
太気拳・意拳拳学研究会 佐藤聖二先生 ブログから。 

【練習日記】 小田島 選 

 

澤井清先生のご指導 

2009-11-22 | 練習日記 

 本日澤井先生のご長男である澤井清先生が来られて稽古を見ていただきました。 

 先生は、差手とか迎手など今太気拳で使われている用語は一切使われませんが、 

「こういう場合はこう、この場合はこうする」など手振り身振りでご指導されました。 

 腕を交差した際（いわゆる差手）に受けた重みは中心を正確にとらえ、かつ足ごと地

面から引き抜かれたように浮かされ、改めて差手の奥深さを知りました。 

 またこちらの打拳を捉え流すタイミングは実に絶妙で、吸い込まれるように流され、

そのあと何度か腹を軽く打たれましたが、いずれも全く気づかぬうちに打たれたもの

です。 

 その他、顔面への打撃や逆手、立禅の形での打撃など、どれも外から見るのと実際

に手を触れた時の何とも言えない重さ、圧力のギャップに大変驚きました。本日学ん

だものは今後の研究課題として取り組んでいきたいと思います。 

 悪天候の中、ご指導くださりました澤井清先生にこの場をお借りしてお礼申し上げま

す。 

 

「速い」と「早い」 

2010-01-25 | 練習日記 

 昨日の練習は長谷先生による推手の指導がありました。私も勉強させてもらおうと

横で見ていましたが、外から見ていると改めて気が付くことがあります。 

 相手に遅れをとっている人（時）ほど、その相手より手を速く動かして見えるという点

です。「速く見える」というのは、勿論「速い」と異なります。速く見える原因は、大きく動

かしているからにほかありません。相手をうまくコントロールしている場合は、反対に

それほど速く見えません。相手の力の方向とバランスをいち「早く」察知し、いち「早く」

接点の位置と方向を変化しているので、手を大きく移動する必要が少ないからで、更

に言えばその変化は軸による動きだからです。 

 まさに王向斎先生の言われる「大動は小動に及ばず、小動は微動に及ばず」です。 

 大動とは扇風機でいえば羽の部分の動きのことであり、一見してその速さがわかり

ます。また小動とはその羽の軸の部分の動きのことです。軸の動きは肉眼ではよくわ

からず一見すると静止しているようにさえ見えます。 

 中心軸は別に胴体だけに限ったことではなく、いかなるものに対しても中を見つけな
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ければなりません。接点となる自分の腕の中心軸、及び相手の腕の中心軸も認識し、

それをどう活用するかを研究することが必要です。 

なお、Yahoo辞書では、以下の通り区別されていました… 

 

速い→物事の進む度合いが大きい。動作・進行などがすみやかである。「足が―・い」

等 

早い→ある基準より時間があまり過ぎていない。また、ある基準より時期が前である。

「朝―・い電車に乗る」「―・いうちに手を打つ」等 

 

1月 30日、31日の練習のレジュメ その１ 『中節』 

2010-02-01 | 練習日記 

 後足で地面を踏み、その地面からの反発力をいかに根節（下半身）から中節（胴体

部分）に伝えるか、そのカギとなるのが根節（下半身）と中節（胴体部分）をつなぐ股関

節、（いわゆる跨（クア）です。股関節は根節（下半身）における最も中節（胴体部分）

に近い部分であり、また中節（胴体部分）における最も根節（下半身）に近い部分でも

あると認識してください。 

 一昨日、昨日の発力の練習でおこなった通り、きちんと中節（胴体部分）に力が伝わ

るかを確認するため、先ずはパートナーに肩に抵抗力をかけてもらいテストしてくださ

い。股関節の位置と活用がうまくいけば上半身に力みを感じずに下半身からの力で

動かせます。それができたら中節（胴体部分）における梢節（頭部）までにも力が伝わ

るか、同様に付加をかけてもらって試してください。これができずに腕、手で推しても

上半身の力と下半身からの力が一致せずいわゆる濁力となります。相手を推すこと

より、先ずは中節（胴体部分）まで力が伝達されているかを注意して練習してください。 

 中節（胴体）から梢節（腕、手）への力の伝導は、その接続部分である肩関節が大き

なカギです。意拳でいう「横撑竪裹（横に支え縦に包む）」の状態は、攻防技術のみで

なく、力の伝達における股関節、肩関節などの蝶番をできるだけ大きく保ち、可動範

囲を広げ、力をより漏らさないで伝えることに役立ちます。 

 

1月 30日、31日の練習のレジュメ その２ 『含畜』 

2010-02-02 | 練習日記 

 『横撑竪裹（横に支え縦に包む）』の状態は、また同時に『含畜』と密接な関係があり

ます。拳術でいう『含畜』とは、簡単に言えば畜力状態を含有している状態と言えるで

しょう。 

 王薌斎先生はかつて、 

 「具体関節似有微曲（＝全身の関節は僅かに曲げるように）」、 

 「筋肉含力、骨節生稜、具体収斂（筋肉に力を含み、関節の骨は稜を生じ、全身を
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縮める）」、 

 「足根含有弾簧之崩力（＝足の根はバネの破裂するような力を含有する）」 

 「含畜呑吐」、 

 

 などと述べていますが、いずれもこの『含畜』を表していると思われます。特に人体

の中で最も大きな股関節を含む寛骨部分の『含畜』は大変重要です。 

 力の伝達は一般的には根節から中節を経由して梢節に至り外部に出力する、と言

いましたが、相手の力を受ける場合はその逆で、梢節で受けた力は中節を経由して

根節に至り地面で受けるのがベストです。相手の重みや圧力を腕や肩で支える状態

を極力なくすためにも、この股関節の『含畜』が大変重要なポイントになるかと思いま

す。 

 

1月 30日、31日の練習のレジュメ その３『形不破体、力不出尖』 

2010-02-03 | 練習日記 

 推手の練習において、相手に対する圧力を強めようとすると、往々にして自分の連

通状態、整体状態の範囲を越え、単純な一方方向の力、いわゆる王先生が否定され

る『絶対的力』となってしまいます。『絶対』とは、「相対関係が絶たれた、対立するもの

がない」こと、つまり矛盾対立のない状態のことです。このような力は相手に容易に察

知され便乗されてしまうことは言うまでもありません。その反対に相手の手が重く力強

く感じられるのに、特に力んだ様子もなく変化も早いというのは、相手の身体の方が

自分の身体より正しい可動範囲を逸脱していないことによるものです。これが『形不

破体、力不出尖』を守らなければならない理由の一つです。『形不破体』の意味は、身

体運動における外形は整体の平衡状態を壊さない、『力不出尖』もまた同様に、力も

その範囲を超えない、と言うような意味でしょう。 

 立禅の姿勢である『撑抱式』の『撑』とは、外に『張る』というよりも、外を『支える』と

いったほうがより正しいニュアンスだと思いますが、推手における相手との接点は、整

体状態、連通状態を保った制空圏に強固な防御壁を作り支えているような感じでしょ

う。この壁が強固であれば、相手は強く推せば推すほど反って反発力を受けこちらの

力を強く感じます。しかしこちらは相手に圧力をかけているわけではないので、変化し

やすい状態を保っています。以前紹介した韓嗣煌先生の論文の一節を参考にしてく

ださい。 

 『手で壁を押すと仮定すれば、人が押す力と壁が人に与える反作用の力は一対の

矛盾を構成する。この二つの力量は双方の矛盾を代表しており、更にその大きさは

永遠に均等である。但し人は壁を押しに行かなければ、壁が人を押しに来ることはあ

りえない。壁が人に与える反作用力の大きさは、人が壁を押す時の力の大きさによっ

て決定する…』 
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澤井清先生のご指導再び 

2010-03-01 | 練習日記 

 昨日再び澤井清先生が来られ稽古を見て頂きました。 

 前回も感じたことですが、澤井清先生の手は大変力強く、なぜこのような力が出る

のだろうか、これが功夫の違いなんだろうと感動するとともに、接した時の感触は御

父上の澤井健一先生によく似ており、また大変懐かしく感じました。 

 我々太気拳を稽古している者の多くは、目先の攻防にとらわれ、このような一般的

な力とは明らかに異なる独特の力を発揮することに対する研究と練習が疎かにされ

ていたと思います。勿論このような力はそれのみを取り出し専門に練習するということ

ではなく、日常の練習の産物だと思いますが、大きな力が出ないということは、姿勢

や身体運動になんらかの欠陥があるはずで、このような角度からも自分自身を厳しく

チェックする必要があると反省させられました。力は小手先でなく腹から出すように、

と注意された通り先生の一手一手はみな腹からの力がそのまま手に乗っているよう

で、今後の研究、練習に多大なヒントを頂いた気がします。また御父上とよく練習した

という、二人で立禅の姿勢で向かい合い、そのまま発力して推し合う練習方法は、今

後我々の練習に取り入れるべきもの思っております。 

 今回も小雨の降る真冬のように寒い中でのご指導でしたが、我々にとって大変実り

のある一日でした。この場をお借りして心よりお礼申し上げます。 

 

澤井清先生ご指導第３回 

2010-04-26 | 練習日記 

 昨日は澤井清先生が来られご指導頂きました。前回と前々回は小雨の降る寒い悪

天候でしたが、今回は天候に恵まれ暖かい春の日差しの中で練習できました。 

 はじめに教えていただいた腕の螺旋、腕を樹などに擦りつける練習は、北京で学ん

だ棍を樹に擦る練習（摩杆）に似ており、このような地道な訓練があの力強い手を生

み出すのだろうと感じました。実際に相手との練習で試してみると、初めのうちは感覚

は出てきませんが、しばらく続けていくと差手から払手まで相手の手にくっ付いて、わ

ずかな螺旋で相手を押し出す感覚が徐々に出てきました。 

 また立禅やいくつかの手の形で押し合う練習では、前回はわかりませんでしたが、

清先生の手、肩、腰の位置が全て同じ方向に一致していることにも気付きました。こ

のため力がぶれることなく全てこちらに入ってくるため衝撃力が非常に強く、何気ない

動作にも正しい骨格の構造が必要であると改めて認識しました。 

 もう一点、手のひらや指の形にも気付くことがありました。以前中道会の鹿志村先

生が、「清先生の手は澤井先生のそっくりだ」と驚いておられましたが、今回よく見ると

手の動きだけではなく、手のひらや指の形も澤井先生のそれと実に似ており、これら

は相手の拳を流したり弾いたりそれぞれに有効な形であったことに気づかされました。 
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 今回のご指導では、腰や腹などの根節、腕などの中節、手のひらや指先などの梢

節にもそれぞれの要点があり、これらが一致してこそ強大な力が発揮されることを再

認識し、大きな収穫を得ることができました。また練習後の食事会において、当時の

北京での思い出、お父上の澤井先生の思い出など貴重なお話をお伺いし、楽しい時

間を過ごすことができました。 

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

 

澤井清先生のご指導 4回目 

2010-06-22 | 練習日記 

 6月 20日、澤井清先生が指導にこられ、いつもながらまた多くのもの得ることができ

ました。 

 特に勉強になったのは、極めて短い距離から突発的に発する差手や中段の突き

（いわゆる崩拳）で、差手は前腕、崩拳はコブシと接触部分こそ異なるが、全て以前教

えて頂いた、双方立禅の形のまま手の甲でぶつかり合う稽古の時の瞬発力と同じ力

を感じたことでした。このことから立禅でのぶつかり稽古の重要性が再認識され、同

時に崩拳も単に打ち方だけを繰り返しおこなっても、このような全身が纏まった突発

力を得るのは難しいのだろうと思いました。 

 また押さえられた腕を持ち上げ押え返す練習では、上に磨り上げる「差手」、横に払

う「払手」、下に引き込み、更に押さえつける「迎手」などの基本が入っており、太極拳

の朋、履、擠、按の原理と極めて近く、この様な原理が大成拳（お父上の澤井先生は、

以前は太気拳というより、大成拳という言葉をよく使われていたそうです。）にも取り入

れられていたことを改めて理解できました。 

 その他、相手の打拳を両手で円を描きながら押さえたり、そこからの打拳への応用

など、どれも印象深く、また御父上の澤井先生の動きを思い出してしまいましたが、い

ずれも外から見る動きだけでは全く分からず、実際に触れて頂いて初めて理解できる

力であり、今回も蒸し暑い中で懇切丁寧にご指導して頂いた澤井清先生に、この場を

お借りして心よりお礼申し上げます。 

 

這 その１ 

2010-06-29 | 練習日記 

 『這』は,意拳の『走歩（摩擦歩）』に相当する練習です。各派の意拳の走歩にはそれ

ぞれ特徴がありますが、太気拳の這の大きな特徴のひとつに、腰の低さと手の高さ

があります。歩く前に、両手を上に挙げながら腰を沈める動作は、いわゆる『抽身長

手』であり、もっとも大切な基本動作の一つです。 

 『立禅（站椿）』で養われる正しい骨格構造による各種の力、例えば斜面が持つ能力
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（斜面力）、三角形が持つ能力（三角力）などは、この運動路線、力量の方向性の変

化が加わることで強い力を発揮します。 

 太気拳の他の武術と大きく異なる攻防技術の源は、一見ごく単純に見えるこの動作

があってこそで、後に学ぶ『揺』だけにとどまらず、『差手』、『打拳』、『撥（はね）』など

攻防一体の理論はこの動作の正しい習得なくしては理解し難いでしょう。 

 日常の一人練習において、下半身と上半身の各関節の協調、角度、螺旋、位置、

筋肉の状態などレベルを上げていかなければならない点は山のようにあります。また

それらの能力がどこまでの相手にどれだけ働けるのか、練習場では常に相手を見つ

けて稽古をおこなってください。 

 

力は内から外に向かって張ってはならない（1月 8～9日神戸講習会にて） 

2012-01-11 | 練習日記 

 先日の神戸での講習会に参加された皆様、お疲れ様でした。復習の意味も兼ねて

いくつか課題点を書きます。 

 『力不可由内向外張、須由外向内引、其力方能外発』 

 （力は内から外に向かって張ってはならない、須らく外から内に引き入れ、その力は

まさに能く外に発する） 

 立禅の際に、腕などを触ってチェックすると、その間架（肩架）を崩されまいとして、

つい相手の圧力に抵抗し押し返してしまうことがありますが、これは王先生のいわれ

る『妄動』のひとつです。このような動きは、もし相手が腕を押す瞬間に押すことを止

めて手を引くと、フェイントに引っ掛かって、触られもしないのに腕を前に動かしてしま

います。外界からの圧力が働かないうちに勝手に触られたと思い込み動いてしまう、

妄想的な動きに過ぎません。 

 立禅の時の腕は内側から外に張りださず、常に内に向かって抱えている力を忘れ

ないで下さい。その力が外からの圧力を弾き返す弾力を養生します。 

 また立禅の構えでのぶつかり稽古も行いましたが、これになると更に顕著に相手を

押し飛ばそうと腕を張りだしたくなります。このぶつかり稽古は、立禅が基礎となって

いますので、相手を弾き飛ばす発力の練習でも、当然ながら内に抱える力が自然に

生み出す弾力を重視しなければなりません。 

 その基本となる動きは、腕を伸ばすことではなく縮めることです。手を出すとき（起）

は方を以て圓を作り、手を出したとき（落）は圓を以て方を作る、方は伸び、圓は縮む、

相手に接触する時（方）と接触した時（圓）の変化の時差は殆どなく、正に一触即発で

す。先日のブログでも書きましたが、“方（剛）”と“圓（柔）”は最も基本となる力の運用

です。ぜひ意味をよく研究し練習に活かしてください。 

 

http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/77ddf7d5745d8e20f4e5df7abc449db4
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/77ddf7d5745d8e20f4e5df7abc449db4
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/c/43613ece6ead8dc4ab293bf7565dd5c8


中節の重要性（1月 8～9日神戸講習会にて） 

2012-01-12 | 練習日記 

 今まで根節や梢節の重要性を学び、意識的に活用してきましたが、今回は初めて

中節を専門に行いました。根節より発生する力（勿論根節だけでなくそれぞれの節で

も力は発生しますが）を如何に滞りなく梢節に伝えられるかは、中節が重要なポイント

になります。 

 今回は基本の準備運動及び発力での腰と肘、及び這に移行する膝と足首などの使

い方に時間を割き練習しましたが、中節をうまく活用できれば梢節と根節は一つとな

り、今までと比べ格段の力が出せるようになることが、ぶつかり稽古などの相対練習

で認識できたことと思います。しかし同時に根節、中節、梢節を一致させることが如何

に容易なことではなく、這の半歩をとってみても、強靭な足腰と、精密なバランスが必

要だということも理解されたことでしょう。 

 正しい練習を長年積んできた老武術家が若者には真似できない驚くほどの力を発

揮する秘訣はここにもあります。今回の練習で感覚がつかめなかった方も落ち込ます、

できたと思えた人も慢心せず、一生モノと思って鍛錬を続け精度を上げていってくださ

い。 

 

立禅について 

2012-04-12 | 練習日記 

 交流会で、何人かの人たちより立禅に関する質問を受けました。 

腕の位置はどうとか、足の位置はどうとか･･･ 

 実は、中国においても站椿は様々で、正に十人十色です。それぞれの指導者がそ

れぞれの主張をし、どれも道理があるようで困ってしまうことが多々ありました。 

 太気拳においては、最近いろいろな人より 『腕の位置は心臓の位置より高くしては

ならず、それ以上に上げると血液の流れがスムーズでなくなる。』という話を耳にしま

す。このことも道理がありそうですが、私個人の考えでは 『？？？』です。理由は、 

１．私自身は、澤井先生からそのような話を聞いたことがないし、そのような指導も受

けた記憶がない。 

２．ある大先輩は、澤井先生より、『肩の位置まで挙げて練習するよう』指導されたと

のことだった。（その方の腕は力は決して筋肉に頼った力ではなく、内面から出てくる

強靭な力を持っていた。） 

３．心臓の位置より高くしてはいけないのなら、手を高く上げる這の姿勢は一体どうな

のか？組手はどうするのか？ 

４．なによりも、澤井先生の師である王向斎先生ご自身が、『手の高さは、上は眉の

高さ迄、下はヘソの低さ迄の範囲で、』と言われている。 

 拳学研究会の考えは、『正しい形は無限に存在する、しかし間違った形も無限にあ
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る。』です。 

 我々の考える正しい立禅（站椿）とは、合理的な骨格構造（間架）と筋肉状態、即ち

王向斎先生が提起された、『骨重筋霊』、『筋伸骨要縮』、『筋絡開展』、『六心相印』や

『剛柔方圓』、『兜抱開合伸縮』など、更には『意（意識や感覚など）』など内面的な状

態を以て判断しなければならないと考えます。故に正しい立禅を身につけることは大

変な努力が必要であり、これらを身につけるには正に一生モノです。 

 当然ながら外面の形には、それなりの意味があり、異なる形（わずかな角度でも）に

は異なる目的、効果があります。また練習生の練習目的や、レベルにあわせ、調整す

る場合もあります。 

 立禅（站椿）は、練習時間の大半を割きます。それだけ重要なものであり、また相対

練習などで力（各種の能力）が確認できた時の嬉しさも格別だと思います。 

 

9月 29日 関西稽古会（大阪）の練習のレジュメ 

2012-10-02 | 練習日記 

先月と同様、歩法訓練の基礎に絞って行いましたが、なかなか感じがつかめないとの

感想も多かったので、おさらいします。 

要点 

１． 沈む力と前に進む力は混ぜない、どちらも途切れず、留まらず、止まらない。上

下の力と前後の力は常に同時に存在させる。 

２． 身体が沈んでも、頭は上を突き上げる力（“頂”ディン）は、失わず頸筋を強く保つ。 

３． 中節は梢節と根節をつなぐカギ。足が動く限り、膝も動き続ける。膝が止まってい

るのに足を動かさない。 

４． 下半身が動く限り、上半身も動き続ける。足が進んでいるのに頭部は止まってい

る、ということのないように。 

５． 更に足と頭が動けは、腰も動く。（いわゆる“上下動、中間攻”） 

６． 肘と同様に、膝は堅固で外を支える力（“頂”ディン）を保ち、ブレたり、力が漏れ

たりしないように。 

７． 手と足、肘と膝、肩と腰は常に一致させ、一瞬たりともずれないように。 

８． 足を出すときは、草ムラや水、泥の中を進むように（“蹚”タン、“趟”は同音異義）  

９． 地面を引っ掻くように。（“扒”パァ） 

10．膝を下から引き上げる力（“提”ティ）は、着地する時でも保つ。 

11．両腿を閉じるときは左右の足を共にハサミややっとこのように挟む。（挟（ジァ）い

わゆる“挟剪歩（ジァジェンブ）”、“槐虫歩（ホァイチョンブ）” 

12．拗歩の練習では、特に外側に捻じる力（“檸”ニン）内側に包む力（“裹”グォ）をし

っかり意識する、しかし上記１の前進する力や沈む力と混ぜてはならず、かつ同時に

活用させる。 
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 その他にも、いくつか行いましたが、とりあえず上記の点に注意して、 

半歩（小歩）→大歩→跟歩、更には前後、左右から順歩、拗歩などへ徐々に進んで行

って下さい。 

 尚、これに合わせて行う手法（打拳を含む）は、すべて上下、左右前後の基本的な

試力から外れることなく、身体を一つにすることを目標に行ってください。 

 

2012年第三回太気拳・意拳福岡講習会、無事終了 

2012-10-11 | 練習日記 

 福岡での今年第三回目の講習会が無事終了しました。参加された皆様お疲れ様で

した。 

今回も福岡県内だけでなく、九州各地から多くの方々が参加され、賑やかな講習会と

なり、おかげさまで楽しいひと時を過ごすことができました。 

 また、ほとんどの方が過去に何度も参加されておりましたが、立禅で触れ合った時

の感覚、腕の重み、肘の安定力、指先の弾力、下腹の充実感など、皆さん例外なく力

強くなられ、驚きました。 

 

『先由不動中去体会、再由微動中去認識』（先に不動の中で理解体得し、後に微動

の中で認識する） 

 

 最近ははじめから微動の練習をおこなう人たちも多い様ですが、じっと動かずにひ

たすら立つことで多くのモノが得られます。今回はこれを元に微動の練習、更には歩

法を行いましたが、立禅（站椿）を体（本体）とすると、これら小動も大動も例外なく、み

なその用（応用）であり、静あっての動だと考えてください。 

 

また次回お会いできることを楽しみにしております。 

誠に有難うございました。 

 

関連ブログ 

 

http://seirankensha.seesaa.net/category/11259736-1.html 

 

無節不含放縦与開展、所謂逎放互為 

2012-10-18 | 練習日記 

今回福岡でおこなった立禅（站椿）の中での微動練習に関して、簡単におさらいしま

す。 
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１．まず身体を故意的に動かそうとするのではなく、飽くまでも意識の中で“逎（チゥ＝

集める）”と“放（ファン＝放つ）”を繰り返すことです。極端に言えば、動作よりも意識

の転換をおこなう練習であり、意識によって自分でも気がつかぬが僅かに動いている

かもしれない、といった程度でおこなってください。例えば、人間は感情や気分によっ

て自分でも気づかぬうちに眼つきや顔つきが自然に変化しますが、そんな程度です。 

 

２．とは言っても、その僅かな動きも的外れな方向に向かって動いても良くないので、

揺（前後の試力）の練習で正しい運動路線を理解した上で、或いは揺の練習と平行し

て行うことが大切です。 

 

３．また“逎”においても“放”においても、途切れることなく“集め続ける”、或いは“放

ち続ける”ことが大切です。一度放ったらその意が失われてしまう、或いは途切れてし

まうということのないように、その意は永遠に続くことが大切です。 

 

３．“逎”においても“放”においても、大きく堂々とした気持ちを持ち続けることも大事

なことです。セコイ気持ちでは効果は上がりません。 

 

４．“逎”においても“放”においても、けして筋肉をこわばらせないでください。人によっ

ては、“微動訓練とは、緊張とリラックスの転換”と思いこむ人、或いはそう思ってなく

ても、身体がこわばってしまう人もいるかと思いますが、これは必ず修正してください。

多くの場合、“逎”は“蓄”となり、“放”は“発”となります。また“逎”は“圓”であり、“放”

は“方”、更に“逎”は“順力”、“放”は“逆行”です。いずれも筋肉を固めることはありま

せん。 

 

５．微動であろうが、揺であろうが、立禅（站椿）＝不動の状態で確認した、肘の安定

力、指先の弾力、下腹の充実、頭が上を支える力、つまり上下、左右、前後に対して

骨格が織りなす三角斜面によって生み出される支撑能力は、片時も失われないよう

に気を付けてください。 

 

 無節不含放縦与開展、所謂逎放互為（≪拳道中枢ー試力≫より） 

 （縦に放ち横に広げることを含まぬ関節は無く、いわゆる逎放互いに為す） 

 

 その他いろいろやりましたが、とりあえず上記のことを注意して復習してください。ま

た今週土曜日午後の大阪での練習会も、同様に立禅（站椿）における微動の練習と

歩方を中心に行いたいと思います。参加予定の方宜しくお願い致します。 



10月 20日（土）関西稽古会（大阪）の練習のおさらい（上下運動） 

2012-10-23 | 練習日記 

 先週大阪の練習に参加された方々、お疲れ様でした。今回集中しておこなった上下

運動に関して、簡単におさらいします。この運動路線は、意拳の系統によって、提按

試力、或いは、神亀出水などと呼ばれています。（注：神亀出水と呼ばれる動作は、

系統によってかなり異なります。しかし私が学んだ範囲では運動路線は異なっても、

身体の使い方はほぼ共通していました。） 

 

 手を上げるときも下げるときも、円運動となる弧を描きます。このとき、肩、肘、手首、

指、それら各関節や、また関節と関節の間にある全ての点は、みな中心点から伸び

ている半径に沿って、それぞれが弧を描くことが重要です。王先生は『得其環中、以

応無窮』と言われ、環と中もまた深い学問があるようですが、今は深く考えず、中心点

から伸びる半径、即ち外に向かう力（便宜上、縦の力と呼びます）、弧上（環）の移動

する力（便宜上、横の力と呼びます）をごちゃ混ぜにせず、（縦＋横＝斜め、にせず）

また、半径上の全ての点に弧の力が存在するようによく点検してください。言葉ではう

まく説明できないのですが、相手をつけて練習するとき、相手の抵抗力に対してほと

んど力むことなく動かせられるかどうかで、できるだけ正しい路線を確認してください。 

 このような上下の動きは立禅（站椿）の形である（抱）で練習しようが、打拳をおこな

おうが、その他多種多様、複雑怪奇な動きでも根節の動き、力自体は何ら変わりあり

ません。異なるのは中節から梢節までの形、パーツが違うだけで、つまりソケットを取

り換えたようなものです。如何にソケットが変わろうとも、環と中、縦と横の原則も変わ

りません。 

また今回は、定歩、併歩、開歩、跟歩や、順、拗、順、逆など歩法や身体起伏の変化

も練習しましたが、更に速度の変化も加えると、かなり複雑になります。何か一つを加

えると別の一つを忘れてしまいそうですが、単に数をこなすのではなく、一つづつ力を

感じられるよう、無理をせず練習してみてください。 

骨重如弓背、筋伸似弓弦（『意拳正軌－鍛練筋骨』より） 

2013-01-17 | 練習日記 

 福岡での講習会（13日）、及び稽古会（14日）が、無事終了しました。皆さん本当に

お疲れ様でした。 

ほとんどの方は既に何度も参加されており、立禅にも力強さが感じられ、嬉しい限り

でした。 

 

 今回は立禅（站椿）において、王先生の言葉である『骨重如弓背、筋伸似弓弦』を課

題としましたが、骨格構造と腱及び筋肉状態から自然に生み出される弾力の養成を
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重視して頂ければと思います。 

 

 また『骨重如弓背、筋伸似弓弦』の言葉は更に『運勁如弦満、発手似放箭』と続きま

す。発力も立禅（站椿）の練習と切り離すことなく体感できればと思います。 

 今回も多くの方々に参加して頂き、またいろいろとお世話になり誠に有難うございま

した。次回お会いできることを楽しみにしております。 

 

（写真が以下のブログに掲載されておりますので、参加された方はご覧ください。） 

http://seirankensha.seesaa.net/category/11259736-1.html 

 

 

試力－定中について（レジュメ） 

2013-02-10 | 練習日記 

 ここ最近、関西稽古会、福岡稽古会でのレジュメを書くなくて申し訳ありませんでし

た。。。遅ればせながら（少しずつですが）改めてご説明したいと思います。 

 

試力－定中について 

“試力”とは、文字通り各種の“力”を“テスト”することです。またここでいう“力”とは、

体力的なパワーというよりも“能力”と考えてください。つまり“斜面力”と言えば、斜面

が持つ能力、“槓杆（てこ）力”と言えば、槓杆が持つ能力と理解できます。（現在では、

静止した站椿に対して、ゆっくりした動作そのものを試力と呼ぶ傾向がありますが、こ

れは飽くまでも便宜上のことです。） 

 

 さて、王薌斎先生の著書『拳道中枢（大成拳論）』《試力》の章に、 

 

「試す各力には名称も多く、例えば、蓄力、弾力、驚力、開合力、及び重速、定中、纏

綿、撑抱、惰性、三角、螺旋、槓杆（てこ）、輪軸、滑車、斜面などがあるが、これら

種々の力量もまた試すことで自然に会得していく。」 

 

との一文があります。また、『拳学新編』《運力》の章には、 

 

「いわゆる十字とはほかでもなく争力の作用であり、“環中”の奧理なり。（中略）いわ

ゆる“中”とは何処なのか？何が“環”と為すのか？“環”とは俗にいう“圓圏”なり、そ

の結心が即ち“中”の所在なり。環があれば中があり…（中略）全身各部その“環中”

のないところは何処にもない。」 
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とあり、“中”と“環”の関係を表しています。 

 どんな精密な機械でも、また単純な道具でも、安定した“中”があって初めて“環”の

効果が発揮されます。人体の動きも無数の“中”と“環”の組み合わせから成り立って

いて、“中”が定まらなければ、槓杆（てこ）であろうが、螺旋であろうが、効果はありま

せん。 

 拳術において“定中”は、極めて重要な要素であり、その為我々の練習においては、

先ず不動（最初から微動を求めず）の立禅（站椿）にて、“中”の安定性を養成し、その

後空間の位置や速度、相手からの圧力の変化など実際の動きの中で、いろいろなケ

ースを想定した各種のテストを通じ、その安定性の精度をより高めていきます。 

 争力”とか“順力逆行”と称して、例えば手を前に出す際、過度に胴体を後に動かし

たりする人を見かけますが、このような動きはいわゆる“形不破体、力不出尖”の要求

を壊したものであり、“定中”に反する動きです。力が漏れた時点では既に何の相乗

効果もなく、あるのは相殺効果のみです。 

 

有名無名? その２（這－虎撲） 

2013-02-14 | 練習日記 

 以前、ある意拳の先生が、站椿で按式（an、押す、押さえる）の姿勢を示して、「これ

は“按”か？」と問いかけてきました。私はその先生の意図が分からず、恐る恐る「“按”

ですよね？」と答えると、その先生は首をふりながら、手を上から下ろす動作をして「こ

れが“按”だろう。」と言われました。 

 正直これには驚きました。確かにこの站椿は一般的に“按式”、“按椿”、“扶按椿”、

“浮按椿”、“提按椿”などと呼ばれていますが、その先生がその手を下に押えようとし

ているのか？或いは持ち上げようとしているのか？前に推そうとしているのか？後へ

引こうとしているのか？横へ広げようとしているのか？私は知る由もありません。大げ

さに聞こえると思いますが、“按椿”という名前に囚われたために無限の可能性を失っ

た、と反省しました。静の站椿は、所詮“点”にすぎません。しかしその“点”には無限

の可能性があり、その“点”の集まりが“線”になるわけで、最初の一歩の重要性を改

めて認識させられました。 

 

 站椿だけでなく、試力など動作の名称もあくまでも便宜上そう呼ばれているだけであ

り、王薌斎先生の時代には、固定の名称などほとんどなく、站椿はみな総じて“渾元

椿”であり、動作や（或いは站椿でも）その意、神態を説明するときに、神亀出水、虎

撲などという言葉を用いていたそうです。故に意拳の伝承者によって、同じような動作

でも名前が異なることが多々あります（というか、異なることばかりです）。私が留学し

ていた頃、多くの先生、先輩たちに面倒を見てもらいましたが、例えば同じ拳の打ち

方でも、ある人はそれを“砲拳”と言い、またある人は“劈拳”、またある人は“鑚拳”と
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いって教えてくれました。これらは外面上の形は同じでも、それぞれみな異なった意

識、力があったのだろうと思います。（ただ最終的には五行合一でこれらの名前さえな

くなるかと思いますが… 

 

 しかしこのような名称は、その意、神態、気分気迫、及び力などを学ぶ上で大変重

要な手がかりであることも事実です。意拳に限らず、形意拳、通背拳、少林拳…など

みな永い歴史の中で研究伝承されてきたものであり、これらの名称には深い意味が

含まれている場合が多く、その意をくみ取っていかなければなりません。 

 

 澤井先生は、まれに中国語で立禅を“zhanzhuang（站椿）”と言うことがありましたが、

這について、「これは“hupu（虎撲）”だ。」と言われたこともありました。 

 虎撲に関して、今重点的に練習していますが、外形にとわられず（勿論合理的な間

架や筋肉状態などは無視してはいけませんが、）その意、気魄、神態を練ることが大

切かと思います 

 

虎僕その２、一到全到 

2013-02-22 | 練習日記 

 王薌斎先生の著書《意拳正軌》には“龍虎二氣”があり、虎法に関して、 

 

 「虎法に六あり、曰く猛虎出林、怒虎驚嘯、猛虎捜山、飢虎剖食、猛虎搖頭、猛虎

跳澗である。その精神を推し量るに、力強くたくましく、縦に横に突進、衝突し、二つ

の前手は山をも押しのけ（注：気勢がきわめて盛んな様の例え）、進むも退くも勇猛で、

長撲短用（注：遠まで飛びかかり近くで捕える？）、切り裂き食べ、頭をふり、山猫が

鼠を捕えるのと同じく、頭を突き上げ爪で掴み、全身が鼓蕩し、手を起こすはヤスリ

の如く、斬、抗、横、兜、順を用い、手を落すは鉤竿（注：竿ばかりのかぎ）に似て、劈、

搂、搬、撒、撑を用いる。頭は人にぶつけ、手は人を打ち、身は人を促し、歩は人を

過ぎ、足は人を踏み、神は人に迫り、気は人を襲う。（後略）意有って形は持たず、形

を持てば必ず勝てぬ。龍虎の活力、嘶き（いななき）吠え、谷間に響き渡り山を揺るが

す。その壮たるや龍虎の気の如し、敵に臨んでは少しの虚もなく、何処にも勝てぬ理

などない。総じて龍虎の二法には定勢無く、その勢は虎が三千里を駆け、龍が万里

を飛ぶが如く、勁が断たれても意は断たず、意が断たれても神は達す。口授心伝で

なければ得ることはできない。」 

 

と述べており、また姚宗勲先生はその注釈として 

 

 「『龍法』、『虎法』はこの 20年間（注：1940年代以降）再び語られることはなかった。
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（中略）虎法の意は、その気勢は人に迫り、全身の力は渾圓一貫し、一つが到れば

全てが到る、虎の如く勇猛無畏なり。」 

 

 と記しました。頭も手も足も胴体も、更には表情（精神状態）、気魄、意識までもが時

間差なく、同時に相手に進攻する様が書かれています。 

 また中国武術には、 

 

 「打人如親嘴（人を打つのはキスをするが如し）」 

 

 などと言う言葉もあります。人によって解釈も異なりますが、一般的には、相手を打

つ時はまるでキスをするかのように顔を相手に近づける、などと言われます。私もこ

のように練習するよう言われました。ここにも、“一つが到れば全てが到る、一到全到”

の要素が含まれているかと思います。 

 

  “這”においても、単純に足腰の鍛錬、歩法の練習、構えの形成などに止めず、全

身一致の鍛練法としておこなうべきかと思います。 

 

世の中広いものです。 

2013-03-18 | 練習日記 

 神戸の講習会が無事終了、とは言っても、今回は経験者対象としたためか？会員

以外の参加者はわずか一名のみでした。気がつくと講習会というよりは、いつもの練

習会のような様子で、予定していた推手のほかに、白蝋杆（棍）、劈剣、打ち込み等の

練習も行いました。 

 ところがこの方と手を触れ合わせててみると、そのレベルは実に見事なもので大変

驚きました。この方が今までどのような練習をされてきたのかはよく存じませんが、そ

の動きから察するにすぐれた指導者のもとで正しい練習を積まれてきのだろうと、容

易に想像できました。まったく世の中は広いものです。我々も負けないよう一層の努

力をしていかなければなりません! 

 

4月 7日の太気拳交流会お疲れ様でした。 

2013-04-08 | 練習日記 

 昨日の太気拳交流会、参加された方々、大変お疲れ様でした。鹿志村先生や島田

先生のプチ講習会、短い時間でしたがとても勉強になりました。また、交流組手にお

いては、今回が初参加の人も多かったと思いますが、ベテラン、中堅の皆さんも想像

以上によい動きをされていたと思います。太気拳の組手は素面、素手での打ち合い

ですから、恐怖心との戦いもあり、日頃の動きがなかなか出し難いでしょうが、これを
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乗り越えてこそ、心意と身体が一体に近づいていくものと思います。今回も太気会、

気功会、中道会の皆さんに感謝するとともに、この機会を作ってくれた主催者の天野

先生にも大感謝です。皆さん、ありがとうございました。 

 

前回 4月の大阪での練習での注意点です。 

2013-04-24 | 練習日記 

前回の基本動作（俗に言う、神亀出水、虎撲、劈水、鉤掛捲臂など）に関して、共通的

な注意点をいくつか列記します。 

 

 初歩的な動の訓練では、まず静止した立禅（站椿）で養う力を、空間上に拡大してい

く。よって運動路線のいかなる点でも、立禅（站椿）で要求される全てのことを確認す

べきで、合理的な筋肉の状態、間架（骨格構造）による支撑能力、中節の安定性、梢

節の弾力、腰回りの充実感（小腹常圓・実圓）、視線、精神状態などチェック項目は無

数にあります。これら全てを動きの路線上の点で確認していく。 

 

 最も基本となる、平歩で腰を回さずにおこなう場合、特に“定中”に注意する。 

 

 『“環”とは俗にいう“圓圏”なり、その結心が即ち“中”の所在なり。環があれば中が

あり…（中略）全身各部その“環中”のないところは何処にもない。（拳学新編）』 

 

 以前にも書きましたが、“中”が安定しなければ、当然その“環”も崩れます。 

 この段階では、“中”に対する“環”の空間的拡大であり、胴体部分は極力不動を保

つようにする。「それでは手の力のみではないか？」との質問もありますが、基幹部分

は不動でもやはり全身の力を活用しています。つまりこの安定した不動部分が“定中”

の能力です。車軸が動いてブレてしまっては車輪の動きも役に立たないのと同じです。

実際に相手を推してみればわかりますが、胴体が後に少しでも動けば、推す力は極

端に弱まります。 

 また、相手の抵抗力、圧力に応対するため、“精神仮借”、いわゆるイメージの活用

として、三本の足とか、伏虎椿における虎に跨る力なども重要なポイントです。 

 

 更にそこから、身体を旋転させていく場合、身体の“螺旋”をよく理解すること。腰の

回転によって腕の運動路線が流されないよう、“中”を定め、“惰性力”（円盤投げや砲

丸投げ等の原理と同じ）に注意し、単なる回転ではなく、“螺旋力”として使う。 

 ややこしいのですが、この“中”は自分の身体のみにあるとは限りません。身体の旋

転が加われば、身体外に“中”ができることもあります。 

 また“螺旋”と、いわゆる“旋繞”、や“纏綿”とは、共通部分はありますが、また別の
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概念です。（私は陳式太極拳をよく知りませんが、陳式太極拳でいう“纏絲”とは、お

そらく王先生のいう “纏綿”に該当するのではないか？と思います。） 

 ”螺旋”に関して、王薌斎先生は、 

 

『この螺旋の力は、余の体認を以て観るに、三角力に由らなければ生じない。（『拳道

中枢』）』 

 

 と述べていますが、これは十分に理解しなくてはなりません。“三角”も“定中”も、そ

れぞれがみな互いに関係しあっています。 

  難しそうですが（勿論終わりはありませんが…）、ポイントをつかめば上達も早いか

と思います。 

 

緊は緊張に非ず、その２（骨重如弓背、筋伸似弓弦その２） 

2013-05-16 | 練習日記 

 5 月神戸でおこなった講習会でも説明しましたが、拳学研究会ではいわゆる“緊”は、

緊張とは考えていません。もちろん緊張と全く無関係ではありませんが、特に身体（筋

肉）の状態において、緊張という言葉は“固まる”、“強張る”と誤解を招き易く、 

 『鬆而不懈、緊而不僵』 

も、一般的に 『リラックスしてもだらけず、緊張してもこわばらず』と訳されますが、意

訳としてならもうちょっと工夫すべきかと思います。 

 

 さて、“緊”を辞書で調べてみると、 

（１）（⇔鬆）ぴんと張っている 

（２）（⇔鬆）ぎゅっと固定してある、しっかりと固定してある、かたい 

（３）（⇔鬆）きつくする、かたくする、張る、締める 

（４） きつい、すきまがない、ぴったりくっついている。 

などがありました。 

 

 では、何をぴんとはるべきなのか、何をしっかりと固定すべきなのか、その逆“鬆”は

何か？ 『骨重如弓背、筋伸似弓弦、運勁如弦満、発手似放箭』 とはどのような状態

か？ 全ての練習過程において確認してください。 

 

福岡の講習会にて 

2013-05-22 | 練習日記 

 我々の立禅（站椿）は、いろいろ小うるさい要求があり、指導側がいろいろな個所を

触れて点検し、練習者に体感してもらい、更にその状態を失わず出来るだけ継続させ
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ていくことを求めます。その後、静から動へ移行していく訓練では、その動作や形を覚

え、数をこなすのではなく、不動の状態で体感し養成していく力を全て継続して動すこ

とが求められます。 

 故に、静の立禅（站椿）が“点”であるなら、動作は単純な“線”ではなく、“点”の連続

のようなイメージになります。私もよく“一点上什麼都有（その一つひとつの点上に全

てがある）”ように、と言われました。 

 どうしても動作そのものを覚えて繰り返し数をこなそうとしてしまうますが、立禅（站

椿）で養成していく力を、いろいろな角度、路線において如何に失わずに動くかが太

気拳、意拳を習得する上での重要なカギとなります。 

 今回の講習会は、皆さん何度も参加されていたので、比較的高い要求で行いました

が、最初におこなったごく単純な一動作、いわゆる“蜻蜒点水”（これも系統によって動

作が異なります。）なども、時間をかけ、各関節角度、部位の方向、意識、筋肉状態な

ど一つ一つ点検していくことで、それぞれが多くの課題点を発見でき、また修正できた

かと思います。（もちろんこれからも更に精度を上げていかなければなりませんが、） 

 王先生は“試力”について 

 

 “試力為拳功入門最重要事（『大成拳祖師王向斎先生談拳学要義』）” 

 “此項練習、為拳中最重要、最困難之一部分（『拳道中枢‐試力』）” 

 

 と言われています。 

多くの動作を覚えることより、一動作において正しいチェック方法を知り、より多くテス

トし、自分の弱点欠点を認識して解決していくことが重要であり、本来“試力”の概念と

は、立禅（站椿）で養成していく“各能力をいろいろな段階でテストしていく”ことではな

いかと思います。 

 

ただ是非の違いが有るのを知るだけで・・・ 

2013-07-27 | 練習日記 

 我々の会の指導員には、北京で古くから姚宗勲先生系の意拳を学んでいた者や、

香港で韓星橋先生系の意拳（韓競辰先生の創始された韓氏意拳ではありません）を

学んでいる者、或いは韓星垣先生系の意拳を学んでいる者など様々な人がいます。

故に会員の皆さんの中には、その指導内容の微妙な違いに悩んでいる方もいるかと

思います。 

 私も、いろいろな先生、先輩たちに指導を受ける際に、その違いに悩んでいました

が、いつの間にかその違いを楽しむようになってきました。適当な例えではないです

が、昨晩は中華と紹興酒で楽しみ、今晩は和食で日本酒を一杯というような感じです。

和食でも中華でも良い料理はみな美味しく、消化されれば栄養となって我々の命を支

http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/6eb64f5da13146738df5eb054f945ff6
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/6eb64f5da13146738df5eb054f945ff6
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/c/43613ece6ead8dc4ab293bf7565dd5c8


えています。同様に、澤井先生の教えも他の先生の教えも、正しいものは全て自分の

役に立っています。今日の練習ではこれを練習しよう、明日はこれを練習しよう、と思

い、また時としてその違いを楽しんでいます。 

 但し、これらは混ぜこぜにしないよう注意もしており、例えば寿司を食べるのに豆板

醤は使いませんし、麻婆豆腐にワサビは入れません。意拳においては、姚先生の教

えられたものは姚先生の研究成果であり、韓先生の教えは韓先生の成果ですので、

混ぜこぜにはできません。それはそのまま尊重して練習すべきかと思っています 

 そうこうしていくうちに、いつか自分に合った動き、自分流の太気拳、意拳が出来上

がっていくのだと思います。 

 

 王向斎先生は、著書《拳道中枢／大成拳論》）にて以下の言葉を残されております。 

 

「余之学拳只知有是非之分，不知有门户之派别」 

（余の拳学は、ただ是非の違いがあることを知るだけで、門派の違いがあることを知

らず。） 

 

立禅（站椿）をおこなうときの腕の上げ方 

2013-08-07 | 練習日記 

 基本の立禅（站椿）では、自然に立った姿勢から、両手がある路線を通り身体の前

で物を抱くような姿勢を取りますが、その姿勢も人によって様々であることは以前紹

介した通りです。更に中国の意拳の指導者は、その形に至る路線自体が人によって

大きく異なります。 

 この形に入る運動路線には、それぞれ道理がありますが、それは別としても、 

 

１、 この形に入る運動路線が決まっていてその要求が大変細かい。 

２、 この形に入る路線は特に決まっておらず要求もなく自然におこなう。 

 

 の、二つの指導方法に大別されると思います。 

 １の指導者は、その路線の要求が大変厳しく、適当に手を上げることを忌み、各関

節角度、路線は、それこそ 1 ミリ、1度のズレも許されません。この動作そのものが、

まさに試力であり、僅かな動作でも一たび動けば、そこに各能力が備わっていること

を求めます。站椿をいち点と見た場合、これらの動きは全てその点の連続、継続、拡

大であるため、どんな些細な動きも気を抜くことが許されず、これにより斜面、螺旋、

三角、テコ、惰性等などの能力を体感、認識し、更に不動の状態でもこの意をとぎら

せず継続し養成していきます。 
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 一方２の指導者は、自然に手を持ち上げますが、例えば顔の前に手を出す時は、

自然と最短、最速、最適な角度で、外敵に接せられるような状態にあり、当然、手を

胸の前に出す時、手を腰の前に出す時、みなその路線は自然と異なります。一見す

るといい加減なようですが、指導者が見れば、練習者のレベルが一目了然となります。 

 どちらが良いとか正しいとかという問題ではありませんが、我々の会の考え方は、１

の練習有っての２の練習と考えます。まずは厳格な要求の元で他の練習では得るこ

とが難しい力の感覚を実体験し、その力の発生原理の理解と養成を第一と考えます。

勿論これは一生ものです。その中で徐々に、有形から無形とでもいうか、頭で考えず、

どのように動かしても、立禅の点の延長拡大として力の応用ができる境地を求めてい

くべきと考えています。一見すると形がくずれそうですが、『中』と『環』の関係は変わる

ことはありません。言い換えれば斜面、螺旋、三角、テコ、惰性等の存在がなくなるわ

けではなく、更に複雑化、多面化していくと認識してください。 

 

  

 

新潟の練習会参加の皆様、お疲れ様でした。 

2013-08-11 | 練習日記 

 8月 10日（土）は昼の 3時前から夜の 9時まで、延々と練習に付き合って頂き、また

11日（日）は、前夜のお酒も多少残っている中で、引き続きお昼までと、参加者のみな

さん本当にご苦労様でした。また大変お世話になり有難うございました。皆さまのお

陰で大変楽しい新潟旅行になりました。この場を借りしてお礼申し上げます。 

 

 練習は、当初の予定通り鷹捉（三体式）を中心とした内容で、これは形意拳で初め

に学ぶ一動作ですが、実に奥が深くて難しく、正にてっぺんからつま先まで気が抜け

ず、ここを直せばあそこがズレ、あそこを直せばまた別のところを忘れてしまうといっ

た状態で、何時間おこなっても納得のいく動きはできませんが、しかしその分収穫も

多く、時間をかければ知らぬうちに功夫が養われていきます。 

 またこの練習法は、立禅（站椿）や這（走歩）による一定の基礎がないと、全くついて

いけず、逆を言えば立禅（站椿）や這（走歩）などで養うべき力がどこまで得られてい
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るのか、一目瞭然となります。 

具体的な注意点は機会あるごとに書いていきますが、とりあえずは、始動点から到着

点まで全ての空間を制御し、打ちぬく所までの目標を定め、一瞬の油断もせぬように、

眼付、気持ちをとぎらせず、常に使うこと、相手を打つことの意識を持つことに注意し

てください。 

 尚、8月 15日、16日の神戸の練習も引き続き、鷹捉（三体式）をおこないます。関西

の皆様、宜しくお願い致します。 

 

韓星垣先生の鷹捉 

 

 

神戸の練習お疲れ様でした。(鷹捉その１) 

2013-08-21 | 練習日記 

 お盆休みの二日間、神戸の練習に参加してきましたが、炎天下の中での練習、み

なさん大変ご苦労様でした。先週は新潟、神戸と皆さんのお世話になり、おかげさま

で今年も楽しい夏の思い出ができました。 

 

 さて練習内容は先週の新潟と同様、歩法と鷹捉が中心となりました。歩法に関して

は、別途書きますが、とりあえず鷹捉についての注意点を少しずつ書いていきますの

で、参加された方は、もう一度思い出して練習に役立ててください。 

 

 鷹捉の練習は、鷹捉そのものの動作と、静止状態の鷹捉椿の繰り返しになります。

站椿である鷹捉椿は静止状態ではありますが、鷹捉の動作、つまり鷹が獲物を捉え

る精神及び肉体的な状態を保持しなければなりません。 

 平歩椿、或いは丁八歩での站椿ではつい忘れそうになりますが、例えば『抱』であ

れば、抱くという、『按』なら押さえるという動作の継続が必要です。その形に収まるだ
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けではダメであり、例えば前進しているゼンマイ仕掛けのおもちゃが、壁にあたって前

に進めなくなっているような状態に似て、その場に留まっているがまだ動きは完全に

止まっていない、動けないので力は断たれているようだが、その意は継続しており、も

し壁がなくなればすぐに前進していく。平歩或いは丁八歩での站椿も、この様に腕を

抱き寄せて来ても、その形に収まるのではなく、腕を抱き寄せ続ける力は第一波、第

二波、第三波…と途切れず続けていかなければなりません。何かに触れれば、すぐ

に発動されます。もちろん撑抱椿であれば、更に内側に抱いていく力と外側を支える

動作の転換を続けていくことになります。 

 鷹捉は動作と站椿を交互に繰り返すことで、この意識と力が断たれることがなく、ま

た動作の要求と站椿の要求は全く同じであり、変なイメージによる偏差の入り込む余

地もありません。 

また要求そのものが明確であり、意拳での抽象的で曖昧に感じられる要求も鷹捉の

練習を続けていれば見えてくることが多いかと思います。（続く） 

 

腕を盾にする（鷹捉その２） 

2013-08-22 | 練習日記 

 鷹捉の動作は、先に差手（いわゆる鑚手）を出して相手と接触し、次にもう一方の手

で打ち込みますが、この差手の動作は意拳の前身である形意拳における基本技であ

り、鷹捉はもとより五行拳の劈、砲拳の起こりだけでなく、鑚、崩拳、横などにも含ま

れ、更に十二形においては、ほとんどがこの一手から始まります。それほど重要な技

ですが、何故か近年の意拳においてはこのような動きを見ることがほとんど無くなっ

てきました。更に形意拳においても、套路では保存されているものの、散手などの実

践練習の映像では、この手を使いこなす人をあまり見たことがありません。 

 しかし澤井先生の太気拳では、これを不定形の練習で身につけ、対人練習などでご

く自然に当たり前におこなっていました。この手の形は、相手の攻撃を交差して入い

る、止める、断ち切る、弾くに限らず、外へ払う、内に迎い入れる、更には打ちこむ、

逆手をおこなうなど、多くの活用方法があります。 

 澤井先生は、「腕（の外側）を楯にして、この盾で身を隠しつつ、相手の攻撃を捌く」

ように言われましたが、鷹促は一見すると動作こそ複雑なようですが、楯で受けて矛

で攻撃するといった『矛』と『盾』が単純かつ明確です。今、我々があえて鷹捉の練習

をおこなう理由の一つはここにもあります。 
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銃を抜くように。（鷹捉その３） 

2013-08-23 | 練習日記 

 鷹捉において、差す手は腰から顔の前に打ち出しますが、発力となる場所は顔の

前ではなく、正に動いたその瞬間から発力であることを理解してください。相手の攻撃

が上段とか中段とか、突きとか蹴りとか、どこでどう接触するか分かりませんので、始

動したその瞬間から全身が同時に一致して動きだすことが必要であり、更にその為に

は動きだす以前から身体が一致してなければならず、ここに站椿と動作を繰り返しお

こなう必要性もあります。 

 また差手とは異なりますが、以前澤井先生が崩拳の説明をされたとき、銃を抜く動

作を例に挙げ、銃を掴み、引き抜き、銃口を相手に向け、撃鉄を引き、引鉄を打つま

での一連の動作が、ほとんど時間差なく、完了されなければならず、ほんの僅かの遅

れが命取りになると言われました。このときの動作は、身体軸の回転、腰が墜ちてい

く様、打つ手と引く手の始動、足と重心の移動など、正に全身一致の動きで今でも目

に焼き付いています。後に意拳を学んだ際、自然体で腕が下がっている状態から拳

を打つ場合、腕（実際には全身ですが）が始動するときの状態が、ちょうど提と挿の矛

盾状態を養う提挿椿（腕を下げ指を地面に軽く挿した状態とそれを引き抜こうとする

状態）と同じで、併せて指導を受けましたが、澤井先生から説明された銃を抜くような

動きがすぐに思い出されました。鷹捉の差す手も打つ手も自然体に近い腰のあたり

から始動しますので、崩拳とは多少異なるところもありますが、これも是非参考にして

下さい。 

 

石垣を築くように、（騎馬椿と伏虎椿） 

2013-08-28 | 練習日記 

 意拳の伏虎椿は、虎に跨り臀部と両手で（全身で）その虎を抑えつけるように行いま

すが、基本の平歩椿も騎馬歩といい、馬に跨っている状態（力）が必要です。きちんと

馬の背に腰を落して、太腿で馬を挟んでいなければ（包裹勁）、馬に振り落とされてし

まいます。昔の兵は馬に乗って戦うことが多く、下半身が安定して馬と一体となってい

なければ、剣も刀も使いこなせなかったのでしょう。 

 虎であろうが馬であろうが、これに跨り押さえつける力は、下半身（というか全身）の

安定性に役立ちますが、力づくでおこなえば、可動性（霊活さ）は失われて本末転倒

です。故に背骨を真っすぐにし（いわゆる立身中正、虚領挺抜、提肛とか）かつ肩、脇、

肘などを重力に任せるように力を抜いて垂らし、（いわゆる鬆肩墜肘とか）より合理的

な姿勢を以て、引力というのか重力というのか、自然の力に任せてしっかりした安定

力をつける必要があります。 

 更にこの鬆肩墜肘にとどまらず、“腰”（ウエスト部分）もリラックスして、力を入れず

に自然に落ち、“胯”（骨盤あたりの腰回り、ヒップ部分）の部分が上半身（肋骨に囲ま
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れている胴体部分）の圧力を受け止め、けっして腰を伸ばさないように注意してくださ

い。このように一つずつ石垣を築くように重力（圧力）が、更に正確に膝、踵、前足底

へと繋がり、年月を経てしっかりした土台が出来上がっていくのかと思います。 

 鷹促の動作では、足も動かしますが、この土台を以て前進することが求められます。

崩れない石垣を作るよう、より合理的な石の積み上げと地道な鍛練を心がけましょう。 

 

姚宗勲先生 

 

 

明治神宮の森の音 

2013-09-05 | 練習日記 

 拳法とは関係のないような話になりますが… 

 最近聞いたＦＭラジオに、ジョー奥田という音楽家が出ていました。ネーチャーサウ

ンド・アーテイストというらしいのですが、屋久島や奄美などの森の中で録った音を放

送していました。 

 

 『一番印象に残っているのは、一番最初に夜の森に入って長い時間録音した時です。

その日は満月の夜だったんですが、曇っていて真っ暗だった。月の光が出ていなくて、

森っていうのは元々暗いのだけど、月が出ていても暗い。だから、その日は本当に暗

かった。自分が今まで体験したことのないような暗闇。漆黒の闇。自分の手が見えな

い。そういう暗闇の中で録音を始めて、そうすると周りの夜の生物たちが非常に緊張

しているのが分かるんです。みんな僕を見ている。じーっと。視線がとても怖かったけ

ど、時間が経つうちに緊張がとれて、みんな、通常の活動に戻っていった。それが素

晴らしくて。そうしている時に雲が動いて月が出たんです。その時に森のなかに月の

木漏れ日が月のシャワーのようにぱーっと降りてきた。信じられないような夢の世界。
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あれを体験してから、夜の森の魅力にどんどん引きこまれた。」 

 

 そしてこの森の音が流されました。ちょっと感動しました。 

 ジョー奥田氏は、奄美や屋久島だけでなく、明治神宮の森の音も随分と録音されて

おり、ユーチューブでもかなりの数アップロードされていました。。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_6ttcafRG8E 

http://www.youtube.com/watch?v=P_fCtZjKDLg 

http://www.youtube.com/watch?v=77YS_N7aUKA 

http://www.youtube.com/watch?v=Kgs7q34Ws_s 

 

 

 思い起こせば、澤井先生に入門したばかりの頃は、日の出の遅い冬は真っ暗のうち

に起きて電車に飛び乗り神宮に向い、うす暗いうちから森の中で立禅していました。

（その後、遅くなってしまいましたが…）日の出後もしばらくは、大きな木々に囲まれた

森はうす暗く、その中でただただ無心に立禅を長く組んでいると、耳の感覚は勿論の

こと、五感の全てが研ぎ澄まされていきます。森の音だけでなく、遠くで電車や車が通

る音、地下鉄が通る感覚、その感覚は、誰に説明したところで、本人にしか分かりま

せん。 

 最近は、この様なこともほとんど無くなりましたが、その原因は容易に想像がつきま

す。 

 さて、姚宗勲先生が書かれた、『站椿功的意念活動』には、以下のような文章があり

ます。 

 

 『古来より先人達は“站椿”功に類似する多くの養生法を伝えており、例えば“独立

守神、肌肉若一”、“以形為体、以意為  用、以静為和”、“勢以意変、形簡単意繁”

等と言われたものが有った。 

 その中の“守神”、“以意為用”と“勢以意変勢”は皆、意念活動の重要性を強調して

いる。 

 “意念活動”と言うと、人々は気功で言うところの“意守丹田”を連想してしまう。 

 しかし実際には、“意念活動”と“意守丹田”は根本的に別物である。 

 “意守丹田”は気功を練習する人の要求であり、自分の体内の“丹田”部位（臍下の

下腹部）に固定した意識を集中すること で、よく言う“守窍”のことである。 

 そして“站椿”功の“意念活動”の要求は、練習者が自分の意念（＝思い、考え）を

大自然界のある種の状況、例えば穏やかな 海や、夜の星空等を連想することに集

中させることである。 



 ゆえに“站椿”功の“意念活動”とは、気功の“意守丹田”とは完全に異なるものであ

る。 

 同時に、“站椿”功は“意念活動”を合わせた結果、練習者の快適感を増加するの

みであって、いかなる副作用を生むことはあ りえない。 

 初めて“站椿”を学ぶ慢性患者にとって、“意念活動”は“情緒の安定、雑念の排除、

筋肉のリラックス”の作用がある。 

 一般の患者は疾病の影響を受けるため、“站椿”の訓練を始める時、精神と筋肉は

とりわけ緊張し、気持ちを落ち着けることが できない。このような時、稽古者に対し、

もしただ単に “リラックス”することに注意よう伝えるだけなら、それはあまりに 抽象

的すぎて全く理解することができないであろう。 

 しかしもし“意念活動”を配合して彼らにリラックスさせようとすれば、それは具体的

に見え、また効果がある。（後略）』 

 

 今思えば、当時は澤井先生が話された、“王薌斎先生が押すと腕はまるで丸いタル

で押されてようだった“とか、“腕の骨に皮が垂れ下がっているようだった”、などという

イメージだけを持って、自然に同化するように立っていただけでした。しかし、森の中

での立禅は、意を用いずとも自ずとリラックスし、同時に戦いのための緊張感も、その

後に激しい組手がおこなわれるという前提があったため、故意的に意識しなくとも、当

たり前のように保たれていたと思います。 

 

福岡講習会、練習会参加の皆様お疲れ様でした。 

2013-10-05 | 練習日記 

 9月 22日（日）の講習会及び 23日（月）の練習会に参加された皆様お疲れ様でした。

また二日間お世話になり誠に有難うございました。 

 今回も多くの方々が参加されましたが、ほとんどの方が毎回参加されているので、

みなさん立禅や基本運動に対し一定の功力があり、少々ぶつかっても姿勢も崩れず、

重みもあり、練習の成果が感じられました。 

 ただ立禅でも這いでも毎回違う要求を提示するため、以前やったことは間違いだっ

た？とか、以前よりもレベルが上がったためにやり方が変わったのでは？と思われた

人もいたかもしれません。 

 これは半分その通りで半分は誤解です。立禅においても這いにおいても、多くの要

求があり、当然ながら各身体条件が揃えば揃うほど全体的な能力がアップします。例

えばある身体条件を向上させるため、或いはそれに特化するため、他の要求にはあ

る程度無視して説明しています。この方法がベストだということではありませんが、当

会ではこのように一つずつの条件を積み重ねていくやり方を採っています。よって毎

回の重点項目が多少異なります。例えば同じように見える立禅（站椿）の腕の形（力）
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である「抱」と「兜」は、身体の条件、能力は異なりますが、また共通点もありそれゆえ

各条件が積み重ね易くもあります。また歩法において毎回説明する「提」、「挟」、「扒」、

「縮」、「蹚」、「崩」、「拧」、「裹」なども、言葉（漢字）はともかくも、こういう条件が一つ

ひとつ積み重なった状態がいわゆる「整体」と理解しています。より多くの身体条件を

備えることで、より優れた「整体」となります。 

 単に身体を石のように固定して、その状態で動いたからといっても、「整体」状態が

保てたとか、「一動無不動」だ、などと簡単に満足しないよう（勿論初心者のうちはそ

れもありと思いますが）、今後も少しずつ質を高めていければと思います。 

 

 尚、当日の練習風景が、下記のブログに掲載されていますので、参加された方はぜ

ひご覧ください。 

http://seirankensha.seesaa.net/category/11259736-1.html 

 

福岡の講習会にて、その２（一動無不動？） 

2013-10-08 | 練習日記 

 身体を石のように固定したままで動かし、物質的位置をみな同時に移動させば、大

きな力が発生します。しかし我々はこの骨格構造だけでなく、更に身体内部の動きも

求めなければなりません。つまり一たび動けばすべての筋肉群が働き出さなければ

なりません。 

 基本的な「揺」では、まずは身体をぶれないよう動かさず、腕のみを動かすというの

は、腕のみの力でおこなうということではなく、正に内面の筋肉を動かすためです。実

際にこの軸をブレず、動かさないようにする為には、多くの力が必要になります。適当

な例ではありませんが、弓を引くとき、弓を持っている手をしっかり固定して、弦を引く

のに似ています。持ち手がぶれては弦が引けず、弓もしなりません。その内部の状態

が出来てから軸自体を動かすことに進みます。勿論軸が動いても、中と環の関係（力）

は衰えさせてはなりません。 

 その他、細かい要求、力がいろいろありますが、この様な条件を一つずつ身につけ

ていくことで、初めて「整体」とか「渾圓」という概念が少しずつ形成されていくのかと思

います。 

 

八字訣について 

2013-11-12 | 練習日記 

 先日の練習時にお話しした形意拳の椿功で言われる八字訣ですが、興味のある人

のために一応漢字を書いておきます。基本的には現在の意拳でよく言われる、『撑

http://seirankensha.seesaa.net/category/11259736-1.html
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（支える）』とか『裹（捲く、包む）』とかと同じような意味ですが、伝統的な形意拳の言い

方をあわせて用いる意拳の伝承者も少なくありません。（私の場合、併せて用いられ

たことで誤解していた部分が理解できました。） 

 

 頂（ディン）：支える、押す、突っ張る  

 扣（コウ）：合わせる  

 圓（ユエン）：丸い 

 敏/毒（ミン/ドゥ）：素早い/激しい 

 抱（バオ）：抱える、抱く 

 垂（チュイ）：垂れる、垂れ下がる 

 曲（チュ）：曲げる 

 挺（ティン）：ぴんと伸ばす、まっすぐにする。 

 

 また形意拳では一般的にこれらに『三』をつけて用いられ、例えば『三頂』とか、『三

扣』とか『三圓』です。『三頂』とは、頭を上に、舌を上に押し、掌を外に突っ張り…など

と言われるようです。しかし意拳の先生たちは、この『三』を単なる『三つの部位』では

なく、いわゆる『三三不尽、六六無窮（尽きることがない）』の『三』と解釈します。『三』

は中国の伝統的な概念で無限に広がる数字とされています。つまり『頂』も『扣』も、身

体の一部にとどまらず、身体各部に拡大していくよう要求され、正に全身の法となりま

す。 

 更にこれらは、決して別モノではなく、それぞれが関係し合っていますので、どれか

一つが狂えば身体全体のバランスが崩れます。『立禅（站椿）』においては勿論のこと

ですが、それで養う力を発揮するためには、『這』においても十分に留意すべきチェッ

ク項目として活用できるかと思います。 

 今週の大阪の練習でも紹介しますので、参考にして下さい。 

 

鼓蕩（グーダン）について 

2014-02-17 | 練習日記 

 先日の福岡講習会にご参加の皆様、いろいろお世話になり有難うございました。ま

た先週、今週と大雪の中、東京、大阪の練習に来られた方々、お疲れ様でした。 

 さて最近の練習中に質問のあった、「鼓蕩（gu dang）」に関して補足説明致します。

これは王薌斎先生の文章で見かける言葉ですが、中国における意拳の指導者や愛

好家によってはそれぞれの解釈があるようで、「大地を太鼓とし、両足をバチとして、

大地を敲き（撃鼓）、その振動が身体を通じて大気にこだまし（回蕩）…」などと説明す

る人もいるようです。 
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 そもそもこの言葉は、唐初期の文学者、沈 佺期（656年? - 716年?）という人の詩な

どに出てきた言葉のようで、「鼓動（奮い立たせる）、激蕩（激しく揺れ動く）」の意味が

あります。つまり精神的な状態と身体的な状態が含まれていると考えるべきでしょう。 

 澤井先生は生前、 

 「気分が高揚すると、その精神状態はまるでやかんに入った水がグツグツと激しく沸

騰したような状態となる。これを動蕩（dong dang）と言うんだが、見た目にはわからな

いが、触れればやけどをするし、ふたを開ければ蒸気が勢いよく飛び出すような状態

だ。」 

 などと説明されたことがありました。恐らくはこの鼓蕩（gu dang）と同じことを言われ

たのだと思います。身体の細かな高速振動（というのが適切でないかもしれませんが

…）はこのような精神状態を伴います。この妙な気分は口や文字で説明しても理解す

ることはありえず、練習によって自分が感じ養っていくしかないのでしょう。不動の中

で微動を模索する練習も大切な基礎になりますが、段階を追って一つずつ鍛錬し、イ

メージだけに頼らず、対人練習など現実の環境の中でのみ養われるものだと思って

います。 

 来週は新潟の練習に参加します。お世話になりますが宜しくお願い致します。 

 

「崩（ボン）」について 

2014-02-25 | 練習日記 

 土曜日の新潟の練習に参加された方々、お疲れ様でした。また大変お世話になり

誠に有難うございました。 

今回の練習で課題として取り上げた「崩」という力（身体条件）に関しておさらいです。 

 

 王薌斎先生は著書《意拳正軌》の“鍛練筋骨”の章にて、 

「足根含蓄（含有弾簧之崩力）」 

（足根（注：足首、踵周り）は含蓄があり、バネのような崩力を含む） 

「両腿用提、挟、扒、縮、蹚、崩、拧、裹勁」 

（両腿は、提、挟、扒、縮、蹚、崩、拧、裹の勁を用いる。） 

と述べています。 

 「崩（Beng）」には、１．崩れる。２．破裂する、炸裂する。３．（破裂したものが、）飛び

散る、飛び散って当たる、などの意味がありますが、ここでいう「崩（Beng）」とは、「破

裂する、炸裂する」或いは「（破裂したものが、）飛び散る」という意味が適当かと思い

ます。突発的な力を出す際には、この様な足の「崩」が非常に重要なポイントになりま

す。 

 今回は特に推手や打ちこみ等の相対練習において強調し練習ましたが、もちろん
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站椿（立禅）、歩法、発力などの基本練習にも必要不可欠な条件です。但しこの種の

練習はアキレス腱や足首関節などに対して一定の負担もかかりますので、（何の運

動においても同様ですが）冬の寒い時期などは、特に準備運動、整理運動を十分に

おこなうようにし、決して力んでおこなったり、無理な練習をしないよう注意して行って

ください。 

 

2014年春の交流会 

2014-04-15 | 練習日記 

 4月 3日横浜にて行われた春の太気拳交流会が大きな怪我もなく無事終了。参加さ

れた方、大変お疲れ様でした。 

 参加者の平均年齢が毎年上がっていく一方で、各会とも組手における安定感という

のか、足腰の強さ、重心の安定など目覚ましいレベルアップが感じられ、驚きました。 

 天野先生、島田先生、鹿志村先生及び太気会、気功会、中道会の皆様、本当に有

難うございました。 
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交流会での反省（空中の旗の如く、浪の中の魚の如く…） 

2014-04-22 | 練習日記 

 昔、神宮で練習していた頃、澤井先生がある先輩の組手を評して「○○君は、君達

より“仕掛け”が早い。」と言われたことがありました。確かにこの先輩の組手は、相手

が攻撃するよりも早く打ち、また相手が打とうとする瞬間には間を切る、切れた瞬間に

はまた攻撃するというような戦いで、常に相手を自分のペースにのせていました。 

 今回の組手では、この様な動きが多少なりとも出来ていると感じた人もいましたが、

多くの人はここが課題なのかと思います。ただ私の感覚では、“仕掛け”というと（飽く

までも言葉上の感じですが）まだまだ、空間的にも時間的にも隙間というか、無駄な

部分が随分と残っており、より高度な隙間のない反応、途切れることのない常に相手

との呼応があるとでもいうのか、言葉では説明できないのですが、そう言ったものを

我々は目指すべきだと思っています。王先生の言葉を借りれば、まさに 

「その勢は空中の旗の如く、ただ風力に応じて揺れ翻り、即ちいわゆる大気との呼応

なり。また浪の中の魚の如く、起伏は無方にて、縦横に行き来する、その感触を聴き、

ただ一片の機を見て動き、感覚に応じて発する…」  

です。今回も天野先生や島田先生より 

 「構え、と言われ本当に構えるな!」 

 「そのまま手を出せばいいんだ！」 

 「止まるな、ボーっとしないで動け！」 

 と何度もゲキが飛びましたが、つまり相手と呼応できていない、時間的にも空間的

にも途切れた状態が続いていたのでしょう。 

 今回、推手のミニ講習会をおこないましたが、考えてもらいたかったのは、相手を推

したとか流した、ということより、常に相手の動きを制しつつ攻撃準備の状態が、いか

なるポイントでも出来ており、更にそれが動きの中でも継続していく能力を養うことでし

た。このいつでも瞬時に攻撃（防御）できる状態がいわゆる「敏／毒」であり、精神状

態の重要性は勿論、筋肉や骨格、関節などの状態も重要です。いわゆる「頂（支え

る）」とか「垂（垂れ下がる）」とか「扣（合わせる）」とかで要求される身体の状態であり、

鹿志村先生が言われた、 

 「あんなに足が開いちゃってたら、動けないよ。」 

 というのも、その通り。そしてこのような身体の状態、条件を養うのが、立禅（站椿）

です。だから立禅が重要で、気を抜いた立禅は何時間やってもこの様な感覚を養うこ

とは難しいと思われます。 

 よって推手練習においては、単に接近戦のための技術だ、など決めつけず、組手に

おいても相手と呼応している状態を学ぶための方法であることも考えておこなっていく

べきかと思います。 
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姚承栄先生東京講習会 

2014-07-21 | 練習日記 

 北京市中意武館で長年練習された田中奈美さんの招聘により、姚承栄先生が来日

され、７月１９日（土）、２０日（日）と二日間、東京にて講習会が行われました。 

 我々拳学研究会のメンバーも含め、実に多くの太気拳の愛好者たちが参加され、そ

の卓越した功夫に接することができ、大変有意義な時間を過ごされたことと思います。 

 私も姚承栄先生とは久しぶりの対面ですが、既に６０歳とは思えぬほどの、気力に

満ちたその動きにただただ感動するばかりでした。またその指導も、無駄なことなどど

こにもなく、ただただ拳の正道を進むが如くでありました。 

 今回この素晴らしい機会を作って頂き、同時に講習会の通訳としても忙しい時間を

過ごされた田中奈美様、中意武館が設立される以前より北京に留学し長期に渡り姚

承栄先生に学ばれ、今回も来日後ずっとアテンドと裏方の仕事まで尽力された当会

の長谷真介先生、９２年にかつて姚承光、姚承栄先生を招聘され日本で初めて本格

的な意拳の講習会を実現させ、今回も大変ご尽力された太気会の天野敏先生、何度

も北京に足を運ばれ、またこの度の歓迎会等をセッティングされた気功会の島田道男

先生、同じく北京で修行に励まれた中道会の鹿志村先生、更にはご高齢にも関わら

ず、ご足労いただかれた澤井先生のご長男であられる澤井清先生、そしてタイトなス

ケジュールの中、実に丁寧にかつ精力的にご指導下さった姚承栄先生、本当に本当

にありがとうございました。 

 尚、２１日は、岐阜の西松正彦先生率いる武友会の主催でセミナーが行われますが、

こちらに参加する当会のメンバーも少なくないかと思います。西松先生宜しくお願いし

ます。  
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姚承栄先生の講習会に参加された会員の方々へ 

2014-07-23 | 練習日記 

 今回行われた姚承栄先生の講習会で学んだ内容に関し、少しずつ整理されてきた

かと思います。しかしその内容はとても深く同時に多くの課題も提起されたことでしょう。

そこで講習会に参加された会員の皆さんの疑問点、不明点に関し、できるだけみんな

で解決していくべく、ご質問のある方は私に直接メールしてください。それを今後の課

題として公園での練習に加えていきたいと思います。もちろん私のレベルの限界もあ

りますので、参考程度にしかならぬことも多いかと思います。よって質問は漠然とした

ものではなく、出来るだけ具体的にお願い致します。 

 

 例えば、 

 站椿における模勁の練習で全身の正しい微動は理解できたが、どうやって外面を

不動し内面の動きに変えていくのか？外形不動の場合、内面の全身一致の動きをど

う感じればよいのか？或いは外形不動から内面の動きをどうやって高頻率運動に変

換していくのか？ 

 站椿模勁で学んだ全身の動きを、大動となる各試力や摩擦歩に応用することは理

解できる。しかし站椿でさらに求めていく外形不動で内面を動かす、或いは更にその

上の高頻率運動を大動である各試力や摩擦歩にどうやって活用していくのか？ 

 有形有意はみな偽物である、無形無意になってこそ真技となる、と言われたが、こ

れを追求するため、それまでの基本練習をどう役に立てて行くための、その境界線、

具体的な練習段階の変化をどう考えればよいのか？ 

 

 など、できるだけ具体的な質問にしてください。 

またその不明点に関して本人はどう考えているか、やみくもに尋ねるのではなく、自

分の今のレベルでよく考えその考えも併せてご連絡ください。 

 勿論地方から参加された方も、遠慮なくご連絡ください。場合によってはこのブログ

で先に私の考えを紹介し、お会いした時に改めて共に研究していくことにしたいと思い

ます。 

 

 また今回、姚承栄先生より以前北京で作成した 6枚組ＤＶＤ(中国語)を頂きました。

今回の復習として皆さんの役に立つものです。持っていない方は貸出しますので、ご

連絡ください。但し借りる方が多いでしょうから、貸出期間を一週間厳守とし、期間内

に返却して頂き、順序は連絡された方順と致します。このＤＶＤは日本で既に日本語

化されたものが販売されておりますので、より詳しく知りたい方はご購入いただけれ

ばと思います。 
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Ｔさんよりのご質問に関して 

2014-07-28 | 練習日記 

 早速、Ｔさんより質問を頂きました。内容は兎も角、このようにどちらが正しいのか？

という疑問は常に付きまといますね。ここでは明確な回答はあえて避けますが、問題

点に対する一つの考え方を紹介したいと思います。 

質問内容： 

 「講習会で站椿の立ち方が全体的に後ろ過ぎるのでもう少し前にするように姚先生

より注意をいただきましたが、この場合、身体(背骨？)が地面に対して少し前に斜め

になるようにすれば良いのでしょうか？しかし積み木を積むように真っ直ぐにするよう

にとも聞いており、すると身体を地面に垂直にしたまま骨盤の位置を前に動かすのか

とも思い、よくわからなくなりました。」 

 王�掟斎先生は弟子達に対し、例えば膝を内に寄せていたら、「それでは外側の力

がない。」といい、言われたとおり外側に張って練習していると今度は、「それでは内

側の力がない。」などと言われたそうです。さらに「本当に私の言うとおりにやれば間

違いだが、言ったとおりにやらなければ更に間違いである。」とも言われたそうです。 

 私も以前、姚宗勲先生が亡くなられた頃、たまたま北京に出てきた敖碩鵬先生に、 

「鉤掛試力で後ろに引く時、ある人には手首を上に引き抜くようにしろ、と言われたが、

また別の人には下に抑える様にしろ、と言われました。一体どちらが正しいのでしょう

か？」 

 と質問したことがあります。敖先生はその場にいた、姚承光先生と姚承栄先生に対

して、どちらが正しいか？お前たちはどう思う？と問われ、姚承栄先生が間髪いれず

に、 

 「どちらも正しく、どちらも間違っている。」 

 と答えられました。敖先生は「対了！（そのとおりだ）」と力強く言われ、私も疑問が

解決しました。 

 つまりこちらからみればそれは間違いだし、また別の角度から見れば正しいわけで

す。身体を上下にまっすぐに伸ばす、いわゆる“挺抜”は、姚承栄先生が言われたと

おり、竹はまっすぐに伸びているからこそ、強い弾力を持っている、この力を養うこと

は不可欠です。しかし前方に対して（勿論後方に対しても）支える力も必要不可欠で

す。故に、「おでこは前を支える」とか「膝は前を支える」或いは、「背は後ろに寄りか

かる」とか「股関節は後ろに押し込む」など、その時その時でいろいろ注意を受けるわ

けです。天にそびえる木は単純に上に伸びるわけではなく、枝葉は四方八方をちゃん

と支えています。また、不動に見える大木も永遠に止まっているのではなく、逆に一時

たりとも静止することはあり得ません。是非そのような見地からも自分の練習を再度

考えてみて下さい。 

 

http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/af7a50e482b5d37f977068d942ca1fc2
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/af7a50e482b5d37f977068d942ca1fc2
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/c/43613ece6ead8dc4ab293bf7565dd5c8


内面の高頻率運動 

2014-07-29 | 練習日記 

 7月 23日のブログで提起した、外形の微動をどやって内面の動きに転換するの

か？またその内面の動きを更に高頻率運動にするにはどうすればよいのか？などに

関して、多くの会員からご意見を頂きましたが、まさに十人十色でした。もっとも多い

回答は、「微動の練習を通じて徐々に小さくしていき、やがては外面が不動で内面に

至るようにする。」とか「振動を小さく短くすることにより高頻率運動へ変換する。」、

「やや大きく動かし、感覚を掴んだ後に徐々に動きを小さくして行き、最終的には外に

漏れないようにする、最終的に不動中で速く、ランダムに力を求める。」などと、中国

の意拳専門書に書いてあるような回答がほとんどでした。 

 しかし質問は、外面的な微動を「どうやって」内面の動きに変換するか？です。小さく

やれば外動が内動に変換されるのであれば誰も苦労はしません。また外形の動きを

どんなに小さくしたところで、それはやはり「外形」上の小動に変わりはなく、「内面」の

動きとは全く異なるものです。更にいえば、外形を不動にしたなら、それはただの不動

ではないか、という問題がまったく考えられておりませんでした。 

 ただＮさんの回答では、みんなと異なり「姚先生が講習会で見せていただいた外形

不動の高頻率運動とは、先生が話しておられた 「鼓蕩」ではないかと考えています。

（中略）模勁の微動とは区別しています。極端ですが、模勁の微動は極小の試力、高

頻率運動は振動する体の「状態」で…」と、 

 更にＴさんも「どうやら、大動とは体の動き（実際に動いてしまう）、（内面の）小動あ

るいは微動とは精神面の動きではなかろうかと考えるに至りました。練習でやる微動

は分かり易くしているだけで、実際には動かないのではないかと思いました。上手、達

人の動きの速さ変化の早さはそうでないと説明がつきません…」 

 と、外形の微動と内面の動きには関連こそあるものの、別物であることを指摘してお

り、とても興味深く読ませていただきました。 

 前者のような方法、いわゆる外形の動きを小さくすれば、当たり前のことですが力も

比例して小さくなるのは当然です。動作を速く行えば、筋肉はますます緊張し、呼吸も

激しくなるでしょう。試してみればすぐにわかることで、武術として百害あって一利無

し！です。 

 

 しかし内動は、高速になればなるほど、呼吸は細く静かになり、呼と吸の区別も感じ

られず、筋肉は益々リラックスしていきます。その方法は今まで過去に何度もやってき

た基本練習の応用であって、けっして突拍子もないというものではありません。姚宗

勲先生が常に言われた「鼓蕩」に関するたとえ話も、澤井先生が言われた、「気とは

血の中にある。簡単にいえば血そのものと言ってもよい。気分が高揚してくると、まる

で全身の血が沸騰したような状態になる。」などの説明は、このような感覚や気分をよ
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くあらわしており、その時の表情などが大きなヒントになるはずです。是非もう一度よく

考えてみて下さい。 

 

意念活動とイメージトレーニングに関して 

2014-08-08 | 練習日記 

 私は“意念”という言葉を使うことが嫌い、というか苦手です。これは私が澤井先生

弟子であり、先生もまた“意念”という言葉を使われなかったことも影響を受していま

すが、そもそも意拳で使う“意念”という言葉は、あくまでも中国人同士が使っている中

国語であり、これをそのまま日本語に入れて日本人に使うことは、少々大げさになっ

てしまうというか、格好つけというか、ちゃんと理解できる人ならば良いが、一般の練

習生にはニュアンス的にも誤解されそうに思います。中国語での“意念”の意味は、

“考え、気持ち、意識”などであり、つまり“意念活動”とは、人間の気持ち、考え、意の

動きにほかなりません。もちろん筋肉や内臓に欠陥がなくても、脳が停止すれば人間

は動くことはできません。脳からの指令が神経を通じて（意識があろうが、無意識であ

ろうが）肉体を動かすわけですから、 

 「意為力之帥、力為意之軍（意は力の帥（すい）と為し、力は意の軍と為す）」 

と言われるのは当然でしょう。 

 武術だけでなく、我々が日常的に使っている、平仮名を含む単語を漢字（或るいは

中国語）に直してみると、なんだか重々しく感じることと思います。故に意念とか鬆緊

とかも、あまり重々しく考えず、やや差し引いて感じ取ったほうがよいのでは？と思い

ます。 

 

 先日、天野先生とお会いした時、天野先生のブログに「君たちの手には気持ちが入

ってない」、とよく先生に言われた、と書かれていたことに触れ、話が盛り上がりました。

確かに私もよく言われました。これが一人の立禅とか練りならまだわかるのですが、

組手でも言われたことがあります。組手は必至ですから雑念など入る余地もほとんど

ないのに、それでも言われるわけですから、きっと恐怖とか侮りとか、先生から見れば

それも立派な雑念であり、無我の境地というのか、唯我独尊というのか、ここでいわ

れる「気持ちが入った状態」は、まさに意が肉体全てと一体となった状態、いわゆる整

体（Zhengti）であって、単なる想像とかイメージなどではなかったのだと思います。澤

井先生の説明される動作には、目つき、首つき、指先から、腰つき、足、そして声まで

ピタッと一致して、どこにも雑念や空虚な個所などありませんでした。 

 先日おこなわれた姚承栄先生の講習会の際、多くの参加者が姚先生の動きを真似

していろいろ動くのですが、傍から見てみるとそれは猿まねに過ぎず、本人たちは気

持ちよくやっているつもりでも、「手と気持ちがバラバラ、よって全身ぶれまくり」に見え
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てしまいました。きっと澤井先生も我々をそよのうに見ていたのでしょう。 

 

 また先生はよく「この世で一番早いものは、人の思いだ。光よりも早い。」と言われて

いましたが、ここでいう“思い”も中国語の“意念”に入るものでしょう。澤井先生には先

生が辿り着いた境地があります。中国語でいえば“意境（YiJing）”といい、この感覚、

“意感（Yigang）”はその人がどんなに言葉で説明しても、たどり着いていない人に伝え

るのは難しいでしょう。しかし我々はその動作のみでなく、目つき、表情などいわゆる

“神態”（Shengtai）を見ることができます。弟子はこれらを決して見逃してはならず、脳

裏に焼き付け、そのイメージを以て練習することが大事です。このようなイメージトレ

ーニングも、いわゆる“精神仮借”（Jingshenjiajie）の一つです。現在の意拳は、このよ

うなイメージトレーニングを大いに活用した体系になっています。 

 戦後 50年代より、王薌斎先生は武術としての意拳ではなく、健康法としての站椿功

の研究と発展に力を入れました。勿論歴史的背景も大きかったでしょうが、これにより

養生に関する“精神仮借”（Jingshenjiajie）、“意念誘導”（yinianyoudao）は大きく進歩

し、病人の治療などに役立ちました。それはまた拳術としての意拳にも影響を与えた

のかもしれません。しかしイメージトレーニングは飽くまでも、感覚をつかむためには

有効ですが、これに拘ってしまうと本末転倒です。 

 

 以下に、姚宗勲先生が意念活動について説明されたことの一部を紹介します。 

 

・初心者の站椿においては、温水のプールや湯船の中でプカプカ浮かんでいる等と

いったイメージを活用し、心身をリラックスさせ、雑念を排除させる。30，40分たつ場

合、このようなイメージは初めの 2，3分おこない、リラックスできたらそれ以上は無理

に追及する必要はない、後は手と身体の間隔を近づけたり、手の位置を落としたり、

或いは姿勢を高くしたりして、リラックス状態を調節し、物足りなくなれば姿勢を戻せ

ばよい。 

 

・ある程度の経験が積んできたら、両手で風船を抱え、強く抱えれば風船がへこんで

しまう或いは割れてしまうし、弱すぎれば飛んで行ってしまう、というリラックスの中に

もだらけず一定の姿勢を保つ、また船の先端に立って足下の波の動きをコントロール

するようなイメージ等を活用し下半身のバランス感覚も意識させる、こういったイメー

ジも 30、40分の站椿の中で、5，6分ほど活用して感覚を養う必要がある。 

 

・技撃とはつまり拳術であり、ここで要求される意識はもっと単純で強烈である。簡単

にいえば常に大敵に臨むというイメージだ。そこには雑念を挟む余地などありえない。

真剣味が必要であり、ちょっとの気の緩みや過度の緊張は命取りである。 



 

・イメージはこだわってはならない、同時に真実感がなければ意味もない。大敵に臨

むという気持ちも真実味がなければ役に立たない。 

 

 無意識の中で本能的な自然反応を発揮する、という最終目的を達成させるために

は、イメージトレーニングをどのように活用すべきなのか、会員の皆さんは常に考えて

工夫してみてください。 

 

お盆期間の練習お疲れ様でした 

2014-08-14 | 練習日記 

 お盆期間の練習に参加された会員の皆様、お疲れ様でした。 

 この二日間（明日もありますが…）参加者も昨日は４名、本日 5 名と少なかったので、

ほぼマンツーマンに近い形で練習できました。練習内容は極ごく一部の動作と立禅

（站椿）、発力の基本でしたが、それこそ頭から左右十本の指先の 1 ミリ単位までもの

修正をし続けていたため、身体も頭も相当に疲れたかと思います。私も中国ではこの

ように直されたことが多々あり、その度身体と頭が悲鳴を上げ、集中力が持たずくたく

たになり、また結果もすぐに出るわけでもないのですが、このようなマンツーマンでの

短期集中は数日間後には必ず成果が上がります。 

 昨日、本日参加された方は、歴の比較的浅い人もいましたが、みな三時間後には

かなりの力量と感覚があり、それはある部分では歴の長い人が未だ苦しんでいる課

題をかなり解決できていたと思います（本人は気が付いていなくても）。問題はこの感

覚を失わずに維持し更に高めていけるかどうかです。 

 昨日と本日の練習を纏めれば、王�掟斎先生が説いた「意拳正軌」の用勁である、 

 

 『おおよそ出手の時は、提頓、�扇抱、兜墜、鑚裹を用いて順力逆行し、方を以て

圓を作る。落手の時は、含蓄を用い纏綿滔々と途切れず、圓を以て方を作る。』 

 

 という最も核心的な力の用い方に他なりません。 

（このような理論も、王先生が書いたあのヘンテコな絵の意味も、1 ミリ単位でテストを

続けていけば自然と理解できます、というかそうなります。ものすごい根気とテスト＝

試力が必要ですが、逆にそれをせずに理解できなければ、永遠に感覚のみ、抽象的

な想像の世界で終わります。） 

 

出手とは何か？ 

 簡単にいえば相手との接触前の準備状態や接触する瞬間などです。 
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提と頓とはどういう状態か？ 

 意拳や太気拳の独特な特徴である、身を沈めて手を挙げる、身体を起こして手を下

すなど（いわゆる｢神亀出水」などの比喩｣もここに含まれます。 

�扇と抱をどう統一するか？ 

 �扇は押さず、抱は引かず、逎（チゥ＝集める）”と“放（ファン＝放つ）を忘れないで

ください。 

兜墜の能力を生かすにはどう注意すべきか？ 

 これも上下の基本的な力ですが、普段の立禅で力の養成を続けて下さい。 

鑚と裹をどう連携するか？ 

 崩拳とか鑚拳とか形意拳にはいくつかの言い方がありますが、�扇抱、兜墜の力も

この鑚と裹が加われば、自然と立禅を生かした崩拳とか鑚拳とかの出手（塔手）にな

ります。 

順力と逆行とは、どういう状況か？ 

 よく言われる、腕を前に出し身体を後ろに動かすとか、そういった相殺効果的な動き

と認識しないでください。そのような感覚はあっても実際に相殺されては何もなりませ

ん。（もちろん養生としてはそれはＯＫですが…） 

このためには方はどうあるべきか、圓をどう含ませるのか？ 

 ここに順力と逆行の理由があります。 

 

落手とは何か？ 

 簡単にいえば、接触した瞬間、発した瞬間です。 

纏綿滔々という感覚は、どのような力が働いているのか？ 

 本日おこなった、「捲臂」の能力は、直拳も横拳も掌、各指間接、手首間接なども統

一され、まさに波が次から次へと途切れることがなく勁が湧いて起こり、触れた相手

に力のどんどん入り込んでいくような、｢纏綿滔々｣状態を与えていくようになります。

一打、一撃ではなく、連打でもなく、まさに津波のような継続、持続した勁が浸透しなく

てはなりません。 

 それを実現するには圓を作り、それを方となすことが不可欠です。 

 

 今回の練習に参加できなかった人は、ぜひ参加した人より補修を受けておいて下さ

い。メンツ上の先輩、後輩は関係ありません。要は先輩風を吹かすより出来るか出来

ないかです 

 厳しいことを言いますが、よろしくお願い致します。 

 

 



「中」と「環」について、その２ 

2014-08-20 | 練習日記 

 「守中用中」とは何か？「中」はどこにあるのか？そもそも｢中｣とは何か？などとよく

質問を受けますが、「中」にも「中心」とか「中庸」とかいろいろな意味があり簡単に説

明もできませんが、ここで再度（以前もこのブログに掲載しましたが）、「中」と「環」に

ついて考えてもらいたいと思います。 

 例えば、一台の自動車を見て、「この車の中はどこにあるか？」と考えてみて下さい。

タイヤにはタイヤの中心があるし、ハンドルにはハンドルの中心がありますね。大きな

部品からネジ一本に至るまですべてのものに、「中」があり、そして「環」もあります。 

 

「然所謂中者何在�希？所謂環者何為�希？環即俗称之圓圏也。其結心即中之所

在。有環則有中、同一心結、而有若干相等相乗之十字也。人身上肢、掌、腕、肘、

臂、下肢、趾、踵、膝、胯、全身各部、無不有其環中、然須統為一体。所以操拳非各

処皆応、不能得其環中。中属之於静、環属之於動。能静者方能動、待時赴機、静動

運用之妙也。習拳如何能得其環中？総之須由中以求其環、並由環以求其中…（後

略）」 

 

（いわゆる“中”とは何処なのか？何を“環”と為すのか？“環”とは俗にいう“圓圏”な

り、その結心が即ち“中”の所在なり。環があれば中があり、同一の心結であり、幾つ

かの相等と相乗の十字なり。人体の上肢、手のひら、手首、肘、うで、下肢、足の指、

踵、膝、股関節、全身各部、その“環中”のないところは何処にもなく、然るに一体に

まとめなければならない。よって拳を操るに各処がみな応じなければ、その環と中は

得られず。中は静に属し、環は動に属する。よく静であってこそよく動となる、時を待

ち機に動く。静動運用の妙なり。拳を学ぶに如何にしてその環と中を得るか？総じて

言えば中を以てその環を求め、併せて環を以てその中を求める…）（『拳学新編』《運

力》の章より） 

 

 さて、この自動車が動き出したらどうなるでしょうか？真っ直ぐに走ればよいですが、

僅かでもカーブすれば、車そのものが、環であり、中は車の外になります。つまり「中」

は身体の外に存在することになります。ここにまた「実中」「虚中」「化中」の考え方も

出てきます。 

 

 現在は、（便宜上の呼び方ですが）いわゆる烏龍捲臂と神亀出水の僅か二つの単

純な動きに絞って練習していますが、これを通じて「中」と「環」に関しても、是非よく研

究してみて下さい。より多くの中が安定し、それらの環も安定すれば、捲臂も神亀出

水も必ずや相乗的な力の効果が表れるはずです。また休んだ人は皆さんから補習を
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受けておいて下さい。効率化と練習に集中するため何度も同じ説明はしませんので

宜しくお願い致します。 

 

本日の朝練にてー塔手（ターショウ） 

2014-08-27 | 練習日記 

 推手そのものを塔手ということもありますが、接触する瞬間を塔手という場合もあり

ます。 

 意拳、太気拳の愛好者の中には、推手の練習時に双方の腕が接してから、練習を

始める人が多く見受けられますが、実際には接した瞬間に時間差なく、站椿（立禅）で

養っている能力を発揮できるようにしなければなりません。そして推手はその継続で

あるべきです。残念ながら接した瞬間の反応のみに関していえば、（私が接した範囲

ですが）、通背拳など他の門派の方がそれに集中して練習し、また成果を上げている

と感じます。 

 試力においては、動きの中で站椿の力を使えるように錬るのではなく、たとえ 1 ミリ

でも動き出すその瞬間に站椿の能力が発揮され、更にそれが相手と接した後も途切

れることなく、永遠に継続されることを練るべきでしょう。これはどんな些細な基本の

対人練習練習においても必要なことであり、その先には、接した瞬間から→接する瞬

間には→動いた瞬間に→更には対峙した瞬間からと、とどんどん要求を高めていくべ

きだと思います。 

 

 今年の姚承栄先生の講習会に参加された、関西のＩさんのレポートの一部を紹介し

ます。 

「今年の交流会では「相手との呼応」が一つのテーマでした。私もなんとかこれを表現

しようと努力しましたが、全く出来ませんでした。なぜ出来なかったのか、自分と先生

では何が違うのか、ずっと考えてきました。ひとつの結論としては、先生は最初から相

手を制した状態で余裕を持って相手と呼応しているのに対し、私の場合は相手がこう

来たらこうしよう、ああ来たらああしようと、その場しのぎの受身の対応に終始してい

た、というものです。これでは後手後手に回るしかなく（中略）…「呼応する」ということ

を大きく勘違いしていました。（後略）…） 

 

 これは、Ｉさんだけでなく、皆さんも感じているでしょうし、私も感じている課題です。自

分よりレベルの高い人にはどうしても後手に回ってしまいます。だからこそ、相手と触

れた瞬間、相手よりもいち早く先に普段練習している站椿の能力を発揮するような練

習をしなければならず、更には触れる前、対峙したその時から発揮できるような練習

でなければなりません。練習内容もそうでしょうが、先ずは気持ちの問題ですね。以
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前、澤井先生の崩拳の説明で拳銃を抜く時の例えを書きましたが、どんな動きも相手

より僅かでも遅れたら、それが直接命取りになります。 

 立禅の練習から揺、静から動、或いは立禅の中での微動、静中の動など、せっかく

練習しているものを、相対練習でも失わないように気を抜かずに練習していきましょ

う。 

 

塔手（ターショウ）その２－対人練習にて 

2014-08-28 | 練習日記 

 昨日の塔手でも書きましたが、対人練習の際、相手と触れる瞬間から立禅で養う能

力が発揮されるよう注意しなければなりませんが、触れた瞬間に相手の実がどこにあ

るのか、先ずは相手の実に自分の実を合わせ、いち早く相手の力を感じ、自分の力

を相手に与える、相手の重心を浮かせて根を引き抜く、場合によっては変化し虚を攻

めるなど、いずれにせよ瞬間の察知能力が必要です。以前書いたように動作そのも

のの速度ではなく、察知能力と動作の一体となった早さと言った感じでしょうか？（こ

れ自体が立禅で養うべき能力の一つです。） 

 またそのためには自分と相手との位置関係も重要な要素です。いかに基本的で簡

単な練習でも触れる瞬間の距離が不適当なら自分の持っている能力の数分の一も

発揮されません。そのため触れる前には必ず相手との距離を自然に調整して行ってく

ださい。一人での立禅、試力では忘れやすい点ですから、対人練習の際に徹底的に

癖をつけるようにしてください。 

 

 尚、天野先生の8月25日（月）のブログに書かれていたこと、とても大切なことです。 

http://yumenomani.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-1edd.html 

「組手で大切なこと 

 威嚇。 

 威嚇する。 

 委縮。 

 委縮させる。 

 威嚇と委縮 

 別に怖い顔するとかじゃない。 

 打つ、打てる、と言う強い意思を明確にする。」 

 勿論、このような意思は、思っただけではどうにもなりません。日頃の地道な鍛練に

よって養われるもので、自分の功夫（とでも言うのか）に裏打ちされた強い意思です。 

 表現がやや異なりますが、「相手との呼応！」言いたいことはここですね。 
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神戸の練習にて （その１） 

2014-09-03 | 練習日記 

 久し振りに神戸の練習に参加させて頂きました。神戸、姫路、大阪、京都、だけでな

く鳥取、富山、新潟などの遠方からも参加され賑やかでしたが、皆さん大変ご苦労様

でした。 

 練習は三日間に渡りましたが、内容自体はいわゆる「捲臂」と「神亀出水」、「歩法」

と同じことの繰り返しで実に単調だったかもしれませんが、その分、理解と進歩があっ

たかと思います。一応忘れぬうちに再度纏めておきたいと思います。 

いつも言うことですが、「捲臂」とか「鉤掛」とかいっても、しょせんは言葉上のことで、

その力（能力）がどのくらいあるのかが重要です。現在の意拳も多くの伝承に分かれ、

それぞれに言い方がありますし、またこのような名前など全くなくても、その能力が驚

くほど高いレベルの太気拳指導者、意拳指導者もおります。 

 逆にいろいろな言葉というか、練習方法を揃えていても、或いは高名な先生でも、触

れてみたらその自慢の能力は「あれっ？」と、とっても残念に思うこともありました。 

 故に、我々のやり方（というか言い方）も、（教えていただいた先生方には申し訳あり

ませんが…）我々の会の中でのみ通用するもので、飽くまでも便宜上用いており、完

全なものではありません。よってここで書いていることも、他の人から見れば、「何じゃ

そりゃ？」とか言われても仕方ありませんし、逆に会員の皆さんは毎回の練習に出て

いれば、すぐに理解して頂けるでしょうが、練習を休めばやはり分かり難いこともある

と思います。よって練習を休まれた方は、必ずや練習に出ていた人より補修を受けて

下さい。 

 まずは試力に関してですが、現在では一般的に、静止した訓練を站椿、動的訓練を

試力と考えられることが多いですが、意拳の指導者によっては、動的訓練そのものは、

操拳、操手あるいは形態操等々…と呼び、その動作を用いて站椿で養うべき能力を

いろいろな方法でテストすることを、試力としている人達も少なくありません。 

 名前は別として、各能力を試す（テスト）にはいろいろな方法があり、また個人的にも

やるべきテストは異なるはずです。一枚のテスト用紙の中で、間違える問題は人それ

ぞれであり、理解できている問題と分からない問題を毎回何度も一緒にテストする必

要もなく、わからない問題に集中して解決すべきであり、つまり動作の練習も万人が

教科書のような同じ試力（これをいわゆる様板武術と言います。）を行うようでは時間

の無駄です。また自分の能力より極端にレベルの高い問題のテストをすることも時間

のロスであり、その様なテストを受ける資格もないのに受けても仕方ありません。 

 王薌斎先生はその著書の中で、試力に関し「最も重要で、最も困難なもの」と何度も

言っております。 

 自動車でも電気製品でも何でも同じですが、世に出すためには多くのテストを経て

合格点を重ねていかなければなりませんし、単に動作を繰り返すだけであれば、ただ
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の時間の浪費ですから、できるだけ自分の問題を見つけ出し、それを克服する練習

をしていきましょう。 

 

 また相対練習でのテストでよく見かける、受け側が極端に力を抜き、或いは極端に

圧力を与え相手にテストをやらせないことがありますが、最も基本となるテストでは、

お互いが協力し合って、呼応しやすい環境から始めて下さい。できもしないテストを受

ける資格がないうちは、馬鹿なことはやめて下さい。 

 中国には「喂勁（ウェイジン）」という言い方があります。勁を与えるという意味です。

母親が赤ん坊に母乳を与えることを「喂奶」と言いますが、赤ん坊にいきなりステーキ

を与えても消化できず却ってお腹を壊しますね。回答を与える側の動きをこのように

拒否することも、せっかく与えられた勁を自ら放棄することであり、学ぶ機会を自ら放

棄したのも同然ですので、十分に注意してください。 

 受ける者は、相手の力をできるだけ良く聴くことが大切な練習になります。相手の力

が自分とどこが違うのか？自分はどこが劣っているのか？相手はどのような力でどこ

に向かって働いているのか？先ずはそれを理解してください。俺は動かされないぞ、

とか、すべて流してやるなどの練習をしたいのなら、双方が合意のもとそのようなテス

ト（たとえば推手とか組手とか）を別途行ってください。 

 

 また「塔手（ターショウ）」でも書きましたが、接点がどこで発生しようとも、先ずは相

手の実を瞬時に見つけ、自分の実を合わせなければすべては始まりません。これに

より相手の力をキチンと聴くことができます。 

 澤井先生はよく「いなす相撲取りは横綱にはなれない」と言われましたが、接する瞬

間に相手の実をとらえ、相手の根を見つけなければ、自分の力（立禅で養うべき各種

の能力）も十分に発揮できません。これが最も初歩のテストに必要なことです。そして

これはごく一瞬のことでいつまでもそれにとらわれるのではなく、実を外すことなく自

然に変化する、相手の実の中の虚へと変化していくことで、この変化こそがすなわち

「動」です。何でもかんでも動けばいいのではなく、自然に発生すべき必要な「動」です。

その変化、動きはまさに水が流れる如く、風が吹くごとくであるべきで、立禅において

も手の位置を上げたり下げたりするのは、単に疲れたから、物足りなくなったからとい

うだけではなく、その動きの 1 ミリ 1 ミリの変化にも気をつけて行ってください。 

（つづく） 

 

 

 

 



神戸での練習にて （その２） 

2014-09-04 | 練習日記 

 いわゆる「捲臂」の動作も単なるいくつかの站椿の変化に過ぎません。しかしその変

化によっていわゆる「鉤（ゴウ）」とか「掛（グア）」とか相手の力を崩す能力や、いわゆ

る「伸筋」という自分の力を無駄なく放出し相手への浸透させる能力も高まります。

「順力逆行」による相手との呼応、但しそれもきちんと相手の実をとらえ続けなければ

効果はありません。テストは本当に難しく「もう、ここら辺でいいや。」とか「既に一時間

もやったから、明日はうまくなっているだろう。」は通用しません。精密機械を製造する

がごとく自分に妥協しないようにしましょう。 

 「捲」の最も基本となる練習は極めて単純であり、私も初めて学んだときはその効果

と単純さにも驚きましたが、まさに灯台もと暗しで、『実戦中国拳法 太気拳』Ｐ28、29

の｢練 基本運動１｣そのものであり、(但し歩法は付けずに、先ずはその場で止まって

身体を動かさず、手だけで錬るものでしたが。) このボールの上に手を置いて張り付

け、ボールを転がす動作をおこなうことでボールに合わせて自然と肘から指先の腕全

体が大きな球体の一部に合わせ動くことでした。しかし相対練習というテストを何度も

おこない、そして時に回答をもらい、またテストし、と繰り返すうちに、それまで漠然と

｢鉤（ゴウ）は手の上部分で、掛（グア）は手の下部分で相手をひっかける｣と聞いてい

たものが、｢鉤（ゴウ）の中（中心点）と環（運動部分）、掛（グア）の中（中心点）と環（運

動部分）がそれぞれ少し明確となり、相手の圧力をほとんど受けずに最小限の力で

相手を移動させる（根を抜く）能力が徐々にアップしていきました。また「鉤（ゴウ）」は

澤井先生が得意とする相手の拳を自分の腕に乗せて誘導したりはね上げたりする能

力でもあり、掛（グア）は布団を物干しに掛けるがごとく、自分の重心そのものを相手

に与えて動けなくさせたり、上からの拳（いわゆる馬形など）にも必要な力であること

が少しずつ実感できて、他の能力にも影響を与えるようになりました。 

 その後少しずつ、他の能力を加え徐々に複雑な動き、或いは時として全く別の動き

（捲く方向が縦にも、横にもなるため）になってきましたが、動きそのものではなく各種

の能力をいろいろな角度からテストしレベルを上げていくことが必要です。 

 また相手への浸透力というか、力を途切らせず津波のように継続させること、ある一

点が相手の実から外れても（その点はまた相手のあるいは自分の別の点と呼応して

おり）、次の瞬間には別の点が相手の実をとらえており、それがまた外れても（別の役

目をしても）また次の点がとらえている、まさに王先生の言われた、｢生まれてやまな

い力｣、｢雲が湧くが如く｣、｢弾力のない点などどこにもない｣、状態を確認することも重

要なテストです。これが自然発生する変化であり、正しい「動」です。そして動とは力の

発動そのものであって、発力とは一瞬で途切れるのではなく、動く限り永遠に続くくら

いのイメージをもってテストを行って欲しいです。 

（つづく） 
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神戸の練習にて （その３） 

2014-09-05 | 練習日記 

 いわゆる｢神亀出水｣も最も基本となる練習です。これも伝承によっていろいろな動

きがあり、現在もっとも多い動作は、身体の旋転、上下左右、手の動きなど各部の総

合的な動きを錬るものだと思いますが、人によっては身体の旋転は行わず、上下を中

心として錬る、或いは上下プラス前後を錬るなど、様々です。但しその大きな特徴は

いずれも身を沈めて手を挙げる、或いは身を上げて手を下げる、いわゆる｢抽身長

手｣と言われる動きで、身の重い亀が水から顔を出したり潜ったりする神態が求めら

れます。 

 今我々が行っているものは、動き自体は最も簡単、単純な上下を中心としたもので

（もちろん前後の力、左右の力は動きは外面的にはないものの、站椿と同様にその力

の感覚は保持したままであることが重要です。）北京では｢提按（ティイアン）試力｣な

どという人もいます。しかしこれだけでも実に多くのテストが必要で、今のところ身体の

旋転まで手が出ない（その資格がない）のが現状です。 

 しかしこの動きは単純でも澤井先生や姚宗勲先生も多用されていました。私も単純

な上下の動きがなかなかできず、上下を更に分けて、例えば下からほんの少し 15セ

ンチ程度動かし、その間は常に立禅で養っている力が活用できているかテストし、更

にその 15センチあげた高さから次の 15 センチまで上下させ、この範囲でのテストを

し、更にまた 15センチアップへと進んで点検し、一体どこが弱点なのか、その弱点を

集中して練習し、また 15センチプラス 15 センチと 30センチ間隔で動かしたり、その

中での漏れがないか、弱点が克服されたのか？手の形を変えて半拳した場合はどう

なのか？相手の圧力が左右異なる場合はどうなのか？それでも相手の実から離れ

ていないか？その実の中の虚に対して自然変化が出来るのか？ここに｢捲（ジュエン

＝捲く、巻き込む、包み込む）｣の能力を加えても、｢｢提（ティイ＝ぶら下げる、吊り上

げる、引っ張り上げる、持ち上げる…）｣、或いは｢按（アン＝手や指で押える）｣の能力

は失われないか？いろいろなテストをするように指導を受けました。 

 また突然の接触から同様に動けるか、徐々に実践に耐えられるように精度を上げて

いかなければなりません。しかし功を焦ってスピードと腕力に頼っては立禅を行ってい

る意味もないので、一歩一歩焦らず且つ確実に効率のよいテストをしていきましょう。 

 

絶対的、片面的な見方に注意しましょう 

2014-10-06 | 練習日記 

 昨日は台風の中、練習参加ご苦労様でした。 

 練習中にＳさんより「摩擦歩の練習において、軸足はぶれないように動かさず安定

させて行うべきか、或いは身体の前進を止めないよう軸足も前に動かしながら行うべ
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きか？」というような（意味だったかと思いますが、）質問を受けました。この拳術にお

いてはこのような悩みは常に付きまといます。私も北京で学んでいた頃、「足を出すと

きは、軸足（後足）の股関節（太ももの付け根部分）を後ろに押し、前足膝を前に押し

出すように、争力をよく使うように。」と言われ、或る時は反対に「後足の股関節で体を

もっと前に押し出せ。」とよく言われました。 

 また「発力の瞬間は、鬆から緊に突然に変化する。」と言われたかと思うと、また或

るときは「発する前の蓄勢は緊であり、発する瞬間に鬆となる。」と言われ、全く逆の

教えに一体どういうことか、悩んでいました。 

 

 有名な話ですが、王�掟斎先生は自分自身を「矛盾老人」とも言い、よく弟子たちに、 

「一講具体即成片面（一たび具体的に述べれば、それは片面的になってしまう。）」 

 と話されたといいます。発力の練習において、蓄勢が「緊」で発力が「鬆」なのか、或

いは蓄勢が「緊）で発力が「鬆」なのかは、ある状況においては正しいものも、ある状

況においては間違いとなってしまいます。絶対的なことと考えれば、それは所詮は片

面的な見方にすぎません。 

 例えば、「驚力」の練習と考えれば前者は正しく、しかし「弾力」の練習としては後者

は正しいと言えます。また何を（どこを）「緊」で何を（どこを）「鬆」にするのか？またそ

の変化がどの程度なのか？によっても異なることがあります。一口に発力と言っても、

その状態は無限であり、しかしまた間違いも無限にあります。自分の知識や考えだけ

が正しいと思わず、他の先生方の意見も簡単に否定せず、常に色々な角度から考え

ていきましょう。 

 

効率よく… 

2014-10-21 | 練習日記 

 土日は久し振りに地方の人達も何人か参加されましたが、遠方より来られた方本当

にご苦労様でした。 

 さて、いつも言っていることですが、練習での効率をどうやってあげるか？もう一度

よく考えたいと思います。 

 皆さんの推手を見ていて思ったのですが、何が何でも推してやろう、或いは何が何

でも逃げきろう、というシーンが多々見られました。このような人達の心理状態は（私

もそうでしたし）十分理解できますが、今何の練習をしているのか？そのためにどう動

いているのか？と考えるとあまり感心出来るものではありません。勿論相手との戦い

においては、このような気持ちを持つことや、特に若いうちはこのような練習も必要な

時がありますが、今自分が何をすべきかを忘れてガムシャラに動いても、大した効果

は上がりません。というか身体をバラバラにするだけで、息は上がり、疲労が増し、と
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ても王薌斎先生のいう拳の道に合ったものではないでしょう。例え推手であろうとも、

呼吸を乱さず、血気を循環させ、身体の骨格構造を正しく整えて筋骨を動かす、一つ

一つのポイントを正しく整えながら動作へとつなげていってほしいを思います。何度も

言いますが当会における推手は単なる勝負ではなく、いち練習方法であり、所詮は各

人のテストに過ぎません。 

 今までの経験から言えば、ガムシャラな推手をしてもそれなりの推手慣れはするも

のの、全体的なレベルはそれほど向上しません。いわゆる内勁と言われるような力は、

例えば自動車とか時計とか精密機械と同じく外見上からはその原理は何も見えませ

んが、内部には多くの部品が複合的に緻密に絡み合い、何か一つが壊れてもその力

は大きく損なわれるほどデリケートなものです。しかしこの力がある者とない者とでは

天地の差もあります。そしてこのような力を養うには、残念ながら各人の感覚に頼るし

かなく、その為、この能力を持った指導者が何度も弟子と直接手を触れ、感覚を与え

ていかなくてはなりません。これがいわゆる喂勁（ウェイジン）とか喂手（ウェイショウ）

とか言われる指導方法です。よって指導者がこれらの感覚を正しく伝えられなければ、

いくら偉そうに口で言っても弟子はその感覚は分からないだろうし、逆に学ぶ者も頭を

使い、どうやってこのような力の感覚を覚えマスターするか？常に考えておかないと

せっかく与えてもらった感覚もあまり役に立たず効果が悪く、ここに指導者の責任と弟

子の資質が求められます。 

 現在は我々の会も少子高齢化、みなそれなりに年をとってきました。時間的問題を

考えると、皆さんに練習方法を覚えていただくより、その場、その日中にマスターして

もらうことを基本的考えとしております。よって要求自体かなり厳しいものになってきて

いますが、いずれの「力」も何とか各人の財産にしてもらいたいと思っています。 

 

切磋琢磨と山籠りの話 

2014-10-22 | 練習日記 

 朝練に行くと、毎日朝練に参加されているＩさんが、同じく週 3回以上参加されている

Ｆさんに、来られなかった時の練習内容を説明されていることがあります。また土日の

練習ではＭさんが後輩であるＦさんに、今週朝の練習はどんなことをやったのか教え

てもらっていました。（おかげで私の負担も軽減され…と喜んでおりますが、）ＩさんもＦ

さんもそれなりに説明できる力が出来てきたので助かっております。また経験と実力

のあるＭさんの謙虚な態度にも好感が持てました。 

 

 人の性格はそれぞれですから、中には一匹オオカミ的な性格で、誰にも媚も売らず、

黙々と一人で練習しレベルを高めていく人もいるでしょうが、みんなで切磋琢磨される

ことも大事なことです。いつも効率よく練習してくれと、うるさく言っていますが、切磋琢
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磨することも効率よく練習する一つです。家では一人練習がメインになる分、公園に

来たら出来るだけ積極的に多くの人と手を触れ合わせ練習して頂きたいと思います。 

 

 澤井先生から聞いた話の中で、忘れられない話のひとつに山籠りの話があります。

当時ある仲間が、山籠りを計画していることを先生に話すと、先生は、 

 

 「山籠りなんてバカなことを考えるんじゃない。山に籠れば毎日の食事のことだけで

精一杯だ、動物だっている。寝床の確保も大変で、君、とても練習どころではないよ。

そもそも誰と練習するのかね？滝に打たれるなんていうのも意味がない。君らならま

だしも私のようなハゲ頭の上に小石が落ちてきたら、それだけで怪我してしまう。そん

なことをするよりもここに来てみんなと切磋琢磨しなさい。東京にはいろいろな人間が

集まっている。みんなに相手をしてもらえることは、本当に有り難き幸せなんだよ。」 

と、おっしゃられ、横で聞いていた私は正に目から鱗でした。 

 

 実際に満州からシベリアまで、夜な夜な紅槍会などに襲われたり、虎と出くわしたり、

零下何十度の環境で、生死の境をさまよいながら何日も馬で移動した経験を持つ澤

井先生だからこそのお話だったのでしょう。 

 

 王薌斎先生の著書の中には、「尊親、敬長、重師、尚友、信義、仁愛」を述べ、また

「恭、慎、意、切、和を五要」として重視しておりますが、道徳的なことを述べるなんて、

私が思い描いている王先生のイメージとは似つかないなあ、と以前は思っていました。 

 

 王先生の言われる五要には色々な解釈があり、もちろん拳術的な意味もあるでしょ

うが、精神的、道徳的な意味もあると思います。私には王先生の境地は分かるはずも

ありませんが、しかしきっとこのようなことは一つの芸を極めるためには本当に必要な

のだろうと、最近思うようになりました。他人と練習するときは、こいつをつぶしてやろ

うとか、差を見せつけてやろう、なんて邪念は往々にして自分に帰ってくるもんです。

ライバル意識はとても重要ですが、その中にも相手を敬い信頼関係を持って、ともに

向上していけるよう頑張りたいと思います。 

 

裹（グォ）の復習 

2014-10-23 | 練習日記 

 裹（グォ）は、中国語で主に、巻く、巻きつける、くるむ、包む、包み込む、からめる

（＝缠绕）といったような意味があります。 

 相手との攻防において初めに発生する接点は、腕などの中節部分が比較的多かと
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思いますが、その場合、相手を巻き込んだり、流したりといろいろなことが求められ、

そこにこの裹（グォ）という能力が活用されます。単純に迎手というものではなく、相手

との接触時の状態によって方向性は無限に変化しますが、方向が変わっても、基本

的な要求はほとんど同じです。そのため便宜上、あえて中国語で「裹」として説明しま

した。（勿論、言葉なんてどうでもよいことです。） 

 

 話が一度脱線しますが、私が中国の先生より学ぶ場合は当然中国語でのやり取り

ですから、動作というか要点というか、中国語で覚えてしまい、指導する際にもそちら

の方が手っ取り早ければ（適当な日本語の単語が見つからない場合）中国語の単語

になってしまいます。しかし中国語をそのまま日本語に置き換えたとき、たとえば中国

人の遣う「意念」と日本人の「意念」の概念がやや異なると思える場合、本質から大き

くずれていく可能性があるため、あえて「意識」とか「気持ち」、「気分」、「イメージ」など

とその場その場で適当な言葉に意訳して話します。 

 

 「裹（グォ）」にしてもそうですが、中国語の単語も説明を聞けば、「ああ、そんなこと

か？」ということばかりです。 

 韓星橋先生のお弟子さんで、私が尊敬しているとあるの先生に、ある字訣？の説明

を受けた時も「そんなに簡単なことなのですか？こんなことは今までも普通にやってい

たと思います。それに意拳の本には、みなこう書いてありますが…」と質問したことが

ありました。するとその先生は、「ああ、そんな簡単なことだ。しかしそれを使いこなす

ことはとても大変なことだ。そしてとても奥が深い学問のようなものだ。普段から自然

に行っているが、そのレベルは指導者によってまちまちであり、効果がまったく違うこ

とは、あなたは何度も経験しているだろう。」と言われました。 

 また韓星垣先生の古いお弟子さんには、本に書かれている説明は、所詮は個人の

感覚であって、参考になることもあるが失敗のもとになることも多く、売られている本

の多くは、所詮は誰かの本を参考に書かれたもので、使いこなせる者と理論を述べる

ものが必ずしも同一ではないと言われ、更に「姚宗勲先生や韓星橋先生の本にしても、

実際には弟子や息子が話を聞いて書いたものであり、彼らの考えが入っていないと

は断言できない。また姚先生も最後までチェックできずに亡くなっているしね。王薌斎

先生の本にしても、本当に本人が書いたものがいくつあるのか？一般に王先生の著

と言われている『意拳正軌』や『大成拳論』にしても、弟子や編集者に書かせた可能性

は高いだろう。君は澤井先生や姚宗勲先生に直接手を触れて学んだのだから、その

感覚だけを信じて練習すればよいのだ。」と言われ、その感覚を覚える大切さを強調

されていました。 

 

 話を元に戻すと、この接点に関してもよく研究する必要がありますが、とりあえず裹



（グォ）の要点を再度説明致します。練習でよくわからなかった方は、参考にしてくださ

い。 

 

１．姚宗勲先生は、この接点に関し、「半個点、半個螺旋（半分は点で半分は螺旋）」

とよく言われましたが、接点の面積は極めて小さく、そして一瞬たりとも停滞せず、転

がるように動き続けなければなりません。（＝滚動） 

２．またその接点は、まさに王先生の言われる「骨生稜（骨は稜を生む）」というように

膨らんでいなければきちんと転がりません。接点が常に動き続けて停滞しないとは、

その接点の膨らみも動きに合わせて常に生まれ続け、一瞬足りとも平面になること、

ましてや凹むことがないということです。 

３．ところが接する一瞬の点は、まるでタコの吸盤のように相手と安定した呼応状態が

できていなければなりません。 

４．これらは、その接点そのものに拘るのではなく、実は根節、梢節が重要であり、接

点自体に力を入れたり、有る時点で圧力を加たりする必要もなく、全身の協調、バラ

ンスが必要です。接点に力を入れて動かした時点で、その力は死んだ板のようなもの

で局部の力となってしまいます。 

 

 どれも当たり前のことですが、この瞬間瞬間を継続させることはそう簡単なことでは

ありません。しかしこれができている間は、無駄な力も使わず、触れるそれぞれの点

は一瞬であるにもかかわらず、相手と呼応し空回りせずに誘導することが容易です。

例えばビー玉が転がるための地面との接点は、このようなものです。もし球体の表面

に少しでも傷や窪み、平面があれば、転がらずにそこで止まってしまいますが、我々

の腕にもこれと同じ条件が求められます。そうしてようやく相手に空気というか、物と

いうのか、何か得体のしれない飽満感を与え続けることができます。接点そのものに

拘わるのでなく、どちらかといえば接点など忘れてしまい、ビー玉全体の本質を整え

ることで、無限に生まれてやまない接点の力を得ることになります。 

 立禅、站椿においても動きにおいても、平面をなくし、内部を充満させる重要性がこ

こにもあります。一度感覚に手ごたえを感じれば、やればやるほど素晴らしいものに

仕上がっていくでしょう。 

 

 澤井先生は、よく蹴りや突きの動作を示しながら、 

「こんな動きは、当たればよいが、狙ってもそうそうピタリとうまく当たるもんじゃない。

これらはとても技といえるもんじゃないよ。目で見てもよくわからんだろうが、相手と触

れた一瞬に、その点が自然と、引く、出る、捻るなど寸分の狂いもなく僅かに変化する

動きこそが、本当の技と言えるものであって、この拳の妙はまさにここにある。」 

と言われていました。 



 当時はあまりに地味で簡素な動きにその価値が分からず、突き蹴りのコンビネーシ

ョンに走っていましたが、何十年たった今になって、本当にそのとおりだったんだ、と

私自身も反省しています… 

 

裹（グォ）その２ 

2014-10-24 | 練習日記 

 今日、天野先生のブログを覗いたら、偶然にも私のブログとかぶっており、「接点の

変化」について述べられていました。天野先生のブログは、いつもご自身の言葉でそ

の感性を語られ、私と異なるところもありますが、大変勉強になります。 

 数日前の、 

 「力は骨の中を伝達していく。（中略）不動の中での力の伝播・伝達。ちょうど水道管

の中を水が走り抜けるように、骨の中を力が走り抜けていく」 

 なんて感覚は、私には考えもつきませんでしたし、とても新鮮な言葉でした。言われ

てみれば、確かに思い当たることが多々あり研究しなければと思います。みな同じよ

うでいてそれぞれ個性があり、面白いものです。 

 それはそれとして、また裹（グォ）についての補足説明です。 

 裹（グォ）は腕などの中節だけでなく、肩、腰、骨盤などの胴体部分、つまり全身同

様です。全身を整えて、はじめて得られる能力ですから、当然のことです。 

 また間節は歯車のように回転したり、蝶番のように開き閉じたりすることで力を生み

だしますが、当然その間節が大きければ大きいほど大きな力を生みだします。 

１．骨盤部分は人体でもっとも大きな歯車であり、つまり最も大きな力を生みだす身体

の要です。 

２．その次に大きな歯車が肩部分です。これを無駄なく同時に利用するには、当然な

がらそれを貫く大黒柱、上下に真っすぐ伸びた背骨がなくてはなりません。軸がゆが

んでいれば、その効果は大幅に低下します。 

３．骨盤が裹（グォ）となり、腰も肩も同時に裹（グォ）となることで、肩甲骨が肘を押し、

骨盤プラス肩甲骨間節の巨大な力が肘に伝道され、更にその肘が腕を押し出します。 

 そしてこれらは動きの中で養われるのではなく、立禅、站椿という不動の中で、正し

い姿勢と意識を保つことによって養われ、相手との相対練習などのテストで認識し精

度を増していくものです。 

 言葉にしてしまえば簡単ですが、この精度を上げていくには、自分自身に絶対妥協

しないこと、そして敏感な感性が不可欠です。この感性というか感覚というかは、優れ

た指導者に実際触れてみて吸収するしか他に手段がありません。ある程度手に入れ

てしまえば、後は練習によって自然と向上していきます。しかし感覚が得られなけれ

ば、どんなに練習しても進歩は遅いでしょう。 
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胴体各部に少しでもブレが生じれば、肩の力も衰え、また肩がブレれば、肘は無力に

なり、それを補うために局部の筋肉を鍛えて固定し、また局部の筋肉組織の収縮をメ

インとした力になってしまいます。 

 しかし本当に無駄のない優れた力を出す人たちは、みな例外なく身体各部がブレず

に安定し、見事にまとまっています。以前、天野先生と澤井先生のとあるビデオを見

て、「なぜここまでブレないのだろう？我々はいつかこんな動きを出来るようになるの

だろうか？」と悩んでしまいました。姚宗勲先生にしても同じです。今よくある動画を見

ても、ほとんどは一見すると姚先生とそっくりに動いているものの、各関節のブレを見

れば、全くの別物と感じてしまいます。（自分のことをタナ上げしてしまいますが、太気

拳にしても意拳にしても、ブレまくりの動画が実に多く、よくこんな動画を流せるものだ

と思いますが、また反対に他門派でも見事に纏まっている名人も少なくありません。）

また以前、香港の韓星垣先生の古いお弟子さんより、韓星垣先生のビデオを頂いた

時にも、見事にまとまっている動きを見て、「こんなすごい先生が香港にいたのか。」と

衝撃を受けました。更に王薌斎先生の最も古いお弟子さんの一人である張長信先生

の御子息、張小元先生に教えていただいた時、「父は站椿においても、拳を打つ時も、

そして食事をしているときも、まるで位牌のようであった。」と言われたことが印象に残

っています。

（http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/df023f81f7c226f30edce223a43a758c 

参照） 

 

 意拳の前身である形意拳は、龍、虎、猴、馬、鶏、燕、蛇、鷹、熊など十二種の動物

の意と形を取った十二形という基本があり、この十二の動物のうち「黽（だ、トゥオ）」と

いう動物は、「揚子江に生息するワニ」と解釈されたり、また『西遊記』に出てくる妖怪、

「黽龍（トゥオロン）」のことであるという説も根強いようです。妖怪の「黽龍」は亀の甲

羅を持ち、その身体は龍のようだそうですが、澤井先生や姚宗勲先生、韓星垣先生ら

の古い映像をみると骨盤から肩までの背中、胸部、腹部などの胴体部分がまるで亀

の甲羅のように安定して見えます。馬貴派の八卦掌では「亀背」という姿勢を保つこと

が要求されるようですが、このような亀の甲羅のような胴体のイメージもまた役に立つ

かと思います。 

 

「平衡（ピンヘン）＝バランス」について 

2014-10-26 | 練習日記 

 そもそも人間でも機械でも、軸や歯車はグラつかず、力が漏れない安定性が必要不

可欠です。変に力を緩めたり緊張したりすればすぐに能力は相殺されてしまいます。

如何に身体すべてのパーツに相剰効果を生ませるか？その為には立禅、站椿に対
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する正しい理解と姿勢、意識などを保った練習が必要で、これが前提になければ、い

くら素早く動いたところで、その力は別物と言えるかと思います。私も、肘の安定、膝

の安定不足について嫌というほど注意されてきました。何度やっても駄目出しされ、し

かしうまく纏まった時の威力は全く異なるもので、自分でも驚くことがあります。「裹（グ

ォ）」という内側に包むような動作も、その反対に外側に捻じる「拧（ニン）」という動作

もみなこのような原則に基づいて行われなければなりません。 

 「拧（ニン）」には、捻じる、ひねる、つねる、などの意味がありますが、武術ではよく

「往外拧、往里裹」というように、内側に捻じる場合は、「裹（グォ）」を、外側に捻じる場

合は、「拧（ニン）」と使うことが多いようです。しかし相手を外側に払っても、内側に迎

えても、自分の回転軸に対し「裹（グォ）」も「拧（ニン）」も実は同時に発生しています。

故に「裹（グォ）」は迎い手、「拧（ニン）」は払い手とか、単純なものではなく、両者はそ

れぞれが、対立した力でありながらも統一された関係でなければ相剰効果は期待で

きません。このような一見正反対に見える動きもそれぞれがあっての力です。 

 そういえば、最近読んだある意拳関連の本に「バランスとは一体なんだろうか？」と

いうようなことが書かれていました。人によって考えはそれぞれでしょうが、今の私の

レベルで簡単にいえば、「バランス（平衡）とは、矛盾対立の統一」と考えます。世の中

には絶対的な平衡など存在しないが、不平衡の中で常に平衡を保つ空気の流れ、水

の流れ、風になびく旗、波の中の魚など、一瞬も止まらず永遠に尽きない変化こそが、

自然というものであり、また我々の求めるべき平衡状態ではないだろうか？と考えま

す。ちょっと話がオーバーになりましたが、たまにはこんなことも考えてみるとまた練

習も面白いかと思います。 

 

『鑚（ヅァン）』、『順力逆行（順著対方的力、逆著対方来打）』について 

2014-11-12 | 練習日記 

 『おおよそ出手の時は、提頓、撑抱、兜墜、鑚裹を用いて順力逆行し、方を以て圓を

作る。落手の時は、含蓄を用い纏綿滔々と途切れず、圓を以て方を作る。（意拳正軌

-用勁）』 

 

 王薌斎先生のこの言葉は、既に何度も説明していますが、ここ暫く打拳や差手など

を例にとった練習が続いていたので、またちょいと書かせていただきます。 

 「鑚（ヅァン）」は、「裹（グォ）」との共通部分も多いですが、「裹（グォ）」が主に中節と

か根節とかを、くるむように動かすのに対し、「鑚（ヅァン）」は錐が回転しながら刺すよ

うな力を言います。これも簡単に「差手」とか「打拳」とか言えませんが、「差手」や「打

拳」によく活用される力です。「鑚（ヅァン）」には明確な進行方向があります。いわゆる

「三角螺旋」であり、三角ネジのような力です。 
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 『この螺旋の力は、余の体認を以て観るに、三角力に由らなければ生じない。（『拳

道中枢-試力』）』 

 

 三角ネジの動きはピストルの弾丸のように、進行方向は一直線でブレることは許さ

れません。厳密に言えば意拳で禁止されている「出尖」状態になりますが、『方』は自

然とまたすぐに『圓』に戻ります。そもそも『方』には、明確な『"方”向性』があり「出尖」

とも言えますが、『圓』は平衡状態であり、よって「出尖」にはなりません。 

 また「鑚（ヅァン）」は螺旋によってすべての方面にバランスが取れていなければなり

ません。故にレベルの高い人たちの突きは、手を出すだけで相手はこれを払うことも

遮ることも出来ず、弾かれ、或いは巻き込まれそのまま打たれてしまいます。二はなく

一でおしまいです。ここに 

 『落手の時は、含蓄を用い纏綿滔々と途切れず、圓を以て方を作る。』の意味が含

まれています。そしてそれは「提と頓」、「撑と抱」、「兜と墜」と同様に、順力逆行すると

は、つまり、『順著対方的力、逆著対方来打（相手の力に順じながら、同時に逆行して

相手を打つ）』ということです。変化は順力と逆行が常に同時に失われず発生し、相乗

効果を発揮すること。僅か一瞬、一点でも相殺効果とならぬよう、自分に妥協をせぬ

よう、出来た気にならぬよう、十分に注意しながらテストしていかなければなりません。 

 

 なお全くの蛇足ですが、私が入門した頃、差し手の指導を受けていた時に澤井先生

は、「この技は、元々は通背拳から取り入れたモノだ。」と言われ驚いたことがありまし

た。更に払い手においては、「これは王先生が八卦（掌）から採用したんだ。八卦の名

人は、（手を返す動作を交えながら）たったこれだけで、相手を弾き飛ばしてしまう。そ

の為こんな格好でゆっくりと何時間でも歩いている。王樹金だってそうだろ？我々の

立禅と同じだよ。」と言われたことを覚えています。当時は「こんな動作、形意拳に

元々あったものだと思うが？」と内心思っていましたが、これに関してはまた別途お話

したいと思います。 

 

各種の能力（勁力）について 

2014-11-13 | 練習日記 

 以前にも書きましたが、型や招法を否定したはずの意拳において、神亀出水、虎撲、

烏龍捲臂、蛇纏手、蜻蜒点水など、現在では多くの名前をもった基本動作があり、こ

れをどう見るのか人それぞれです。 

 生前、竇世明先生は、「我々が練習していた頃は、動作に特に名称なんてなかった。

ただ王先生は神態やイメージなどを説明するとき“神亀出水”などと言われることがあ

った。」と言われていました。 
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 私が姚宗勲先生に学んだ時も、「ＸＸのように行うように、」とその感覚とイメージを説

明されることはあっても、名称を教えてもらったことは一度もなく、先生が亡くなられて

から、兄弟子たちに聞いたものをその後使っていました。（とはいっても、兄弟子達の

いわれる名称も異なることばかりでした。） 

 実際に、王先生の自著である『意拳正軌』や『拳道中枢（大成拳論）』には、現在使

われている動作の名称などどこにも書かれておらず、唯一使っていたという“神亀出

水”の名前さえも見当たりません。（なお、王先生の晩年の著書と言われていた『意拳

論』や『断手述要』などの本は、日本でも取り上げておりますが、その思想や文体が今

までのものと大きく異なり幼稚で、個人的にはパチモノと思われるため、ここでは取り

上げません。） 

 逆に、初期の著書『意拳正軌』には、『龍法』、『虎法』として、 

『滄海龍吟、雲龍五現、青龍探海、烏龍翻江、神龍遊空、神龍縮骨、及び、猛虎出林、

怒虎驚嘯、猛虎捜山、飢虎剖食、猛虎搖頭、猛虎跳澗』 

 などそれぞれ六つの名称と特徴が書かれておりますが、最後に、 

 『総じて龍虎の二法には定勢無く、その勢は虎が三千里を駆け、龍が万里を飛ぶが

如く、勁が断たれても意は断たず、意が断たれても神は達す。口授心伝でなければ

得ることはできない。』 

 と言う通り、固定した動きではないことが伺えます。 

 また姚宗勲先生が、1963年にこの書の注釈として、『龍法、虎法はこの 20年間（注：

1940年代以降）再び語られることはなかった。』と記されているとおり、現在ほとんど

聞かれません。 

 

 尚、何鏡平先生の著書『薌師日語随筆』（後に『意拳要点』と称した倒錯本が出回り

有名となった。）には、拳式十二式として、蟄龍探首、進退捲臂、滄海龍吟、勒馬聴風、

驚蛇遭敵、怒虎捜山、提弓捉狐… 

 などが書かれていますが、これらは站椿や動作など各状態の“意境（境地）”であり、

あるものは站椿で学び、あるものは動作で学び、文章で説明することは難しい。と述

べられており、いずれも固定した動きと考えないほうがよさそうです。 

 但しこれとは別に、香港に移住された韓星垣先生が伝えた、十二趟手は具体的な

動作といえますが、意拳、形意拳、六合八法などの代表的な動きをよく纏められてお

り、またいくつかの動作は澤井先生がおこなわれた練りとの共通点も多く、非常に興

味深く素晴らしいものだと思いますが、名称自体はいつからあったのか疑問が残りま

す。 

 

 更には王先生自身が、形意拳に関して、 

 『五行（注：五行拳を指す）とは、もともと五種の力の代名詞であり、また十二形は所



謂十二種の禽獣の各特徴を闘いに取り入れ、単独に十二形があるとか、また各種の

雑な類の拳套には非らず。』 

 『形意拳の嫡傳には、そもそも十二形の練法などは無く、然し全身に十二形の意が

有りこれを尽くす。また五行生克の論も無く、ただ五行を以て五種の力の代名詞と為

しているだけである。』 

などと述べています。 

 

 故に、固定した動作にとらわれるべきではないのでしょうが、しかしこのような名称と

ある一定の動作があると、指導するにも継承していくにも本当に便利ですが、また誤

解を生むのではというリスクもついて回ります。私自身も指導する場合、このような名

称をつい使ってしまいますが、それが良いことかどうか悩んでいます。但しあらゆる動

作は、所詮は各種の力（能力）の組み合わせというか、重なりというのか、で成り立っ

ており、その結果、自然と動作が生まれてくるのに過ぎません。よって形から真似して、

やがて指導者や名人と言われた人とそっくりな動作を行えるようになっても、それを生

みだす元になる各種の勁力がなければ、その動きは大した効果を生み出しません。

これがいわゆる内勁があるとかないとか言われる由縁だと思います。 

 

 ここ数年は、会の練習内容も、王薌斎先生の著書に示されている、各種の勁力（能

力）、 

『両手は兜、抱、開合、伸縮の勁を用い、両足は提、挟、扒、縮、蹚、崩、擰、裹の勁

を用いる。』とか、 

『おおよそ出手の時は、提頓、撑抱、兜墜、鑚裹を用いて順力逆行し、方を以て圓を

作る。落手の時は、含蓄を用い纏綿滔々と途切れず、圓を以て方を作る。』 

 といったように個々の能力を、先に向上させていこうという方法に変わってきました。

その内面がなければ全ては成り立たず、しかしまた外面にでてくる動きや風格は、所

詮は個人個人の性格や条件で異なるものであり、澤井先生も「君ら自身の太気拳を

練り上げていかなければならない。」と言われた意味が思い起こされます。 

 しかし、先輩たちより（直接的にも、間接的にも）学んだ名称は、その意境（境地）、

意像（イメージ）等には大変役立つものであり、飽くまでも固定した動作の名称ととら

えず、それに内包される勁力のイメージ、境地を掴むためのヒントとして大切にしてい

きたいと思います。 

 そんな訳で、これから２，３週間は、いわゆる『拨水試力、泼水試力、分水試力、迎

風催浪…』などと言われている単純な基本動作を利用して、これを構成する各種の能

力、そこから生まれる無限の変化に特化し学んでいきたいと思います。 

 



試声 

2014-11-27 | 練習日記 

 姚承栄先生の講習会において、参加者の一人が試声に関して、「なぜイとヨの声を

出すのですか？何か理由があるのですか？」と質問されました。これに関して少し補

足説明を致します。 

 

 中国の意拳の指導者によっても、 

 Yi と Yoから練り、やがてこれを合わせ、最後に無声とする。 

 Yi,と Yaoから練り、やがてこれを合わせ、最後に無声とする。 

 Yi,と Erから練り、やがてこれを合わせ、最後に無声とする。 

 分けることを良しとせず、初めから息を呑むように一瞬で発声する。 

 などやや異なります。 

 

 王薌斎先生の《意拳正軌》の『龍法、虎法』には、「滄海龍吟」と「怒虎驚嘯」という名

があり、また 1940年の新聞に掲載された《大成拳宗師王薌斎訪問記・談拳学要義》

には、 

  

「試声は試力の不足部分を補う。人の生理的構造は、先天的な関係によりそれぞれ

異なり、故に人それぞれの身体には通りにくいところがある。試声はすなわち身体内

部の呼吸の功夫を以って補うものである。別名を内呼吸、または脳（腹）背呼吸とい

う。」 

 

 とあります。 

 試声で Yi（いーっ）と後頭部を突き上げるようなかん高い声を出すのは、雷の天を引

き裂くような、龍の嘶き（いななき）に例えられます。また人によっては馬の嘶きを例に

とって説明される指導者も少なくありません。龍は所詮架空の動物ですから、馬が首

を持ち上げるようにして空に響くように嘶く表情はとても参考になります。この音その

ものもそうですが、その神態も重要で、口というか喉というかが横に開き、全身から絞

りだされる声は、頭（後頭部）から天まで届く様です。澤井先生も、王薌斎先生は、「ひ

ぃっ」という気合いを発したと言われましたが、また時に澤井先生自身、虎や熊の腹

の底から唸るような声を出されることも多々ありました。虎が谷間や山林を揺るがす

かの如く腹から吼える様が Yo(ヨッ)とか Er(アとエの中間音)でしょうね。必然的に口と

いうか喉は、縦に開くことになります。いずれも、この小さい「ぃ」のような息（声）を漏さ

ないキレも重要な点です。 

 

 また李見宇先生の発声は実に見事で、この嘶きと吼える声が自然状態からほとん
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ど時差なく一瞬に発せられるので、突然の爆発に感じ全く予期することができません

でした。李先生は、これを「声撃法」と言われ、山に向かって練習したり、声で飛ぶ鳥

を撃ち落とすような気持ちで練習するよう、よく言われていました。 

 立禅・站椿における発力のための微動で、後ろへの驚力の練習とその反動の前へ

の弾力の練習が一瞬にして完結するようで（驚弾力)、突然の振動に感じられました。 

 

 形意拳の名人尚雲祥は、猫を抱いたときに、猫がゴロゴロと身体の中から音を立て、

それが抱いている手にも伝わる状態を例にとって、いわゆる雷音も単なる雷の轟きで

はなく、雨が降り始める前の天空の中の有るような無いような、とても深沈な状態だ、

と説明したと言われています。 

 この尚雲祥先生のいわれたいわゆる雷音が、試声、試力であり、実際の発声が発

力と考えるとわかりやすく、つまり単純に声そのものを練習するのではなく、正しい練

習を長く積むことで自然と内部から養われるものが、気分や意によって発せられるの

であり、ただ声だけを練習してもなかなか上手くとは思えません。一番の近道は基本

を疎かにせず、目的をよく理解し、レベルの高い指導者の声とその状態を観察し、日

頃からその精神状態を忘れずに求めることが大切かと思います。 

 

枝節片面之刻板方法 

2015-02-02 | 練習日記 

 王先生の著書はどれも、力、意、気、神などについて多く語られいますが、いわゆる

技はおろか、現在広く行われている各試力の動作についても一切書かれていません。

意拳は、固定の技を持たないことを唱っていますから、それも当然のことでしょう。王

先生は固定化した動きを “枝節片面之刻板方法”といわれました。“枝節”とは取る

に足りないもの、“片面”とは全面的でなく一方に偏っていること、“刻板”とは板に彫っ

た字や絵のように型どおりで汎用性のないことの意味で、これを無益有害であると断

言されています。 

 澤井先生の指導は、手を廻したり、前後に推したり寄せたり、或いは上下に動かし

たりと簡単な基本の動きこそあるものの、そこから生まれ実戦に活用される練に関し

ては、特に固定した動きはなく、それらは差手、払手、迎手などに分類されるも、各自

が自分に合った動きをそれぞれ練り上げていくものでした。勿論やみくもに動かすの

ではなく、澤井先生が示す動きを真似するのですが、何しろ澤井先生の動き自体が

相手の攻撃の速度、重さ、方向性、間合いなど、いろいろな条件によって常に変化す

るため、その動き自体よりも、本質を見抜くことが要求されます。故に練りは個人の資

質と練習度合に大きく依存し、センスがあっても練習が足りなければ使えず、逆に一

生懸命に身体だけ動かしても頭を使って考えなければ、使える練り上げることは難し
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いと思います。逆に個人が練り上げた動きは他人が簡単に盗んで使用する事もでき

ません。 

 以前、朱尭亭先生は、「試力の動作は毎回異なるように行うこと」と言われましたが、

例え試力といえども固定化してしまえば、それは王先生が非難する“刻板方法”に過

ぎません。また健舞と称し、固定化してしまった試力をただ組み合わせて行っても、そ

れこそ意拳が否定する“固定套路”と何の変りもありません。（と言うより、長い歴史や

道理のある伝統的套路の足元にも及ばないのではないかもしれません。） 

 更に王先生は、 

 「今の拳術家の多くは、偏った一方的な“単重”から絶対的な“双重”に向い、絶対

的な“双重”から“僵死（注：硬直化して生命力を失う）”の道へ辿る。」 

 と言われましたが、これも同様のことを指摘しており、まるで将来の練習者の陥るミ

スを予言していたかのようです。 

（考えてみれば、王先生の本は、こうしなさいと言うことより、こうすべきではない、こう

してはいけない、などと練習生に対しての戒めの言葉ばかりが書かれています。） 

 “単重”、“双重”に関しては、先日の練習で説明したとおりですが、各動作（力）にお

ける“正と斜”、“虚と実”などのテスト（試力）を通してよく研究していただければと思い

ます。 

 

澤井先生の一言、プロになるつもりで 

2015-03-11 | 練習日記 

 来月は恒例の太気拳交流会があります。どの会も少子高齢化ゆえ怪我だけには十

分注意し、お互い尊重しあう組手をおこなってください。またこの交流会をその場だけ

のものにせず、何かを得て、更に各自今後の課題を見つけてより一層レベルアップさ

れていくことを期待しております。 

 私が澤井先生に入門した頃、精神的にだらしなかった私への叱咤だったのか、先生

にはいつも、 

 「やるからにはプロになるつもりでやらなければだめだ！」 

 と言われていました。当時は、そんな大それたことなど考えられないと思っていまし

たが、今思えば、この素晴らしい武術にはその価値があり、またそのくらい真剣にや

らなければ、その素晴らしさは実感できずに終わってしまいます。そして真剣に向き

合えばこれからも更なる境地が待っています。 

 また留学から戻ってきた時、しばらくは就職せずに練習に集中したい、と先生に話す

と今度は、 

 「仕事もしないで練習だけしていても強くはならん、すぐ仕事を探しなさい。」 

 と言われました。先生は常にその人に合わせて話されるので、当時の私の性格や
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状況を見て言われたアドバイスだったのだと思います。しかしこの二つの言葉は今思

い出しても、私にとってはとても大きな一言でした。 

 会員のみなさんは、これからも切磋琢磨して自らのレベルを向上させながら、またそ

れぞれ弟子をとり、次代へ伝えていかなければなりません。そう言う意味でもプロにな

ることが必要です。別にリングに上がるとかということではなく、次代へ繋げていく使

命を常に忘れず今回の交流会に望んでいただきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



考え過ぎだけど、ちょっと縁を感じます。（どーでもいい話） 

2015-03-16 | 練習日記 

 以前、澤井先生の奥様より、「1937年に盧溝橋事件が起き日中戦争が全面的に始

まると、主人は軍をやめて我々家族は唐山（河北省）から北京に移り住みました。当

時は日本人が多くいた北新橋に住んでいました。ここはまるで日本人村のような場所

でした。その後西単の穿堂門 11号というところに引っ越しました。家のすぐそばには

松坂屋だったか三越だったか日本のデパートがありました…」と伺ったことがあります。 

 後に、この当時の地図を入手してみると、当時の澤井先生のご自宅は姚宗勲先生

の自宅で当時練習場所となっていた跨車胡同や興盛胡同のすぐそばでした。 

 

1937年の北京地図    

 

 

1940年西単の松坂屋 
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 偶然にも、私が青島駐在をしていた頃、当時勤めていた貿易会社の北京事務所が

新橋にあり、駐在員の宿泊先としていたのが西単の民族飯店でした。当然私も北京

に立ち寄る際には、このホテルに宿泊していました。ここは姚承栄先生や李見宇先生

のお住まいに近く、歩いて通えるところにありました。1991年頃鹿志村氏や内村氏と

ともに北京に行き、このホテルで姚承光先生、姚承栄先生にご指導いただいていた

時、たまたま宣伝車がある音楽を大きな音量で流しながら長安街の大通りを通ったの

ですが、この曲が澤井先生と係わりのある曲で、「こんな偶然ってあるか？こりゃ縁が

あるなあ」と鹿志村先生が驚いていました。 

 また青島駐在が終わって上海に行くようになると、初めは高陽埠頭の近くに宿泊し

ていましたが、コンピュータソフト会社に移ってからは、八仙橋の教青年会（YMCA）を

宿泊先にしていました。このホテルは 1930年代と変わらず当時のままのレンガ造りで、

宿泊楼以外にカルチャースクールもあり、かつて趙道新先生や呉翼翬先生がこの

YMCAで指導をされていたと知ったのは大分後になってからです。更にこの時上海に

作った子会社のオフィスが張長信先生のご自宅のすぐ近く（呉翼翬先生は暫くの間、

張長信先生のご自宅に住んでいた）だったのも、後々に知ったことです。考えすぎでし

ょうが、何か縁を感じてしまいます。もっともその縁は全く活かせていませんが…うー

ん残念！ 

 

現在の上海 YMCA青年会 

 
 

 日曜日は、私が尊敬する武術家で六合八法と意拳のＫ先生の正式なお弟子さんで

ある、Ｕさんが一時帰国され、貴重な日本滞在期間中にも関わらず、わざわざお越し

頂き六合八法拳のプチ講習会をしてくれました。会員の皆さんも得るところ多かったと

思いますがこれもまた縁ですから、是非とも大切にしてください。 

 U さん、誠に有難うございました。 

 

 



虚中に実を求め、実中に虚を求める（その１） 

2015-03-25 | 練習日記 

 虚と実は、いろいろな意味で使われますが、その一つとして有無の意味があります。 

 王薌斎先生の著書《拳道中枢（大成拳論）》には、“抽象虚実有無の体認”の章があ

りますが、この章はこのことを説明しています。 

 立禅（站椿）を正しい姿勢、正しい筋肉状態と意識を持って練習を積めば、自然と空

気の抵抗感が出てきます。しかしこれを故意に作ろう（感じよう）とすると、多くの場合

は知らず知らずのうちに筋肉を固め、“前に行こうとしても行けず、後ろに行こうとして

も動けず、六面すべてに感覚がある。”と思い込んだ偽の感覚に自己満足してしまい

ます。このことは今まで多くの意拳指導者が指摘しており、意拳学習者における最も

陥りやすい病気です。抵抗感は正しい練習によって自然と得られるもので、決して故

意に作り出すものではありません。筋肉を強張らせることで作られた抵抗力は気血の

流れを妨げ、反射神経を鈍らせ、返って力を放出することはできません。厄介なのは、

自分は決して力など入れていない、筋肉を強張らせていない、と実感がないことです。

なぜなら強張っている筋肉は腕とか足よりも胴体部分の奥深いところなので、表面上

の筋肉が固くなっていないために、力んでいることにも気が付かず、六面力を感じら

れたと思い込み、やればやるほど益々硬くなってしまうことです。故に必ずや力を用い

ず正しい形と筋肉状態を以て地道に練習していかなければなりません。 

 “虚中に実を求める”とは、何もない“無”から感覚的な“有”を生み出す意味もあり、

この場合正しい抵抗感はつまり“有”と言うことができます。空気の抵抗力を感じるこ

とは、“虚中に実を求める”初歩段階であり、この感覚は練習とともに自然と全身各部

に養われ、その実感も日々強くなっていきます。故に立禅は大気を相手に全身各部を

くまなく鍛える方法となり、王先生の言われた“空中遊泳”とかはこのような境地の感

覚でしょう。 

 実際に相手との攻防において、接触した場所には相手の力の抵抗が次から次へと

発生し、こちらの力の進行を阻止します。この“実”の部分から如何に相手の“虚”の

部分、つまりこちらの力の進行を阻止する抵抗力が存在しないところを探すのが、“実

中に虚を求める”ことで、その練習方法がぶつかり稽古とか、塔手、推手の稽古など

になります。合気道などの武術は（私はやったことがないので、正しいかどうかわかり

ませんが）、この接触時の実の中から虚を見つける、或いは虚の中から実を見つける

練習に長けたものではないかと思います。（続く） 
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虚中に実を求め、実中に虚を求める（その 2、硬打硬進、無遮攔） 

2015-03-26 | 練習日記 

 （続きから） 

 しかし実戦において、“虚中に実を求める”、或いは“実中に虚を求める”とは、極め

て高いレベルが要求されます。意拳の前身である形意拳には“硬打硬進、無遮攔”と

いう言葉があり、この“硬”とは硬さを表すのではなく、“強硬、強引、何が何でも必ず”

等と言う意味です。 

 近年一部の形意拳家は、詠春拳や白鶴拳などのように非常に早い変化で相手の隙

を生み出し、連続して攻撃することを練りますが（これはまた優れた功夫ですが）、“硬

打硬進進”は、相手の隙（虚）ではなく、あえて“実”を打ちます。ここでいう“実”とは、

相手の実体、即ち中心であり、相手の実体ではないところ、つまり中心を捉えていな

ければ強い力は与えられず、簡単に流されたり、遮られたりしてしまいます。よって攻

撃対象点の変更が必要になります。しかし“硬打”は、相手の実体である中心を捉え

ることで、攻撃対象点は変わりません。相手の“実”は、こちらの力を明確に伝える点

でもあり、よって隙（虚）を見つけるのではなく、如何に実（中心点）を瞬時に捉えるか

が要求され、これにより相手と一体化し、自分の力を漏れなく伝えることが、“虚中に

実を求める”意味です。 

 澤井先生は、「人間の鼻は日本でいえば東京だ、ここを攻撃されればひとたまりもな

い。」とか、「相手の真ん中を割っていけ。」とよく言われました。姚宗勲先生もまた、

「人間の中心は鼻である。軽い打撃でもダメージは大きい。」と言われていました。勿

論鼻を専門に打つのではなく、相手の中心にこちらの圧力が働ければ大きな効果に

なります。相撲では初めからいなす力士は横綱になれないと言われますが、大相撲

の解説を聞いていると、横綱や大関は勝ってもいなすような変化であれば、あれでは

駄目だ！と言われるのと同じです。 

 以前、姚承光先生に、「“頂牛（注：互いに意地を張って正面衝突する様、一般的に

は悪い意味で使われ、力のぶつかり合った推手を揶揄する時にもよく言われる）”も、

初めのうちは大切な練習過程である。」と言われましたが、これも自分の“実”を以て

相手の“実”を捉える稽古になります。 

 しかし実戦においては、相手の中心に向かってただ打とうとしても簡単に相手の“実”

を捉えることは極めて難しく、相手の腕に遮られます。仮にうまく捉えられてもそれは

一瞬のことで、すぐに相手に変化されてしまいます。ではどうすれば“無遮攔（遮るも

の無し）”になるのか？名人はこの“実”の接点の中に、更に“虚”を見つけ捉えます。

達人と言われる人達の拳は、たとえ相手が遮ってもそれを弾いて構えごと吹き飛ばし

てしまいます。それは単純な“実対実”ではなく、相手の“実”の中に存在する（という

かその極わずかそばにある）“虚”を打つ、或いは更にその“虚”の中のわずかな“実”

を打つからです。 

http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/fa7bd856e780fff63359d4d7799490cb
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/fa7bd856e780fff63359d4d7799490cb
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/c/43613ece6ead8dc4ab293bf7565dd5c8


 これが接点における“虚実の変化”であり、それは肉眼では捉えられることはできず、

相手もその変化には気づくことはなく、更にこちらの“実”の力は常に一定で相手を捉

えて離しません。接点における相手の“実”の点と“虚”の点を制すのは、斜面や螺旋

による次から次へと生まれて止まない接点とその四方八方に働く力であり、これこそ

がいわゆる六面力です。それは正しい立禅（站椿）の形がなければ成り立たず、正に

ドリルの如くです。ドリルにはドリルたる形状が前提にあり、常に回転し中心に進んで

いきますが、その力は先端だけにとどまらず、左右上下全ての箇所と方向に働いてい

ます。例えば指先、拳（指関節）、或いは手首関節などがドリルの先端なら軸は前腕

などです。意拳で言ういわゆる“捲臂”はこの能力を学ぶものです。この感覚は文字

にしてもうまく伝えられません。各自がそのレベルのある指導者の元で、ぶつかり稽

古や、塔手、推手などの対人練習によって、地道につかんでいくしかありません。（続

く） 

 

 

 

 

 

 



虚中に実を求め、実中に虚を求める（その 3、追風赶月） 

2015-03-27 | 練習日記 

（続き） 

 またいつも言うことですが、“無遮攔（遮るもの無し）”には、それなりに間合い、空間

を奪わなければ、立禅の形状も螺旋も斜面も三角も何の役にも立ちません。“硬進”

と言うように、必ず前に出て相手との間合いを制した状態（相手の“実”を捉えて離さ

ない状態）を保ちながら打たなければ（というか、制した状態を保ち続けることが打で

あり、制することと打つつことは別々ではないのですが）、簡単に遮られてしまいます。

これも相撲でよく言われることですが、足が出ていなかったからはたき込まれた、投げ

られた、と同じことです。横綱でさえ極まれに同じ幕内力士に負けてしまうわけですか

ら、このような技術も一生練っていかなければなりません。しかしまた横綱クラスにな

れば、幕下力士クラスには負けることなどありえません。それほどレベルが違うのでし

ょう。我々もちょっと感覚ができたからと言って喜ばず、他を大きく引き離すよう常に努

力したいものです。 

 澤井先生と実際に手を触れた人は、その感覚が分かるでしょうが、まさに水が流れ

込むように空いた空間に（時間差がないので、空きませんが…）身体ごと入ってきま

す。そのタイミングはまさに絶妙でした。 

 昔の中国の武術家達は、“追風赶月（風が月を追う）”とか“野馬追風（野馬が風を

追う）”などと、様々な言葉で間合いの隙を作らず相手を追う（追い抜かしてもだめで、

相手の“実”を制しながらも自分の空間を保たなければなりません…）感覚を伝えよう

としてきました。 

 郭雲深先生の“半歩崩拳打天下（半歩崩拳、天下を打つ）”や、王薌斎先生が言わ

れた“只是一下（ただ手を出すのみ）”とは、まさにこのような境地だったのだと思いま

す。まさに微なるかな！です。 
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硬打硬進、遮るもの無し。挎勁について 

2015-03-28 | 練習日記 

 中国武術ではよく（にくづきの）“胯（注：クア＝腰の両側と足の付け根、股の部分）”

の大切さが強調されるので、その為か同じ発音である（てへんの）“挎（注：クア＝物を

腕に掛ける、腕に提げる）”が見逃されがちですが、意拳の前身である形意拳では、こ

の“腕に掛ける、腕に提げる能力‐挎勁（クアジン）”も極めて重視しました。孫禄堂の

『拳意述真』では、『挎、崩拳なり（注：この出版本でも、誤字で胯の字を用いている）』

とあり、昔の形意拳家は崩拳を練る時は、水の入った重い桶を腕にぶら下げ、例えば

右拳を出すときは右肘に桶をぶら下げて前進して打ち、続いて左手をそこに差し込み

左肘に桶をぶら下げながら歩を進めて左拳を打ち出す、このように左右交互に重い

桶をぶら下げたまま功を練ったと言われます。これが“挎”の練習であり、鍛えられた

達人たちの崩拳は相手がその腕を上から抑えても、お構いなしに持っていかれてしま

います。つまり拳が胴体に当たる以前に、接触した腕や肘そのもので弾き返され、構

えたまま跳ばされてしまいます。故に一部の武術家が、形意拳は梢節で打つが、心

意拳は中節で打つ、という言い方に対し、形意拳家達が、「中節を以て打てなければ、

どうして梢節で打てようか？」と反論するのも、この理によるものです。そしてここにも

“硬打硬進”“実を以て実を打つ”の要点があります。 

 

 さて我々の練習を顧みると、立禅の際に肘を下に沈め前腕を上に引き上げて、肘が

籠をぶら下げるような形状、いわゆる“上兜下墜”を保って長い時間立つのは、骨格

構造と筋肉状態を正しく働かせこの“挎”の能力を養うためであり、またその際に指導

者が肘を上から力を加えて押え、また下から持ち上げ崩れたりブレたりすることが無

いように確認するのは、この“挎”の力を体認させるためでもあります。 

 更に王薌斎先生は伝統的な形意拳の基礎の上に、肘を横にも支えるよう改良した

ことで、横からの圧力に対しても（相手がこちらの拳を横から遮ろうとしても）同じよう

にそのまま弾きながら拳を打ち出す能力を求められるようになりました。 

 よって揺り、練りを行う際にも、このように中節を各方向から圧力を加えそれでも何

事もないように、前に動かせるかどうかのテストをするのも、この“硬打硬進、遮るも

の無し”の効果を求めるための試力です。正しい骨格で動くことは、故意に運動路線

を作らなくても斜面や三角、螺旋を自然に発生させ、相手がこれに触れればその接点

には虚実の変化、四方八方の六面力が現れます。これが姚宗勲先生の言われる、い

わゆる“不直的直拳”です。故に立禅（站椿）のみを練習しながら空手のような突きを

練習することは、全く意味のないこととは言えなくとも、立禅そのものを充分に活かす

ことはできません。我々は立禅（站椿）と打拳（というか動きそのもの）の関連性をこれ

からもずっと研究、鍛錬していかなければなりません。 
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形意拳、傅剣秋の劈拳と崩拳 

   

 

“胯（クア、腰の両側と足の付け根、股の部分）”と“肩窩（ジェンウオ、肩のくぼ

み部分）” 

2015-03-29 | 練習日記 

 意拳だけでなく中国武術全般に言えると思いますが、“胯（クア）”つまり股関節や骨

盤に対する要求はかなりうるさく言われます。骨盤は人体の中で最も大きな歯車であ

り、機械と同様に最も大きな動力源になります。同時に胴体と下半身、根節と中節を

繋ぐ大切な蝶番です。この関節を有効に活用するために、腰骨を横に大きく広げ、前

に包み、腿の付け根を自然と窪ませ、安定した腰を作ります。相手の力もこの大きな

関節が捉え、更に腰で受けた力は太腿を通って膝関節へ、また脛を通り足首関節、

足の裏、大地へと伝わります。その反発力も同じく各パーツを通って戻ってきます。途

中の関節が安定していなければ、相手の力を身体のどこか一部が負担し崩れてしま

うし、自分の力も漏れて十分な威力は出せません。いずれも局部に頼るしかなく、機

械であれば不合格品です。 

 股関節・骨盤をできるだけ広く大きくして網のように前に包んだ形状、いわゆる“収

胯（股関節を収める）”とか“掖胯（股関節を押し込む）”にするのは、この形状（骨格構

造）が巨大な力を吸収し、発揮させるためであり、《意拳正軌》に描かれた図形３、４の

ように、アーチ型（Ｕ形）になるのは当然のことです。また同時に最も大きな臀部の筋

肉群も十分に活用するためです。アーチでは力の方向は正面へ向かい、これが内と
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か外にぶれるとアーチ（Ｕ形）はたちまち崩れ、力が入りません。アーチは物理的に非

常に合理的な構造であり、古代から東洋西洋を問わず建築物に利用されてきました。 

 上半身にも全く同じことが言えます。肩関節は、胴体と腕を繋ぐ重要な関節であり、

また股関節に次ぐ大きな歯車です。故に骨盤・股関節と肩関節部分の要求は基本的

には同一のものです。 

“肩撑肘横（両肩肘は横に張り支える）”、“両肩扣（両肩をよせ合わせる）”、“心窩微

収（みぞおちをわずかに収める）”などは、みな大きなアーチ（Ｕ形）を作る為の要求で、

武術家がよく言う “含胸抜背”の“含胸”も、勿論一緒です。背中の筋肉群は、自然と

“抜背”状態となり、下半身でいえば臀部の筋肉群と同じく大きな力を発揮します。 

 さてここで落とし穴ですが、股関節や肩関節を安定させるために、気が付かぬうちに

つい力んで返って動きを束縛してしまうことが多々あります。故に門派を問わず、“鬆

肩墜肘”も同時に要求されます。特に“鬆肩”（肩関節を力ませない）ことは、難しく肩

を落とせばそれでＯＫと思い込みがちですが、肩関節も股関節と同じく複雑で、多くの

骨と筋肉、筋膜、腱、靭帯があります。私もよく“肩窩（肩のくぼみ）を緊張させるな”と

注意されました。 

 実はこの“肩窩（肩のくぼみ）”が曲者で、多くの日本人は肩と腕の付け根の上の位

置（肩が凝った時に揉んでもらう辺り）と誤解しますが、一般的には鎖骨の上、つまり

首と胴体の付け根のくぼみを言い、更に武術では鎖骨の下のくぼみ、つまり胸と腕の

付け根のくぼみをさすことが多いです。これも下半身と全く同じ理屈であり、この“肩窩

（肩のくぼみ）”こそが、下半身における“胯（足の付け根）になり、相手の圧力をこのア

ーチが受け止め、またこちらの力を正確に上腕を経由して肘、更に前腕を経由して手

首、指先、更に外部に伝えるのです。立禅（站椿）における正しい形状と筋肉状態は、

動きにおける正しい形状と筋肉状態でもあります。単純な一動作でも一方の掌でもう

一方の“肩窩”を触りながら動かしてみると、いろいろな個所で緊張してしまうのがよく

わかります。この緊張を取り除くのは相当の努力が必要ですが、力みがないときの出

力は、骨格構造は合理的でかつ筋肉は伸び伸びし、大変強大なものです。これがい

わゆる“筋長力大、骨重筋霊、筋伸骨要縮、骨霊則勁実”などです。 

 

 



蛇の筋肉 

2015-03-30 | 練習日記 

 以前澤井先生に、たまには動物園に行って一日中動物をよく観察してみるのもよい

勉強だ、と言われたことがあります。実は王薌斎先生も同じことを弟子達によく言われ

たそうです。動物の動きは人間の想像をはるかに超える能力を持っていますが、それ

は大型動物に限らず、エビのような素早い反射神経や、シャコが水中で硬い貝をワン

パンチで粉砕する力など小動物にも当てはまります。 

 昔、蛇を捕まえようとつかんだところ、細い体なのにその力強さに驚かされました。

その筋肉は力強くても硬いことはなく、かといって柔らかくだらけてもおらず、全ての筋

肉細胞が等しい力を以て協調しているようで何とも妙な感覚でした。（本当かどうかは

分かりませんが）、かつて王先生はとある武術家に対して、彼の力は我々よりずっと

太く強く、私が茶碗なら彼は水瓶のようである、しかしまた細いところは竹竿の如くで

ある。と評したと言われています。つまり全身全てに同一の力が必要であり、蛇をつ

かんだ時はまさにそんな感じがしました。 

 私が教え受けたいわゆる名人達人と呼ばれる人達の腕の感触は、みなこの蛇の筋

肉に似て、力強くも決して硬くなく全ての部分が止まっておらず、例えばその拳を抑え

ようとしても接した時の感覚はまるで細胞一つ一つが前に進んでいくような、文字で

は表せない妙な感覚でした。意拳でいう“捲臂（ジュェンビー）”は、“烏龍捲臂（ウーロ

ンジュェンビー）”とも言われますが、龍はオーバーでもこの蛇のような筋肉状態、つま

り筋を長くする練習も兼ねています。“捲臂”の試力は、“鉤掛（ゴウグア）”試力の元で

あるとか、昔の名称であるとか、いろいろな見方がありますが、確かに動作自体は、

“捲臂試力”も“鉤掛試力”も、或いは太気拳の“揺り”も基本的にはみなほとんど同じ

もので、伝承者によって名称に違いがあるだけのようにも見受けられます。故にあえ

てその動作の違いを追及し、この動作が“捲臂試力”で、この動作が“鉤掛試力（或い

は鉤搓試力）”でという考え方は、私にはありません。但し練習の過程において、腕の

ねじりを利用して力点の虚実の方向変化を目的として練習する場合（捲臂）、また手

首や前腕で相手を下から上に引き抜くように引っ掛ける練習を目的とする場合（鉤）、

或いは手首や前腕で相手の上から下に布団を物干し竿に掛けるようにする場合（掛）、

ヤスリをかけるように相手との接点をこすりつけるように手を出す場合（搓）と、それぞ

れ異なる要求、要点がありますので、それに合わせ分かりやすいように便宜上言葉を

使い分けているだけです。今練習している打拳においては、基本はこの“捲臂”の要

求に基づくところも多く、拳（こぶし）を硬め、前腕を棒のように固定しては、蛇のような

筋肉は得られません。蛇は柔らかくも力強く、頭が全身を牽引し進んでいきます。この

梢節が全身を牽引しそれを中節、根節が時間差なく追っていく、このような力も“硬打

硬進、遮るもの無し”の条件の一つとなるかと思います。 
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魚の群れのように 

2015-04-13 | 練習日記 

 どの練習が澤井先生のもので、どの練習が姚宗勲先生、或いは韓星橋先生のもの

ですか？などとたまに聞かれることがあります。確かにおおまかにはありますが、実

は明確な区別はありません。どの練習も動きそのものは、澤井先生に学んでいた時

とは異なるものになってしまいましたし、姚先生に学んでいた時ともまた異なってしま

っています。韓先生のお弟子さんに学んでいるときも、当時はよく見てよく真似するこ

とが学習の基本でしたが、次第にその中に含まれる拳勁をどうやって得ていくのかと

研究していくうちに自然と今の練習になっていったのが現実です。 

 恐らくは、会員の皆さんも私の動きとは徐々に変わっていくでしょうし、そもそも形を

優先すること自体、王薌斎先生が否定したものなので当然のことでしょう。しかしその

拳勁は変わることはありません。例えば趙道新先生は王先生に指導を受け、王先生

もその才能と実力を認めていましたが、趙道新先生の伝えた心会掌は外面的には形

意拳八卦掌と六合八法拳によく似ています。張長信先生の伝えたものも站椿と摩擦

歩、僅かな試力を基礎として、具体的な拳術練習は形意拳や六合八法です。姚宗勲

先生は王薌斎先生の指導をもとに独特の練習体系を確立し、兄弟弟子に指導しまし

た。姚宗勲先生とほとんど係わりのない兄弟弟子も、実際には間接的にこの方法を

参考にして自己の練習体系を確立させていったと推測できます。 

私の場合は、初めに澤井先生に学びましたので、その感覚が全ての動きの根本にあ

ります。例えば、崩拳（だけではなく、実際はすべての動作がそうですが）などの練習

での間合いを詰めるというか追っていくと行くか、このような動きは澤井先生に手取り

足取りの指導の中で身体が感じ取ったものであり、他の意拳の先生から学んだもの

もこの能力を活かせるように行っています。実際に私が接した範囲では、他の門派で

も達人と言われる人達はこのような能力に優れていたし、どんなに有名で偉い先生達

もこれができていない人は触れてしまえばそのレベルは残念なものでした。 

  

 澤井先生から学んだものの中の一つに、身体全てが一瞬に同時に動き出すという

ものがあります。その動きは魚の群れがみな一瞬に方向転換する様に似て、またエ

ビが突然跳ねる様で、身体の全てが同時に動き出すため、剣術でよくいわれる動き

の起こりがわからないものです。多くの人は発力とか打拳の際に最後に加速度をつ

けようとしますが、それとは反対に初速というか、静から動に移る速さが根本的に異

なるものです。 

 速く見える動きは、どこかと比べて早いのであって、例えば胴体に比べて手先が早

いので速く見えるし、相手が遅くてこちらが速い場合も同様です。しかし身体が同時に

動き、相手とも呼応していると、オーバーな言い方ですが地球の自転のように速さも

感じられません（というか見抜けません）。初速も終速も区別なく、最初から最後まで

http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/cbcbe7eddf247f14e502d5c6d5cfecba
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/e/cbcbe7eddf247f14e502d5c6d5cfecba
http://blog.goo.ne.jp/kengakukenkyuukai/c/43613ece6ead8dc4ab293bf7565dd5c8


最高の速度を継続しています。早く動こうとする人は往々にして身体のどこかがその

速度に追いついていません。会員の方は、是非この点をよく理解して練習してくださ

い。 

 

 

 

 

 



魚の群れのように、その２ 

2015-04-15 | 練習日記 

 中国の青島に駐在していた頃は、釣りにもハマっていました。青島は三方を海に囲

まれた街で、私の宿泊場所も目の前は海でした。私はもっぱらアイナメやソイ、カレイ

など根魚狙いでしたが、地元の人達はサヨリなどいわゆる光物（青物）の回遊魚を釣

っている人も少なくなかったです。春先のサヨリの刺身や天ぷらなど本当に美味しく私

の大好物です。しかしサヨリはかなり繊細な魚で、同じ回遊魚のイワシやアジ、サバと

違って群れにあたってもなかなか数が釣れません。一匹釣りあげると、魚が跳ねた瞬

間群れが一斉に四方八方に散ってしまうのです。暫くするとまたどこからともなく集ま

ってきて群れで泳ぎだすのですが、結構辛抱が必要です。 

 

 前書きが長くなりましたが、前回澤井先生の動きは、全身各部が魚の群れが一斉

に方向転換するように同時に動き出すと言いましたが、それは同一方向の場合もあり

ますが、このサヨリの群れのように、左右手足が全く別の方向に動き出し、またすぐに

一つとなることもあり、まさに蛸の足の如くでした。意拳ではよく“整体（ジョンティ）”と

言い身体を一塊にすることを求めますが、整体とは実に深い意味があり、このような

身体の各部がそれぞれ同時に動きそれぞれがその仕事を行うこともまた整体状態の

一つと言えるでしょう。 

 例えば蛇が進むにしても、頭の部分は前方に向かい、胴体はそれぞれ左右に動き

ますが、決してその力が無駄に使われているのではなく、蛇の形状に最も適した力で

あり、それぞれ相乗効果があります。いつも言うことですが、我々の動きも例えば崩

拳一つを見ても、それぞれの細胞がそれぞれの仕事をこなし、相乗効果が発揮され

て初めて整体となるのであり、いわゆる六面力もまたこのような意味です。いわゆる

争力とか順力逆行も本来はこのようであるべきですが、心地よさを求め意識するあま

り、破体となり、力が漏れて、結局はこの効果はプラスマイナスゼロの相殺効果にな

ってしまう人が少なくないかと思います。これも我々が陥り易い病気ですので、わずか

な動きにも注意が必要です。 
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