるようになった。しかしそれでも姚承光先生、承栄先生や、崔瑞彬先

生らには相変わらず全く歯が立たなかった。姚承光先生、承栄先生の歩法はまるで

地を這う蜘蛛の如くであり、腰が低くて変化も速く、手がまったく見えずに対応できる

間もなく、たったのワンパンチで唸ってしまうことが多々あった。崔瑞彬先生の打撃は

雨あられの如く激しく、こちらの攻撃が少々顔に当たっても、全く意に介せず、あっと

いう間につぶされコテンパに殴られた。 

 姚承光先生はかつて第一回全国散打大会に参加し、評判の高かった相手をわず

か数十秒でＫＯし病院送りにしたとか、姚宗勲先生に腕試しに来た全国的に有名なボ

クシングコーチである張某（かつて北拳王とよばれ、全国チャンピオンになった）を、姚

承栄先生が、たったの一撃で額を割り病院おくりにしたとか（その後張氏は姚宗勲先

生に学び、その技術をボクシング指導に取り入れたと言われている）いろいろな噂を

聞くにつれ、こりゃー自分では絶対かなわん…と思うと同時に、彼らの技術を少しでも

習得しなければ日本に帰っても誰にも説明できないだろうな、と悩んでしまった。 
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竇世明先生の思い出 

2014-08-04 | 北京の思い出 

 ある時いつものように南礼士路小花園で練習をしていると、一人の練習生が私の方

を見ながら、姚先生の弟弟子である竇世明先生に「あの人は誰ですか？あれは何の

練習なのでしょうか？」と訊ねた。すると竇先生は、 

 「彼は日本から来た留学生で澤井健一の学生だ。練習熱心だからおまえも見習うべ

きだ。私も澤井先生とは約６年間稽古をともにした。澤井先生は李立が連れてきた。

李立は後に李克福と名前を変えて北京経済委員会主任をしていたことがある。今で

は中国を離れてマカオに住んでいる…」 

 と答えていて、思わず聞き耳を立ててしまった。 

 

 それまで竇先生とは直接お話したことはあまり無かったが、その後いろいろ教えて

頂くようになり、「もし時間があるなら、私が教えている羅道庄の練習にも参加したらど

うか？」と、誘って頂いた。 

 当時、竇世明先生は、南礼士路小花園以外にも、毎朝早朝に中山公園で養生功を、

また夜は羅道庄というところで技撃として意拳を指導されていた。先生はかつて弟の

竇世成先生とともに王�掟斎先生に学び、二人は大竇小竇と呼ばれ、姚先生ととも

に他流試合ややくざ組織との戦いに随分活躍されたと聞いていた。日中戦争後は、

共産党と国民党の内戦などにより波瀾万丈の人生を送られ、政変後、弟の竇世成先

生は同門の焦金剛先生、管小篠先生らと台湾に移住されたが、兄の竇世明先生は、

長い間東北地方に追いやられ、北京に戻ることすらできなかった。私はなぜか竇先生

に可愛がられ、後に兄弟弟子の何鏡平先生を紹介して頂いたり、中山公園やご自宅

にても教えていただき、本当にお世話になった先生の一人であった。 

 

 私の留学先の大学は西北の外れにあり、市中心部にある南礼士路の公園や、東の

郊外にある小関土城の練習場所までは結構遠くて、自転車で通うのに片道 1時間か

ら一時間半はかかっていたが、竇先生が指導していた羅道庄は更に遠かった。しか

も街灯のない夜の田舎道を通うのは少々しんどく、まっ暗闇の中で何度か畑に落っこ

ちたこともあった。練習は夜 7時から 10時まで壁に囲まれた民家の中庭で行われ、

站椿から組手まで一通り練習した。土城の練習と同様に特に組手に力を入れており、

参加する練習生はやはり６，７名足程度であった。 

 姚宗勲先生は内向的な性格で口数は少なく、必要最低限のことしかしゃべらないと、

よくお弟子さん達が言っていたが、確かに練習以外の話はほとんどされることはなか

った。しかし竇先生は、練習後お茶をのみながら、澤井先生との思い出話など昔のお

話を聞くことができ、ここに行くことは練習以外にも楽しみがあった。竇先生は、 

 「澤井先生がいた頃は、私も体重が９０キロ近くあり、がっしりしていた。澤井先生の
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気性は非常に激しく、ある日姚先生の院子（四合院、北京の伝統建築）で練習してい

る時、意拳を学んだことがある若者が、日本軍の憲兵隊に追われて逃げ込んできた

ことがあったが、それを追ってきた憲兵に対して、ここは武術の練習場でありそんな者

はいないと一喝して追い返してしまった。また澤井先生は日野という軍人で柔道に精

通した者を連れてきたことがあった。日野は王�掟斎先生の功夫を信じず試合を挑

んだが、ナツメの樹に叩きつけられ失神してしまい、その時は私が彼を介抱した。ま

たボクシングが上手だった渡辺という朝鮮人も澤井先生がつれてきた（注：当時の日

本におけるプロボクサーの多くは在日朝鮮人であった）。当時北京には日本人がつく

った武徳殿という柔道場があり、澤井先生にそこに連れていってもらったこともある。

澤井先生が道場に入ると稽古生はみんな直立して礼をしていた。ここからよく大きな

瓶の日本酒を 2本ずつ持ってきては我々に飲ませてくれた。その頃は練習が終ると

食事をし、酒を飲み、醒めればまた練習をしていた。澤井先生は日本の名刀を何本

か持っていて帰国する際に全て王�掟斎先生や姚先生に渡された。この時王先生に

渡した最も良い刀は、実は今台湾にあるよ…。」 

などと、話してくれた。 

 

焦金剛先生、竇世成先生、管小篠先生 

 

 

澤井先生に関するお話 

2014-08-06 | 北京の思い出 

 後に、私も少しずつ余裕ができたのか、竇世明先生の外にも、多くの二代目の先生

方から澤井先生のお話を伺うことができるようになった。但し何しろ古い話であるから、

それぞれの記憶もまちまちではあったが、それでも澤井先生の話を聞くことはとても

楽しいひと時であった。 

 

 ｢李立（Li li）の本名は礼立(Li li)と書く。当時李の家は北京で一番大きな賭博場を経
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営していた。澤井先生はこの賭博場によく出入りしていた。李は身体が大きく 180セン

チ近くあったと思うが、澤井先生と柔道を取るとあっという間に倒され下にされてしま

った。澤井先生に上から押さえ込まれると体の大きい李立は全く返すことができなか

った。また澤井先生が竹刀でスイカをきれいに割っていたのをよく覚えている。その切

り口はまるで刃物で切ったようだった。以前私の兄弟子の李永宗が白�椈杆（棍）を

持って、澤井先生の竹刀と試合をしたが、李永宗は一方的に打ち負かされてしまった。

そこで今度は我々の練習を指導していた姚宗勲先生が試すことになった。姚先生は

澤井先生に打ち込ませる機会を与えなかったが、また攻めることもできず、結局二人

は引き分けというかたちになった。我々は澤井先生の剣道にはかなわなかったが、澤

井先生の剣道もまた王先生の武器には全く通じなかった。…｣ 

 

 「澤井先生と李永宗が竹刀で打ち合ったのは、実は王�掟斎先生の武器を操る姿

を見せてもらうためだった。二人は陰で話し合い、わざと王�掟斎先生に見つかるよ

うに激しく打ち合ったのだ。案の定、この打ち合いの音を聞いた王先生が外にできて

その様子を見て、澤井先生に打ち負かされた李永宗に対し、「一体お前ごときが何を

やっているのだ！」と自ら武器を手にとって澤井先生に打ちかからせ、自ら技を示さ

れた。実は澤井先生も李永宗も、計画通りうまくいったと陰で喜んでいたよ。」 

 

「王�掟斎先生は澤井先生の剣に関しては高く評価していた。かつて中南海で王先

生の目の前で、刀を抜いて落ちてくる木の葉を切り、葉が地面に落ちる前に鞘におさ

めることができた、と言われていた。また澤井先生はある時公園で囲碁を打っていた

が、相手も武術をしてる者であった。会話の中で王�掟斎先生の話に触れると、相手

は王�掟斎など大したことはないと見下し、私の方が王よりも功夫がある、と言った瞬

間、澤井先生は大声で一喝し、碁盤を蹴りあげ相手に試合を迫った。相手はあまりの

突然のこととその気迫に押され、あわてて逃げかえってしまったことがあった…」 

 

 「澤井先生が来たのは、確か李立とは関係なかったと思う。李は私の家の近所に住

んでいた。李が来るようになったのは澤井先生より１～2年あとだった。李立の家は裕

福であり、練習はあまりせず、人の練習を見たり、人と話してばかりだった。澤井先生

との関係もそんなに深くは無かったと記憶している。澤井先生は弟子としてはなはだ

礼を尽し、毎月人力車で米、小麦粉、魚、干し肉等を付け届けし、おかげで日本軍の

影響下にあり物資の乏しい時代においても王先生は良い暮らしをおくることができた。

渡辺さんに関しては名前までは覚えていないが、彼のボクシングのレベルは相当なも

のだった。彼は澤井先生が連れてきたが、意拳の練習はそんなにしなかったと思う。

北京で練習していた当時は、王先生に指で突かれると瞬間呼吸が止まってしまう為、

姚宗勲先生や我々はこの技を専門に練習した。もっともそれも王先生はものを叩くこ



とを良しとしないので、隠れて布団など柔らかいものから突くように練習していた。練

習生は皆元々いろんな武術を練習していたから、学生同志でいろんな事を研究し、お

互いに学びあった。站椿、走歩、試力、発力、推手、実做などの練習以外にも、自分

の首を締めて喉を守るように鍛えたり、衝撃を殺す練習や、抜き手などもやったが、

武術家としては多くの補助練習が必要だ。私は柔道の寝技はみな澤井先生から教え

てもらったし、�折�煌（シュアイジャオ）の立技は、卜恩富先生からも学んだ。澤井

先生と卜恩富先生が柔道を行うと立技では卜先生が強く、寝技になれば澤井先生が

強かった。卜先生は、�折�煌（シュアイジャオ）や、ボクシングの全国大会でも優勝

しているからね。澤井先生はみんなにもよく防具を付けて剣道を教えてくれた。特に

姚宗勲先生とはよくやっていたよ。姚先生は身体が接触して押し合いになると発力を

使うので、澤井先生は｢今は剣道をやっているんだ！｣と言っていたのをよく覚えてい

る。ボクシングは卜恩富先生や渡辺さんから教えてもらった。その他の中国武術もお

互いに套路（型）など一切勉強せずに重要なものを学びあった。だから我々はみな、

套路などは知らないが、一通りのものはある程度理解していたよ…｣ 

 

卜恩富先生 

 

 

 

 

 

 



まさかの姚宗勲先生の逝去… 

2014-08-15 | 北京の思い出 

 84年 10月、姚先生はご病気を患い、急きょ入院することになったが、また同時に北

京武術協会の認可のもと、北京市意拳研究会が成立した。準備委員会のメンバーた

ちより、ぜひ澤井先生の祝辞が欲しいとのことで、澤井先生に頼んで送ってもらい、

私がそれを持って参加させていただいた。姚先生はそのまま治療のため参加されな

かったが、各地より多くの意拳家達が集まったが、意拳以外の門派の先生方も実に

多く参加された。聞くところによれば、これらの先生方の多くは、かつて王薌斎先生の

指導を受けたことがあるとか、姚宗勲先生とのかかわりがある武術家達が多かった。 

 意拳研究会の会長には姚宗勲先生が選任され、他の二代目の先生方達数名が副

会長になられた。姚承光先生、承栄先生は総教練を担当し、崔瑞彬先生は秘書長、

簿家聡先生が副秘書長を担当されたと記憶している。研究会が公認していた練習所

（補導站）は以下の８個所のであった。 

 

１）南礼士路小花園（姚宗勲指導） 

２）羅道庄及び中山公園（竇世明指導） 

３）六鋪坑（張中指導） 

４）八一湖（干永年指導） 

５）工人文化宮（王玉芳指導） 

６）後海（王斌奎指導） 

７）天壇公園（司徒柱指導） 

８）地壇公園 (孫長友指導) 

 上記は、北京意拳研究会の会報《意拳通詢》第一号にも紹介されている。その他で

意拳或いは大成拳として教えていたところもあったが、これらは研究会に属さぬ団体

か、或いは非公開のものであった。 

 

 意拳研究会が設立された後も、練習はなんら変わる事無く続けられた。姚先生は相

変わらず入院中であったが、姚先生の古いお弟子さん達も私を気に掛けてくれ、練習

中は頻繁に声をかけ色々と指導してくれた。 

 しかしいろいろな先輩が指導してくれるも、その内容や考え方は微妙な違いがあり、

必ずしも同じ理論ではなかった。もっとも個性や研究成果、考え方がみな異なるのは

当然であり、澤井先生の弟子たちでもみなそうであるし、またそうでなければつまらな

い。とりあえず教えてくれるものは何でも一通り練習し、自分の個性や研究に合わせ

て自然に消化されることにした。 

 85年 1月 12日、私が大学の授業から寮に戻ってくると、崔瑞彬先生が私の部屋で

待っておられ、「実は昨日姚先生が亡くなられた…」と伝えにきてくれた。（不思議な話
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だが、昨日それまで使っていた部屋の鏡を割ってしまい、友人よりも何か良くないこと

があったかもしれないから、日本に電話したらどうか？と言われた。）姚宗勲先生は癌

を患っていたが、それが原因とのことであった。三か月ほど前まで元気で、北京だけ

でなく外地の愛好家達に呼ばれて精力的に指導に行ったりされていただけに、みなと

ても驚いた。 

 発足したばかりの北京市意拳研究会は、急きょ張中先生が会長代理となり後を継

がれ、数日後に姚宗勲先生の告別式が行われた。私も澤井先生に訃報を伝えてから、

告別式に参列し姚先生に別れを告げ、また今後のことを考えただが、最終的に帰国

することを選び、その準備を終えると北京の留学生活に終止符を打って日本に戻った。 

 

 

 

遺影を持たれている姚承光先生の二つ右隣が著者 

 

 

 


