
項番 入り口 折り返し地点/ためるポイント 出口 備考
体質によ
る禁忌

１ 仙骨 鳩尾（みぞおち） 仙骨 仙骨から息を吸って鳩尾あたりまで溜めた
ら、仙骨から出していく。

２ 仙骨 百会 仙骨
仙骨から息を吸って百会で溜めたら、一瞬
止める。百会から脱力しながら、仙骨から出
していく。

３ 百会 下っ腹 百会

百会から息を吸って下っ腹まで溜めて一瞬
止める。下から押し上げていくように百会か
ら出していく。気持ち悪くなる体質の人は二
度としないこと。

有

４ 仙骨 上半身全体 百会
仙骨から息を吸って百会まで、上半身全体
に溜まったら一瞬止めて、下から押し上げる
ように百会から出していく。

５ 仙骨 上半身全体 掌

仙骨から百会までふわっと満たしながら両
腕まで意識を広げて一瞬止める。両の掌か
ら出していくことを特に意識しながら出してい
く。

６ 掌 上半身全体 掌
両の掌から吸い、胸まできたら下っ腹まで溜
める。一瞬止めて、下から送り出すように戻
していき掌から出していく。

７ 百会 全身 足の裏

百会から息を吸って下っ腹まで溜めて一瞬
止める。百会から脱力しながら意識を下して
いき、両足を通して足の裏から下方へと出し
ていく。気持ち悪くなる体質の人は二度とし
ないこと。

有

８ 足の裏 腹部 足の裏

足の裏から吸い上げて、足の裏から臍（へ
そ）の少し上あたりまで意識で満たす。腹か
ら緩めながら、足の裏から下方へと出してい
く。

９ 足の裏 胸部 足の裏 ８と同じで胸まで。

１０ 足の裏 全身 足の裏 ８と同じで百会まで。

１１ 足の裏 全身 百会 下から全身を満たし、上に送り出していく。

１２ 足の裏 全身 掌 全身が満ちたら、両手の掌から出していく。

１３ 足の裏 腹部 丹田 丹田から前方へ。遠くへ遠くへ。

１４ 足の裏 全身 丹田
下から百会まで見たし、百会から緩めて丹
田に溜める。丹田から前方に遠くへ遠くへ。

１５ 掌 上半身全体 丹田
両手の掌から吸って百会まで吸い上げ上半
身を満たす。百会から緩めて丹田に充実さ
せ、丹田から前方に遠くへと放っていく。

気功四十八手
Ｂｙ　れんげ工房

　気功四十八手を無料伝授する。
　気功四十八手は、高次元意識体である「元祖・気功の神」から教わったものである。気功四十八手の目的と方向性は、人
間の能力開発である。
　この資料は、気功の気の字も知らない素人さんに一からやさしく丁寧に指導するためのものではない。すでに何らかの呼
吸法や内気功を行ったことのある方々に対する、練習法のバリエーションを増やしてもらうための参考資料である。
　気功の訓練は呼吸とともに行う。呼吸＝息＝自分の心＝意識である。呼吸を意図的に操作→肉体の弛緩を意図的に操作
→呼吸とともにある気の動きを覚知→気の操作という流れは気功の訓練の一例に過ぎないが、一応紹介しておく。
　気功四十八手は内気功から外気功の初歩までをカバーしている。どれも初歩においては、気が流れていたり充実していた
りすると意識している部位は少しの緊張状態であり、気が流れた後と意識している部位はゆるゆるにするように心がけても
よい。ずいぶん習熟すると、呼吸と意識が一体となって肉体の弛緩はあまり考えなくなる。
　気功四十八手のどのパターンにおいても、動気功にするとよりイメージを持ちやすい。どのように動くかはそれぞれの自己
判断で、やりやすい動きをつけてよい。何秒吸うとか何秒止めるとか、何秒で吐くといったことは完全にあなた任せにする。
気持ちいいようにしてほしい。
　下記の一覧では気の入り口・経路・出口を中心にして４８パターンを示している。１番から４８番まで順を追って進めていくこ
とが望まれる。２１番までは初級である。一つの呼吸法を一回３分として、時間の許す範囲において１番から２１番までを練
習していってほしい。２２番以降は上級である。示したヒントを用いて習熟を図ってほしい。
　気功四十八手は無料伝授である。どこの気功の先生がこの資料を自由に取捨選択してご自身の訓練や教室での指導に
使っていただいても構わない。無許可で良い。もちろん、ひと声かけてもらえればワタシは嬉しい。ただそれだけである。
　実践してみた体験談や改善案はいつでもお待ちしている。



項番 入り口 折り返し地点/ためるポイント 出口 備考
体質によ
る禁忌

１６ 百会 上半身全体 丹田
百会から吸いおろし、上半身全体に満ちた
ら百会から脱力。丹田から前方へ。気持ち
悪くなる人は二度としなくてよい。

有

１７ 足の裏

足の裏→仙骨→背骨→百会
→（一瞬とめて）→体の前面を
下して下腹でまた止めて、足
の裏から下方へ

足の裏 気持ち悪くなる人は二度としなくてよい。 有

１８ 足の裏 １７の逆回り 足の裏 気持ち悪くなる人は二度としなくてよい。 有

１９ 左の鼻の穴
イダ・ナーディを通って第一
チャクラを経由して折り返す

左の鼻の穴

右の鼻の穴を指で押さえる。左の鼻だけで
ゆっくりと呼吸をする。第五から第一までの
チャクラを交差しながら進むイダ・ナーディを
意識しながら吸い、第一チャクラから折り返
して同じ道を通って左の鼻の穴から出す。

２０ 右の鼻の穴
ピンガラ・ナーディを通って第
一チャクラを経由して折り返す

右の鼻の穴

左の鼻の穴を指で押さえる。右の鼻だけで
ゆっくりと呼吸をする。第五から第一までの
チャクラを交差しながら進むピンガラ・ナー
ディを意識しながら吸い、第一チャクラから
折り返して同じ道を通って右の鼻の穴から
出す。

２１ 鼻の穴 イダ・ピンガラを同時に通す。 鼻の穴 １９と２０を同時に行う。

２２ 第一チャクラ スシュムナー上昇 第七チャクラ
第一チャクラから吸い、スシュムナー・ナー
ディを上昇させて第七チャクラから上方へ出
していく。

２３ 第七チャクラ スシュムナー下降 第一チャクラ
２３の逆。気持ち悪くなる人は二度としないこ
と。

２４ 右の掌
腕→肩→鎖骨を通す
（鎖骨の内部で、体内側の下
半分くらいのライン）

左の掌 入力側の手に、人やモノを置いても良い。

２５ 左の掌
腕→肩→鎖骨を通す
（鎖骨の内部で、体内側の下
半分くらいのライン）

右の掌 入力側の手に、人やモノを置いても良い。

２６ 右足裏
足の裏→足→股関節→恥骨
の内側→反対側の足→反対
側の足の裏

左足裏
土地、パワースポット、マグマなどのエネル
ギーを流しても良い。

２７ 左足裏
足の裏→足→股関節→恥骨
の内側→反対側の足→反対
側の足の裏

右足裏
土地、パワースポット、マグマなどのエネル
ギーを流しても良い。

２８ 百会
首から鎖骨を通して掌へ
（鎖骨の内部で、体内側の下
半分くらいのライン）

両手の掌
高次元意識体のエネルギーを流しても良
い。呼吸とともに流れができたら、呼吸を無
視して流れだけを維持してもよい。

２９ 両手の掌
掌→鎖骨→首→百会
（鎖骨の内部で、体内側の下
半分くらいのライン）

百会

患部の痛みやネガティブな波動を掌から
吸って百会から放出するようにしても良い。
呼吸とともに流れができたら、呼吸を無視し
て流れだけを維持してもよい。アナハタチャ
クラが15,000％以上に開発されている人で
あれば、自らの百会の上に梵天を配置し
て、どんどん吸い取ってもらっても良い。

３０ 百会 ２８と同じ 指先

指先は複数でも一本でも、いろいろ試してみ
ると良い。患部に入る気の形状や動きを具
体的にイメージしても良い。バリエーションは
∞である。

３１ 指先 ２９と同じ 百会

３２ 丹田 丹田 指先
吸って丹田を充実させ、丹田の充実を保っ
たまま、指先から細く遠くへ放っていく。

３３ 足の裏 全身 指先
足の裏から吸って、定めた指先から出ていく
流れを作る。土地、パワースポット、マグマな
どの波動を用いる場合に使っても良い。



項番 入り口 折り返し地点/ためるポイント 出口 備考
体質によ
る禁忌

３４ 指先 アナハタチャクラ 指先
指先から吸ってアナハタチャクラに充実さ
せ、折り返して指先から放つ。自らの感情や
願いを気に込めて贈るときに使っても良い。

３５ アナハタチャクラ

アナハタチャクラ→鎖骨→腕
→掌→指先
（鎖骨の内部で、体内側の下
半分くらいのライン）

指先
アナハタチャクラに意識を集中して充実さ
せ、指先から放つ。自らの感情や願い、マン
トラなどを贈るときに使っても良い。

３６ アナハタチャクラ
アナハタから百会まで真っ直
ぐ

百会
全身からネガティブな波動をアナハタチャク
ラに吸い集め、真っ直ぐ百会から天に放って
いくようにしてもよい。

３７ アナハタチャクラ アナハタ→第六チャクラ→額 額（おでこ）

全身からアナハタに吸い集め、第六チャクラ
まで押し上げて充実。額から真っ直ぐに前方
へ遠くに放っていく。威圧、念を飛ばすといっ
たことにも使ってよい。対気に馴れた二人組
であれば、微動だにせずともこの呼吸で相
手を飛ばすこともできるだろう。音楽家など
であれば、感情や楽曲の波動を広げていっ
てもよい。

３８ 丹田 丹田 丹田
瞬時に丹田に吸い集めて、前方へ放ってい
く。

３９ 片方の掌 片方の掌 片方の掌

左右どちらか一方しか使用しない。片方の
掌に意識を集中して気を集め、そこから放
つ。ボールを作って投げるようなイメージで
も良い。

４０ 指先 指先 指先
一本の指先に意識を集中して気を集め、そ
こから放つ。鍼灸師や指圧師が用いると良
いだろう。

４１ 手足の指先 丹田
手足の指先10カ所から丹田に吸い集め、丹
田から前方に放っていく。気持ち悪くなる人
は二度とやらないこと。

有

４２ 百会と足の裏 丹田
百会と足の裏から同時に丹田へと吸い集
め、前方へと放っていく。気持ち悪くなる人
は二度とやらないこと。

有

４３ 足の裏
肉体の境目を超えたエネル
ギー空間の構築

百会

自分が足の裏を設置している面に、半径数
メートル以上の巨大な穴を作る。息を吸いな
がら高さ数メートル以上の巨大なエネル
ギー空間を作り上げる。一呼吸で空間を構
築しならば、あとは呼吸の如何に関わらずエ
ネルギー空間は維持したまま、足の裏から
百会までの呼吸の流れも維持する。これを
用いて効果的なのは歌手ぐらいであろうか。

４４ 足の裏
肉体の境目を超えたエネル
ギー空間の構築

丹田

４３と同じく、巨木のような、巨大土管のよう
な、ビルのような空間を構築し、吐くと同時に
丹田から全方位に放つ。これを用いて効果
的なのは、全方位の相手を気で飛ばそうと
する特殊な訓練ぐらいであろうか。

４５ 足の裏
肉体の境目を超えたエネル
ギー空間の構築

掌
大きなエネルギーを用いた直接外気功にて
複数の人々を治療しようとする稀な気功師
には効果的であろうか。

４６ 仙骨 上半身全体 額（おでこ） ３７とほぼ同じ。より強い念を放つ。
４７ 足の裏 全身 額（おでこ） ３７とほぼ同じ。より強い念を放つ。
４８ 第六チャクラ 額（おでこ） 瞬時に第六チャクラに一念を込めて、放つ。


