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トピックス 「気と気功・経絡とツボ～その理論と実践～］勉強会終了 

 昨年 10月から開催した標記の勉強会も 9月の第 12回をもって無事終了いたしました。船堀タワ

ーホールと清新町コミ館の 2 か所で約 50 名の方が最後まで参加してくださいました。同一内容で

進めている下町会の方はあと数か月先まで続く予定です。 

 全 12回で下記のようなテーマで勉強してきましたが、“太極拳の健康効果とは何か？”と言う私自

身の勉強の軌跡を皆さんと一緒に辿ったというのが正直な本音です。太極拳の理念は易経にあることを

知り、易経の陰陽説、その後に発展した陰陽五行説から、儒教や道教が生まれ、また経絡理論も、中国

医学も生まれたことも知りました。経絡理論は本質的には人間の心身の制御についての鋭い、正しい、

洞察ではありますが、19世紀以降の西洋医学の飛躍的な発展によって、それが自律神経系を中心とする

大変巧妙な仕組みにあることが解き明かされました。したがって我々は、より平易な形で、“健康法”

を学ぶことができる時代にいるというわけです。今回の勉強会の結論は、そこに落ち着いた次第です。 

回数 年月 第一部 理論 第二部 実践 

第 1回 2017年 10月 「易経」および「気」「経絡」 ① 太陰肺経 ②陽明大腸経 

第２回 2017 年 11月 「気」とは何か ② 陽明胃経 ④太陰脾経 

第３回 2017年 1２月 「気功」とは何か ⑤少陰心経 ⑥太陽小腸経 

⑧少陰腎経 

第 4回 2018年 1月 呼吸と呼吸法 ⑦太陽膀胱経 

第５回 2018年２月 さまざまな呼吸法とその目的と

効用 

⑨厥陰心包経 ⑩少陽三焦経   

⑫厥陰肝経 

第 6回 2018年３月  同上、続き ⑪少陽胆経   

第７回 2018年４月 ゾーンセラピーとは何か？ 奇経八脈 

第８回 2018年５月 東洋医学の考え方とその概要 顔と頭部のツボ 

第９回 2018年６月 自律神経と自然治癒力 手のツボ 

第１０回 2018年７月 統合医療とは？  足のツボ 

第１１回 2018年８月 経絡とツボの正体 体幹部のツボ 

第１２回 2018年９月 健康気功法の提案 健康気功法の実践 

 閑人閑話 川島芳子生存説の面白さ 

 雲の手通信の７月号のこの欄で、川島芳子生存説を書きましたところ、“信じられない”とか、

“もっと詳しく知りたい”とかの声がありましたので、少し詳しく四幕仕立てでご紹介します。 

第一幕 死刑直後から身代わり説が！ 

1948年（昭和 23年）北京監獄で、銃殺刑に処せられたのですが、公開処刑のはずが直前に非公 

開となり、銃殺後の死体を一部にのみ公開したことから、身代わりではないかとの疑問が起こり、 

それは間もなく、身代わりで死刑になった娘の母親のじきじきの告訴によって、裏打ちされること

になりました。そそのかされて金の延べ棒 10 本をもらう約束で、不治の病の娘を差し出したもの
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の、4 本しか呉れないということで、その母親が北京の裁判所に監獄長らを告訴したのが、処刑の

１か月後と言うことで、世界中に大きく報道され、裁判も始まりました。 

ところが、そのうちその母親が行方不明になり、やがて翌年には国民党政府そのものが、台湾へ 

逃げてしまったので、すべてがうやむやになってしまった、と言うのが第 1幕です。  

彼女の実家の粛親王家が工面をして、国民党の要人などに 100本の金の延べ棒をばらまいて、彼 

女を救出したということが、のちのちわかりました。監獄長が、母親に渡す

べき分から 6本くすねたことで、その筋書きがばれてしまったのです。 

第二幕 周恩来首相が認めた？！ 

 1955 年（昭和 34 年）に、当時の藤山愛一郎外務大臣が訪中して、周恩来

首相と面談【右写真】した際、藤山氏が思い切って、“川島芳子は生きてい

るというのは本当ですか？”と聞いたところ、周首相は“そんなことは話せ

ませんよ。ただ……”と言いながら、胸の前で両手で○の形を示してくれた

ということで、帰国後、日本で大きく報じられ、生存説の信憑性がさらに高

まりました。 

第三幕 中国人画家「張鈺」が川島芳子との生活を告白！ 来日して日本のテレビでも放映  

 2008年（平成 20年）に、川島芳子が 1978年まで吉林省長春市で生存していたことが明らかにな

りました。それは国民党上層部の要請によって川島芳子を匿っていた段連祥（2004年死亡）が、死

ぬ間際に、孫娘の張鈺（1967～）に、それまで一緒に暮らしていて“方おばあちゃん”と呼んでい

たのが、じつは「川島芳子」であると告げて、数々の遺品を預けました。趙鈺は地元の関係部門と

綿密な裏付け調査を行った後、この事実を公表するとともに、来日しました。 

2009年 4月 13日、テレビ朝日が特番を組みましたが、その内容は次のようなものでした。張鈺 

は方おばあちゃんに育てられ、歌や踊り、また絵を学んだ。

毎晩聴かされていたのが、「君が代」であり、また「蘇州

夜曲」はじめ、李香蘭（川島芳子の親友）の歌の数々であ

った。遺品の中に李香蘭の写真とレコード「蘇州の夜」が

あり、段連祥の遺言に従って、これを山口淑子（李香蘭）

に届けて、彼女から方おばあちゃんはまさしく川島芳子で

あるとの証言を得た、などと言う生々しいものでした。 

これにはさらに衝撃的な事実が加わります。張鈺はその際、松本市蟻ケ崎にある川島芳子の墓に

詣で、さらに同市島立の「歴史の里」内にある「川島芳子記念室」を訪ねますが、そこに飾られて

いた天津時代の写真に、祖父の段連祥が写っていることを発見したのです。【上の写真の後列右から

二人目・それまでこの人物だけは特定されていなかった。】祖父から聞かされていた川島芳子との出会

いを証明する貴重な写真だったのです。 

第四幕 じつは日中友好のために来日していた川島芳子 

 川島芳子はただ長春に隠れ住んでいただけではないということを、掘り起こして、書かれたのが

フリージャーナリスト相馬勝著の『川島芳子・知られざるさすらいの愛』（講談社・2012年刊）と

いうドキュメントタッチの小説です。川島芳子の生涯を、段連祥の口から語らせるという手法で、

波乱に満ちた彼女の生涯を描いた大作です。 

 この中で、彼女は死刑を免れた当初は国民党のスリーパー（将来の反攻のために潜伏する工作員

や軍人）として保護されていましたが、共産党政権が安定してきたあと、周恩来首相の要請を受け

て政権に協力するようになってゆきます。アヘンビジネスを政権が掌握、管理するために、彼女が
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情報提供や対人工作をしたのが最初の仕事であったと書かれています。さらには、1955 年（昭和

30年）、第 1回原水禁世界大会に中国仏教会代表団に潜り込んでひそかに来日して、かっての命の

恩人、庇護者であり、愛人でもあった！右翼の大物笹川良一と面談して、周恩来首相の日中国交回

復工作の根回しを行ったという、衝撃的な話も書かれています。その後も冬は浙江省の国清寺（天

台宗総本山・最澄が学んだ古刹）で過ごし、対日工作活動を行ったとも言われています。 

ということで、清王朝の皇女が日本人川島浪速の養女となる数奇の運命に始まり、彼女の奔放と

もいえる男女関係をはじめ、中国と満州と日本の間で、もがき、苦しみながら、波乱万丈の一生を

送った川島芳子を描いた大傑作として、この本をご紹介して終わりとします。 

【参考】   川島芳子（本名；愛新覚羅顕子）年譜 

西暦 元号 記事 

1906 明治 39年 清王朝、粛忠親王善耆の第 14王女として北京にて誕生。 

1915 大正 4年 川島浪速の養女となり来日、松本に住む。 

1924 大正 13年 自殺未遂、断髪、女性決別宣言。 

1927 昭和 2年 蒙古貴族と結婚するも、3年後離婚。 

1930 昭和 5年 上海で日本軍のスパイとして働く。 

1932 昭和 7年 満州国設立。同国女官長就任。 

1933 昭和 8年 
同国「安国軍総司令」となる。日本で小説『男装の麗人』 が出版される。 

歌手デビュー。 

1937 昭和 12年 天津の料亭「東興楼」を経営。山口淑子（李香蘭）、笹川良一とも交際。 

1942 昭和 17年 日本軍が暗殺を謀るも、笹川良一に助けられて一時帰国。 

1945 昭和 20年 10月、国民党軍により逮捕される。 

1947 昭和 22年 3月 22日、北京監獄にて銃殺刑、じつは替え玉で、本人は長春に潜む。 

1978 昭和 53年 長春にて死亡 

左顧右眄  第２２話 『太極拳とは何か（再編集・再掲版）』（第４回） 

   ～趙匡胤の「探馬勢」から太極拳の「高探馬」にいたる軌跡をたどる～ 

１４）『太極拳譜』の発見 

1852年に『太極拳譜』なる文献が発見されたとされています。この文献は『太極拳経(論)』『十 

三勢歌』など複数の資料から成り立っていました。発見の経緯は、河北省永年市にいた武禹襄がは 

るばる河南省舞陽県県知事であった兄の武秋瀛を訪問したときに、「塩店」(地名です)で発見した

（あるいは兄が発見していたものを見せられた）というものですが、原本はその後火災で焼失した

とされ、武禹襄による写本と当人の解説文がいわば原本扱いとなっているものです。発見されたも

のが『太極拳経(論)』だけなのか、『十三勢歌』やその他の文献も含まれているかは、論者によっ

てまちまちです。 

なお、この旅の途中に河南省温県陳家溝と隣村の趙保鎮を訪ねているとされています。同年に本

人もまた北京へ転勤になっているので、あるいはその挨拶に兄を訪ねたということなのでしょうか。

この『太極拳譜』の著者は当時から王宗岳の作であると武禹襄は言っていましたが、後に 1920 年

になって、太極拳研究家の唐豪氏の考証によって、それが追認されたとされています。しかしこれ

以降も現在にいたるまで、実は武禹襄自身の作ではないかという見解が種々出ていて、いまだ確定

されていません。これにはいろいろな理由がありますが、次号でそのあたりをご説明いたします。 



 

| 4 

新連載 一品・一葉・一会 

 我が家に残るガラクタや、思い出の写真などをご紹介する形で、さまざまな国での出会いや印象

などを、語らせていただく欄です。しばらくの間おお付き合いください。 

第５回 ギリシャのコイン （チュニジアのカルタゴ遺跡にて 1972 年入手）                 

引出しの奥の小箱から古いコインが一枚見つかりました。1972年にアルジェリア、チュニジアを

回った折に、チュニス郊外のカルタゴの遺跡を見学しましたが、そこにいた胡散臭げな老人から、

〝オールドコインだ”とか言われて、どうせ観光客相手の偽物だろうと思いながら、購入したもの

です。いくらで買ったか、記憶にありませんが、高ければ買わなかったはずです。その後すっかり

忘れていましたが、このコラム用に家探しをしたら、引出しの奥から見つかったというわけです。

右の上の写真がそのコインの表面と裏面です。 

古代のコインについてのブログとか、アンティ

ークコインの売買ギャラリーとか、いろいろサイ

トがあるので調べて見ましたら、これは結構すご

いコインだということがわかりました。 

これは、古代ギリシャ時代の「テトラドラクマ」

と呼ばれる銀貨で、紀元前の 4～5世紀に主として

アテネあたりで鋳造され、ギリシャとその周辺で流

通していたものとされています。表面はギリシャ神

話の女神「アテーナ」の肖像、裏面は女神の神殿“ア

クロポリス”を象徴するフクロウとオリーブの小枝

と三日月が刻印されているものです。インターネッ

ト上での画像が右の下の画像です。 

もし偽物でなければ結構値の張るコインですが、

果たしてどうなのでしょうか？ 

カルタゴはヘニキュア人によって建てられた交易都市です。その後ギリシャ、ローマ時代にさま

ざまな攻防、盛衰があり、やがて 7世紀にはイスラム圏に組み込まれて衰退したのですが、カルタ

ゴ遺跡とは紀元前 1世紀ごろのローマの遺跡がほとんどです。ここにギリシャコインがあっても何

も不思議はない、グローバルな都市であったことは事実のようです。ということで、たのしい夢を

紡いでくれる直径 22ミリほどのコインです。 

 

    夏から秋へ 

山削り谷を埋め立て成りし街いま次々と壊れゆくなり 

天災と呼ぶに異議あり安易なる宅地造成なせし咎なり  

水害と猛暑に併せ台風と地震と続きてようやく秋へ 

 ～9月に結婚 60年のダイヤモンド婚を迎えました～ 

 信頼と寛容忍耐ともにして六十年の歳月紡げり 

ひそやかにダイヤモンド婚の杯挙げる思い出深きホーチミンの街 

 健康でありしがゆえのこの日なり太極拳にふたりで乾杯 


