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.奇経一絡脉論とその展望

―喩嘉言説による新しい奇経の概念とその応用■
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..はじめに■

本論文『奇経一絡脉論とその展望』は、清代初期の禅僧であり名医であった、喩嘉言

(1585 年～ 1664 年)の説にしたがって、奇経八脉理論を絡脉理論の一環として捉え直

し、絡脉の概念を再構築したものである。

喩嘉言は、『傷寒論』の研究家であり、日本の古方派の祖である名古屋玄医（ 1628 年

～ 1696 年）に深い影響を与えたことで知られている。ちなみに名古屋玄医はその気一

元の身体観を伊藤仁斎から受けている。(注 1 ）

清代中期の高名な医家である葉天士(1667 年～ 1746 年)は、奇経と絡脉とを一つの概

念として捉えて奇絡と呼んでいた。彼は、病が長期にわたると奇絡に入り、肝腎に隷属

すると考えた。ここにおいて、絡脉および奇経の位置づけが一新されている。これは実

は温病理論における身体観である、衛気営血弁証の中の、営血部分の病位を担うもの

が奇絡（絡脉・奇経八脉）であると葉天士は述べているわけである。

この身体観は『素問』『霊枢』『難経』を基礎にしているものであるが、また、上記した喩嘉

言の『医門法律』における〈絡脉論〉を深く理解したものであると考えられる。

本論では、喩嘉言のこの〈絡脉論〉を検討するため、その歴史的な基礎として、「奇経八

脉研究の歴史」および「絡脉研究の歴史」を先にまとめた。

『医門法律』中の一論文である喩嘉言の〈絡脉論〉については、「喩嘉言：奇経一絡脉の

説」として次に簡単にまとめ、全訳は一番最後に付録として全訳を掲載した。

この喩嘉言の説へのおそらく唯一先鋭的な批判が、現代中医の邱幸凡による『絡脉理

論与臨床』である。本論文では、その批判部分を抄訳し、それを批判的に検討している。

これが「喩嘉言の絡脉論に対する批判と反批判」である。喩嘉言の説の優位性がここに

明らかにされている。

次に、喩嘉言の説が臨床に与える影響を「喩嘉言の絡脉論のもたらす可能性」と題して

私見を述べた。これは現代の鍼灸師のうち、「八脉交会穴」への処置が奇経に対する治
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療であると考えている方々へのレクイエムである。発想の転換を促したい。ここにおいて

奇経治療と絡脉治療とは一体化し、奇絡という大きな身体観の枠組みを与えられること

となる。

また、さらに喩嘉言の説を超えて、奇絡のネットワークとしての考え方を明らかにしてあ

る。ここにおいて、奇絡の概念の新しい視平を獲得していただきたい。

陰陽五行論の人体への展開である臓腑経絡学を側面から補完し、臨床に資するものと

しての奇絡の概念が、『黄帝内経』の中にすでに描き出されているということを再確認し

つつ、現代において新たな意味づけが与えられているわけである。

さらに、この喩嘉言の〈絡脉論〉を臨床的に展開した葉天士の治療法を、奇絡の治療と

題して掲載し参考に供し、最後に奇絡に鍼灸師が手を入れるということについての私見

を記載した。

この論文を通じて、奇経―絡脉構造ひいては臓腑―経脉構造の把握を新たにし、気一

元の身体観の下、大きな視座で治療を組み立てられるよう祈っている。

..奇経八脉研究の歴史■

『黄帝内経』には、奇経八脉の循行分布と所属経穴、そのそれぞれの病証についてはす

でに記載されている。しかし、その記載のしかたは諸編に散在しており、奇経としてまと

まった編が存在するわけではない。また、経脉や絡脉に対する奇経の位置づけについ

ても、明確にされてはいない。

これに対して『難経』では、その八十一編のうち奇経について専門に三編を用いて語ら

れている。すなわち第二七難〔注：奇経八脉の提綱〕第二八難〔注：奇経八脉の流注〕第

二九難〔注：奇経八脉の病証〕がそれである。また、奇経八脉の概念についても、「この
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八脉は皆な経脉に拘わりません。ですから奇経八脉と言います。」(注 2 ：第二十七難)

と、正経十二脉とは別の概念で把握されるべきであるということが述べられている。

ところがこの正経とは別の概念のものという言葉は、すでに『難経』そのものにおいて破

られている。すなわち二十六難では、人体をつなぐ正経と、それを横につないでいく絡脉

という経脉と絡脉との関連の中で、奇経のうちの二つすなわち陰蹻脉と陽蹻脉とが取り

上げられているのである。「二十六難に曰く。経脉には十二経があり、絡脉には十五絡

脉があります。余っている三つの絡脉は、どのような絡脉なのでしょうか。然なり。陽絡

と、陰絡と、脾の大絡とがあります。陽絡は陽蹻の絡です。陰絡は陰蹻の絡です。です

から絡脉には十五絡脉があるのです。」(注 2 ：第二十六難)十五絡脉の中の二つ、陽絡

が陽蹻脉を意味し、陰絡が陰蹻脉を意味しているということを述べているわけである。

さらに、先の二十七難の最後には、正経と奇経とが別の概念で説明される理由を「 この

八脉は皆な経脉に拘わりません。ですから奇経八脉と言います。」(注 2 ：第二十七難)と

述べたすぐ後に、「このようにして絡脉が満ち溢れます。諸経がこれに拘わることはでき

ません。」(注 2 ：第二十七難)と、絡脉という言葉を使用して奇経全体を表現するものとし

て使用している。このことは何を意味するのかというと、正経と奇経とがまったく関わりが

ないものとして別々に存在するのではないということである。離ればなれに別の系統とし

て正経と奇経とがあるのではない、しかし互いに連動して動くような関係でもないというこ

とがこの「拘わりません」という言葉の中に隠されているのである。

このあたりのことを『難経鉄鑑』の著者である広岡蘇仙は、「奇経八脉は正経に拘わらな

いため、ただ満ち溢れるだけです。正経の方でも奇経と拘わることがないので、昼夜に

五十回づつ循るという常度〔訳注：法則〕を失わなくてすんでいるのです。初めの問いで

は奇経が正経にこだわらないと言っていて、ここの答では正経が奇経にこだわらないと

言っています。つまりはこの両者がともに互いに拘わることがないということを言っている

のです。このため「奇」と名づけられているわけです。物事には正があれば必ず奇があ

り、奇と正とは互いに生じて極まることなく変化していくものです。正は奇によってその用

〔訳注：機能〕を発揮し、奇は正をその体として、互いに寄り添って離れることのないもの

です。」(注 2 ：第二十七難)と注している。

ここにおいて、正経と、正経を横につなぐものとしての絡脉と、奇経との関連が明確にさ

れている。すなわち、正経と奇経と絡脉という三者の関連が、実は明確に分けられるよう

なものではなく、あいまいなものなのである。このことは、まるごとひとつの生命の中に正

経と奇経と絡脉が同時に存在しているという、気一元の身体観に沿って考えていけば当

然のことであるとも言える。

奇絡の概念の端緒はおそらくこの『難経』の二十七難の最後にあるのであろう。しかし喩

嘉言や葉天士に到るまで総合的な深い理解が得られることはなかったのである。
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ただ、歴代の文献の中の奇経八脉図は、そのほとんどがこの『難経』に基づいて描かれ

ることとなってはいる。

この他、奇経治療に関して鍼灸関係で重要なものに、竇漢卿(1196 年～ 1280 年)の『鍼

経指南』に収められている八脉交会穴がある。八脉交会穴は、奇経八脉を通じさせる経

穴として、現代の日本でも広く用いられている。しかしこれを誰が語り始めたのかは不明

である。その原典不祥のものを少室の隠者〔注：仙人のような修行者か〕が山人〔注：山

の住人〕の宋子華に伝え、山人の宋子華が竇漢卿の若い頃にその書を伝えたとされて

いる。〔『鍼経指南』〈流注八穴〉の序文〕宋子華はそれまで 41 年間これを試していたと

あるから、遅くとも十二世紀中頃までには八脉交会穴が考案されていたということにな

る。

滑伯仁の『十四経発揮』は、元代における『金蘭循経取穴図解』を基礎としたもので、任

脉・督脉を加えて十四経とし、その循行経路と経穴とをまとめた、経絡学説の専門書で

ある。それまでの経絡学説の多くは十二正経を主としていたが、滑伯仁にいたってはじ

めて督脉を陽脉の総綱、任脉を陰脉の海として、十二正経とともにならべ、これを十四

経と呼んだ。督脉と任脉には所属する経穴があるため、正経と同じように記述して治療

の便を期したわけである。鍼灸が元代に盛んとなった理由の一端はこの書によるもので

あるとも言われており、その影響は現代日本における鍼灸教育にまで及んでいる。

しかしここから、奇経と正経との区別がさらに曖昧なものとなったと言わなければなるま

い。

明代の医家は、それまでの医家のさまざまな論説を基礎とした上でさらに考察を加え

た。

『本草綱目』を書き上げたことで有名な李時珍(1518 年～ 1593 年)は、奇経の専門書と

して『奇経八脉考』を採録している。清代の乾隆帝の時代に欽定された『四庫全書提要』

には、この書について以下のように紹介されている。「『奇経八脉考』一巻。明の李時珍

撰。この書は人身の経脉には正と奇とがあるということを紹介している。手の三陰三陽、

足の三陰三陽が十二正経である。陰維・陽維・陰蹻・陽蹻・衝脉・任脉・督脉・帯脉は八

奇経である。正経については多くの人々が知っているところだが、奇経については医者

であってもおろそかにしやすいところである。そのため、その病理と治法を述べ、さらに

諸家の論を参考にして総合して編纂している。その原文は詳細であり、論理の筋道が通

っており、経脉を弁ずるものにとって非常に貴重なものとなっている。また、気口九道脉

図を創設し、『黄帝内経』の説を敷延し、詳細にその脉法を説き、前人が明らかにできな
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かった秘伝を開陳している。」（注 4 ）と。

以後現代に到るまで、奇経八脉と言えば秘伝の参考書としてこの『奇経八脉考』があげ

られ、広く伝わっている。

江戸時代の中期、岡本一抱子(1654 年年～ 1716 年)によって書かれた『経穴密語集』

はまたの名を『奇経八脉詳解』という。これは、この『奇経八脉考』に詳細な解説を加えた

ものである。

岡本一抱子には別に『臓腑経絡詳解』があり、ここでは十四経発揮に基づいて任脉督脉

の経穴・循行・病理・治法およびそれぞれの図が配置されている。臓腑経絡学の江戸時

代中期における完成型がここに提示されていると考えられる。

絡脉と奇経八脉に関する病証の論治については、清代に入ると新たな大きな展開を迎

えることとなる。そのきっかけを与えたものは『医門法律』の中で喩嘉言（ 1585 年～

1664 年）が書いた〈絡脉論〉である。喩嘉言はその中で十五絡脉について論じ、十二正

経の陰陽を結ぶ十二絡脉のほかの三つの絡脉として、脾の大絡、胃の大絡、それに奇

経八脉すべてを合して一つの絡脉とし、これで十五絡脉であると断じている。この喩嘉

言は日本の古方派の源流の一人である名古屋玄医に影響を与えたということは、冒頭

で触れたとおりである。

葉天士（ 1667 年～ 1746 年）はこれに基づいて臨床をすすめ、独自の身体モデルを提

示している。彼は、奇経と絡脉とを一括して「奇絡」と呼び、「長期にわたる病は絡脉に入

る」「奇絡は肝腎に隷属する」と提言し実践したのである。

奇経八脉に関する現時点における到達点はここにあると私は考えている。

我々はこれをどのように活用し乗り越えていくべきなのか。その道筋を明らかにしていこ

う。その前に、絡脉研究の歴史について簡単に触れておく。

..絡脉研究の歴史■
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そもそも絡脉に関する記載はすでに『素問』『霊枢』に詳細に提示されている。その内容

は、十二経それぞれの陰陽をつなぐものとしての絡脉を配当し、それに加えて脾の大絡

・任脉・督脉それぞれの絡脉を加えて十五絡脉としたものである。けれどもそのほかに

も、胃の大絡、少陰の大絡、孫絡などの記載もあり、また、『素問：刺腰痛論』における支

別や絡脉、および『霊枢・海論』における四海の記載などもあり、論としてのまとまりには

欠けるものである。

これに対して『難経』では、絡脉を十五とし、十二経脉それぞれの陰陽をつなぐものとし

ての十二絡脉・それに脾の大絡を加えるところまでは同じだが、あとの二絡として、陰蹻

・陽蹻を加えている。〈二六難〉

奇経の歴史のところで触れたが元代の滑伯仁は、十二経に加えるに任脉・督脉を採っ

ており『難経』の説を採用してはいない。

明代の馬蒔(生没年不詳)は、絡脉はそもそも十六あるという説を提唱している。馬蒔

は、上記『霊枢』における十二絡脉に任脉・督脉・脾の大絡を加えた十五絡のほか、胃

の大絡を加えている。彼も絡脉として陰蹻・陽蹻を加える『難経』の説は採らなかったこと

になる。

清代の喩嘉言は、これらの説を踏まえながらも、十五絡脉を、十二経脉それぞれの陰陽

をつなぐものとしての十二絡脉の外に、脾の大絡・胃の大絡、そして奇経八脉を総合し

てひとつの絡脉として、十五絡脉と考えるべきであるとしている。この説の画期的なとこ

ろは、経脉とは別枠の発想で難経以来とらえられてきた奇経八脉を、絡脉の一つとして

気一元の身体の中に明確に位置づけたところにある。この発想の裏には、絡脉が単に

体表に浮いた経脉同士をつなぐものとしてだけではなく、深く体内において諸経および

諸臓腑をつなぐものとして考えられていることがある。

奇経八脉すべてをひとつの絡脉として考えるその発想に通じるものとして、『黄帝内経』

における原穴の考え方がある。

原穴は、その位置としては十二経絡それぞれに存在しているが、それはひとつの三焦

の腑の生命力の表現としても考えられている。これが何を意味しているのかというと、生
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命の根源である腎陽の発現位置として原穴が位置づけられているということである。

言葉を換えると、十二の原穴の位置すべてにおいて根源的な生命力である腎が、気一

元の生命力の中心として把握されているということである。

表面的にはまったく別の部位に位置する原穴が、その根底においては一つにつながっ

ているという同じ発想を、奇経八脉においても用いることができる。すなわち、奇経八脉

においても、記載されている部位やその形状は異なるが、その根底においては絡脉とい

うひとつ大きな抽象概念で括ることができるわけである。『難経』において、絡脉という言

葉を用いて奇経八脉を表現していることからも、これと同じ発想をうかがうことができる。

葉天士はこの喩嘉言の説に基づいて、絡脉と奇経とを一つの概念として括り、「奇絡」と

呼んだ。彼はこの奇絡を、長期にわたって病んでいる深い病のある「位置」であると考え

た。また葉天士は、奇絡の内の奇経は、五臓でみると陰中の陰の位置であると考え、肝

と腎の臓に「隷属する」ものであるとした。このことは、慢性難治の病に対して奇経八脉

および絡脉の治療を応用していく上でポイントとなる、非常に重要な概念である。

気の病を主る十二経脉に対して、血の病を主るものとして奇絡を措定し、その人間観を

葉天士は提示した。彼がこの理論に基づいて進めていった治療は、弟子による治験記

録である『臨証指南医案』に数多く納められている。それによって彼は、清代初期の独創

的な名医として知られている。温病学派の雄である葉天士のこの『臨証指南医案』に対

して、あの高く鋭い批評眼を持つ徐霊胎が概ね好意的な論評を加えていることもまた、

葉天士の名を高める一助となっている。

それでは次に、奇経八脉の理解についてこのような大きな転換点となった喩嘉言の絡

脉論についてこれから検討を加えていくことにする。

...『黄帝内経』における絡脉論■

『黄帝内経』には以下のような絡脉の特徴についての記載がある。しかし、喩嘉言説お

よびこれから述べる奇絡論においてはこれは乗り越えられている。

絡脉というものをもっと構造的なものとしてダイナミックに捉えているわけである。
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すでに乗り越えられた論ではあるが、歴史の経過ということを踏まえるために一応、採録

しておく。

絡脉は表に位置し、経脉は裏に位置する■

絡脉が満ち経脉が虚した場合には、陰に灸して陽を刺す。『素問・通評虚実論』

その血絡が見られれば、刺してその血を出す。悪血が経脉に入り、病気を作り出さない

ようにするわけである。『素問・調経論』

黄帝曰く：経脉の十二は、分肉の間を伏して流れ、深くて見えない。その常に見られるも

のは、足の太陰〔景岳注：これは手の太陰とすべきです。〕の外踝〔伴注：外果〕の上を過

ぎる場所である。これは隠れるところがないためである。諸脉の浮いて常に見えるもの

は、すべて絡脉である。『霊枢・経脉』

絡脉は終末に位置する■

雷公曰く：どうすれば経脉と絡脉との違いを知ることができるのだろうか？

黄帝曰く：経脉は常に見ることはできない。その虚実は気口で知ることができる。脉で見

ることのできるものは絡脉である。

雷公曰く：細子よ、もう少し明確にできないか。

黄帝曰く：諸絡脉はすべて大節の間を経ることができない。必ず絶道〔景岳注：間道〕を

流れて出入し、ふたたび皮中に合し、その会するところはすべて外から見える。であるか

ら諸々の絡脉を刺す場合には、必ずその結上を刺す。・・・・・・（中略）・・・・・・経脉は裏を

なし、別れて横に行くものを絡とする。絡から別れるものを孫とする。『霊枢・脉度』

節の交わり三百六十五会は、絡脉の諸節に滲灌したものである。『霊枢・小鍼解』

言う所の節とは、神気の遊行出入するところであって、皮肉筋骨のことではない。『霊枢・
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九鍼十二原』

..喩嘉言の奇経一絡脉論■

喩嘉言の〈絡脉論〉の全文の翻訳は最後に付しておく。その要旨は以下の通りである。

１、『素問・皮部論』における「絡が盛んであれば経に入る」という言葉を根拠として、外邪

の侵襲を絡脉がくいとめており、絡脉はそのために実することが多く刺絡を用いて治療

するべきであるとしている。

喩嘉言は、外邪が侵襲しても経脉がすぐに損傷されるわけではなく、絡脉が外邪の侵入

をくいとめている根拠としてこの『皮部論』の言葉を用いている。外邪の侵入を絡脉がく

いとめているわけであるから絡脉は邪気によって実しやすい。そこでその実している絡

脉を喩嘉言は、刺絡を用いて治療するべきであるとしている。後に述べるように絡脉の

阻滞の原因が外邪にあるとするか〔注：喩嘉言〕内傷にあるとするか〔注：葉天士〕、治法

に刺絡を用いるか〔注：喩嘉言〕温通法を用いるか〔注：葉天士〕の違いはあるが、阻滞し

ているものを通じさせるという点では同じ発想になっているわけである。

２、奇経を一つの大絡とすべきであり、十二絡と脾の大絡と胃の大絡とであわせて十五

絡と数えるべきであるとしている。

３、奇経は十二経脉の外に出て、経脉はこれに拘わることができないものである。また、

「経脉が盛んであれば絡脉に入るため、溢れて蓄るものはただ絡脉にあるのであって、

諸経を還って潅漑することはできない」のであるから、奇経が一つの大絡であることに疑

問の余地はないだろうと、主に『難経』を参考にして喩嘉言は述べている。

『難経』には「経脉が盛んであれば絡脉に入るため、溢れて蓄るものはただ絡脉にある

のであって、諸経を還って潅漑することはできない」とあり、また、「この八脉は皆な経脉

に拘わりません。ですから奇経八脉と言います。」（注 2 ：第二十七難〕とある。このこと
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から、奇経を絡脉の一つと考えるべきであるとしたわけである。

ここに、奇経を一つの大絡とすべきであり、十二絡と脾の大絡と胃の大絡とであわせて

十五絡と数えるべきであるという発想が誕生することとなった。

...奇経一絡脉論に対する批判と反批判■

喩嘉言のこの奇経一絡脉論に対してもっとも根本的な批判を投げかけているものに、現

代の中医学者 邱幸凡による、『絡脉理論与臨床』(注 17)の以下の文章がある。

「

１、任脉と督脉とは十四経の正経である。また、督脉は諸陽を統絡し、任脉は諸陰を統

絡する。これは十二経の綱領となるので、その絡は数に入れるべきである。

２、脾は、胃にその津液をめぐらさせ、脾胃を合わせて後天の本、気血を生化させる源と

なる。であるから、脾胃それぞれ二絡をその数に入れるべきである。

３、陰陽の蹻脉には専穴がないということに注意を向けるべきである。また、十四経の正

経でもない。陽蹻は足の太陽の別であり、陰蹻は足の少陰の別である。であるから、こ

れを数に入れることは間違いである。

以上の三点から考えるならば、『難経』の説は間違っており、喩嘉言の説は言うまでもな

く間違いであることが理解できるであろう。

」

これらの各項目に対して筆者 伴 尚志が批判を加えておく。

「１、任脉と督脉とは十四経の正経です。また、督脉は諸陽を統絡し、任脉は諸陰を統絡

する。これは十二経の綱領となるので、その絡は数に入れるべきである。」

この考え方の根底には、滑伯仁の『十四経発揮』の発想がある。奇経についてよく考え

てみると、陽を総督するものとしての督脉・陽維脉・陽蹻脉、陰を総括するものとしての

任脉・陰維脉・陰蹻脉があり、十二経を横に総括するものとしての帯脉、縦に総括するも

のとしての衝脉が存在すると考えることができる。十二正経が六臓六腑の生命力を個々
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に表現しているものであるのに対して、奇経八脉はそもそもその生命力の溢れたものが

蓄積する場処として発想されているわけである。であるから、任脉・督脉だけをここであ

げ、十二経の綱領とする考え方に、説得力はない。

「２、脾は、胃にその津液をめぐらさせ、脾胃を合わせて後天の本、気血を生化させる源

となる。であるから、脾胃それぞれ二絡をその数に入れるべきである。」

この、脾の大絡と胃の大絡とを分けて考えるか合わせて考えるかということは、『黄帝内

経』においても不分明なところである。『霊枢・経脉』では、脾の大絡を取り上げている

が、『素問・平人気象論』には、「胃の大絡を名づけて虚里と呼ぶ。膈を貫き、肺を絡い、

乳下に出る。その動きは衣にあらわれる。脉の宗気〔訳注：大本の気〕である。」とあり、

『霊枢・玉版』にも「胃の気血を出すところのものは経隧（けいすい）である。経隧は五臓

六腑の大絡である。」と、非常に重要な絡脉として記載されている。

どのような人体モデルを発想の根底におくのかということによって、脾の大絡と胃の大絡

とを分けて考えるか一つのものとして考えるかが分かれる。

人身を一元の気としてみたときに、先天の中心としての腎（『難経』において後世、これが

命門とも呼ばれることとなる）、後天の中心としての脾胃がある。人身における後天の重

要性に着眼するとき、袋としての胃とそれを動かすものとしての脾とを別々に考えること

によって、より正確に後天の機能を把握することができる。

また『傷寒論』においても、陽明病（胃）と太陰病（脾）とを分けて考えているのであるか

ら、後天の生命力は脾胃という陰陽に分けて考えることが東洋医学の伝統的な考え方

となっていると言える。喩嘉言もそれに従い、脾の大絡と胃の大絡とを数に入れている

わけである。

ということで、この章に関しては、喩嘉言の説を邱幸凡も支持しているということになる。

「３、陰陽の蹻脉には専穴がないということに注意を向けるべきである。また、十四経の

正経でもない。陽蹻は足の太陽の別であり、陰蹻は足の少陰の別である。であるから、

これを数に入れることは間違いである。」

そもそも専穴の有無をもって奇経の重要性に対する優劣をつけるという発想そのものに

疑問を呈しておく。『十四経発揮』のように経穴と経脉との結びつきに着目して、実際の

鍼灸治療に資するという発想はあるだろう。しかし、専穴を持っているか否かということ

で、その奇経の重要性を忖度することは間違いであろう。
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絡脉を気一元の身体においてどのような枠組みで把握しなおすのかということがここで

は問題となっているのであるから、専穴の有無はここでは関係ない。

以上、喩嘉言の絡脉論に対する批判は、非常に底が浅く、取るに足りないものでしかな

い。

...奇経一絡脉論のもたらす可能性■

さて、「絡」という文字の語源として、白川静の「字通」によると、

1.めぐる、つなぐ。

2.まつわる、からむ、まとわる、つらなる。

3.ふるわた。

4.つむぎ、きぎぬ、きあさ。

5.きずな、つるべなわ。

6.あみ。

とある。これから述べるすべての生命力が流れ込む根源としての海、という概念は、大き

く生命をその根源においてつないでいるものとして理解されるであろう。

現代の鍼灸師において、奇経八脉に対する治療を考えるときに流注八穴、八脉交会穴

は最初に選択される経穴となる。この八脉交会穴の発想のもとは竇漢卿（ 1196 年～

1280 年）の『鍼経指南』（注 3 ）にある。それは「少室の隠者が伝え、山人の宋子華によ

って竇漢卿が若い頃その書を伝えられた」ものである。

すなわち八脉交会穴は、道教徒が創造したものが伝承されたものにすぎない、生命観

や身体観に乏しいものである。にもかかわらず現代においてもこれを踏襲する人びとが

多いのは単に、『奇経八脉考』という書物に李時珍が収録し、文字として残ったためであ

る。

竇漢卿はこの『鍼経指南』〈鍼経直説：絡説：絡穴弁〉において、「流注六十六穴の内に

はこの十五絡穴はない。十二経各々に一つの絡穴がある。外に三つの絡穴があり、陽

蹻絡は足の太陽経・陰蹻絡は足の腎経・脾の大絡は足の太陰経にある。これが十五絡

の弁別である。」と述べている。つまり竇漢卿の時代には、奇経すべてを一大絡と考える

喩嘉言のようなダイナミックな発想は存在していなかったということになる。
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このことを逆に考えていくと、現代における、八脉交会穴の発想の限界と、それを乗り越

える道を理解していくことができるであろう。喩嘉言の発想を基にして考察するなら、奇

経の治療において、八脉交会穴の概念だけではなく、よりダイナミックな発想で奇経（お

よび絡脉）を取り扱うことができるのである。

そのヒントは第一に、各奇経の概念をどのように気一元の身体の観点から把握していく

のかという概念整理に求められる。第二に、古代から培われてきた奇経の循行経路、絡

脉の分布、絡脉の概念を拡充していく基盤がここにできるということである。このことは、

全体と局所という疾病把握の問題に、深く関係してくるものとなる。

また、経脉が気の問題を引き受け、奇絡〔伴注：奇経と絡脉とを併せて、葉天士は奇絡と

いう言葉を作り使っていた〕が血の問題を引き受けるという葉天士の言にしたがうなら

ば、奇経が気の流れとしての経脉ではなく、血の滞留場処であると想定することができ

る。このことはつまり奇絡が、経脉よりもより静的なイメージが与えられているものである

ということになる。

任脉は腹部正中を・督脉は背部正中を・衝脉はその間を、臍下丹田という腎の正位置

の生命力の立ち上がりにしたがって立ち上る、生命のありようを三種類に分けて把握し

なおしているものなのである。これは命門三焦のもう一つの表現あるいは考え方である

とも言える。すなわち腎間の動気の位置である臍下丹田、命門から立ち上がる腎の陽

気をそのまま衝脉と名付け、その背面を督脉・腹面を任脉として陽的側面陰的側面から

みていこうとしているわけである。

陰蹻脉・陽蹻脉は足跟部に集まった腎気が大地を蹴って立ち上がる人身の生命状態を

表現しているものである。これが内外に分かれて発条し『黄帝内経』時代の命門である

目の開闔に関係することとなる。

帯脉はそれら縦に立ち上がる生命力を腰部で帯のように引き締め束ねるものである。前

は神闕、後ろは命門を絡う。これもまた腎気との関連を感じさせるわけである。

これに対して陰維脉・陽維脉というものは何を指し示しているのかというと、陰経の余力

が滞留する場処と陽経の余力が滞留する場処を指し示しているのである。いわば腎陽

の発条である三焦の原気を陰陽に分け、それが体表に現れたものを、その位置によっ

て陰維脉・陽維脉と名づけて把握しなおしたと言えるだろう。

奇経八脉をこのように見直していくと、気一元の生命力の「余力」としての先天の腎気の
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発現が、奇経八脉であると考えることができる。また、十五絡脉のうち十二正経に対応し

ているものが十二絡穴であり、脾胃の生命力に対応しているものがそれぞれ脾の大絡・

胃の大絡であり、腎間の動気に対応しているものが三焦であり奇経である、という風に

も考えられる。次項で述べる葉天士は、このあたりのことを敷衍して考察を深めていった

と思われる。

体幹においては前後左右中心の立ち上りであり、それを横に束ねる帯脉があり、『霊枢・

四海』とはまた別の位置と深さで現れたり消えたりする陰陽の湖沼が総称されて陰陽の

維脉と呼ばれていたわけである。『黄帝内経』においてはこの故に奇経八脉の循行経路

が全面的には明示されていなかったと考えることもできる。実際に生きて動き変化する

奇経八脉は、明示することはできないし、明示することが嘘になるからである。

この観点から『難経』を読み直してみると、このあたりのことが明確にされていることが理

解できよう。これがすなわち二十八難である。そこでは簡単に奇経八脉の終始に触れた

後、「聖人は溝渠を図設した。溝渠が満溢すると深湖に流れる。そのため聖人も拘わり

通じさせることはできない。人においてその脉が隆盛であれば、八脉に入って環周する

ことがない。そのため十二経もまたこれに拘わることはできないのである。」と述べられ

ているところのものである。

ところが『十四経発揮』から『奇経八脉考』に至って、その相貌が変化し、あたかも経脉と

並び立つようなものであるかのように奇経八脉の循行経路が詳細に記載されることとな

った。この経脉のごとき詳細さは、語りすぎということになる。経脉の循行路線よりもはる

かに曖昧模糊とした大きめの揺らぎの中で奇経八脉を把えるべきなのである。

喩嘉言の説を眺め続けてみると、絡脉のネットワークは実は、生命力の溜まり場、滞留

しやすい場所と考えることもできよう。実は『黄帝内経』においても、十二経脉とは別の生

命力の把握方法が記載されている。いわば、奇絡における総合的な生命のネットワーク

を考えていくことができるのである。

そしてそれは、十二経脉の流れのような形態のネットワークではなく、より立体的で構造

的な海や湖沼や網の目のようになっている溝渠といった形態のネットワークである。

『霊枢・玉版』には、胃の大絡の解説として、「人が気を受けるものは谷〔訳注：穀物〕であ

る。谷が注ぐところのものは胃である。胃は水谷気血の海である。海の行くところの運気

〔伴注：雲〕は天下である。胃の気血を出すところのものは経隧（けいすい）である。経隧

は五臓六腑の大絡である。」という言葉が遺されている。これはすなわち、經隧＝経脉と
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いうものを一つの流れとして表現しているのではなく、「結ぶもの」と考えていたのであ

る。結ぶものの形状はさまざまであるが、その機能を経脉を含めて絡脉と考え、その部

位を古典から読み取っていくと、より広い身体観を我々は得ることができる。

パターン化した生命認識ではない、生命そのものを構造的に捉え記述しようとする意志

が、実は『黄帝内経』の時代すなわち前漢時代にはすでに存在したということに注意を

払わねばならない。東洋医学は当時に比較すると徐々に観念的で脆弱な形式的なもの

となっている。このことに対する深い反省とともに、古人を越えるリアリティーを把握する

道を以下に示しておく。

..奇絡の構造■

...はじめに■

奇経は八脉で構成されるため、易の八卦に対応しているのではないかと考える人々が

いるがそれは間違いである。奇経八脉の配当は、八卦のようにバランスよくなされてい

るものではないからである。

奇経八脉は全体として、身体を支える補助構造である。これが喩嘉言が述べる、奇経全

体を一つの絡脉として考えるという言葉の中身である。奇経をこのように考え直していく

と、そこにこれまでの奇経および絡脉の概念を超える大きな構造が立ち現れてくる。喩

嘉言の指示に従い奇経と絡脉とを統合的に考え、葉天士に従って「奇絡」とここではこれ

を呼ぶこととする。

奇経を絡脉の一つとして考え直し奇絡として古典を読み直してみると、生命力をつなぐも

のとしての構造的な奇絡の概念が浮かび上がってくる。

これは喩嘉言の示した十二絡脉に胃の大絡・脾の大絡・奇経すべてを一つの絡脉として

加えて十五絡脉とする説を一歩超えて、あるがままの「つながり」について古人がイメー
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ジしていたことを再度まとめなおしたものである。あるがままのつながりと述べている理

由は、十五という数にこだわらないということ、これ以降絡脉とする説が出てきた時それ

を「結びのネットワーク」の中に包含していく自由度をもたせるということを意味している。

『霊枢・玉版』には、「胃の気血を出すところのものは経隧（けいすい）である。経隧は五

臓六腑の大絡である。」と述べられている。これは十二経脉の解説をしているものであ

る。古人は、十二経脉も五臓六腑の大絡である―五臓六腑を「むすぶ」ものが十二正経

である―という見方をしていたわけである。

『十四経発揮』以来、経脉のネットワークそれも体表部分、経穴がある部位の流れにつ

いての知識が広まり、現代に到っている。しかし、上記のように、『黄帝内経』の時代にお

いてすでに臓腑の結びとしての十二経脉が想定されていたわけである。これはつまり、

経脉と絡脉という言葉で表現されているものの隔たりは、現代の我々が言葉の意味に

従って理解しているよりもはるかに小さいものであったということが理解されなければな

らない。

...奇絡―結びのネットワーク■

ここでは、黄帝内経では述べられていながらその後見逃されていたこの「結びのネットワ

ーク」について、明らかにしていこう。十二経脉を除いたこの「結びのネットワーク」はどの

ように整理していけばいいのだろうか。

奇経一絡脉論を契機として、奇経の形状は経脉とは大きく異なると考えてきた。経脉は

臓腑の生命力の流れとして川の概念でよく捉えられるが、奇経はそうではない。さまざま

な堅さや広がりをもった形状があり、生命構造の骨格を構成していると考えられる。その

ことについてここではその概要をまとめ、次から古典に書かれている各論を記載してい

く。

注意していただきたいのは、人身を一小天地として捉えることである。十二経脉であれ

奇絡であれ、すべてはこの一つの小天地である人身の内部を表現しているものなので

ある。

まず、経脉と同じように川としてみることのできるものが十二経の表裏をつないでいる十

二絡脉である。ただしこの十二絡脉は、川というよりは経脉の表裏を前腕と下腿でつな
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ぐ溝というイメージの方が強い。

全身を剛強に強靱に支えるものとして縦に走る綱である陰蹻陽蹻がある。この際、『霊

枢・脉度編』における「男子はその陽を数とし、女子はその陰を数とする。まさに数とすべ

きものは経とし、数とすべからざるものは絡とする。」という記載にも注意を払っておきた

い。

十二正経と十五絡脉というように、文字言葉の違いに着目すると、ここには大きな違い

があるかのように読んでしまうことになる。しかしその実体を眺めてみると、女は陰を男

は陽を中心とするという程度のことに過ぎないことが理解されよう。経と絡との違いは実

は本来それほど大きなものではないのではないかという可能性もここに読み込んでおく

べきであろう。

さらに体幹の中央付近の腰部において帯のようにまとめる帯脉が想定されている。

ここまでが生命存在を繋ぎまとめる綱としての奇絡である。

次に網のような面としてみることのできる奇絡を掲げよう。ここにはまず、奇経の陰維と

陽維とがあげられる。さらに脾胃の大絡と八髎穴、そして水兪二十五穴がある。面では

あってものっぺらぼうの面ではない。そこにはそれぞれ経穴という生命の湧く泉があり、

その泉から溢れ出てきた生命力の強弱や濃淡がそこにあらわれている。そのような生

命どうしがつながることによってできている柔らかな面が想定されているわけである。

さらに大きな構造をもつものを海として分類する。ここには、四海がある。生命の海であ

るが、そこには特色がある。気の海・血の海・穀物の海・髓の海である。穀物の海は後天

の海と言いかえることができ、髓の海は先天の海を言いかえることができよう。このそれ

ぞれの海の位置は実際の治療において活用されていたと思われ、刮目してみるべきで

ある。

さらに海の一つとして把握されるべきものに、臍下丹田から立ち上る気―衝気―を代表

している衝脉がある。四海のうちの血海が衝脉であることにはもっと着目すべきであろ

う。葉天士の、経脉を気とし奇絡を血とするという奇絡概念の原点はおそらくここにある。

この衝脉の陽の側面が背部正中の督脉として、陰の側面を腹部正中の任脉として表現

されていると考えることができる。このようにして始めて、衝脉が血の海であり十二経の

海であるといわれている意味が理解できる。大きく上衝する衝脉と名づけられた海流
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の、陰陽両側面に、任脉督脉という名前がそれぞれつけられていると考えるわけであ

る。

われわれはここにおいて、『十四経発揮』を超えなければならないし、『奇経八脉考』を超

えていかなければならない。より自由で大きな生命観を入手しなければならないのだ。

このように奇絡を統合して気一元の生命の中に位置づけ、臓腑を通貫する経脉と名づ

けられている生命力の大いなる流れを同時に見つめていくなら、人身一小天地の宇宙

の運行がこれまでとは異なった相貌をもって立ち現れることであろう。

以下、奇絡の形状から分類し、「溝」「綱」「網」「海」という観点から各論としてまとめなお

した。さらにここには喩嘉言も含めて見落とされてきた、『黄帝内経』に記載されている絡

脉的なものをも参考に供することとした。

...溝としての奇絡■

溝としての奇絡は、一般的経絡のイメージに近い。ことに十二絡脉は、前腕と下腿にお

いて陰陽の経脉を結ぶ役割をしている。絡脉という概念は「結び」の役割を持った部位と

言い換えることもできるだろう。

そのように考えると、三焦の生命力が出る部位であるといわれている原穴は三焦と十二

経脉との「結び」である。

経穴そのものも外界との「結び」の役割を基本的に与えられているとも言える。

十二絡脉について記載されている『霊枢』経別では、それぞれの主治症と治法について

も記載されているが、実態とは合わないので省略している。絡脉の位置だけをとってい

るわけである。

「手の太陰の別は、名づけて列缺という。腕上の分間に起こり、太陰の経に併さり、まっ

すぐに掌中に入り、散じて魚際に入る。」

「手の陽明の別は、名づけて偏歴という。腕を去ること三寸、別れて太陰に入る。その別
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なるものは、上って臂を循り、肩髃に乗り、曲頬を上って歯に偏す〔訳注：循る〕。

その別なるものは、耳に入り、宗脉〔景岳注：耳と目の間に聚まっている脉〕に合する。」

「足の陽明の別は、名づけて豊隆という。踝を去ること八寸、別れて太陰に走る。その別

なるものは、脛骨の外廉を循り、上って頭頂を絡い、諸経の気に合し、下って喉嗌を絡

う。」

「足の太陰の別は、名づけて公孫という。本節の後ろを去ること一寸、別れて陽明に走

る。

その別なるものは、入って腸胃を絡う。」

「手の少陰の別は、名づけて通里という。腕を去ること一寸、別れて上行し、経を循って

心中に入り、舌本に系り、目系に属す」

「手の太陽の別は、名づけて支正という。腕を上ること五寸、内に少陰に注ぐ。その別な

るものは、上って肘に走り、肩髃を絡う。」

「足の太陽の別は、名づけて飛陽という。踝を去ること七寸、別れて少陰に走る。」

「足の少陰の別は、名づけて大鐘という。まさに踝の後ろ跟を繞り、別れて太陽に走る。

その別なるものは、経に併さって上り、心包に走り、外を下って腰脊を貫く。」

「手の心主の別は、名づけて内関という。腕を去ること二寸、両筋の間に出、経を循って

上って心包に系り、心経を絡う。」

「手の少陽の別は、名づけて外関という。腕を去ること二寸、外に臂を繞り、胸中に注

ぎ、心主に合する。」

「足の少陽の別は、名づけて光明という。踝を去ること五寸、別れて厥陰に走り、下に足

跗を絡う。



- 21 -

「足の厥陰の別は、名づけて蠡溝という。内踝を去ること五寸、別れて少陽に走る。その

別なるものは、脛を循って睾に上り、莖に結する。」

...綱（つな）としての奇絡■

上記、溝よりも太く強く、その部位を強靱にしているので綱とした。陰陽の蹻脉と帯脉とを

ここに区分している。ともに腎経とのつながりの深い奇経でありながら、体表近くにあり、

全身を外から引き締めている。

陰蹻脉 陽蹻脉の陰陽二蹻脉は、男子においては陽蹻を経とし陰蹻を絡とし、女子に

おいては陰蹻を経とし陽蹻を絡としている。『霊枢：脉度』ということは実は性別を有する

人間にとって、奇経は八脉ではなく七脉であると言った方が古人の意には沿うこととなる

とも言える。また、上記したように、経と絡との言葉の違いに強く拘わりすぎてはいけな

い、と言うこともできる。
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「陽蹻の脉は跟中に起こり、外踝を循って上行し、風池に入ります。」

「陰蹻の脉もまた跟中に起こり、内踝を循って上行し、咽喉に至り衝脉に交わり貫ぬきま

す。」

帯脉はこの体幹の上衝する生命力の縦の流れを引き締めまとめているものである。こ

の脉は腰の命門と神闕とを横に結び少陽胆経の帯脉に発しており、開闔枢理論(注 18)

でいわれているところの枢（少陽・少陰）をさらに、少陽を縦とし少陰を横として十字に結

んでいる脉であると言い換えることができる。荷造りの紐のようなものである。

「帯脉は季脇に起こり、身を廻って一周します。 」

...網（あみ）としての奇絡■

網というのは、漁網のイメージである。あるいはメッシュの包帯でもよい。面状に広がり、
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その部位の色合いを決めている。

この奇絡のイメージの端緒は、陰陽の維脉にある。似通った傾向を持つ経穴が集合して

網状になっているものである。陰陽の維脉の他に八髎穴と臓の陰絡（水兪二五穴）を入

れている。

脾胃の大絡を網として考えている理由には、その名称が絡ではなく大絡となっているた

めである。このことから、点と点とを結ぶだけでなく、点と面とを結ぶものであると考えた

のである。

少陰の大絡は衝脉についての解説のなかに見られる言葉であり、海のような深みも感じ

る。もっとも深部にある絡ということになる。衝脉を陽明胃とともに少陰腎の側面から支

えている重要な絡脉である。これは実は、衝脉という生命力の根幹となる脉を、陽明とい

う後天の生命力、少陰という先天の生命力で支えていると言い換えることができる。その

うちの少陰部分がこの「少陰の大絡」と呼ばれているところのものなのである。
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陰維脉陽維脉■
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陰維脉と陽維脉とは、臓の陰絡にその構造がよく似ている。臓の陰絡においては定まっ

た経穴をつないで表現しているが、陰維脉陽維脉は経穴から溢れ出る生命の余剰によ

ってできており、その範囲もまた、その生命力の余剰にしたがって拡大縮小している。

陰維脉は下腹部を中心とした陰経の経穴の剰余に発し、陽維脉は上背部を中心とした

陽経の経穴の剰余に発する。この二脉は二枚貝のように体幹を蔽う網のような生命力

を表現している。

「陽維脉と陰維脉とは全身を維絡する。溢畜し、諸経に環流し潅漑することはできない。

陽維脉は諸陽の交会に起こり、陰維脉は諸陰の交会に起こる。」（注 2 ：二六難）

『難経』の「溢畜し、諸経に環流し潅漑することはできない。」という記載には疑問が残

る。溢れ出た生命力はその場を充実させるだけでなく、循って全身を充実させることにな

るからである。鍼灸師はそれを念頭において治療処置をしているのではないだろうか。

脾の大絡■

「脾の大絡は、名づけて太包と呼ばれている。淵液の下三寸に出て、胸脇に布散する。」

『霊枢・経脉』

「脾に大絡があるのは、中州と四方とを通じさせているためこのように別に一絡を置いて

いる。」（注 2 ：二六難）

胃の大絡■

「胃の大絡は、名づけて虚里と呼ばれている。膈を貫き肺を絡い、左乳下に出る。その

動きは衣にあらわれる。脉の宗気〔訳注：大本の気〕となる。」『素問・平人気象論』

景岳注：〔訳注：胃の大絡は〕十二経脉の宗であるから、脉の宗気と呼ばれている。そも

そも宗気は膻中に積み〔訳注：溜まり〕、水穀を化して胃に出る。（注 7 ）
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少陰の大絡■

「『霊枢・動輸篇』に曰く。衝脉は十二経の海である。〔岡本一抱子注：衝脉は、前後上下

の全身あまねく通行して諸経に合するので、十二経の海と述べている。〕少陰の大絡と

腎に起こり、下って気街に出、陰股の内廉をめぐり、〔岡本一抱子注：ここまでは前記の

『逆順肥痩篇』と同じ〕邪(ななめ)に膕中（こくちゅう）に入り、脛骨の内廉をめぐり、少陰

の経に並び、下って内踝の後ろに入り、足下に入る。」（注 11 ）

「衝脉は胞中に別れるため、足の少陰経の、脊を貫いて腎に属する大絡とともに起こっ

て、会陰に下り、足の陽明の気街に出、ここから腎経に従って陰股の内廉をめぐり、邪

に膕中の陰谷穴のついで入り、脛骨内廉をめぐり、なお足の少陰経に並んで、下って内

踝の後の太谿穴についで入り、足下の湧泉穴に入る。」（注 11 ）

「『霊枢・逆順肥痩篇』に曰く。その〔訳注：衝脉の〕下るものは、少陰の大絡に注いで、気

街に出て陰股(うちもも)の内廉をめぐり、膕中に入り、骭骨の内に伏行し、下って内踝の

後〔訳注：『太素』にはこの「後」の字はない〕属に至って別れる。」（注 11 ）

「衝脉の足に下行するものは、足の少陰腎経の大絡に注いで、足の陽明の気衝穴に

出、ここから足の少陰と並んで陰股の内廉をめぐり、膕中に入り、骭骨の内に深く伏行

し、下って内踝の後ろ附属に至って別れて行く。」（注 11 ）

「ある人が聞いて言った。少陰の大絡に注いで気街に出るとはどういう意味なのでしょう

か。

答えて曰く。衝脉が胞中に別れて、先の腎経の脊を貫いて腎に属する大絡に注いで、こ

こから胃経の気街に出て、また腎経に並んで下行するということである。」（注 11 ）

八髎■

『素問・刺腰痛論』には、絡脉とみられる多くの記載があるが、そのほとんどは十二経脉

から派生しているものとして考えられる。けれどもその中に八髎穴についての二段の

み、十二経脉に納めてしまうには惜しい記載があるので、ここに抄録しておく。原文には

外字が多いため、文意を歪めない範囲で現代文に意訳しておく。興味がある方は原文
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に当たっていただきたい。

「腰が痛み少腹に引き、季脇の下の空隙に引いて仰向くことができないものは、腰と尻

の交わるところの仙骨上にある八髎穴を刺す。〔張景岳注：これは足の太陰・厥陰・少陽

の三脉の交会である。左右が交わり、中で結んでいる。『繆刺論』には、「邪が足の太陰

の絡に客すると、腰が痛み少腹に引き、季脇の下の空隙に引いて仰向くことができな

い」とある。これは太陰の腰痛なので下髎穴を刺すす。〕」（注 7 ）

「腰痛して転揺することができず、陰卵〔訳注：睾丸〕が引き連れるものは八髎と痛む場

所とを刺す。八髎は腰と尻の分間にある。」（注 7 ）

臓の陰絡(水兪)■

「帝曰く：水兪には五十七ヶ所あるが、これは何が主るのだろうか？

岐伯曰く：腎兪の五十七穴は、積陰の聚まる場処であり、水がよって出入りする場所で

ある。〔景岳注：腎は水を主るため、すべてを腎兪と述べている。〕

尻上の五行、五を行くもの、これは腎兪である。〔景岳注：尻上の五行の、中行するもの

は督脉のことである。傍らの四行は足の太陽膀胱経である。五を行くものの中行の五穴

とは、長強・腰兪・命門・懸枢・脊中である。次の二行のそれぞれの五穴は、白環兪・中

膂内兪・膀胱兪・小腸兪・大腸兪である。さらに次の二行のそれぞれ五穴は、秩辺・胞肓

・志室・肓門・胃倉である。すべて下焦に位置して水を主るので、腎兪と呼んでいる。〕・・

・（中略）・・・

伏兎の上それぞれ二行、五を行くものは腎の街である。〔景岳注：伏兎は足の陽明の経

穴である。伏兎の上とはすなわち腹部のことである。腹部の脉の任脉は中行に位置し、

左右のそれぞれ二行は臍をはさんで二行するものであり、足の少陰ならびに衝脉の発

する場所である。行くところのそれぞれ五穴とは、横骨・大赫・気穴・四満・中注がこれで

ある。次の外の二行は、足の陽明経の行くところである。行くところのそれぞれ五穴と

は、気衝・帰来・水道・太巨・五陵〔伴注：外陵〕がこれである。左右あわせて二十穴。こ

れらはすべて水気の往来する道路なので、腎の街と呼んでいる。〕

三陰の交わるところは、脚に結している。踝上それぞれ一行、行くところの六穴は、腎脉
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の下行するものである。名づけて太衝と呼んでいる。〔景岳注：三陰とは、肝脾腎の三経

のことである。三陰の交わるところはともに脚に結している。このため足の太陰に三陰交

があるわけである。踝上のそれぞれ一行とは、ただ足の少陰腎経だけを指して言ってい

る。行くところの六穴とは、大鐘・照海・復溜・交信・築賓・陰谷がこれである。左右あわ

せて十二穴である。腎の大絡は衝脉と併さって下に足に行き、合して盛大となるので、

太衝と呼ばれている。〕

この五十七穴はすべて臓の陰絡であり、水の客するところである。」（注 7 ）『霊枢・四時

気篇』

...海としての奇絡■

海というのは流れ注ぐ最終地点の溜まり場である。身体においても生命力の大きな溜ま

り場を指していると考えられる。海論に記述されているものは、髓・血・気・水穀の海であ

る。髓は腎の表現、水穀は胃の表現であり、血と気とはその生成物である。十二経脉が

注ぐ東西南北の部位という位置づけがされている。

海の中にも海流がある。その大きなものは衝脉に代表されて表現されている上衝する

生命力である。人が立ち上がって歩くことができるのはこの上衝する生命力が充実して

いるためである。その陽的な側面が現れている場所を督脉、陰的な側面が現れている

場所を任脉としているにすぎないわけである。
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「

「督脉は下極の兪に起こり、脊裏に並び、上って風府に至り、入って脳に属する。」

「任脉は、中極の下に起こり、毛際に上り、腹裏を循り、関元に上り、喉咽に至る。」

「衝脉は気衝から起こり、足の陽明の経に並び、臍を夾んで上行し胸中に至って散ず

る。」

『霊枢・動輸篇』に曰く。衝脉は十二経の海である。〔岡本一抱子注：衝脉は、前後上下

の全身あまねく通行して諸経に合するので、十二経の海と述べている。〕少陰の大絡と

腎に起こり、下って気街に出、陰股の内廉をめぐり、〔岡本一抱子注：ここまでは前記の

『逆順肥痩篇』と同じ〕邪(ななめ)に膕中（こくちゅう）に入り、脛骨の内廉をめぐり、少陰

の経に並び、下って内踝の後ろに入り、足下に入る。

〔岡本一抱子注：衝脉は胞中に別れるため、足の少陰経の、脊を貫いて腎に属する大絡

とともに起こって、会陰に下り、足の陽明の気街に出、ここから腎経に従って陰股の内廉

をめぐり、邪に膕中の陰谷穴についで入り、脛骨内廉をめぐり、なお足の少陰経に並ん

で、下って内踝の後の太谿穴についで入り、足下の湧泉穴に入る。

衝脉の足に下る行路はたくさんあるが、これまで本篇で述べられてきた流れを、本経と

すべきである。〕
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」（注 11 ）

「『霊枢・逆順肥痩篇』に曰く。その〔注：衝脉の〕下るものは、少陰の大絡に注いで、気街

に出て陰股(うちもも)の内廉をめぐり、膕中に入り、骭骨の内に伏行し、下って内踝の後

〔訳注：『太素』にはこの「後」の字はない〕属に至って別れる。

〔岡本一抱子注：衝脉の足に下行するものは、足の少陰腎経の大絡に注いで、足の陽

明の気衝穴に出、ここから足の少陰と並んで陰股の内廉をめぐり、膕中に入り、骭骨の

内に深く伏行し、下って内踝の後ろ附属に至って別れて行く。 」（注 11 ）

「〔岡本一抱子注：ある人が聞いて言った。少陰の大絡に注いで気街に出るとはどういう

意味なのでしょうか。

答えて曰く。衝脉が胞中に別れて、先の腎経の脊を貫いて腎に属する大絡に注いで、こ

こから胃経の気街に出て、また腎経に並んで下行するということである。〕」（注 11 ）

衝脉はその名の通り「衝き上げる脉」であるべきなのに、『黄帝内経』にはなぜ、下降す

る脉を入れているのであろうか。それは、臍下丹田を中央として、四肢を末端とするため

である。中央の生命力が、四肢末端まで突き抜けていく姿、充分に充たしていくことを、

表現しているのである。これが衝脉の原点である。

..奇絡の治療■

奇絡の位置づけが明確にされたところで、治療するとはどういうことなのかということをも

含めて、先人の治療法を検討していこう。

...十二正経と奇絡■
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十二正経とは、五臟六腑に一臓である心包を加えたものである。これによって、天の気

と地の気とに充足されている人身の全体像すなわち気一元の身体が表現される。それ

に対して奇絡にはどのような位置が与えられているのだろうか。

この問題について考えていくことは、正経についての理解が問われることとなる。『難経』

には、正経と奇経とは拘わることがないと述べられている。その言葉を拡大解釈しすぎ

ると、正経と奇経とがあたかも別の身体について述べているかのような、バラバラの理

解を産むこととなる。残念ながらこれが現在の東洋医学の標準である。ここに疑問を持

ち、統一的に関連づけて考えていかなければならない。

気一元の観点から、一として把握された身体を、陰陽の観点、五行の観点から見つめて

いった果てに東洋医学がある。それは先秦時代のもっとも先進的な視点であった。この

存在そのものに対する把握方法こそが、先秦時代から漢代初期にかけて『黄帝内経』が

発想されまとめられた時代の基本的な思想である。

古人は、気一元の身体を観てそれを五臓六腑とその生命力の流れである十二経として

把握した。ところがここに拘わりすぎると、あたかもそれぞれ独立した五臓六腑が存在し

それぞれ独立した十二経脉が身体の中に溝のように存在するという誤解が生じてしま

う。そのため、あらかじめ十二経の表裏を繋ぐものとしての十二絡脉と後天の生命力の

表れである胃の大絡と脾の大絡、そして先天の生命力の表れであり全身を陰で支えて

いるものとしての奇経八脉を定めた。後天の生命力は生命活動の源泉でもある心臓の

動きと関連しているため大包と虚里という心臓に近い部位に定められた。また奇経八脉

は、十二経を大きく構造的に繋ぐものとして、あたかも人体における生命の骨格でもある

かのように深く構造的に位置づけられることとなったのである。これがすなわち清代初期

にいたって喩嘉言（ゆかげん）が開示することとなる奇経の概念である。

忘れてはならないことは、十二正経こそが基本であるということである。そこに現されて

いる一元の気の升降出入とその表現こそが生命を日々養い育てる最も基本的な構造で

ある。

脾の大絡 胃の大絡はそれに比すると心臓を動かし生命そのものを活動させている今

生きている生命の表現であり、奇経は十二正経を網羅しその繋がりを表現しているもの

ということになる。奇経はいわば、生命の骨格を網羅して大きなまとまりとしてそれを表

現しようとしているものだったのである。

陽気を外から網の目のように繋いでいる陽維脉、陰気を内から網の目のように繋いでい

る陰維脉、全身の生命活動の胆経の側面すなわち外側から表現している陽蹻脉、全身
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の生命活動を腎経の側面すなわち内側から表現している陰蹻脉、体幹部の中心を気海

丹田から立ち上がる生命力の流れとして観たとき、その中心の生命力が衝脉であり、そ

の背側に現れているものが督脉であり、腹側に現れているものが任脉である。網として

陰陽を網羅している陽維 陰維だけでは地および気海丹田から上る生命力にまとまり

を付けるのには不足しているため、帯脉がちょうど全身の中心を横に束ねるように引き

締めている。正経という大きな生命力の流れのアワイをこのように想定することによっ

て、全身の気一元としてのまとまりというものがより明確に表現されているわけである。

五臓六腑の概念と比すると、生命力の流れである経絡や奇経の有り様というのは不安

定なものである。その存在が五臓六腑の生命力の充実度に依存しているということは

『難経』に「然なり。聖人は溝渠（こうきょ）を図（はか）り設けて、水道を利し、不然の時に

備えました。天から雨が降下して、溝渠が溢れ満ち、この時に当って霶霈（ほうはい）は

妄（みだ）りに作ります。こうなると聖人といえども復び図ることはできなくなります。この

ようにして絡脉が満ち溢れます。諸経がこれに拘わることはできません。」と述べられて

いるとおりである。そして不安定なるが故に病みやすく治りやすいとも言える。

生命力を賦活させるということはその場に生命力を集めるすなわち気を集めるということ

がまずある。気が集まることによってその場の生命力が流れやすくなるわけである。そこ

には前提としての寒熱はまだない。寒熱が現れるのはその場がある程度の生命力を持

ちそれを表現できるようになった後のことである。

...奇経の治療■

李時珍の『奇経八脉考』には、それぞれの奇経に割り当てられた経穴が、その奇経を治

療する経穴としてその主治効能も含めて掲載されている。しかしそこに書かれている効

能は、五臓の生命力の変動として考えていけば充分説明できるものばかりである。

また、奇経はそもそも正経とかかわることのないものであって、正経の経穴を借りてその

表情を表しているに過ぎないと『難経』では言われている。しかし、奇経も気一元の生命

力の一つの表現なのであるから、正経と関わらないという表現は言い過ぎである。

奇経の病は、その変動を表現している病処そのものが治療場所になる。これは、局所治

療の奇経的な―ひいては奇絡的な位置づけとなる。その治療法は、葉天士によると温

通法が中心となる。温通の中身は何か。温は生命力を充実させることである。温めて生

命力を充実させることによってその部位を通じさせようとするわけである。補法を基本に

用いて瀉法を行う。これはまさに鍼灸師が得意とするところのものではないだろうか。
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臓腑経絡が充実し、次の段階である生殖の基盤を保持できるようになることを現代で

は、第二次性徴期と呼んでいる。古来の東洋医学ではこの時期のことを、腎気が充実し

盛んになることによって、天癸―すなわち生殖機能を発することができるようになると説

明している。いわば臓腑経絡が充実することによって新たな機能を人は獲得することが

できるというわけである。そしてそれは、それまでの個としての存在形態を脱して、より大

きな種あるいは民族あるいは家族の一員としての自己の位置を獲得するわけである。

成長に伴い臓腑経絡がこのように充実していく上で欠かせないものは、臓腑経絡それぞ

れを互いに結びつけていく絆の存在である。この絆を絡脉と呼ぶ。これは従来の絡脉と

いう概念よりも少し広く捉えるべき所のものである。葉天士はこのあたりのつながりを指

して奇絡と呼んだのである。

すなわち、成長し身体が大きくなり機能の分化が進んでいくにつれて、その相互をふた

たびつなぐ媒体として奇絡が充実していくこととなる、そう古人は考えたわけである。これ

はまるで発展するにつれて専門分化が進んでいった企業や大学や学問が、そのままで

は分離しすぎて発展を危ぶまれあるいは全体的な目標を喪失してしまいどこに行くかわ

からなくなるために、総合的な戦略機関を設けて横のつながりを回復させようとするよう

なものである。

奇絡は、主流をなす臓腑経絡をつないでいる媒体であるから、生命力が低下していくと

奇絡から先に枯れていくこととなる。後から充実し先にやせ細っていくわけである。これ

が葉天士のいわゆる奇絡論、奇絡は肝腎に隷属する、深い病 慢性の病には奇絡を

用いなければ治すことはできないと喝破したところである。生命力溢れる物としての一体

感が損なわれ、筋張っていき、ついには気がそこに舎ることができなくなるわけである。

奇絡が滅びればその先に正経の衰えが表面化する。すなわちそこには死が待っている

わけである。

この奇絡を治療していく上で葉天士が指示している基本的な方法が温養であることは注

目に値する。緩み鈍っているところ、生命力の薄い部分を見つけ、温めることを中心とし

てその部位を養い生命力を賦活させることを、治療の基本としているわけである。

これは鍼灸師の非常に得意とするところであるということが理解できよう。体表観察を

し、皮膚の異常を通じて臓腑経絡をかみ分け奇絡をかみ分けて全身に対する影響を考

えながら手を入れていくという行為は、東洋医学を修め体表観察を手に入れた鍼灸師の
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独壇場であると言える。

...久痛入絡■

気虚が進み、補気も効果が得られない状態となると、気虚瘀血が生じたり湿痰が絡みや

すくなる。そのような大きくバランスを崩している状態の時に、通絡によって危機を脱しよ

うとする発想が存在する。

張仲景はこれに大黄䗪虫丸を用い、江戸時代には主として刺絡で臨み、現代ではこれ

は外科手術で臨んでいる。

絡脉理論あるいは奇絡の理論というものは、実はこの局所に鬱滞している邪気を取り除

くために、その部位を明確にしそれを強い薬で排除するという手法に、その可能性を開

いたものでもある。

葉天士のいわゆる温通奇絡の発想はまた、手術に至る直前の病位を定めることを中心

として、そこに強くアプローチするためにはどうすればよいか、という示唆を与えてくれる

ものである。

鍼灸師的には、全身の生命力をできるだけ充実させて（神闕や関元の温補によって三

焦の気を強くする、膻中の温法によって補気をするなど）定めた局所に強い刺激（灸・

鍼）を入れ温通していくということになるであろう。その際の勝負所は、病位を定めること

と強い手技を入れる技術となる。

葉天士が、経脉を心肺に配し奇絡を肝腎に配した理由は、主に治療法を深く強く入れる

必要があるということを述べるためのものである。

...葉天士の人体モデル■

葉天士の学術に関しては拙訳：中医論文三篇 http://1gen.jp/1GEN/CHUI/index.html

に収められている。一般的には葉天士は温病理論の基礎を構築した医家の一人として

有名だが、絡脉と奇経をもって経絡学説を一大転換させ、それを臨床に応用していった
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功績も非常に大きい。ことに彼の提示する人体モデルは、非常に独創的なものなので、

ここに再掲しておく。この人体モデルは、『葉天士対経絡学説的運用和発揮』〈上海中医

雑誌１９７９年第五期〉に掲載されていたものを、再掲にあたって解説に従って書き直し

たものである。

経 脉 奇 絡

気 血

肺 心 脾 肝 腎

＼ ／ ｜ ＼ ／

上焦 中焦 下 焦

『素問・皮部論』には、「絡が盛んであれば入って経に客する」と何度も書かれている。後

代の医家はここから、絡脉は浅い病、経脉はより深い病の治療に用いると考えてきた。

また奇経に関しても経脉の余得のような位置づけしか与えられてこなかった。

これに対して葉天士は、奇絡という言葉を用いて奇経を絡脉と関連付けて位置づけなお

し、奇経を人身における肝腎根ざしていると考えた。「督脉と足の太陽は、足の少陰を

通じて腎に属絡しており、帯脉は、足の太陽および督脉から分かれ出たも のであり、陽

蹻と陽維とは足の太陽に通じており、任脉・衝脉・陰蹻・陰維は足の少陰と直接関係して

い」るからであると。（注 20 ）

この奇経の中には、深部奇経としての任督衝三脉および深部絡脉としての四海や少陰

の絡なども入るであろう。

そしてこの奇絡を通じさせる、すなわち奇絡を活性化させることが、慢性病を治療する際

に非常に重要であると位置づけたわけである。

葉天士は、病が長期にわたると絡脉に入ると述べた。生命力が溢れ出るときには、奇絡

は日々新たに活き活きとその表情を変えていくことができる。しかし、生命力が収縮して

いく時期すなわち長期にわたって病んでいる場合や高齢の場合には、奇絡に溢れるほ

どの生命力の充実を得ることができなくなるため、奇絡は停滞しあるいは不足する。
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ここに着目して葉天士は、病が長期にわたると奇絡に入ると述べ、その治療において

は、生命力の根本を整える必要があるということから、深く肝腎を調節することによって

しかその病を救えないと述べたのである。

このことを葉天士は、「奇経八脉は肝腎に隷属する」すなわち、肝腎の深い位置―人身

の根基の位置が病んでいるものには奇経八脉を用いて治療しなければならないとした。

「特に鹿角・鹿茸・亀板・ 阿膠の類に対して葉天士は、「血気有情の属』『生気を栽培す

る」薬であ ると述べ、「鹿の性は陽であり、督脉に入り、亀板の体は陰であり、任脉 に

走る」などとして、奇経に直接入る薬物であると高く評価し」た。（注 20 ）

それではこの肝腎、人身の根基とは実際のところいったい何を指しているのだろうか。

ここまで奇絡について、結びのネットワークとして、溝や綱や網や海という表現でその位

置の深さや作用について述べてきた。そのまるごとすべてが臓腑経絡学における生理

学で表現されている生命活動の生成物であり構造なのである。

臓腑経脉（気）によって生成された、構造（血）が奇絡なのである。これが深い位置という

言葉の中身である。これは、内傷病的には損傷されやすい「生命の器」である。

神は五臓を形成し、五臓は十二経という生命力を出し、その生命力によって身体が構成

されている。日々生成して止むことがないため、揺らぎながらも生命を保つことができる

のである。このあたりのことについて岡本一抱は『医学三蔵弁解』で以下のように述べて

いる。

「人身における五蔵とは、肺は気を蔵し、心は神を蔵し、脾は営を蔵し、肝は血を蔵し、

腎は精を蔵するということを言います。このことを、まず心があって後に神が蔵され、腎

が生じて後に精が蔵される、と多くのものは述べていますが、それは全くの誤りです。

五臓は五神の宮です。五神があって後に五臓の象を生じます。たとえば鳥があって巣を

作り、獣があって穴を穿ち、人があって宮室を作ってそれそれその室に舎るようなもので

す。鳥がなければ巣はなく、獣がなければ穴は穿たれず、人がなければ宮室などないの

です。ですから人身の五蔵もまた、五神があって蔵象が生じます。神が生じるので、これ

を蔵する場所としての心が生じます。気が生じるので、これを舎す場所としての肺臓が

生じます。精が生じるので、これを蔵する場所としての腎が生じます。血が生じますの

で、これを舎す場所としての肝臓が生じます。営が生じるので、これを蔵する場所として

の脾臓が生じます。五臓は五神から生じるわけです。」（注 19 ）

すなわち、五神がまず存在し、その活動する器として臓腑経絡の流れが作られているの

である。その統合された生命の力によって、身心は日々養われ再生されていく。そのうち
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の最後の結びの部分―構造物としての肉体が奇絡であると考えているわけである。骨

格―枠組みそのもの、できあがった器を奇絡の状態としているのである。

であるからこそ葉天士はこれを温養し通じさせるべきであるとしたのだ。温通とはすなわ

ち、生命力を充実させてその穴を塞ぎボロを繕うというほどの意味である。

この考えを推し進めていくと、慢性病を考える場合、奇絡を問題にすべきか否かという判

断が重要になっていくことが理解されよう。

生命力が充実している場合には、臓腑経脉を調整すれば気の偏在は内から自然に調っ

ていく。しかし、生命力が弱ってくると臓腑経脉を調整するだけでは生命力を調えること

ができなくなる。そのためボロの服にパッチワークで糊塗するように、局所治療を行なわ

なければならなくなる。そこにこの奇絡の概念が入ってくるわけである。

奇絡に問題があると断じて治療をする際には当然、八脉交会穴だけでなく、よりダイナミ

ックに奇絡の存在する場所そのものを把えて、直接その停滞を治療していく必要がある

ということになる。

鍼灸治療においては、気ー元の身体観を基盤とした上で、さらに奇絡における停滞した

局所を探す眼差しが必要であるという示唆を与えているものである。

ここにおいて、全体と局所との関係をどのように考えていくのかという問題がふたたび、

新たな相貌を持って鍼灸師の眼前に立ち上がることとなる。

切経の概念もまた変えていく必要が出てくる。経脉がありそれに沿って経穴が並んでい

る。そのような概念からこれまで切経を行って経穴を探していたわけだが、そこにさらに

奇絡の大きな結びを入れ、より柔軟な探穴、面としての体表観察を加えていく必要があ

る。そのようにして経脉経穴という単純な切経を超えていく必要があるのだ。

ちなみに葉天士はその奇絡治療の基本を「温通」においている。「温通」とは温めて通じ

させるということである。温めて通じさせるという言葉の中身は、その部位の生命力を補

うことによって生命力を増加させ、生命力の流れをよくしていく。川に流れる水の量を増

やすことによって、川の停滞を解消していくということである。

すなわち、奇絡の停滞を直接指で探り当て、温灸などを用いて通じさせ治療していく。そ

のような処置方法を工夫し用いることができるのは、鍼灸師だけである。つまり、奇絡を

治療するということが鍼灸師の独壇場であるということを示しているものである。慢性病

治療に対する鍼灸師の新たな可能性が開けていくわけである。
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...部位によって異なる奇絡の調整■

具体的な処置について「溝」「綱」「網」「海」それぞれについて少し触れておこう。

溝としての奇絡■

溝としての奇絡の生命力が涸れると、とうぜん溝の中の水が涸れる。そのため、溝とし

ての結びの機能が低下する。温養することによってその生命力を増加させ結びの機能

の回復を図る。

綱としての奇絡■

溝と違い綱の部分は他の部位よりも強靱に補強されている。その強靱な生命力が弱る

と、脆くなったり切れやすくなる。温養することによって生命力を充実させ、しなやかな強

さを取り戻させるわけである。

強靱な部位というのは生命力が集まっている部位である。一体となって太くなっているも

のの生命力が涸竭してくると、弛んでばらばらになってくる。その弛みやバラバラになり

かけている部位の中心を狙って鍼をすることで、絆を取り戻すことができる場合も多い。

溝と比較すると全身の強靱さを保つうえで重要な役割を持った奇絡である。治療家が手

を入れるだけでなく日々のスポーツやストレッチなどでその生命力を養うべきである。

網としての奇絡■

網としての奇絡は少陰の大絡以外は基本的に表面にあるので、手で触れてその虚実寒

熱を診、治療の手を入れやすいところである。陽維は肺、陰維は腎、脾胃の大絡はそれ

ぞれ脾胃、水兪・八髎は腎と関連し、その部位を繃帯のように補強しているものである。

面で捉え生命力の濃淡を調える。
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少陰の絡は位置が深く触れることができない。暝想などで丹田に気を鎮め、生命力を集

め養うようにしなければならない。

海としての奇絡■

海は動かしにくく、水たまりは動かしやすい。当然のことである。海は大きい。海を生命

の器の大きさを表すものであるといってもいいかもしれない。

であるから、海としての奇絡は基本的にそれ自体としては動かしにくいと知るべきであ

る。古典には四海について治療穴を示しているが、もっと大きく弁証論治に従い、五臓の

盛衰を調えることで対処するしかない。

衝脉は全身の中心である。臓腑経脉はこの衝脉を育てるためにある。治療の目標もこ

の衝脉をいかにしてバランスよく充実させるかというところに置かれるべきである。そして

その言語化されたものが、「臍下丹田を中心とした気一元の生命として人を診、調える」

ということである。

衝脉はいわば、腎間の動気の発条である命門の火の全身に表れたもの、三焦そのもの

を意味していると言ってよい。

衝脉の陽的な側面を表現するものとして督脉があり、督脉には専穴がある。その高さに

応じて五臓との関係が深い。

衝脉の陰的な側面を表現するものとして任脉があり、任脉には専穴がある。その高さに

応じて督脉の場合と同じように五臓と関係していると診るべきである。

衝脉という立ち上る大海があるわけであるから、督脉をいじったからといって熱に偏りす

ぎ、任脉をいじったからといって寒に偏りすぎるということはない。これは臨床家であれ

ば誰でも知っているところである。表面的な言葉やその定義に惑わされてはいけない。

その実態を診る努力が大切なのである。生命そのものを診ているのであるから。

海は大きく、それ自体でバランスをとっているものなのである。

おわりに■
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全身を臍下丹田を中心とした気一元の身体として捉え、そこに手を入れていく。生命力

はその充実度や敏感さに従って、大きくあるいは小さく揺らぎながら、バランスをとるよう

に動いている。

治療家が患者の身体に触れてその生命力を動かすということは、生命力の濃淡を調え

ることである。

奇絡の観点は、溝や綱や網や海といったさまざまな結びの概念を提供している。その位

置や構造によって動き方はさまざまである。時宜に応じた工夫が必要であることは言う

までもない。

..主要参考文献■

（注 1)（ 2009 年 7 月 22 日放送 漢方医人列伝「名古屋玄医」

北里大学東洋医学総合研究所 所長 花輪 壽彦

http://medical.radionikkei.jp/tsumura/final/pdf/090722.pdf ）

（注 2 ）『難経鉄鑑』広岡蘇仙著（ 1720 年頃）伴 尚志 現代語訳 たにぐち書店刊

（注 3 ）『鍼経指南集注』(1245 年)竇漢卿（ 1195 年～ 1280 年）著：啓業書局有限公司

中華民国八十年七月初版

（注 4 ）『四庫全書』 1781 年欽定

（注 5 ）『十四経発揮』滑伯仁（ 1304 年～ 1386 年） 1341 年著

（注 6 ）『奇経八脉考』李時珍（ 1518 年～ 1593 年）

（注 7 ）『類経』張景岳（ 1563 年～ 1640 年）

（注 8 ）『診家正眼』李中梓（ 1588 年～ 1655 年）

（注 9) 『喩嘉言医学三書』『医門法律』〈一明絡脉之法〉喩嘉言（ 1589 年～ 1669 年）

（注 10 ）『脉訣彙弁』李延是(1628 年～ 1697 年)李中梓の姪

（注 11 ）『経穴密語集』岡本一抱（ 1654 年～ 1716 年）

（注 12 ）『雑病源流犀燭』〈奇経八脉門〉(1773 年刊）沈金鰲（ 1717 年～ 1776 年)著：そ

の師の孫慶曽は、葉天士と同門

（注 13 ）『臨証指南医案』葉天士（ 1667 ～ 1746 年）

（注 14 ）『葉天士対経絡学説的運用和発揮』＜上海中医雑誌 1979 年第五期 52 ペー

ジから 54 ページ＞
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（注 15 ）『中医学術史』厳世芸 主編：上海中医学院出版社： 1989 年 5 月第 1 版第 1

次印刷

（注 16 ）『「奇経八脉考」校注』王羅珍校注：上海科学技術出版社： 1990 年 2 月第 1 版

第 1 次印刷

（注 17 ）『絡脉理論与臨床』邱幸凡編著：陝西科学技術出版社刊 1991 年第 1 版第 1

次印刷

（注 18) 開闔枢理論

開闔作用というのは、ドアが開いたり閉じ たりするということである。ドアが開くと外気と

の交流が行なわれ、ドアが閉じると内部が充実する。ドアを開閉する場合 にもう一つ考

えなければいけないことは、ドアの開閉を支えている部分、柱にドアを付けて、ドアが開

いたり 閉じたりすることを影で支えている支点の部分である。これを「枢」と 呼ぶ。少陰

腎経はこの枢にあたる。ちなみに、太陽は開・陽明は闔（ごう）・少陽は枢・太陰は開・厥

陰は闔・ 少陰は枢と『素問』〈陰陽離合論〉には著されている。一般的に、「開闔作用」と

いう言葉で開と闔とをまとめ、気の流れがうまく いっている状態を開闔が正常に行なわ

れているという風に言い表わし、開闔がうまくいっていない原因が「枢」にある場合、「枢

機不利」と表現している。

（注 19 ）『医学三蔵弁解』岡本一抱子著伴 尚志現代語訳 2010 年 たにぐち書店

刊：第二章 上焦神蔵 第十七節 蔵象 128 Ｐ

（注 20 ）中医論文三篇 http://1gen.jp/1GEN/CHUI/index.html

..附： 〈絡脉論〉全訳

『医門法律』〈絡脉論〉喩嘉言著

十二経脉については、前賢がこれについて詳細に論じている。けれども絡脉については

まだ尽されておらず、経典の欠落部分となっている。経脉には十二あり、絡脉にもまた

十二ある。絡は兜絡（とらく）という意味で、十二経脉の外城となる。さらに胃の大絡・脾

の大絡および奇経の大絡がある。これがすなわち外城の通界〔訳注：境界であり通り

道〕であり、皇華〔訳注：こうか：皇帝の御稜威（みいつ）：皇帝の徳の輝きひいては勅使〕
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の出入する道である。このため絡脉には十五あるとも言われているのである。十二経は

十二絡を生じ、十二絡は百八十系絡を生じ、系絡は百八十纏絡（てんらく）を生じ、纏絡

は三万四千の孫絡を生じる。内から生まれ出るものは、ますます多くますます小さくな

る。そのやや大きいものは兪穴と肌肉の間、営気の主るところの外廓にある。ここから外

に諸々の皮毛に出て小絡となり、衛気の主るところとなる。

外邪が衛から入り営にすぐに入らないのは、絡脉がまとわりついているためである。絡

が邪に盛ん中（あた）られることによって、営に入ることとなる。このため、『絡が盛んであ

れば経に入る』『素問・皮部論』と述べられているのである。営が経脉の中を行くためで

ある。

風寒六淫の外邪は形がないため入りやすい。絡脉がこれを止めることができずに盛ん

になると、経に入る。営気の内から生ずる諸病のように、血となり、気となり、痰となり、

飲となり、積聚となり、さまざまな形をとる。これを絡外に出すことができず、経が盛んで

あれば絡に入り、絡が盛んであれば経に返して、留連して〔訳注：しつこくまとわりつい

て〕治りにくくなる。ここにおいて砭射〔訳注：へんしゃ：刺絡〕によって、その絡中の邪を追

い出そうとするわけである。最近の医家は砭射を用いなくなった。そのような医家とはと

もに至巧を語るに足りない。〔訳注：刺絡を用いることをしなくなった医者とは、治療技術

をともに語る価値はない。〕また用薬の際にも、引経透絡〔訳注：目標とする経絡に行き

通じさせる薬剤〕を加えないため、効果の出が遅くなっている。これを良工と呼ぶことは

できない。

これだけではない。三部九候は、『内経』でその位置がもともと定められている。けれども

王叔和は、〔訳注：心と小腸。肺と大腸とが〕互いに絡いあうことから、大小の二腸を上で

候うとし、心主の脉を下で候うとした。けれども絡脉が外を主り、関わりも小さいというこ

とを〔訳注：王叔和は〕理解していなかった。〔訳注：心と小腸。肺と大腸とが〕絡でかかわ

り、表裏で互いに通じ合っているとはいっても、その診象〔訳注：脉位〕を定めることはで

きない。いわんや水穀が変化する濁穢の腑は、父母である膈上の清陽の臓から、何重

もの脂膜で遮蔽されてはるかに遠ざかっているではないか。その気がはるかに離れ、互

いに通じてはいない。それなのにどうして、外に絡い連なり属するという理由から、右寸

の清陽上の浮位が大腸の脉で沈位が肺の脉となるのだろうか？『経』にいうところの臓

の最も高い位置にあるものが肺であることからそのまま、臓の最も高い位置にあるもの

は大腸であるということになるのだろうか？全身の治節は、大腸が主るものなのだろう

か？左寸の浮位は小腸の脉で、沈位は心の脉ということだが、水中の汚泥〔訳注：すな

わち小腸〕が、蓮華の上に浮いているとしてよいのだろうか？ここに理があるのだろう

か？心包の脉は心を包み、君主の行事を代行する。これはまさに宰相が政府を統摂す

るようなものであり、まさに左の寸位でこれを候うべきところである。もし右尺位に分属さ

れて三焦と同じ位置にあるならば、どうやって閣に入り事を弁じる〔訳注：尺位という下位
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にあるものが君主という上位にある内閣に入って政務を執行する〕ことができるのだろう

か？どうして遐荒〔訳注：かこう：遠い荒れ地〕に遠く隠れているのだろうか。一日の万機

〔訳注：日々の重要な政務〕にあたって、樽俎〔訳注：そんそ：宴席：外交交渉の場〕を捨

てていながら、道筋を付けていくことができるものだろうか？

〈切脉論〉の中で、診方についてはすでに定めてある。今ここでふたたび論及することは

しない。これまでの常識に安住する者たちが、深く考えようとしないことを恐れるのみで

ある。

さて、経脉には十二あり、絡脉には十五ある。『難経』では、陽蹻・陰蹻と脾の大絡を加

えて全部で十五とし、後世これにしたがうこととなった。しかし『内経』の「胃の大絡は名

づけて虚里と呼ばれ、膈を貫き肺を絡います。」という注目すべき一段を遺してしまった。

後人は敢えて越人の案を否定せず、ついにひとつ増やすべきであるとして十六絡とし

た。ここに十二経に四大絡があるとしたわけである。これは間違いなのではないだろう

か？

私〔注：喩嘉言〕は陽蹻陰蹻の二絡を定めたことがもともと誤りだったと思う。これらはと

もに〔訳注：奇経に属するわけだから、〕奇経を指して一つの大絡となすべきである。そも

そも十二経にはそれぞれ一つの絡があり、全部で十二絡となる。この外に胃の一大絡

がある。胃の下からまっすぐ膈肓を貫き、諸絡脉を上において絡い統べる。また脾の一

大絡がある。脾から外に横に脇腹を貫き、諸絡脉を中において絡い統べる。また奇経の

一大絡があるとするわけである。奇経は、諸経の絡を全身上下において環り貫いている

わけである。

このようにして十二絡はその経脉を絡い、三大絡はその絡脉を絡うこととなるわけであ

る。

『難経』にはもともと『絡脉が満ち溢れ、諸経はこれに拘わることがない』という一文があ

る。これがすなわち八奇経は十二経脉の外に出て、経脉はこれに拘わることができない

という意味であるということは、言をまたない。

以前私は奇経の意味について考えてみた。督脉は諸陽を督して背を行き、任脉は諸陰

を任じて前を行き、互いに絡わない。衝脉はまっすぐ胸中を衝き、帯脉は横に腰の際（き

わ)を束ねて、互いに絡わない。陽蹻と陰蹻とは同じく足跟に起こるが、一つは外踝を循

り一つは内踝を循り、並行してその捷（はや）さを闘わせるので、やはりまったく互いに絡

うことはない。陽維と陰維とは、一つは諸陽の交会に起こり一つは諸陰の交会に起こ

る。維と名づけられているが、陽は自らその陽を維し、陰は自らその陰を維すので、交わ
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って互いを維絡することはない。

もし陽蹻・陰蹻を二絡というのであれば、陽維・陰維はさらに二絡というべきであるし、督

・任・衝・帯もすべて合わせて八絡というべきである。

『難経』にはまた『奇経の脉は溝渠に横溢し深い湖に流れているようなものである。この

ため聖人も図ることはできない。』と述べられている。これは、奇経がともに絡であるとい

うことを明らかにしているものである。それとも江河大経の水を溝渠にたとえているとで

もいうのだろうか？

『難経』にはまた『人においてその脉が隆盛であれば、八脉に入って環周することがな

い。であるから十二経もまたこれに拘わることはできない。』と述べられている。その溢れ

て蓄るものは還流して諸経を灌漑することはできないのである。経脉が盛んであれば絡

脉に入るため、溢れて蓄るものはただ絡脉にあるのであって、諸経を還って潅漑するこ

とはできないのである。ならば奇経が共に〔訳注：奇経八脉がすべて合わさって〕一つの

大絡をなしていることに、何の疑いがあるだろうか。


