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「気」と一言でいってもさまざまな定義があります。ここで扱う「気」とは東洋医学、鍼

灸医学であつかう「経絡を流れる気」のことです。 

 

気や経絡は東洋医学・経絡治療の根幹的な概念でありながら、いまだに存在するのかしな

いのかという議論の対象であり、その存在を証明できる人物も手法も存在しません。 

 

私が参加させていただいた経絡治療の勉強会で指導者の方々に「気や経絡は存在しますよ

ね？」と質問したところ「信じなければいけない、信じて治療を行うことだ」と言われま

した。その回答に私は少々驚きました。信じる？それって宗教と同じではないか、と思っ

たことがあります。 

 

また気の変動、経絡の変動を察知する技術としての脈診という診察手法がありますが、熟

練の経絡治療家であっても同一の患者を診察して同様の脈診結果にはならずバラつきが生

じます。 

これをもって脈診はあてにならない、つまり経絡治療は科学的でないとして伝統的な鍼灸

治療から離れていく方も多く見られます。昨今、気や経絡を治療の根幹におく鍼灸師は日

本全体の鍼灸師の 1 割にも満たないそうです。 

 

しかし普段は物理療法的な鍼灸施術を行いながらも、いまだに気や経絡に対する幻想は存

在しており、目に見えない「気」というものに対してあこがれを持つ先生方も少なからず

おられると聞いております。 

 

「気や経絡」を現時点では科学的な測定ではその存在を証明できないとしても古の先達た

ちはなんらかの方法で気を感じ、その気を治療に応用していたのです。 

では、確かに「気はある」と感じる方法はないのでしょうか。 

 

目に見えなくても、実感として感じ取ることができれば信じるという宗教的な行為なしで

も気を使いこなすことができるのではないでしょうか。 

私は気を現時点で科学的に証明できなくてもよい、測定できなくてもかまわない、ただそ

の存在を実感し使いこなすことが出来ればよいと考え、その方法論を探し求めています。 

ここに記すのはその答え、一つの方法としての身体操作論です。 



１気について定義する 

 

気と言うキーワードを扱うメソッドは多数存在します。鍼灸のみならず気功や武道などで

も「気」と言う言葉を使います。ですが、その定義や扱われ方はさまざまです。 

鍼灸においても極端なはなし、先生によって解釈はまちまちだったりします。 

つまり定義は無いといっても良いくらいです。 

ですから、ここでは有川貞清先生のお言葉から「気」というものを定義していきたいと思

います。 

 

結論から言います。まず、「気」というものを定義しない、というスタイルでいきます。 

 

矛盾する言い方に捉えられるかもしれませんが、有川先生は「ある」のか「ない」のかわ

からないものは「わからない」としましょうと言われました。 

 

私も当初は戸惑いましたが、それって言われれば当たり前のことですよね。 

 

現時点であらゆる精密な測定機器、人体解剖や検査を通してもわからない「気や経絡」を

古典に記載されているから、昔からあるとされているから、という理由で古典どおりの気

や経絡があると言い切るのは天動説を信じるレベルと変わらないのではないでしょうか。 

 

わからないものは、「わからない」とするのが正しいように思います。 

 

しかし、現代医学で解釈できない現象に対して仮説をたてるのに「気や経絡」の存在を前

提にするのは学術的にも正しいそうです。 

 

ですからここで述べることはあくまで仮説の１つである、という前提でお話を続けさせて

いただきます。 

 

気は潜象界（潜んで見えない、感知できない世界）、物質は現象界と言われます。気を微小

な粒子としている流派もありますが、ここでは物質化した時点で気ではなく、それは現象

界の事象であると仮定します。 

とするならば、潜象界はあくまで方向性、ベクトルであると仮定できます。 

 

では気のもつ方向性とはなんでしょうか。単純に言い換えるならば、それは自然律、自然

の法則とも言えます。 

 

つまり現象（物質）に方向性を持たせるものが「気」であるということです。 

 



２古典の陰陽論（ベースとなる概念） 

 

私はじつは陰陽論は好きで、自分がものを考える過程において陰陽論はその思考の方法論

としてよく利用しています。 

陰陽論こそ概念であって科学ではない、迷信に近いではないか、と言われるかもしれませ

んが、古人の深い自然観察から発想された陰陽論は意外に真実に近いのではないでしょう

か。 

 

すべてのものに表裏があり、対になるものがある、というのが陰陽論です。 

 

気の世界は潜象界といって、現象世界とは表裏一体の別世界です。 

それこそ、陰陽論と同じだと私は思いました。 

 

つまり「気の世界」はこの世界の半分とも言えます。 

現象界は目で見えている世界。気の世界は潜んで見えない世界。 

 

両者は表裏一体の存在で、気の世界を知らないことは片手落ちになるのではないかと考え

ております。 

 

ただ有川先生は、潜象界は現象界を包括すると言われました。確かに気を自然律とするならば現象界を

包括するとも言えます。気は血の帥とも言いますからね。 

 



陰陽論のもう一つ重要な考え方が「循環」です。 

（太極図） 

 

それぞれ極陽、極陰からすでに対となる陰陽が始まっています。例えれば夏の最も暑い時

期から陰（冬）の始めが起こり、冬の最も寒い時期から陽（夏）が起こっているというこ

とです。 

 

この表裏、対になるもの、という考え方。ただしその境目は無いといえるほど切れ目なく

循環している。この二つがそのまま「気流れる体」に当てはまります。 

 

この陰陽論をもう少し言い換えると相反する２つのものが同時に存在する状態、とも言え

ます。 

 

動いていないけれども、動いている。 

 

整っているけれども、整っていない。 

 

逆の言い方もできます。 

 

整っていない（ように見える）けれども、整っている。 

 

そして両者は中庸の状態を通過しながら常に行ったり来たりしながら循環して留まること

が無い。 

 

・・・そして、「ある」と「ない」とが同時に存在する。 

 

以上のことをちょっと頭の隅にでもとどめておいて下さい。 



３経絡観察としての望聞問切 

 

本題から少し話がそれますが、その気流れる体を観察する技術として「望聞問切」があり

ます。とくに望診は「望んでこれを知る、これ神」と言われています。 

その意味を私は、視診だけで経絡の異常を知ることができるのは神技だ、と教えられまし

た。ですが、中医学を学んでいた頃の師匠、小川茂晃先生がそれは違うのではないか、と

言われていました。 

 

現代では「神」といえば、神様仏様ですが、この言葉がつくられた当時は「神」＝自然の

目に見えない不可思議な働き、という意味でした。 

 

つまり現代とでは「神」という漢字のもつ意味が違っていたのです。 

 

ですから「望んで知る、これ神」の意味は「まずは望診で気の流れを把握しましょう」と

いう意味だと思うようになりました。 

 

東洋医学の四診とはもともと気の異常を判断するための診察法です。 

であるなら、最初に経絡や気の異常を把握する手順としての気を見る望診ありきなので

す。 

そして望診で気の流れを把握した後に次のステップとして、 

（体の声を）聞いてみましょう、 

（どんな施術が必要か）問うてみましょう、 

（具体的な施術箇所の確認のため）切（触って）してみましょう、 

と続くのではないでしょうか。 

 

四診は四つで一つの一連の流れであってどれが欠けても成り立ちません。 

ただし、それは古代の四診であって現代の四診ではありません。 

 

古代の四診、気や経絡の動きをダイレクトに実感をもって感知する技術としては現段階で

はこの方法以外にないのではないかと思っています。 

 

気とはなにか？経絡とはなにか？ 

その正体に迫るには、現時点では気そのものを観測する機器が無い以上、それらを実体と

して感知する能力が絶対的に必要です。 

 

またその能力は存在するとしたらヒトが本来もっている能力に他なりません。なぜならそ

の能力でもって気や経絡が発見され理論が整理されてきたからです。 

 



そしてその能力は後天的に開発されたものではなく、ヒト本来がもっている原初能力でな

ければなりません。 

そうでなければ、発見の初期状態、その過程が説明できないからです。 

 

じつは「気感」をもつ鍼灸師は私が知っているだけでも複数人おられます。始原東洋医学

を実践している方々もそうなのですが、その会以外にもけっこうおられるのです。 

 

そういった先生方が共通して言われるのは気や経絡はなんとなく感じるものであって、明

確に形はもっていない、だから視覚や触覚では触れることはできない、と言われている

事。 

 

もう一つ、その先生方のほとんどは気感をもともと持っていたか、もしくはいつの間にか

身についていて、特に気感修得のための練習はしていないこと、なのです。 

これもまた、気感はヒト本来がもっている原初能力なのであって、後天的に例えば筋トレ

などをして修得する類のものではないという証拠ではないでしょうか。 

 

では、その原初能力が退化していて発現していない場合はどうしたらよいのでしょうか。 

もう一度その能力を発現できる方法はないのでしょうか。 

 

気感開発のための勉強会として参加させていただいた始原東洋医学会でも、じつは気感修

得の練習方法はありませんでした。有川先生ご自身もそういった能力がなぜあるのか分か

らず、この診察技術は自身一代限りと考えておられたようです。 

 

始原東洋医学の勉強会では結論として、気感が発現している先生の傍でひたすら場を共有

することで気感能力は修得可能としています。 

 

ただ、それができる環境がある人は良いでしょう。しかし、近くにそういった先生がいな

い、いたとしても時間的に見学ないしは弟子入りができない、といった場合はどうしたら

よいのでしょうか。 

 

実際に私自身も有川先生のおられる鹿児島に通うことは、現実的に月 1 回程度がやっとで

した。どうしても自力で気感を修得するための手段が必要だったのです。 

 

そこで他力本願の修得方法から、あくまで自力で修得を目指す方法（自力本願）を探すこ

ととなったのです。 

 

 

 



４気の感知能力（始原東洋医学においては印知能力） 

 

これは私の説ではありませんし、また伝承が残されていない以上、すべてが仮説としか言

えないのですが、以下のような歴史をたどっていると思われます。 

 

数千年前、経絡はそもそも「気の感知能力」を持った人たちによって発見、整理されてき

たと思われます。 

 

その感知能力を古伝の望診法と言います。 

 

なぜ、そんな能力者がいたと思うのかということですが、理由は経絡発見の過程がまった

く伝承されていないからです。つまり当時は気や経絡が感知できる（見える）ことがあた

りまえであったため、あえてその記載をする必要がなかったからだという説です。 

 

この能力者は古代においてシャーマンとして活躍していた人たちではないかということで

す。しかし、時代が下るとともにシャーマンを怪しげに思う為政者やその他の人々、また

そういった能力を持たない人たちによって排除されていった。 

 

だが、その人たちの医療の知識と経験は必要とされたため、目に見える形で経絡図が残さ

れ、またその経絡の活用法として東洋医学が発展形成されたということです。 

 

経絡図が最初にあり、それを運用するためにあとから理論が構築されていったのです。つ

まり仮説として成立していた経絡理論ですが、その状態のままであればよかったのです。

しかし、仮説からさらに仮説を重ねてしまった。だから、東洋医学の理論にはさまざまな

矛盾点が生じているのではないでしょうか。 

 

また、「見えない」人達にとっては気の感知能力である古伝望診法は必要なかったため、伝

承する必要がなかった。そして、古伝の望診法はいつしか歴史から消えていったというこ

とらしいです。 

 

ここで疑問です。古伝の望診法は現代においては一般的ではありません。 

それどころか、ほとんど認知されていない、消滅状態といっても良いでしょう。 

 

なぜ、伝承されなかったのか。本当に望診法の歴史（仮説ですが）のように消えていった

のでしょうか。 

ですが、まったく伝承が残っていない、というのが不思議でしょうがありませんでした。 

経絡は東洋医学の根幹をなす最重要学説です。それなのに、その発見の過程やその感知方

法が残されていないのはおかしくないでしょうか。 



たとえ為政者がどんなに権勢をふるって過去の文化を排除しようとしてもどこかに伝承さ

れていくものでしょう。 

 

事実、仙術や道教の呪術、古伝の中国拳法や古代の思想などは、どこかに伝承の記録が残

されているものです。 

 

どんなに怪しげなものでもちゃんと伝承されています。にもかかわらず古伝の望診法につ

いては伝承記録が残っていない。 

 

その能力者自体が減少したとしても、やはりなんとかして残そうと努力するものではない

でしょうか。それが、ほとんど痕跡も残さず消えてしまったのは他の理由があるのではな

いでしょうか。 

 

私は他の説を考えるようになりました。 

 

それは能力者みずからが伝承の必要を感じなかったから、という理由です。 

 

つまり、消されたのでもなく、自然淘汰され消えていったのでもなく、自らが残さなかっ

た、別の言い方をすると残す必要がなかったということです。 

 

さまざまな検証をしているうちにある考えが浮かびました。 

 

それは気や経絡は観察者（施術者）によって見せる姿が違うのでは？という考えです。 

 

もし気が量子のような存在だったら？人間原理ではありませんが、観察者によってその姿

形を変えるものだとしたら？ 

 

観察者が気の存在を知らない、もしくは信じていない場合感知すらされない。 

そこに経絡は存在しない、それもまた正しいとしたら。 

 

観察者の能力、つまり修得した施術方法（鍼灸、経絡治療、整体、漢方薬ほか）や、その

修得レベルによってその形を変えるとしたら。 

だとしたら、つまり経絡を伝承すること自体も無意味かもしれません。 

 

なぜなら経絡は、あるとも言えるし、無いとも言える、そしてそのどちらも正しい。 

 

また観察者（施術者）の状態によっては必要になる経絡が違う、つまり施術者によって証

（あかし）が変わり、治療点も変わる。 



とするなら、他者の感覚は共有できず、同じ土俵で経絡治療を議論、修練することが無意

味です。 

 

つまり現代に残る、いわゆる「経絡」は、実は存在していないとも言えます。 

 

以前だったら考えもしない、そんなとんでもない考えが頭に浮かびました。 

しかしそう考えると、いろいろなことにつじつまが合うのです。 

 

同じ証（あかし）に対して相反するような治療でなぜ効果がでるのか？ 

 

そもそも、同一人物に対して相反するような証（あかし）がでてくるのはなぜか？ 

 

同門の経絡治療家でありながら、こんなにも施術方法が違うのはなぜか？ 

 

ストレッチや整体でも経絡、脈が整うのはなぜか？ 

 

脈が改善（いわゆる良い脈）になっているのに症状が改善しないのはなぜか？ 

 

超一流といわれた経絡治療家に施術していただいても効果に差があるのはなぜか？ 

 

 

経絡とは定型的なものではなく、施術者によってその姿形を変えるのだとしたら、それら

すべての疑問点にある答えがでてきます。 

 

経絡は不定型であり、経絡も経穴も無数に存在するが、出現頻度の高いものをまとめたも

のが、現存する経穴図、経絡図であろうと考えました。 

したがって、新穴や新経絡はいくらでも生まれる素地があると思われます。 

経絡経穴は観察者（施術者）の能力によって、その見せる姿を変えると思われます。 

 

また、同様の患者をみても整体師と鍼灸師ではその感知できる経絡は違いを見せると思わ

れます。 

 

同じ鍼灸の修得者同士でもその修得技法によっては感知できる経絡、経穴は違います。 

 

また同じ施術者でもその修行時期、修得技術のレベルにより把握できる経絡経穴は違いま

す。 

したがって経絡の調整技術を体系的にまとめることは不可能であり、またその経験を共有

することもできないと考えられます。 



国や時代、流派によって経絡図が違うのはそのせいもあるかもしれません。 

 

それらの理由から気や経絡を感知する技術として伝承されなかったのではないでしょう

か。 

 

すべては自身の感覚の世界であるからです。 

 

つまり、「ある」と「ない」とが同時に存在するのです。 

 

ところで脈診において、熟練した先生同士でも結果（証）が変わります。 

これもまた同じではないかと思います。 

 

同様の脈を診てもヒトのもつ感覚はそれぞれなので、違う捉え方をします。したがって、

脈診の結果は人それぞれ違っていて当たり前とも言えます。 

 

別な言い方をすれば、脈状もそれを観察する人の感覚によって違う姿を見せるということ

になります。 

 

ですから、自分なりに、自分の感覚でとらえた脈状を、自分で分類していかなければなり

ません。他者とは共有できないのです。 

 

極論するならば、自分流の脈診を作り上げなければならない、ということです。 

自己の感覚を研ぎ澄まし、経験を積み、自分の感覚で捉えた脈状と症状、反応する経穴、

その治療点への施術、そして結果、そこまでを分類し作り上げていかなければなりませ

ん。 

 

脈診 10 年と言われますが、ただ指を当てる位置を覚え、脈差を診るだけなら 1 日で修得

できるでしょう。しかし、そこまでのことをやろうとすれば 10 年はかかって当たり前で

すよね。 

 

ただ、施術の方向性（ベクトル）は同じになるはずです。たとえ証が違っていたとして

も、そこへ向かう手段が違うというだけです。 

 

 

 

 

 

 



５脈診の有効性について 

 

脈管の中に流れているのは気ではい、血液だ、小学生でも知る事実だ、と言い放つ方がお

られます。また、脈診の不正確さ、難しさに敬遠されるかたもおられます。 

 

しかし、気（潜象界）変化はやはり、肉体（物質としての現象界）に現れるものです。 

ですから体に現れる微小な変化を読み取って潜象界での気の動向を推察する技法として脈

診は有効だと考えています。 

 

脈診だけではありません。2-リングテストや、入江式 FT も同じだと考えられますし、ま

た渡辺一男先生の星状神経節置鍼でみる筋肉の緊張の変化も同様でしょう。さらに河野忠

男先生の筋診断法もまた同様だと思っています。 

脈の変化から読み解くか、筋肉の緊張の変化から読み解くかの違いでしかありません。 

 

 

 

 

 

６気滞を診る場合も同じだと思っています 

 

望診で気滞を診る、これは気（潜象界）の動向をダイレクトに見る技術だから他の方法よ

り優れている！とは申しません。 

 

やはり自分の感覚で捉えた気滞というものは人によって微妙に違います。 

そこから反応点（治療点となる経穴）を選定しても、やはり施術者によって微妙に違いま

す。 

 

勉強会で、こんな先生に出会ったことがありました。その方は「熱」に敏感な方だったの

でしょう。捉える気滞が陰気滞ばかり。それを消していくと、やっと本体の陽気滞が感知

できるとう具合です。 

 

しかし、前述と同様に施術のベクトル（方向性）は同じにならないとだめでしょう。 

最終的に気滞が消えれば施術終了で、そのぶんだけ症状も改善しているはずです。 

 

気滞をとらえる、切経で反応点をとらえる、ここまでは感覚のすぐれた方だとすぐできる

方もおられると思います。でも、そこで得られた情報を分類し結果をフィードバックし、

精度を高めていくにはやはりある程度年数が必要なのは脈診と同じなのです。 

 



７奇経治療のこと 

 

最初に奇経治療に興味を持たれる方も多いので付け加えておきます。 

 

ただ、これもあくまで私個人の考えです。 

 

奇経治療では施術点が決まっています。11 円療法などでは症状によって、また施術点が決

められています。 

 

それらは過去のデータから出現頻度の高い組み合わせが残ったものだと考えています。 

私の経験ではただ術式どおり、定型的に施術した場合、有効率は 3 割程度かと思います。 

 

3 割しかヒットしないのか？と言われればそれまでですが、3 割はかなり高いヒット率で

はないでしょうか。 

 

その精度を高めていくために判断基準として脈診、筋診断法、LF もしくは気滞を診る望診

法を修得していただくと良いと思います。 

 

これもまた前述と同じ繰り返しになりますが、たとえば症状から定型的に治療点を取った

とします（11 円療法など）。 

そして、施術点（経穴）にダイオードなり、鍼灸などを施術する前後に脈診や筋診断など

をして変化を診ます。 

 

脈がどう変化したか、どのように変化したら症状が改善されたのか、この情報を自分なり

の感覚で捉えてデータとして蓄積していく作業が練習です。 

 

これをやらず、当てずっぽうで施術していると、たとえ何十年やってもまったく上達しな

いという結果になります。 

 

上達のための練習とは「常に微小な差異を感じとって修正してく作業である」とは野口体

操の野口三千三先生のお言葉です。 

 

 

 

 

 

 

 



８気感を得るための身体操作について 

 

さて自力で気感を得るためにはどうしらよいのかということですが、結論から言います

と、自身と重力との関係性を再構築するということになります。 

なぜなら「重力」が最も身近な自然（＝自然の働き、法則）であるからです。 

 

その方法は古来より伝わっている方法でも構いません。例えば座禅でも構わないと思って

います。 

 

座禅もただ座ってじっとしているだけではありません。陰陽論を思い出して欲しいのです

が、例えば良肢位であったとしてもその姿勢のまま 1 時間固定されれば、やはり苦痛で

す。完全に不動となるのはダメなのです。見た目には不動（座ったまま）に見えても体内

ではゆっくりと循環するような動きがあり、それを感じ取らなければなりません。 

 

その過程で不均衡と均衡を繰り返していく事になります。 

 

 



ですから、見た目に真っすぐだから良いとは限らず、歪んでいるから悪いとも言えませ

ん。 

 

ここで自身の体の微小な差異や変化を感じ取ることが気感修得への方法となります。 

 

なぜなら、そこで微小な差異を感じ取る能力が育ってくると、相手（患者）の差異も感じ

取れるようになってくるからです。 

 

いろいろな感じ取れるものが出てくると思います。初期段階では気滞の他にも熱や筋緊

張、関節の歪みなどさまざまな違和感が検知されてくると思います。 

 

それを分類していく作業が気滞感知への技術です。 


