
_01-01_内気功 立禅功 

■ 少林内勁一指禅 ■ 

【 当気功の特徴 (その一) 】 

姿勢だけの気功; 

気功には、 流派にかかわらず「練功の三要素」という基本があります。調身・調息・

調心がそれです。 

調身は姿勢、 調息は呼吸、 調心はある部分に意識を集中させるというものです。殆ど

の流派は、 この三要素の組み合わせで功法が作られています。しかし、 当気功は練功

に際して「調身」、 つまり姿勢=形だけを重視し、 調息と調心は殆ど使いません。呼

吸は日常生活の中で行っている自然呼吸です。 

■ 秘伝功法 ■ 

■ 第一巻 立禅功 りつぜんこう ■ 

立禅功は、 「これで始まり、 これで終わる」といれるほど、 最も重要な基本功法で

す。中国では入門者は一年間毎日、 ただひたすらこの功法だけを練功します。気功は、 

第二の心臓ともいわれる太腿を鍛えることから始まります。 

この基本功法は「起勢」⇒「立禅」⇒「収功」の三段階で構成されています。 

起勢は、 自動車のエンジンをかけるときのスイッチのように、 これから内気を起動さ

せる役割をしています。立禅は、 自然界の気(外気)と身体内の気(内気)を交流させ、 そ

して一体化させます。これが、 この功法の主要部分です。収功は、 気功の世界から日

常生活に戻るための方法です。 

 

【効能】 



立禅の姿勢をとることによって、 自然界の気(外気)と身体内の気(内気)を交流させ、 

そして一体化させます。そうすることで、 身体内の気の流れを強め、 毛細血管内の血

の流れを促進させ、 五臓六腑の機能を強化させます。このとき内外の気を交流させる

窓口は、 手の平の「労宮穴 (ろうきゅうけつ)」です。自然の気を採り入れると共に、 

気功治療の際に内気を出すツボでもあります。 

第一段階 起勢 (きせい) 

起勢を正確に行えば練功の半分は済んだという意味で「起勢半功きせいはんこう」とい

われています。したがって、 起勢は決しておろそかに出来ない功法の一部となってい

ます。練功のすべては、 この起勢から始まります。 

【起勢の手順 】 

起勢は腕を中心とした上半身だけの動作です。下半身は膝を軽く曲げた、 立禅の形と

します。手の平は、始めから終わりまで「梯形」とします。起勢は約20 秒ほどかけて

ゆっくり、 同じ速さで途切れることなく力を抜いてスムーズに行います。 〈12〉の動

作だけは少し力を入れ、 かつ2、3 秒間動きを止めます。 

     

〈1〉       〈2〉    〈3〉a     〈3〉b      〈4.〉 

〈1〉両手は普通に垂らしたまま、 両足を平行させ肩幅に開き、 リラッ クスして立っ



た状態から始めます。 

〈2〉まず、 膝を軽く曲げながら、 両手を引き上げていきます。 

〈3〉a 胸の高さで両手の平を向かい合わせにます。 

〈3〉b それを側面から見たところです。 

〈4〉次に、 その両手を下向きにさせます。 

   

〈5〉          〈6〉         〈7〉 

〈5〉そのまま両手を後方に滑らせるように移動させます 

〈6〉身体と両腕で十字の形になるようにします。 

〈7〉上腕はそのままで肘だけを曲げていきます。 

    



〈8〉a    〈8〉b       (9〉      〈10〉 

〈8〉a このとき手の平を後方に向け、 T 字型します。肘から手首までは力を抜きます。 

〈8〉b は、 正面から見たものです。 

〈9〉そのままの腕の形で、 手首だけを回して指先を腰に向けます。このとき指先が正

確に腰に向いているかがポイントです。 

〈10〉両手の指先を前方に向けながら、 両腕を後方に引きます。 

 

 

    

〈11〉    〈12〉a   〈12〉b     〈13〉 

〈11〉さらに手の平を上にして、 両腕を後方に引きます。 

〈12〉a 指先が身体の前に出ないように、 肩に力を入れて背中の肩甲骨をぐっと絞り、 

胸の肋骨を大きく開きます。このときだけ力を入れ、 かつ2、 3 秒間停止させます。 

〈12〉b は正面から見たものです。 

〈13〉そのまま両手を上向きにして前方に移動させます。肩の力を抜くと自然に両手が

前に出てくるという感じです。ゆっくり腕を伸ばします。 

〈14〉 ここで両手の平を下向きにさせると、 次の立禅の姿勢になります。 



 

〈14〉 

【椅子式の姿勢】 

足腰に故障のある方や病弱な方は、 効果は多少弱いですが、 椅子に座りながらの練功

法もあります。立式との違いは次の点だけです。その他は立式と全く同じです。 

   

(1)椅子には背もたれにつかないように浅く座ります。 

(2)肩幅に両足を開き、 脛と太腿、 太腿と上半身が直角になるようにします。椅子の



座面が高い場合は、電話帳などを足下に敷き、 高さを調整して下さい。 

 

 

第二段階 立禅 

日本の有名な空手の某流派は、 練習前に必ず中腰のこの立禅の姿勢を数十分間行うと

いいます。その流派の猛者が気功を始めて、 長年意味も分からずにやっていた中腰の

姿勢が、 実は「立禅」だったことを知ったと言っていました。立禅は気功界だけでな

く、 武術の世界でも行われています。 

(1)基本姿勢 上虚下実 (じょうきょかじつ) 

(1)上虚下実の姿勢 

「上虚下実」の「下実」とは膝を曲げて立つことで、 太腿の筋肉に負荷をかけて下半

身を充実させることです。それに対して「上虚」とは、 腰より上の上半身の筋肉の力

をすべて抜くことを意味しています。肩・肘・手首・指の力を抜き、 最小限の力でこ

の姿勢を保つことが要求されるのです。 

(2)上虚下実の意味 

「上虚下実」の姿勢には、 次のような意味があります。太腿に体重をかけて立つと、 次

第に「気」は下半身より上半身へと上り始め、 さらに上半身の力を抜くことで体内の

「気と血」のめぐりが促進されます。立禅を行うと、 身体や手の平が温かくなるのは

そのためです。逆に、 肩や手首などに力が入ると、 腕が冷たくなることがあります。

そのときは、 肩や手首などの力を意識して抜きましょう。 

(2)身体各部位の姿勢 （その一） 



   

正しい姿勢                悪い姿勢 

(1)両足の形 

「両足」を肩幅に平行にして立ちます。高血圧の人は、 つま先をやや外側 に広げ気味

にして立ちます。 

膝は自分の体力に合わせて曲げるようにします。この姿勢は大変辛いものがありますの

で、 最初はほんの少しだけ曲げるようにします。 このとき、 膝が足の指先から出る

と、 膝を痛めることになるので出ないように注意して下さい。上から膝頭を見たとき、 

足のつま先が 見えれば正しい姿勢です。つま先が隠れていれば悪い姿勢です(悪い姿勢

を参照)。 

(2)両腕の形 

「両腕」を身体の前方に突き出しますが、 両腕の間は平行とし、 さらに床とも平行と

しますが、 やや腕の先端部が下げ加減となります。身体との距離感覚は、 脇を締めず、 

腕を真っ直ぐには伸ばさず、 脇に拳が入る程度にリラックスさた形とします。このと

き肘を張らないようにし、 肩・腕・肘・手首の力をすべて抜きます。肩の力を抜くコ



ツは、 息 を吐くとき一寸だけ肩をリラックスせよと意識することです。 

(3)上半身の形 

「上半身」は腰からやや前方に傾け、 胸を反らさないようにします。これも、 上半身

をリラックスさせ、 緊張させないためです。「顔」は前方を向き、 目は開けたままと

します。目を閉じて練功すると、 まれにですが 

幻覚を見ることがあります。一度、 幻覚が生じると癖になるので注意して下さい。ま

た、 頭は下げないようにします。のぼせることがあります。 

正しい姿勢と悪い姿勢を比べて下さい。悪い姿勢の方は、 胸が反り、 膝が足のつま先

より前に出ています。これでは膝を痛めてしまいます。最も多い悪しき姿勢です。 

※ポイント: 

練功中に正しい姿勢か悪い姿勢かを判断するには、 鏡かガラス面に写った自分の姿勢

を見るより他はありません。模範の姿勢と比べて修正して下さい。 

 

(3)身体各部位の姿勢(その二) 梯形(ていけい) 

  

〈1〉小指側          〈2〉親指側 

当気功では、 「梯形」と呼ばれる手の形の正確さが最も重要視されます。「外気内収」

(自然の気を身体に採り入れる)のときも、 「内気外発」(内気を身体から外に出す)と

きも、 手の形は常に「梯形」で行います。 



 (1)手の甲 

立禅の姿勢になって両腕を前方に出しますが、 自然に手の甲は上向きになります。そ

のとき手の甲と腕は一直線とし、 手首を折り曲げないようにします(〈2〉を参照)。 

(2)人差指 

次に、「人差指」を基準として手の角度を決めます。手の甲のうち人差指は一番高い位

置におき、 それより一段低く中指、 さらに薬指、 小指と「四 指」が続きます(〈1〉

を参照)。 

(3)四指形 

この人差指から小指までの「四指」が、 段々状になっていることから「梯形」と呼ば

れるのです。この「四指」の間に少し隙間を開け、 くっ付けないようにします。また、 

四指は真っ直ぐ伸ばさず、 力を抜いて丸みをつけておきます。四指の中で人差指だけ

は、 やや伸ばし気味とします。 

(4)親指の形 

「親指」は、 人差指と大きく離して下向きにします。親指だけは力を抜いて、 真っ直

ぐに下に伸ばします 

(〈2〉を参照)。親指を上向きにすると、 のぼせることがあるので注意して下さい。ま

た、 親指の第一関節を絶対に曲げないで下さい。 

(4)身体の重心 

身体の重心は、 足裏の中央の「足心」に置きます。つま先やかかとに重心がいかない

ように注意して下さい。最初は身体が前後に揺れるでしょうが、 慣れてくれば杭のよ

うにしっかりと立てるようになります。 

(5)調心 



調心とは、 練功中の意識のあり方なのですが、 この気功では通常はただ、ぼーとして

いるだけです。もしも、ストレスの多い生活であるならば、 楽しい思い出や風景を頭

に描いてみるのもよいでしょう。 

【練功時間】 

立禅の姿勢は、 大変辛いものがありますので、 最初は膝をほんの少しだけ曲げ、 ５

分間だけ続けてください。慣れてきたら時間を少しずつ延ばし、 最低でも20 分ほど持

続できるように努力して下さい。初心者は、大腿四頭筋(太腿)が鍛えられるまで、 脚

が震えてくるはずです。 それに耐えて続けた人のみが、 潜在能力を獲得することがで

きます。 

【気感(気の反応)】 

温感と汗ばみ: 

立禅の姿勢を続けていると、 身体の内外に気感という特殊な気の反応が現れてきます。

最も初歩的な反応は、 手の平や指先が温かくなったり、 しびれたりします。また、 身

体全体が温かくなって、 うっすらと顔や胸に汗がにじんできます。これは、 気の流れ

が促進されたことで、 血の循環がよくなった証拠です。 

風船のような: 

練功を毎日続けていると次の段階では、 両腕の間に磁石のような反発力や引力が生じ

てきます。 立禅の姿勢を5 分ほど保ち、 その姿勢のまま両腕を軽く内側に向かって同

時に動かすと、 両腕の間に風船があるかのように反発してきます。逆に、 両腕を軽く

外側に向かって同時に動かすと、 内側に引く力が感じられます。 

個人差あり: 

気に対する感受性は、 個人差が大きいので確定的なことは言えないのですが、 経験か



らすると、 遅い人でも3～4 週間で気感を体験できると思われます。練功を重ねるに従

い、 気感は一層強く、 しかも反応は多種多様になってきます。 

気感は目的にあらず: 

ただし、 気感は練功に伴って現れる現象であって、 目的ではないので、 あまり追求

し過ぎないようにして下さい。気感ばかり求め過ぎると、 レベルアップしないので、 と

きどき試すだけにとどめて下さい。 

第三段階 収功 (しゅうこう) 

収功は練功を終了させ、 日常生活に戻るときに行います。練功中に上方に上げた気を、 

元に戻して終了させます。そのまま終了すると、健康を害することもありますので、収

功は必ず行います。 

     

〈1〉鼻で吸う        息を止める      〈2〉口で吐く 

(1)鼻で吸う 

立禅の姿勢から足の膝を伸すと同時に、 両手を軽く握りながら鎖骨の高さに持ち上げ

てきます(〈1〉を参照)。このときの呼吸は、 鼻から息をいっきに吸います。動作は2 秒

間ぐらいで行います。 

(2)口で吐く 



ここで少し止めてから、 両手を開きながら下向きにして、 ゆっくり降ろしていきます

(〈2〉を参照)。このときの呼吸は、 口からゆっくり、 長く、 細く、 均一に息を吐

きます。 両手が下に降りきったとき、 息が吐き終わるように合わせます。動作は7 秒

間ぐらいで行います。 

これで今日の練功は終了です。収功後、 温かい飲物を飲んで休んで下さい。 ご健闘を

祈ります。 

【 練功上の注意事項 (その一) 】 

トレーニングする上では、 いくつかの注意事項がありますが、 今回は、まず最初に知

っておく必要のある「体調と練功」との関係について記します。 

〈1〉怒りなど感情の乱れや、 極度の疲労状態のときは休みます。 

〈2〉鼻血など出血性疾患を伴うときは、 症状が改善されるまで中止します。 

〈3〉生理中でも練功は可能ですが、 出血が多いときは休みます。 

〈4〉発熱時は休みます。３８度以下の微熱であれば、 練功しても構いません。 

〈5〉練功中に気分が悪くなったら、 練功を中断して温かい飲物を飲み休養をとります。

夏季では風通しのよい涼しい場所へ移ります。その日は休み、 翌日から再び練功しま

す。 

【 練功上の注意事項 (その二) 】 

気功では練功(トレーニング)する前に、 必ず守るべき約束事があります。この注意事

項を守らないと、 効果が弱いばかりでなく、 最悪の場合には「偏差」と呼ばれる副作

用が生じることもあります。 

以下、特に注意すべき事柄をあげていきます。 

(1)服装 



〈ⅰ〉時計、 指輪、 ネックレスなどの金属類は、 練功中は外しておきます。 

〈ⅱ〉ジーパンなど身体にぴったりするような衣服は、 気の流れが阻害されるので避

けます。 

(2)飲食物 

〈ⅰ〉空腹時や満腹時には、 練功は避けます。空腹時にどうしても練功せざるを得な

いときは、 温かい飲み物を事前に飲んでおきます。 

〈ⅱ〉練功前後３０分間は、 冷たい飲み物を飲まないようにします。 

〈ⅲ〉練功前にお酒を絶対飲まないことです。飲酒は、 練功後３０分ほどたってから

たしなむようにして下さい。 

(3)練功 

〈ⅰ〉練功は指定された手順と時間を絶対に守って下さい。すでに千五百年余の経験と

蓄積が、 ここにあるのですから。 

〈ⅱ〉練功は同じ系統のものを行い、 異なる系統(他流派)のものを取り入れたりしな

いで下さい。 

二つの系統の異なる練功をチャンポンで行うことは、 特に避けるべきです。 

〈ⅲ〉18 歳以下の子供とは、 絶対に気功の世界で遊ばないで下さい。 

以上の約束事を守って下さい。特に、 赤字の部分は健康を害する可能性がありますの

で、 厳重に守って頂きたいと思います。 

 


