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『生きる意志としての肝の臓象』

第 1 章 はじめに■

学生時代、東洋医学の基本である臓象学を学び始めて、肝の臓象が一番

難しく感じられた。鍼灸学校を卒業し、患者さんをより理解するために

弁証論治で病因病理を考える際にも、肝の臓象はとても考えさせられる

ことが多かった。勉強会でも常に多くの質問が挙がり続けているのが、

肝の生理病理である。

ではなぜ、肝の臓象は、他臓腑よりも複雑でわかりにくいのかを考える

と、肝は感情と密接に関係し、他臓腑を含めてその影響が広範囲に及ぶ

ためだと考える。そしてそれを為さしめているのが、魂を蔵するがゆえ

に生きる意志を体現しようとする肝の機能であると考える。

そしてこの生きる意志を体現しようとする肝を理解する時には、陰と

陽、気と血のように、別々に分けて考えるのではななく、陰陽表裏一体

で考えることが肝では重要となる。

自身の肝に対する理解を整理し、より理解を深めるために、肝の臓象を

複雑に感じさせる肝の特殊性を少しでも明らかにすべく、生理と病理に

ついて考える。肝の臓象を理解することは、患者さんをより深く理解し

ようと作成する弁証論治を考えるのにも大変役立つものと考える。

1-1 目的■

魂を蔵し、生きる意志を体現しようとするがゆえに、肝の機能は多岐に

わたって影響を与えることとなる。この多岐に及ぼす影響が、生きる意
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志によってもたらされていることに焦点を当て、この生きる意志を中心

にして肝の生理と病理を整理することで、よりリアリティのある肝の臓

象に迫りたい。

1-2 方法■

10 年以上にわたる一元流勉強会において、患者さんをより深く理解し、

患者さんの生命に迫るために多数の弁証論治が作成されてきた。その作

成過程において、数多くの質疑応答がやり取りされてきた。それらのや

り取りを基に、肝の臓象を生きる意志を軸に整理する。

第 2 章 肝の特徴的な生理■

肝の主な生理作用には、

1、「魂を蔵するがゆえに気の昇降出入を主る」

2、「血を蔵す」

3、「筋を主る」

がある。

これらは肝の特徴的な機能を代表して表しているが、肝気という陽的側

面と肝血という陰的側面を表したものとも言える。そしてそれぞれは相

互に密接に関係しあっており、それぞれの作用が別れて別々に存在し機

能しているわけではなく、常に一体として働いていると捉えることが大

事である。

これらの作用は、肝という一つの臓の営みを 3 つの側面から捉えている

が、とりわけ魂を蔵することによる”生きる意志”という将軍の官として

の役割が主導することによって、肝の特徴的な生理機能が体現されてい

ると考える。

魂を蔵する肝の特徴的な生きる意志という将軍の官としての在り方を中
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心に、肝の生理機能を考える。

2-1 魂を蔵するがゆえに気の昇降出入を主る■

肝が魂を蔵するということは、生きる意志を主る臓であるということで

ある。

肝木の身体観において、肝は天地の間に位置している。上には枝を張っ

て葉を茂らせ、下においては地中に根をしっかりと張っている。上に位

置する臓は気を降ろし、下に位置する臓は気を昇らせることで、天地は

交流している。天地の間に位置する肝は、この天地の気を交流させる役

目を担い、全身の気の昇降出入を主っている。

日常的な生きるための生理的な身体反応から、何かを為し遂げようとす

るなど目的を持って人生を生きていく時に働く思惟的精神的活動まで、

人が生きるあらゆる過程において、生きる意志が働いている。意識的・

無意識的に関わらず、肝の生きる意志が常に働いているのである。

肝の生きる意志が具体的にどのように働くのかというと、肝の意志の力

により全身の気を再配分するのである。気の再配分とは、いま直面して

いる問題や課題に取り組むために、肝の力で気を必要な場所に送り込む

ことである。

気の昇降出入を主り、全身に気を巡らせるというのは、肝気という肝の

陽的な側面を象徴したものである。疏泄という漢字が通し押し出すとい

う意味であることを考えると、疏泄作用というのもこの昇降出入の一部

の作用を表した言葉であると捉えられる。

2-1-1 センサーとしての肝気

他の臓腑にも個々に昇・降・出・入の作用がそれぞれあるが、肝は気を

必要なところに送り込むことで、それらの個々の作用を補助したり強化

したりすることができる。つまり将軍のように気を再配分して全身の気

を主導することで、全身の気の昇降出入を肝が主ることとなる。ではな

ぜ気の再配分が必要になるのかというと、生命は常に揺らいでいるから

である。
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本来、生命力がしっかりしていれば、つまり五臓それぞれが充実してい

れば、外界から気を取り込み、不要なものを排出しつつ、滞ることなく

気を身体の隅々にまで行き渡らせ、巡らせることができる。五臓が行う

通常の生命活動である。しかし体内においても体外においても、様々な

環境の変化が常に起きており、生命はそれに対応しなければならない。

つまり通常の生命活動を超えた対応を迫られることが常に起きていると

いうことである。そしてこの通常の生命活動を超えたところで対応に当

たるのが将軍である肝である。

生命が揺らぎながら生きているとは、五臓で考えると、五臓は常に充実

しているわけではないということである。例えば、食事をした後に眠た

くなるというのは、消化吸収のために気血が胃に集まり、頭の気が不足

するからである。身体の気は必要に応じて常に偏在しているということ

である。気を偏在させることで、必要なことを為そうとしているのが肝

である。

身体において常に気が偏在しているということは、どこかに何らかの理

由で気が必要なところがあり、そこに気が集まると、一方で別のところ

は気が薄くなるということである。この必要なところに気を送り込むの

が将軍の官としての肝である。気を送り込むためには、今、体内がどの

ような状態なのかを知る必要があり、そのため肝にはセンサーのような

役割がある。センサーが体内に張り巡らされることによって、色々な情

報を得て体内の状態を把握し、気の再配分を行っている。

肝気によるこの気の送り込みには、2 つの種類がある。

2-1-2 生命本来の防衛としての肝

一つは、弱い臓腑を助けるために、弱い部位を補強するために、必要と

される場所に気を送り込むというという働きである。この肝の働きは、

根源的な生命本来の生きる意志の部分であり、意識的にコントロールが

難しいところである。

この肝の働きとしては、例えば外邪の侵襲への防御がある。カゼを例に

挙げると、そもそも生命力が充実していれば、カゼなどの外邪に侵され

ることもないが、生命力が弱ることで外邪に侵されやすくなる。生命力

が充実しているとは、センサーとしての肝が素早く反応して働き、必要
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なところにすぐに気が送り込まれて、外邪を払い除けることができ、必

要が無くなったら送られた気がちゃんと元に戻るということである。こ

の場合、カゼを引いたという自覚すら起きず、日常生活を送っていると

いうことになる。

外邪自体の威力の大小にも因るが、カゼを引き込むということは、すで

にそこにある程度の生命力の弱りがあるということである。この場合、

より大きな気の送り込みが必要になり、肝が強く働くこととなる。その

結果、邪気に侵されている場所で、肝によって送り込まれた気によって

正邪の闘争が起こり、いわゆるカゼの症状が出ることとなる。

その他の例としては、外傷がある。怪我をするとそこに気が送り込ま

れることで、その場所を早く修復しようとする。そのために局所に炎症

反応が起こるのである。

センサーとしての肝がきちんと敏感に働き、その反応として肝が気を必

要十分に臓腑や局所に送り込むことで、生命は揺らぎながらもバランス

を取って生きている。

2-1-3 欲求を体現しようとする肝

二つ目の気の送り込みは、意識的に特定の臓腑や部位に気を送ることに

より、その場の気をより一層充実させることでその機能を高めて、何ら

かの目的を達成し、事を為さしめようとする働きである。

目的を達成し、事を為すというと大げさに聞こえるかもしれないが、人

が日常的に行っている様々な行為、行動が、肝の気を送る働きによって

なされているのである。このように意識的に意志の力で気を送り込むこ

とを肝気を張ると表現する。肝気を張ることに通じる言葉として日常的

に使われている「気を張る」や「気張る」という状態をイメージする

と、分かりやすいかもしれない。

これまで述べてきたように、人は生きている以上、常に気の偏在、アン

バランスを多かれ少なかれ起こしながら、日々を過ごしているが、この

何かを為したいという肝気の張りによる気の送り込みは、感情や欲求に

基づくところが大きく、それにより引き起こされる気の偏在も大きくな

りやすい。
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肝気を張ってどこかに気を集中的に送り込むということは、全身の気の

昇降出入のバランスに偏りが生じるということである。つまり、人ひと

りの器には差こそあれ、その人の今ある気の総量には限りがあり、その

気をどこか一部に送り込むということは、どこかにその分の虚が生じる

ということでもある。しかし、生命としては常にバランスを取ろうと働

くので、肝気を張って気の偏在を起こしたとしても、休息や睡眠を取る

ことで納まるべきところに気が納まり、その気の偏在やアンバランスは

解消される。

このように、肝は、生理的にも、意識的にも無意識的にも、気を必要な

場所に送り込むことによって気の再配分を行う。このことから、将軍の

官であり、謀慮を主ると言われ、それは肝に蔵される魂の為せる業である。

2-2 血を蔵す■

全身の気の昇降出入を主りつつ、魂を蔵して将軍として気を送り込む意

志を持つ肝気を支えるのが肝血である。肝木の身体観において、天空に

伸びる枝葉である肝気に対して、地中にしっかりと張っている根が肝血

である。根にしっかりと十分に血を蔵することにより、枝葉である肝気

がしなやかに伸び伸びと健やかに茂ることができるのである。

肝気がしっかりと働いて、必要なところに気を送り込むことによって、

生きる意志を表現できるのは、この肝の根である肝血が充実しているか

らである。肝気を裏から支える縁の下の力持ちとしての役割を肝血が果

たしている。全身の隅々にまで気をスムーズに巡らせるために働く肝気

の納まるべき拠り所となるのが肝血である。

肝気を張って頑張る時、気がどこかに意志を持って送り込まれる時、そ

れは肝血を吸い上げて肝気を張ることで、気が送り込まれ、全身におけ

る気の偏在が起こるということでもある。

肝血は、精血同源、肝腎同源というように、腎精と相互に滋養し、補完

しあい密接に関係している。肝血を吸い上げて肝気を張るということ

は、言い換えると、腎気を吸い上げて肝気が張られているということで

もある。腎気が不足して肝気を支えられなくなることを水不涵木という

ことも、この肝気と肝血と腎気の関係性を表している。ちなみに水不涵

木とは、水が木を涵養できないということである。つまり肝木の身体観
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でいうと、水である腎が木である肝を養い育てることができないという

ことである。

また肝血は脾胃から取り込まれた後天の精血によっても養われている。

脾胃によって食物から吸収され作られた血が肝に蔵される。健康な脾胃

によって充分な血で肝血が滋養されることで、肝の根に潤沢な血が蔵さ

れることによって、枝葉である肝気が安定することになる。

人は生きる過程において、常に気の偏在、アンバランスを多かれ少なか

れ起こしている。肝気を張って、気を一時的にある場所に多く送り込

み、気の偏在を起こしたとしても、休息や睡眠を取ると気があるべき場

所に帰って納まり、気の偏在やアンバランスは解消される。これは肝の

根から吸い上げられた気血が枝葉に注がれても、肝気を張ることを止め

れば、充実した肝血に導かれ、ちゃんと気血があるべき場所である根に

帰り、納まるということでもある。

昼間に活発に活動し、夜ちゃんと眠れるというのは、肝気が昼間に気を

巡らせ、夜には肝気が納まるべきところに納まって鎮まるので、ちゃん

と眠ることができるのである。この時、肝気が暴走せずに、適度に張ら

れて巡り、納まることができるためには、肝血がどっしりと充実してい

ることがとても大事である。

また気を必要に応じて送り込む作用と、気血は一体であるということを

併せて考えると、肝の蔵血作用の一部としての「肝が全身の血液量を調

整する」機能は、肝の気の昇降出入の機能の一部を血の側面に注目し強

調して述べたものであると考えられる。

2-3 筋を主る■

手足を動かすなどの身体を動かすという行為は、まさに自分の意志を

持って筋肉を動かすということである。自分の意志の力で筋肉を動かす

ことにより、何らかの動作をし、物事を為し遂げることができるのであ

る。自分の意志によって必要な筋肉に気を送り込み、体を動かすという

ことは、魂を蔵する将軍の官である肝の為せる業である。

一方で無理な肝気の張り方や誤った生活習慣による偏った身体の使い方

によって、気が偏在し、気が滞りやすくもなる。
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肝は気の昇降出入を主り、気をスムーズに全身に滞りなく巡らせること

を担っている。全身に気血を滞りなく巡らせるためには、筋肉を意図的

にしっかりと動かすことが大事である。昔からずっと言われている養生

法である「じっと座ったままで居ず、身体をちゃんと動かすこと」「毎

日よく歩くこと」などは、まさに筋肉を動かすことで全身の気血の巡り

を促進させ、全身の気の昇降出入を促そうというものである。

肝気が意志の力に大きく影響されるがゆえに、肝気は気を昇らせやすい

傾向を持つ。そのため、歩くなどの特に足腰をしっかりと使った動作

は、上に向かいやすい肝気を引き下ろすことで、気血を上に滞らせず、

全身に巡らせることができる。そのために全身の気血の巡りをよくする

ために歩くことが古来より推奨されてきた。

このように、肝が筋を主り、自分の意志で筋肉を動かすことで、肝自身

の担う気の昇降出入を促進して、全身の気血の巡りを健全に保てるよう

に、自身でちゃんとバランスを保つすべを持っている。

第 3 章 病理へ■

肝の生理として、魂を蔵することにより将軍として生きる意志を持っ

て、気を必要とされるところに送り込むという特徴を述べた。

ここでは、五臓の気血のレベルにフェーズを下げて、また他臓との関係

性を踏まえながら、生理と病理の間で揺れ動く肝の特性を考える。

この気の送り込みには意識的にはコントロールが難しいところである、

生命の根源的な生きる意志の反映された「生命本来の防衛としての肝

気」と、より良く生きようとする人としての「欲求を体現するための肝

気」の、二通りの肝気のあり様がある。

特に欲求を体現するための肝気は、「肝気を張る」という言葉で表現さ

れ、感情とも密接に関係し、生理的にも病理的にも身体に大きく影響を

与えるとても特徴的な肝気のあり様である。

この特徴的な肝気のあり様「肝気を張る」ということを中心に肝につい
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て、考察する。

3-1 肝木の身体観■

肝木の身体観とは、肝を中心にして生命のあり様を示した身体観であ

る。肝と他の四臓との関係を、木としての肝を軸にして表現しており、

肝の特徴を理解しやすい身体観なので、まずは肝木の身体観について考

える。

3-1-1 肝木の身体観から見る肝気のあり様

肝木の身体観では、木として象徴される肝木を中心にして、大地として

の脾があり、その大地の中で湧き出る源泉が腎であり、天空には太陽と

しての心があり、天空の大気および外部と分ける枠組みである括りとし

ての肺が存在する。肝木は、大地である脾腎に栄養されて支えられ、根

をしっかりと地中に張り、枝葉を天空に伸ばす。

その中で、より詳細に肝木を見ると、枝葉が肝陽であり、根が肝陰であ

る。根がしっかりとどっしりと地中に張っていて、天空に枝葉が適度に

伸び、適度に茂っている状態が、バランスの取れた生理的な肝の状態で

ある。

肝のバランスが生理的に取れているとはどういうことかというと、肝の

陰陽のバランス、肝陰と肝陽のバランスがきちんと保たれている状態と

いうことである。つまり、肝木の身体観で言うところの陰としての根

と、陽としての枝葉のバランスが取れている状態が生理的な状態である。

条達と表象される肝気という枝葉が天空に向かって、しなやかに適度に

茂っていることが、全身に気血がスムーズに滞りなく巡っていることで

ある。昇降出入に乱れがなく、肝気の健やかな状態であると言える。

理想的な肝木の在り方は、肥沃な大地にしっかりとした根が張ってい

て、そこから必要な養分が枝葉に送られ、土台であるその根に相応しい

適度な枝葉が茂っていることである。天空に伸びた枝葉が適度であるの

で、太陽の光が適度に枝葉や大地に注がれ、枝葉の間を適度に風が通り

過ぎることができ、天と地がきちんと交流することができる。これが充



- 10 -

実した生命であり、その人の器に即した生命の在り方とも言える。

このように五臓のバランスの取れた状態は理想ではあるが、生きている

人において、このバランスは流動的であり、アンバランスな状態が常に

起こっている。アンバランスになれば、またバランスをとろうとするこ

とを時々刻々と繰り返しているのが生命である。しかし肝木が生きる意

志の象徴であるがゆえに、肝木が主導して五臓のバランスを乱し、時と

して五臓のアンバランスを加速させる方向に働いてしまうという側面を

はらんでいる。

もし大地が枯れていたり、張っている根が弱弱しいものであれば、その

根を土台として伸びる枝もひょろひょろと細く、葉っぱもまばらにしか

茂ることができない状態となる。これは、全体としては弱弱しい小さな

器だが、肝の陰陽としてはバランスが取れている状態と考えられる。小

さくともバランスよくまとまった生命と言える。このひょろひょろと細

い枝とまばらに茂る葉は、気虚、気血両虚における相応の肝気の現れ方

である。

しかし、人間は大地や根の土台が脆弱であっても、それに相反して枝葉

を茂らせることができるのである。生きる意志である肝気は、自分の土

台である根の状況に関係なく、天空に枝葉を茂らせることができるので

ある。これが、生きる意志を象徴している肝気の大きな特徴である。

生きる意志に突き動かされて欲求を体現すべく肝気が張られると、肝木

は土台である根や大地から気を吸い上げて枝葉にその気を注ぎ、上に外

に枝を伸ばして葉をめいっぱい茂らせようと頑張ることになる。この枝

葉を茂らせようと頑張ることが肝気を張るということである。

このように肝気を張って頑張った結果、枝葉は鬱蒼と茂ることとなる。

この過度に鬱蒼と茂った枝葉の状態がいわゆる肝鬱の状態である。そし

てこの時、根を含めた地中の状態がどうなっているのかは、ぱっと見た

だけでは外からは分かりにくい状態である。つまり鬱蒼と茂った枝葉は

一見すると元気な木に見えることが多々あるということである。

生きる意志の表れである肝気は、その土台に見合わない肝気を呈するこ

とがあり、これが肝の病態を複雑に感じさせる一因となっていると考える。

3-1-2 肝と他の四臓の関係
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肝木は、それを取り巻く他の四臓の充実度と深く関係している。そこで

肝木と他の四臓との関係を考察する。

3-1-2-1 表としての肝気を裏で支える脾腎

肝木の身体観において、肝木を支える他の四臓の状態によって、肝木の

様相は違ってくる。特に脾腎は、血による滋養の観点、精血同源の観点

から、土台としての肝の根を下支えする。大きな五臓の括りで言い換え

るなら、表に現れる肝気を支えるのは、裏である脾腎ということである。

裏である脾腎がしっかりと充実していれば、肝気を張っても支えられ、

その肝気によって為される行為も滞りなく行われ、肝気の張りが必要無

くなれば、送られた気もちゃんとあるべき場所に戻り、張られた肝気も

裏に納まる。1 日の中で考えると、昼間に張られた肝気が夜にはちゃんと

裏に帰り、眠ることができる。夜に気が裏に帰り、裏が養われ、生命力

が養われることで、表である肝気と裏である脾腎のバランスが保たれ

る。裏である脾腎の充実が生命力の充実であり、生命力の偏在も、自身

の生命力で解消されるという生理的な生命の営みが行われる。

脾腎の器が小さければそれに見合った肝気の張りは小さいものとなる。

ところが、この肝気の張りは、バランスを取ろうとする生命力を凌駕す

る勢いを持つことが多々ある。つまり、脾腎の器の小ささに反して猛々

しく肝気が張られることがあるということである。これは肝気の張りの

原動力が生きることに付随する欲求や感情であることに起因する。

脾腎の器以上に肝気が張られるのは、より良く生きようとする人として

の意識の表れである。人はより良く生きようと頑張るものである。その

ために、自分の器以上に肝気が張られることが多々起こるのである。特

に、脾腎の器の小さい人は、現代社会に適応して生きようとすると、望

むと望まざるとに拘わらず、肝気を張らざるを得ない。同じ物事を為そ

うとしても、脾腎の器が大きい人にとってはそれほど肝気を張らずにこ

なせることが、脾腎の器の小さい人にとっては頑張って肝気をしっかり

張らないとこなすことができないということになる。

脾腎の器が大きい人でも、肝気の張りの原動力が生きることに付随する

欲求や感情であるために、その器以上に肝気を張って、物事を為そうと

することは往々にして起こりえる。脾腎の器が小さい人に比べれば、脾

腎の器が大きければ、無理なく肝気を大きく張ることができるが、その
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大きな器を更に超えて肝気を張ることも多々あるのである。肝気の張り

はその人の個性がとても出るところである。

肝気の張りの大きさと脾腎の器のバランスが取れていれば、身体的に大

きな問題を起こすことは無い。しかし人はより良く生きようと努力しよ

うとする。この時、自分の器を超えて肝気が張られることが少なからず

ある。肝気の張りの程度、それを支える脾腎の器の状態、肝気を張り続

ける期間などにより、肝気を張るという行為は生理的な範囲から病理的

な範囲まで、様々な過程があり、その過程において様々な表情を見せる。

3-1-2-2 肝と心肺の関係

肝木の身体観において、上や外に伸びる肝気の向う先に位置する心肺

は、肝気が張られると、その肝気の生命力によって助けられることもあ

れば、肝気の勢いに侵されることもあるという、一見すると相反するよ

うな影響を受けることがある。

肝気が張られて、心肺に送り込まれる気の量が適度であれば、心肺の機

能を補うことになる。しかし、過度な肝気の張りにより、心肺の器以上

の気が送り込まれることとなれば、それは心肺を侵すこととなる。この

適度の見極めは、肝気により送り込まれる気の量と、それを受け取る心

肺の個々の器の状態により、個別具体的に異なってくる。

また肺は粛降を主ることから、肺気がしっかりしていると肝気の過度な

上昇を華蓋である肺気がしっかりと抑えることができる。充実した肺気

は肝気の暴走を抑えることができる側面も持つということである。

3-2 肝気を張ること

肝気を張ることは、意識していてもしていなくても、心身が頑張ってい

ることである。頑張って何かを為すために、必要とされるところに気を

送り込むことが、肝気を張るということである。

肝気を張ることで、センサーを外に向けて張り巡らし、より感度を上

げ、外部の環境や情報を敏感に察知し、外の変化に瞬時に応えられるよ

うにしている。肝気を張って頑張ることは、素早く反応するために体を

多かれ少なかれ緊張させているとも言える。
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人は生れ出た瞬間から生きようとしている。乳児は生きようとする欲求

に突き動かされて、泣いて欲求を伝え、欲求が満たされ疲れたら眠る。

起きている時は肝気が外に伸び、眠るときは肝気が裏に納まるというこ

とである。肝気が納まることで土台である腎気が養われて成長していく。

起きているときは母乳やミルクを飲み、大半は眠って過ごす時期から、

少しずつ起きて授乳以外の行動をする時間が多くなってくる。外の世界

に常に興味を持ち、色々なことを理解しようとする欲求や感情が行動を

起こさせ、それが心身の成長を促すこととなる。

肉体的に完成する成熟期においては、より良く生きようとする意志が大

きく働くようになる。人は常に欲求や感情に突き動かされて行動をす

る。基本的な欲求は生きようとする欲求であり、社会で生きる時にはよ

り良く生きることや人間関係において生じる感情を基にした欲求に動か

され、行動する。これが肝気を張ることに繋がる。

このより良く生きようとする欲求を満たし、目的を達成するために、肝

気を張って気をどこかに送り込むことにより、集中して何かを見たり、

考えたり、行動したり、運動をしたり、生活における様々な行為を行う

ことが可能となる。

肝気を張って必要な場所に送り込まれる気は、言い換えると生命力であ

る。肝気を張って特定の部位に気が送り込まれるということは、一時的

な全身における気の偏在を生じるということである。これは生命が常に

傾き、揺らぎながら生きているとも表現できる。

このように人は、意識的であれ、無意識的であれ、多かれ少なかれ日常

的に肝気を張って生活をしている。肝気を張るという肝の働きによっ

て、必要な場所に気が集められることによって、様々な行為が為されて

いる。言葉を変えると、大なり小なり常に気の偏在が起きているという

ことでもある。

この生命力の傾きである気の偏在が、一時的であれば身体的な問題はほ

ぼ無いか、問題があっても小さくて済む。しかしこの気の偏在が大きく

常態化すれば、気の昇降出入のバランスは崩れ、問題が体調の不調や症

状などとして顕在化することとなる。

3-3 、肝気を張ることに伴う気の偏在
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頑張って物事を為し遂げようと肝気を張るというのは、火事場の馬鹿力

を使っていると例えることもできる。火事場の馬鹿力とは、火事という

切迫した状況で普段には想像できないような力を無意識に出すというこ

とだが、一時的に難局を乗り切るために発揮される肝気である。

火事場の馬鹿力というと大げさな言い方かもしれないが、肝気を張ると

いうことは、何かを為し遂げようとその人本来の器以上の生命力を使っ

ているということがポイントである。

この肝気を張る状態は、どこか必要なところに生命力を一時的に注力

し、大きく生命力の傾きをつけていることになる。つまり気の偏在を起

こすということである。頑張って自分の身体を使うという行為は、現代

の生活においては、日常的に行われていることでもあり、気の偏在は日

常的に起きているということになる。

日中に意識的であれ、無意識的であれ、肝気を張って気の偏在を起こし

たとしても、休息や睡眠を取ることで納まるべきところに気が納まり、

その気の偏在やアンバランスは解消される。これが生命の揺らぎであ

り、揺らぎながらも常にバランスを取ろうとするのが生命である。

この揺らぎながらも中心を保ってバランスを保とうとするさまは、独楽

が回っていることに例えられる。生命力が充実していて独楽が早く回っ

ていれば、多少の外力がかかっても、しっかりとその場で回り続けるこ

とができる。生命力が弱り独楽の回りが遅くなると、中心が弱り、外力

を加えなくても揺れて不安定になる。

しかし、この独楽と生きている人間の大きな違いは、生きている人間に

は意思や感情があるということである。そしてこの意思や感情は、この

独楽を早く回す原動力にもなるが、独楽を揺るがす内的要因にもなりう

るのである。

そもそも自分の器の範囲で心身を使っている分には、肝気を張って頑張

る必要が無く、心身に無理な負担を強いることがない。肝気とそれを支

える土台である脾腎のバランスが常に取れているということである。た

とえ自分の器を超えて頑張って肝気を張ることが一時的にあったとして

も、しっかり睡眠や休養を取ることで、気の偏在が解消され、肝気と土

台である脾腎のバランスは保たれ回復する。

このように肝気の張りにより生じる気の偏在を解消しようと、本来、生

命力は常に働いている。それでも欲求や感情が原動力である肝気は、意



- 15 -

図しなくてもその生命力の働きに反する方向に進むことが多々あり、そ

れがいわゆる病的側面を呈することとなる。

3-3-1 肝気の張りと肝鬱の関係

肝気を張って頑張って何かを為そうとするとき、気が必要とされる場所

に送り込まれる。この時、気がスムーズに特定の場所に送り込まれ、問

題なく物事が為されて目的が達成されるというのは、スムーズに滞るこ

となく肝気が張られたということであり、肝の意志が通ったということ

になる。

しかし、頑張って何かを為そうと肝気を張るものの、なかなかすんなり

と事が進まないことは人生において多々ある。この場合、肝気を張り続

けるが、なかなか事が為し遂げられないために、肝気が通る出口がない

状態となる。そのため、張り続けた肝気は過剰になって、肝気が鬱滞し

始める。例えると出口のない風船にガスが充満していくような状態であ

る。これがいわゆる肝鬱の状態である。

肝鬱とは肝気鬱結の略である。肝気が鬱結するとは、肝気が鬱滞すると

いうことである。気の昇降出入を主り、気の巡りを主っている肝気が鬱

滞するということは、気の巡りの悪い部分が生じ、気の昇降出入に乱れ

が生じるということである。身体の中に気の滞りが生じやすくなってい

るということである。

この時、肝気が充満して肝鬱が起こっている場所と全身的に見た気滞の

起こっている場所、つまり気滞の症状を呈している場所とは異なるとい

うことに注意が必要である。

このように、大きな肝気の張りは出口が無ければ、充満し続ける肝気と

なり、肝鬱となるが、強い肝気の張りと肝鬱はシームレスな関係であ

る。何かを為し遂げようとする肝気とその結果起こる可能性のある肝鬱

は表裏一体のものである。

3-3-2 肝鬱の正の側面

肝鬱という言葉は、肝気が張られたことに伴う病的な側面に注目して語

られることが多く、ネガティブな印象が強いと思われる。

しかし、人生の問題や課題に直面した時、少し肝気を張っただけでは問
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題を解決することができないために、強く肝気を張り続けて肝鬱を起こ

してなんとか事を為そうとしている状態は、大きくジャンプするために

しっかりと縮みこんでいる状態、次に進むためのエネルギーを充填して

いる状態、より大きな物事を為すための準備をしている状態、などとも

言える。つまり肝気を充満させて鬱滞させることで、動力源を圧縮して、

自力で出口を押し開けようとしているのである。

肝鬱を起こすほどに肝気を過剰に張ることは、何かを為し遂げる原動力

となり、人生を切り開こうとする源となる。スムーズに事が進まず、解

決策を模索して悩み、苦悩しながらも、頑張ろうとすることで肝鬱にな

りつつも、一歩一歩人生を前進させ、人生の新たな局面を切り開こうと

しているのである。

そしてその物事が為し遂げられた折には、肝鬱は晴れて、解消されるこ

ととなる。

3-3-3 肝気の張りと肝鬱による負の側面

このように、肝気が滞りなく働いて目的が為されたり、たとえ肝鬱を起

こしても事を為すことができれば、人生における目標を達成するという

点においては肝の意志が通ったということになる。しかし、この時、張

られた肝気と他の四臓のバランスが取れていないと、身体的に様々な問

題が起こることになる。つまり肝気を支える脾腎をはじめとする周辺の

臓腑や気が送り込まれた局所の問題は、事を為すこととはまた別の話と

なる。自分の器の範囲で事が為されなければ、自分の身を削ることとな

り、色々な症状を引き起こすこととなる。

肝気を張るとき、人は何かを為そうとする目的があり、そのために肝気

によって気が必要なところに送り込まれる。その際に、肝の特徴のため

に、思わぬ影響が副次的に表れることがある。

肝は条達、昇発を特徴とすると言われるように、肝気は上や横に向かい

やすいという特性がある。肝気を張るとき、その意識は常に外に向かっ

て注がれているので、肝気は外に向かいやすい。そのため、肝気を張る

という行為には、上や横や表に気が送り込まれるという事態を意図せず

伴いやすい。これが、上逆や横逆と言われる事象である。

肝の上に位置するのは心肺であり、横に位置するのは脾胃であるから、

上逆されて影響を受けるのは心肺となり、横逆して影響を受けるのは脾
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胃ということになる。そしてこの肝気による他臓腑への影響の現れ方

は、肝気の張りの強弱とそれを受ける他臓腑の強弱、充実度によって、

異なってくる。

目標達成のためにきつく肝気を張れば、上や横に向かう肝気もきつくな

り、肝気上逆や肝気横逆の度合いもそれに比例して強くなる。しかし、

肝気の張りが強くても、それを受ける臓腑の生命力がしっかりとしてい

れば、簡単に侵されることはない。逆に、肝気の張りがそれほど強いも

のではなかったとしても、影響を受ける方の臓腑の生命力が弱弱しいも

のであれば、簡単に侵されて症状を出しやすいということになる。

肝気の過剰な張りから生じる肝鬱ともなれば、なおさらその向かうエネ

ルギーは大きなものとなり、事を為し遂げた一方で、上逆や横逆によっ

て侵されて起こる症状が激しくなる可能性は高くなる。

また肝気を張るとき、その意識は外に向かっていることが多いため、肝

気のセンサーにも気が送られ、センサー自体が過敏になる。センサーが

過敏になることで些細なことにも過剰に反応することとなる。ガスが充

満した風船の表面はピンと張られているため、衝撃を吸収できる度合い

が低く、破れやすい状態である。これが過敏になった肝気のセンサーで

ある。過敏になったセンサーは些細な刺激にも過剰に反応してしまうこ

とがある。これが肝鬱の症状でよく言われるイライラした状態とも言える。

先にも述べたように肝鬱は、肝気が充満して鬱結することで、何かを疎

通させようとしている状態でもある。人生における壁を壊すために力を

充満させて、打開しようとしているのである。この時、肝鬱が破れて予

期せぬ出口ができてしまう場合もある。意図せず肝気が疎通してしまう

ということだが、肝鬱の症状としてよく言われる怒りやすい状態という

のも、この代表例と言える。怒りを小出しにすることで、大きく暴発さ

せないためのガス抜きである。怒るという外に向けて肝鬱のガス抜きを

することで、周囲の人々はイライラされたり八つ当たりされたりと迷惑

だが、その人自身が肝鬱による肝気の暴発に侵されにくくなるという側

面も持つ。

また肝気が上逆して、上焦において肝気が過剰になりすぎて暴れている

状態が内風である。この内風も内風を起こしている原因が肝鬱であって

も、その肝鬱の状態により、様々な内風がある。

生命力と肝気の張り方、肝鬱の起こし方、それに伴う肝鬱の負の側面に

も、それぞれの個性があり、同じ症状であっても状況は様々である。そ
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れを弁証論治で個別具体的に考えるのである。

3-3-4 見せかけの肝気

肝気を張るということはどこかに気を送り込むことであるが、その送り

込まれる気は生命力である。肝気を張って上や横にも意図せず送り込ま

れる気もまた生命力ということになる。生命力の過剰な偏りは、その場

所に鬱滞をもたらし、鬱滞は熱を生じる原因にもなりうる。

その一方で、元々弱い臓腑に生命力が適度に送り込まれれば、それはそ

の臓腑を賦活し、助ける方向に働くこととなる。これが肝気を張ること

によってもたらされる肝気の仮面的な影響である。例えば、肝気を張っ

ていると風邪を引きにくいとか、肝気を適度に張っているといつもより

食べられるとか、肝気を張ると顔色が良く見えて、元気そうに見えるな

ど、さまざまな仮の姿が肝気を張ることで現れる。

しかしこれらは肝気の化粧で元気そうに見えているだけである。先ほど

の例を、裏を返して言えば、肝気を張ることで生命力の弱りを一時的に

カバーしていただけで、肝気の張りが取れて本来の生命力の弱りが表面

化すると、風邪を引いたり、食欲がなくなったりする。仕事や遊びなど

人と接しているときは肝気を張ってしまい、元気そうに見えるが、休み

の日はぐったりして元気がない状態となったりする。

そしてこの肝気を張ったことでもたらされる弱りを隠す仮の姿に騙され

るのは周囲の人のみでなく、肝気を張っている本人も自身の生命力の弱

りに気づかないことが多いのである。それは、肝気を支える脾腎の器が

元々小さい人、元々気虚傾向の人にとっては、肝気を張るという行為が

あまりにも日常的なことになっていることが往々にしてあるため、本人

は肝気を張っていることを自覚していないのである。

生命力が弱くても社会で生きるためには、ある程度の肝気の張りが必要

な場面も多く、高齢者になると、家族に見せる顔や動作と他人に見せる

それらが違うのも、肝気の化粧の為せる業である。

3-4 肝気を張れなくなる

生きる意志という言葉で表されるように、魂を蔵する限り、生きている

限り頑張ろうとするのが本来の肝気のあり様である。より良く生きるた
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めに頑張ろうとするがゆえに、生命力が弱れば弱るほど、より一層肝気

を張ろうとするのが肝気の大きな特性である。社会の中で生きる以上、

生命力が弱れば、肝気を張らざるを得ない側面もある。

しかし人は不眠不休で働いたり、動き続けることはできない。若さや

個々の持つ器の状態によって差はあるものの、短期的に体に鞭打って頑

張ることはできても、休息が無ければ遅かれ早かれいつかは心身を壊す

ことになる。そして休息なく肝気を張り続けていると、徐々に肝気を張

ること自体が難しくなっていくのである。

3-4-1 身を削って頑張り続ける肝気

肝気を張って必要なところに気を送り込んで事を為そうと頑張るという

ことは、気を偏在させるということである。この気の偏在を解消するの

が、頑張ることを止めて休息を取るということである。そして休息の中

で最も大きな役割を果たすのが睡眠である。睡眠をとることで気が裏に

帰り、裏が養われ、生命力が養われるのである。

肝気を張って頑張っても、睡眠を含めた休養がきちんと取れていれば、

肝気を張って送り込まれた気も、夜には在るべき場所に戻り、気の偏在

は解消される。つまり、日中に偏った気の昇降出入のバランスも元に戻

るということである。一晩寝て翌朝に疲れが取れているかどうかという

のは、その肝気に見合った休養が取れているのかの目安となる。翌日に

疲れが残るということは、睡眠による生命力の回復が追い付いていない

ということであり、疲労を蓄積しつつあるということになる。

肝木の身体観で見ると、枝葉である肝気を茂らせるために吸い上げられ

るのは、肝の根からの気であり、肝血であり、腎気であり、脾気であ

る。休養、特に睡眠を十分に取らずに肝気を張って頑張り続けるという

ことは、裏である肝血や腎気を吸い上げ続け、そこに気血を供給する脾

気にも負担をかけ続けるということである。つまり、長期的に睡眠が不

足した状態で肝気を張り続けると、裏である脾腎が毀損されることにな

るのである。肝気の枝葉は鬱蒼としているのに、根や大地は痩せて枯れ

ている状態である。

このように、肝気を張って疲労が溜まってくるということは、肝の根や

脾腎が損傷されるということではあるが、五臓は相互に助け合ってい

て、一つの生命を 5 つの観点から表現しているに過ぎないと考えると、疲

労の蓄積は生命力の弱りということになる。そして生命力が弱れば弱る
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ほど、生きる意志である肝気はその弱りをカバーするように、ますます

張られるようになる。つまり肝気を張って生命力を損傷し、裏が弱るか

らまた肝気を張って頑張ってしまい、更に生命力を損傷するという負の

スパイラルに陥るのである。

肝気を強く張れば張るほど、裏が弱れば弱るほど、外に向いた肝のセン

サーは過敏になり、気が納まりづらくなり睡眠の質も悪くなり、ますま

す生命力を養いづらくする。外に向けてのセンサーが過敏になるので、

外からの情報や刺激は過敏なほどにキャッチするが、身体の内から発せ

られる声には疎く、鈍感になってしまう。些細な症状として発せられる

身体の声は、このように肝気を張ることによって、かき消されることと

なり、疲れていることの自覚さえ難しくする。裏が弱り、肝気をコント

ロールできず、肝気が暴走し始めるのである。そして肝気を張って疲労

を積み重ねるという悪循環を更に加速させることとなる。

疲労という生命力に弱りがある初期の段階では、肩こりをはじめ、頭痛

や風邪を引くなど、その気の偏在の在り方によって様々な症状が出始め

ることとなる。最初は平日に溜めた疲労も休日にしっかり休養を取れば

生命力が回復できていたものが、休日に休んでも疲労が残るなど、生命

力の損傷は深くなり、過労状態に陥っていく。

この生命力の虚損が深くなっていくのと相反して肝気はますます張られ

るという悪循環の過程における心身の症状は、個人差があり、様々であ

り、多岐に及ぶ。生命力が虚損されていくので、身体としては SOS を発す

ることとなり、それが様々な精神的、身体的な症状となって現れる。そ

れを東洋医学では個別具体的な弁証論治として考えていくこととなる。

生命力の虚損が深くなってくると肝気を張らない「素」の状態になる

と、その生命力の虚損の状態が前面に現れることとなる。化粧のように

一見元気そうに見せる肝気によって覆い隠されていた生命本来の姿が、

肝気の張りが緩むと出てくるのである。肝気の張りだけで活動できてい

た人にとって、肝気の張りが緩んだ時に出る虚損した生命状態により現

れる不調のために、強制的に休養を取らされる状態になることもある。

いわゆる”寝込む”ことになるのである。

このような状況になっても、寝込んだ後にはまた肝気を張ることがで

き、頑張ろうとする。これが肝気の生きる意志の偉大さである。数時間

もしくは数日の休息で少し生命力が回復すると肝気が先走って、にょき

にょきと立ちあがってくるのである。肝気の枝葉をしっかりと支えるま

でに裏の土台は回復しきれていないが、生きる意志である肝気は常に立
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ち上がろう、張られようとするのである。

このように生命が徐々に深く毀損され続けながら、肝気を張るという仮

面によってなんとか生活が為されているという悪循環を起こしている

時、どこかで生活状況を振り返り、この悪循環を断ち切らなければ、生

命力の弱り、裏の弱りを一層深化させていくこととなり、病として

フェーズの一段下がった状態に進むことになる。肝木の身体観で表す

と、表面は枝葉が生い茂っているように、元気そうに見えるが、裏では

根や地中は養分がなくなってスカスカの状態になっていくのである。

そしてある時、頑張ろうと思っても、いや頑張ろうと思うことさえでき

なくなるのである。とうとう肝気を張ることができなくなるのである。

3-4-2 命を守るための防衛策としてのうつ病

過労を重ね続けて、それでも張れるだけ肝気を張り続けると、肝気を張

るための生命力がとうとう枯渇してしまうことになる。つまり肝気を支

える肝血が深く虚損し、引いては脾腎が深く疲弊し、最終的に肝気を支

えることができなくなるまでに、深く裏を傷ってしまうのである。

肝鬱腎虚の悪循環を続け、その過程において、様々な身体の声は出てい

ると思われるが、それでも無理を押して、肝気という気力を振り絞って

頑張り続け、遂にはやる気を出すことができない心脾両虚の段階に陥っ

てしまう。西洋医学的にいうところのいわゆる「うつ病」である。

こうなると、それまでの脾気腎気の虚損から一段深い病のフェーズに

入ってしまい、心にも影響が出始めた状態となる。生きる意志であるや

る気の肝気を肝血の根が支え、その根と一体となって精としての腎気が

支え、その根を後天の気血精を供給することで支える脾気も疲弊しきっ

たために、肝血、腎精、心血も補われなくなってしまった状態である。

肝、腎、脾、心の、陰的側面という生命の深い部分にまで及ぶ虚損を引

き起こした状態である。

この心脾両虚は、頑張りに頑張って張り続けた肝気がとうとう支えを

失って折れてしまった状態であり、別名、肝気の中折れとも言う。裏の

側面から見れば、心にまで及んだ気血両虚であり、表の側面から見れ

ば、肝気の根が重く茂った枝葉を支えられずに折れてしまった状態であ

る。生命の側面から見ると、この状態は、生命が生き伸びるための最後

の手段に至ったとも言える。
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より良く生きようと頑張り続け、生命力を虚損し続けている状態は、よ

り良く生きようとしている一方で、一つの個の生命として急速に死に向

かっているということである。生命力の虚損が続く極限の過労状態から

遂には生命が終わってしまわないように、肝気の暴走を強制的に止め、

命を守るという生命の最後のセーフティネット、自己防衛策が、心脾両

虚、肝気の中折れ、うつ、なのである。

この状態になると、生命の器を一回り小さくした状態、もしくは生命の

器を深いところまで脆くした状態であり、少し休養を取ったくらいでは

肝気を奮い立てて張ることはもう出来ない状態となる。

3-4-3 漢方の見地からの考察

心脾両虚の漢方薬である帰脾湯は、脾気を建てて気血を補って、肝腎の

根を養いつつ、心血も同時に養うという処方である。脾腎肝の裏を建て

るだけでなく、心も同時に補うことで、肝の根が養われ始めた時に、肝

本来の生きる意志が働いて心を助けようと再び肝気を張って頑張ろうと

するのを防ぐことにもなる。

第 4 章 養生■

ここまで、肝における生命の揺らぎ方、生理的側面と病理的側面を考察

することで、肝の最大の特徴であるより良い人生を送るために働く肝気

自身が、一方で自身を傷つけることにもなりえることを述べてきた。こ

れらを踏まえて、生きる意志である肝気とどのように付き合えば、自身

を傷つけることなくより良い人生を送ることができるのかについて考える。

これまでの考察から肝における養生のポイントは 2 つである。一つは肝気

の使い方、もう一つは裏の充実である。

4-1 肝気の使い方■
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より良い人生を模索し、そのために努力し、頑張ろうとする肝気のおか

げで、人は人生において華を咲かせることができ、延いては人類や文明

がここまで発展することができたとも言える。

より大きな欲求や目標を達成するためには、より力強い肝気が必要とな

る。裏を返せば、欲求や目標が小さければそれほど大きな肝気は必要と

されないということである。つまり、肝気の大小には、もちろん裏の問

題も関係するが、それ以上に欲求にまつわる感情が大きな影響を与える

ということである。

そのため、肝の養生のポイントとなる肝気をどのように使うのかは、こ

の欲求や感情とどのように向き合っていくのかということが要となる。

根本的なより良く生きたいという欲求は、どう生きたいのか、人生の目

標をどこに置くのかに大きく関わってくる。

どう生きたいのかや人生の目標は、一人ひとり異なり、それにより養生

の目標をどこに置くのかも個々人により異なってくることになる。巷に

は”健康”になるための情報が溢れているが、その”健康”は目標では

く、人生の目標を達成するため、何かを為したいがために”健康”を求め

ているということである。

一人ひとりの人生目標は異なり、肝気の張られ方、使われ方もそれぞれ

の目標や個々人の個性により違ってくるが、張られる肝気に見合った裏

の充実がその目標達成のためには重要となる。

4-2 裏の充実■

肝木の身体観のところでも述べたが、張られる枝葉である肝気に対して

の土台は、根としての肝血だけでなく、それとシームレスに一体となっ

て肝気を支えている脾腎である。

肝気が張られる時、最初にその枝葉である肝気を支えるために吸い上げ

られるのが腎気である。「水涵木」である。脾は後天の本として飲食物

より水穀の精微を作り出し、肝血や腎気を補うことで、間接的に肝気を

支える。

また脾より作られた水穀の精微は当然全ての臓腑を滋養する。そして五
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臓六腑を補ってなお余った後天の精がさらに腎に蔵されることとなる。

つまり五臓六腑の余力により、先天の本である生命の中心としての腎気

が補強されるということである。

五臓六腑が充実していれば、腎気は扶養されやすいということは、五臓

六腑の充実が、ひいては肝気を支えていると言える。五臓六腑は生命そ

のものであり、その人自身の生命力であり、人という器自体である。言

い換えると、肝気を支える裏の充実は、その人自身の生命力の充実、器

の充実ということなる。

4-3 肝気と器■

上記で述べたように、肝気をどのように張り使うのかは、設定する人生

目標や為したいことに大きく左右される。この時、人生目標に向かって

邁進する肝気とそれを支える土台としての器のバランスが崩れると、そ

れは心身の異変として現れることとなる。鉢植えされた植物に例えるな

ら、上に育つ枝葉と鉢を含めた土台のバランスが悪く、倒れそうな状態

である。

もちろんバランスを崩しながらも大輪の花を咲かせて、倒れても構わな

いと考えるのも人生においては一つの考え方かもしれない。しかし、バ

ランスが悪くなるという生命を弱らせている悪循環に気づき、その悪循

環から脱して、大きな鉢に移し替えて土に肥料をやり土台を安定させ

て、より大きな花を咲かせる、もしくはその根に見合った枝葉に選定

し、それに見合った花を咲かせるなど、人生には色々な選択肢がある。

つまり人生における目標を達成するためにどう生きるか選べるというこ

とである。

ただ、人の生命が鉢植えの草花と違うのは、鉢を取っ替え引っ替え大き

くすることはできないということである。父母から受け継いだ遺伝的な

ものと成長過程で育まれ獲得される生命力により、その人の生命の器と

しての構造はある程度決まってくる。しかし、どの人にとっても今ここ

に在る器がその人にとっての生命すべてであり、今ここに在るこの器

を、この先より丈夫にするのか、脆くするするのか、器の中でどうバラ

ンスをとるのかを決めるのは自分自身であり、その人の肝気の使い方に

因るところが大きい。
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自分の器を知り、どう生きるのかということが、肝気とどのように向き

合っていくのかということに通じる。裏を返せば、自分の器を知り、ど

う生きるのかを決めて、人生において肚が括られれば、肝気との向き合

い方もおのずと決まってくるということである。

一病息災という言葉があるが、心身が自分の思いのままに動いていると

きは自身の健康について考えることは無いが、何らかの心身における躓

き、病を得て、初めて自分の健康について考え、それにより自身の器を

自覚し、養生して暮らせるということである。もちろん無病息災という

ように、無病のうちに養生しながら、人生の目標に向かい進める方が良

いのかもしれないが、欲求や感情に囚われやすい人間には難しく、養生

の必要性を分かっていてもなお、養生が為されにくいということは現代

社会ではままあることである。

人間は感情の生き物であり、その感情は様々な内的・外的要因によっ

て、移ろいやすい。そして肝気はその感情と深く密接に関係していて、

影響を受けやすい。感情の影響を受けやすいということは、感情をコン

トロールすることで肝気をコントロールすることもできるということで

ある。ここが、感情に影響を受けやすい肝気においての養生のポイント

となる。

4-3-1 感情とどう付き合うのか

東洋医学では、五志や七情などのある種の感情と五臓の深い関係につい

ての述べられており、これら情志の失調が五臓の失調をもたらし、疾病

を引き起こすと古来より言われてきた。

より良く生きる意志である肝気の大きな原動力となるのは、欲求や感情

である。より良く生きる意志の志向性から、この意志はストレスや好き

嫌いなどを含む感情と密接な関係を持ち、心身に大きな影響を与えやす

い。しかし、これは裏を返せば、感情をコントロールすることで肝気を

暴走させないようにできるということでもある。

感情のコントロールに関しては、様々な具体的な対処法やアプローチ方

法が日々研究され、発表されている。その一つ一つについてはここでは

述べないが、この欲求や感情をコントロールするというのは、欲求や感

情を抑え込むということではなく、それらに振り回されずうまく付き

合っていくということである。
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4-3-2 ストレスと好きなこと

ストレスと肝気の関係はよく取り上げられるが、ストレスはそもそもそ

の人が”ストレス”と感じるという嫌な感情に拠るところが大きいと思

れる。嫌なことはその感情に抗いながら頑張ってやらなければならない

ということになり、なかなか物事が進まない割には肝気は張って頑張ら

なければいけないということになる。嫌いなことをやるときには、嫌い

だということを自覚しているので、それをやる理由が無くなれば、わざ

わざそれをやり続けようとはしないと思う。しかし仕事など社会的な諸

事情で肝気を張って頑張らざるを得ないことは多々ある。

一方で、好きなことはそれほど肝気を張らずにできるが、やり過ぎると

いう側面がある。やり過ぎるということは集中しすぎて、体が疲れてき

たことに気づかずに肝気を張って突き進んでしまうということである。

また、ストレス発散と言って、頑張って遊ぶ、楽しむという肝気の使い

方もある。確かに楽しいこと好きなことは”ストレス”とは感じず、スト

レスがないのだから身体に良いことのように思われる。実際に楽しいこ

とをすることが肝鬱の抜け道となり、ガス抜きの効果はあると考える。

しかし、そのストレス発散方法によっては、頑張って肝気を張って遊ぶ

という行動のために裏を痛めることになる場合も往々にして起こりう

る。精神的ストレス発散が身体的ストレスとなっているのである。

嫌なことでも肝気を張って頑張ることや、好きなことで肝気を張ってや

り過ぎることも、やはりどちらも肝気と裏のバランスが取れなくなれば

不調が現れることとなる。

4-4 心身一如■

肝気を張ったり、肝鬱になったりすることで、人生における目的を達成

して、より良く生きようとする肝気の側面と、それが自身の器を超える

と様々な身体的不調が起こることについて述べてきた。心身ともに健や

かに生きるためには、自身の器を知り、その器の範囲で生活することで、

肝気を暴走させないように、心身のバランスをとるように心掛けること

が大事である。
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自身の器を知ったうえで、肝気とどのように付き合っていくのかは、心

身の中心を定めることで決まってくる。心身の中心を定めるとは、精神

と肉体における中心を定め、心身のバランスを崩さないようにすること

である。心身のバランスを保つということは、年を重ねて肉体的に衰え

たり、病を得たとしても、健やかに老いていけるということである。

精神的には、欲求や感情に支配されずにそれらとどう付き合い、どのよ

うに肝気を使うのかということになる。例えば、同じ出来事でも、どの

ような感情でそれを受け止め、どう行動をとるかによって、肝気の使い

方も違ってくる。感情とどう付き合い、どのように行動するかは、個々

人によって異なり、同じ人でも時と場合により異なることもある。つま

り、精神的な中心を定めるということは、どう生きるのかということに

繋がってくる。これは簡単なことでなく、そのために人は悩み、苦悩し、

模索するのである。この人生の模索が肝気を張らせて頑張ることにもな

る。

精神的な中心を得ることは容易ではないが、肉体的な中心を定め、養い、

強くすることで、人生の模索をサポートすることができる。つまり、精

神的、肉体的と分けて述べているが、精神と肉体は切り離して別々に存

在しているわけではなく、一つの生命における気の濃淡に過ぎないのは

養生においても一緒である。心身一如である。

肉体的な中心を定めるということは欲求や感情にも振り回されにくくな

り、よりクリアに物事に取り組むことも可能となる。その肉体的な中心

となるのが、臍下丹田である。ここからは、より具体的に、肉体的な中

心である臍下丹田を通して、肝の養生について考える。

4-4-1 臍下丹田

普段の生活において、肝気を張りすぎて困ることの多くは、先にも述べ

たように肝気の特性として気が昇りすぎることによる体の上部における

気の鬱滞である。そして、この体上部の気の鬱滞はとても起こりやす

く、愁訴としてよく挙がり、代表的な症状としては肩こりや頭痛などが

ある。

気が昇りすぎて上部で鬱滞するということは気が偏在しているというこ

とである。つまり、肝によってどこかにその送り込まれた気の本来ある
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べき場所が空虚になっているということである。その空虚となっている

場所は、臍下丹田という気の納まるべき位置である。臍下丹田は、下腹

部にあり、身体の中心であり、生命の中心である。五臓で言えば、腎で

ある。

肝気を張って、気が昇り、下が空虚になることが上実下虚である。何か

に頑張って上実下虚の状態になったとしても、休息を取れば、気は納ま

るべきところに帰り、上実下虚も解消されるはずであるが、頑張りすぎ

て肝気を張りすぎると、少しの休息では上実下虚が解消されない。もう

少し、しっかりと意図的に気を引き下ろし、気を臍下丹田に納める作業

が必要になってくる。その作業の代表的な方法が、古来より良く言わ

れ、行われていた「瞑想」「呼吸」「歩く」ことである。

瞑想と呼吸は一体として語られることも多いが、そこで大事なのが、意

識を臍下丹田に納めるということである。瞑想や呼吸法で、頭をスッキ

リさせためにとか感情をコントロールするためになど色々な目的が語ら

れることもあるが、それらは目的ではなく結果である。気が納まるべき

ところ、臍下丹田に納まり、身体が気のバランスを取り戻した結果、心

身がスッキリして集中力が高まるなどの状態になるのである。

また歩くことも、滞りがちな気血を巡らせるのにとても役に立つ養生法

である。現代生活は、座って足腰は使わずに、スマホやパソコンやテレ

ビやゲームなど頭や目や手を使うことが多く、より気が昇りやすい環境

である。足腰をしっかり使って歩くことは気血を引き下ろし、よく巡ら

せることになる。そしてここでも大切になってくるのが、意識を臍下丹

田に置きながら歩くということである。歩いて気を巡らせて、その巡っ

た気を必ず臍下丹田に納めることが大事である。

意識を臍下丹田に置くということは、肝気を張ってやり過ぎてしまうの

を防ぐことでもある。気血を巡らせるために足腰を使って歩くのなら、

走るのも良いのではないかとよく問われるが、大事なポイントはどうい

う動作をするかではなく、常に臍下丹田を意識し、気を納めることであ

る。ただ意識だけを臍下丹田に納めるようにするのは難しいので、何ら

かの動作、瞑想や呼吸など体の動作を伴うことで、より中心を意識しや

すくし、心と体の両方向から、意識を臍下丹田に向けようとするのであ

る。これは、意志を主りながら、筋も主るという肝の作用に通じるもの

であると考える。

スポーツの場面では、過度な緊張から本来の持っている能力を発揮でき

ないという肝鬱状態の時に、リラックスして集中することが解決策であ
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ると言われる。これが生きる意志である肝気をコントロールして、過剰

な肝気の張りを解き、肝鬱を解消することで、適度に肝気を張りながら

緊張を保ちつつも、リラックスしてスムーズなパフォーマンスをすると

いうことである。その状態を作り出す訓練の一つとして、メンタルト

レーニングがあり、その研究も盛んにおこなわれているが、これも臍下

丹田に意識を置くことに通じる。

肝気を張るということは、意識が外に向かっているということで、臍下

丹田から意識が外れてしまいやすい。その意識を臍下丹田に戻し、気を

納める訓練を日頃からしておくことが、肝気を張り過ぎて器を壊す予防

となり臍下丹田を養うことになる。そして臍下丹田を養うということ

は、しいては腎を養うということになる。

4-4-2 鍛えること

より良い人生を得るために、人生の目標を達成するためにと、何かを為

すために肝気を張って頑張るというのは、より健康的な肉体を得るため

に頑張るということにおいても同じである。

肉体的な労力軽減のために様々な製品が開発され、現代人は身体を使わ

な過ぎ、運動不足により、肉体を蝕んでいるということも言われてい

る。多少頑張ってでもちゃんと身体を動かし、肉体を鍛えるということ

は、肉体労働の減った現代では必要なことである。そのために多数のス

ポーツジムが存在し、YouTube などのネットにも様々なトレーニング動画

が上がっている。

この肉体を鍛えるという時にも大事なのが、臍下丹田から意識を外さな

い、中心を忘れないということである。やり過ぎれば、肝気と器のバラ

ンスを崩し、不具合が起こる。鍛える方向に向かっているのか、体を壊

す方向に向かっているのかを見定める必要がある。例えば筋肉痛はより

大きな筋肉、肉体を獲得するための過程で出ている症状とも言えるが、

負荷が強すぎやり過ぎるとその場を大きく痛めてしまう場合もある。

鍛えようとしている時にも臍下丹田という中心を常に意識することで、

自身を振り返ることになり、器を壊す悪循環に陥るのを防げるのである。
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第 5 章 おわりに■

以上のように肝の生理機能から、肝気の特徴的な働き方、その特殊性が

ゆえに病的な状態に至る過程、その特殊性を踏まえたうえでの養生の提

言まで、生きる意志を軸に考えた。

最後に、気、血、精という用語を使っているが、これらは全て生命力

の言い換えに過ぎないということに注意していただきたい。一人の人

の、一つの生命力を、一元の気で表現し、それらをより詳細に把握する

ために、気、血、精と呼び分けている。つまり生命力の存在する場所や

厚薄や機能によって、一つの生命力を、気、血、精と呼び名を変えてい

るに過ぎないということである。

5-1 まとめ■

東洋医学における臓象というのは生理と病理のことであるが、肝におい

ては、どの時点の、どの側面に注目するかによって、肝気の捉え方、見

え方は大きく異なり、生理と病理の間をシームレスに生命が揺らいでい

る。生理的な肝気の張りと肝鬱を含めた病的な肝気の張りは表裏一体の

同じ肝気である。その肝気のあり様を病的と捉えるか、生きるための前

向きな意志の表れと肯定的に捉えるかは、どの側面からその肝気を捉え

るかによって異なる。

肝における肝気という陽的側面と、肝血及びそれを支える裏としての脾

腎を含めた肝の陰的側面を、一体として同時に考えなければ全体像が見

えにくい。より良く生きようとする肝本来の生理的な側面が、暴走しす

ぎると心身に悪影響を与える。全身的な気の昇降出入を主るがゆえにそ

の影響は他の臓腑など広範囲に及び、また感情とも密接に関係してい

る。個々の症状に目を奪われていると肝の全体像が掴めず、そのため肝

の臓象は複雑に感じられると考える。

肝の臓象の全体像をより深く理解できれば、頑張って生きるがゆえに心

身に困窮をきたすことになった人々の状況を弁証論治を通じて読み解き

やすくなる。そして、その頑張る意思を尊重し応援しながらも、どうす

ればその患者さんの生きる意志である肝気が器を壊すことなく無理なく
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張られるようになるのかを考え、治療の手を入れることができる。

必要であれば、その困窮を生じさせる肝気のあり様を分かりやすく患者

さんに説明し、心の使い方、生活習慣の改善などを含めた養生を提案

し、肝気を張りすぎなくてもより良く生きる術を患者さんと一緒に考

え、寄り添うことも、個別具体的な弁証論治により可能となる。

弁証論治は一つの生命を丸ごとひとつとして考えるので、五臓六腑すべ

ての臓腑を対象に考える必要があり、肝だけで語ることはできない。し

かし、これまで述べてきたように、感情と関係し、生きる意志を体現し

ようとする肝は、その人の生き方を決めるものであり、人間のあり様を

考える時には、とても大きな役割を果たす臓である。そのため、肝の臓

象の理解を深めることは、弁証論治の作成においても重要であり、一つ

の命を理解すること、人間理解に通じるものであると改めて感じさせら

れた。

5-2 今後の課題■

肝は、全身の気の昇降出入を主ることから、他臓腑に与える影響も大き

い。そのため、他臓腑の理解を深めることは、肝との関係を考える上で

も重要である。今後、他臓腑の理解を深めながら、更に肝の臓象を考究

したい。

以上


