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ウィキペディアより 

東京都の善養密寺の 

仏足石 

【仏足石】の波動 

 飲食物・音波・他人からの邪念・地面から体内に侵入したネガティブ波動を排出する

ためには、気功的な手足の開通が必要不可欠です。自然な野山を駆け巡り、舗装されて

いない道を歩いていた頃の人類であれば、足のチャクラが発達し湧泉という経穴が開い

ていました。残念ながら現代人の足は気功的に弱り切っています。そこで開発したのが

【スター☆フット③】です。理想的な足の波動、足から吸収する理想的な波動、足から

放出する理想的な波動、これらの研究は【仏足石】の波動的な創出となり、【スター☆

フット③】として誕生しました。 

 

●【仏足石（ぶっそくせき）】とは 

 釈迦の足の裏を石に彫ったもので、紀元前４世紀には存在したと考

えられています。本物の足跡ではなく、仏教的な説からイメージして

作られたようです。日本はもちろんのこと各地で見ることができます。 

仏の足の裏には模様があるとか、指の間に水かきがあるとか、人間

であれば絶対にあるはずのない身体的特徴が書かれています。仏とい

っても人間として存在していたのですから、そんなことは考えにくい

ことかもしれません。そこで、信仰的なことは除かせていただき、【仏

足石】が象徴して表現しようとしていた気や波動の状態を調べていき

ました。すると、次のような特徴が分かってきました。 

 

●仏足石の志向する、足の波動の特徴 

・５本の指先にあるチャクラが開きやすく、歩くたびに霊格と正気の高い波動を指先か

ら放ちやすい。 

・湧泉という経穴とその奥にある足のチャクラが開きやすく、息を吐くたびに体内の不

要な波動が排出されやすい。 

・踵の経穴が開きやすく、霊格と正気の高い波動を呼吸とともに体内へ取り入れやすい。 

・足にあるチャクラと第１チャクラが連動して機能していて、関連するナーディには霊

格の高いプラーナが満ちている。 

・第１チャクラから全身に繋がり巡っているナーディのうち、特に足の裏から掌までの

つながりがよい。 

・足の裏の湧泉と連動して、掌の労宮から霊格と正気の高い波動を放出しやすい。 

・歩くだけで、足の裏が接触した地点の周囲へ、浄化作用のある波動が広がる。 
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 上記のような足の波動をもった人物は釈迦だけではありませんでした。例えばキリス

ト、聖パウロ、聖ヨハネ、空海、天台大師、達磨大師、ガンジー、モーゼといった方々

の足の波動も、上記のような特徴があったと測定されました。 

 そこで、主義主張も宗派も人種も性別も問わず、どのような方にとっても気功的＆波

動的に良質な足の波動をサポートするために、【仏足石】の形状ではなく、それらが志

向した気や波動を作り出そうとしたのが【スター☆フット③】なのです。 

 

気功的な、足の開通 

●足から吸収する気 

 足から吸収する気は非常に重要です。「真人の息は踵を以てし、衆人の息は喉を以て

す」と紀元前の荘子によって伝え残されたように、両足の踵から息（気）を吸い上げ、

両足の内側を汲み上げていくような呼吸があります。この吸い方をしていると、両足の

内側にある経絡を体感できたり、両足の経絡の流れが良くなろうとしたり、重心や意識

の位置がグッと落ちて精神的な落ち着きへと自らを導いていこうとすることが期待さ

れます。 

人類は踵から吸うことの素晴らしさを、２，０００年以上も前から気付いていました

が、その踵が接触している地面から吸い上げる気の上質さについては、あまりこだわっ

ていなかったのかもしれません。紀元前の自然な大地で踵から吸い上げる気は、さぞ気

持ちよかったかもしれません。しかし、舗装された道路、人口的に作られた床、化学合

成物質で作られた靴などといった生活環境にある現代人にとってみれば、踵から気を吸

うことなど、自ら邪気を取り入れる行為になってしまう可能性があります。歩いている

だけで足から重くなってくる、足からイライラや不快感が上がってくる、特定の靴を履

くと攻撃的な気分になってしまう、人ごみや繁華街を歩いていると足からムズムズと不

快な感覚が上がってくる、といった人も多くおられます。 

 

●足から上質な気を吸収する 

 【スター☆フット③】の金面でも銀面でも、どちらでも構いません。２枚を床に置い

て、それぞれを左右の足で踏んで下さい。 

 左右の踵に、穴を開けるようにイメージしましょう。穴は踵から脚の内側をずっと通

って、骨盤の内側で合流します。はっきりとした体感がないのに、穴はここで、通り道

はこうだ、と決めつけるのはよくありません。初めは、なんとなく踵から股関節の内側

まで穴のような通り道が開いているとイメージしておけばいいでしょう。 
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鼻の穴が左右の踵にあるようにイメージして、【スター☆フ

ット③】をゆっくりと吸い上げましょう。両足の内側をゆっく

りじわじわと上がっていくように。今、吸い上がっているポイ

ントが体内のどこなのか、よく意識することが大切です。慣れ

てくると、内気の流れを感じるようになっていきます。2本の

流れが股の内側で合流したら、通りやすいと感じる道を登らせ

て、なるべく高いところまで吸い上げましょう。頭のてっぺん

（百会）まで到達できれば上出来です。 

吐くときは、「百会から天へ」「額から前方へ」「胸から前方

へ」「掌や指先から」「腹から前方へ」「背中から後方へ」など

色々なところから遠くへと吐いていくといいでしょう。あらか

じめ、どこから吐くのかを決めておき、身体の内側の通りやす

い道を通して、出口から外へ、遠くへと放っていきましょう。 

 このとき、可能な限り心身をゆるめてリラックスしましょう。心身の内側に意識を巡

らせてください。自分が吸い込んだり、吐き出したりする気がどのように流れているの

かを観察しましょう。心身のゆるみができていると、気の流れに合わせて、気の流れが

より流れやすくなるように、身体の内側からクネクネふわふわとした動きが始まります。

その時には気持ちよく、その流れや体感に合わせて動いてみましょう。足がクネクネと

動いたり、肛門が上がったり下がったり、腹部が脈打って波のように動こうとしたり、

上半身が左右に捻られたり、首や肩や手や指などがクルクル動いたりすることがありま

す。こういった動きを自発動功といいます。 

 【スター☆フット③】から足が吸収する気は、 

●正気レベル２ 以上（上限なし） 

●足のチャクラ、ナーディ、経穴、経絡に心地良さをサポートする意

味をもった波動 

となります。使用者の意念や状態に応じて波動が変動します。呼吸法や身体感覚が向上

して、気を体感する能力が良くなるほど、心地よい波動を感じることができるでしょう。

三角形の金面と銀面のどちらを踏むのかは、初歩的な段階では大差がありませんので自

由にしていいでしょう。ゆるみがかなり上達していくと使い分けも可能です。左右の足

で金面と銀面を逆にするなど、お好みで調整していただいても構いません。足からのエ

ネルギー吸収を優先したい場合は金面を踏み、ネガティブ波動の排出を優先したい場合

は銀面を踏みます。周囲への浄化波動を優先したい場合も、銀面を踏みます。 
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調子よく

足が開通 

足が閉じ

ている 

とてつもなく

足が開通 

●湧泉を開きネガティブ波動を排出 

 踵を気の入力のツボとしますと、有名な湧泉（ゆうせん）は出力のツボと言えます。

湧泉や足の指先は、足からの自然な外気が放たれやすいツボです。呼吸法として意識し

ていないときでも、湧泉と足の指先が気功的に開いていると、体内にある不要なネガテ

ィブ波動の一部が排出されようとします。 

 逆を言いますと、足のチャクラや湧泉、指先の経穴が閉じていま

すと、ネガティブ波動は排出されにくくなり、体内に籠ります。す

ると、足が重くなったり不快を感じたり、筋肉疲労とはまた別の疲

れを感じることがあります。 

 【スター☆フット③】を両足で踏んでいる間、湧泉や指先の経穴、

足の指と指の間、そして足のチャクラが開きやすくなるような波動

が発生します。湧泉や指先から吐くことを意識していなくても、こ

の働きはありますが、足からのネガティブ波動の排出をより促進す

るためには、湧泉と足の指先から吐く呼吸法をするといいでしょう。 

 まずは、踵から【スター☆フット③】の気を吸い上げることから

始めましょう。どこまで吸い上げるかは、体感や上達の程度があり

ますので、お任せします。足の内側を、井戸水を汲み上げるように

吸い上げて、腹部まで満ちてきた頃でもいいでしょう。湧泉と足の

指先から吐くと決めて、再び足の内側を通して吐いていきましょう。

吸い上げた道と同じ流れで落としていこうという固定観念をもつ必

要はありません。ゆるみや体内の観察力が高まっていくと、踵から

吸い上がってくる道と、湧泉へ吐き下していく道が、異なっている

ことに気付くはずです。熟達していきますと、上昇する流れも下降

する流れも、網のような川のような立体的な流れになっていること

を感じていくことができます。入門として大事なことは、湧泉と５

本の指先から吐き出すと決めて、そこに向かって落ちていきやすい

流れを作っていくことです。 

 湧泉や指先から出ていく外気は、【スター☆フット③】の中へ入っ

ていくようにイメージするといいでしょう。気の体感が上達してい

くと、足の裏から放たれたネガティブな波動を【スター☆フット③】

が勢いよく吸い込んで浄化しようとしていることをお感じになるで

しょう。 
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『バカヤロー！瞑想法』 

足の裏から放たれるネガティブ波動を【スター☆フット③】が吸い込んで浄化しよう

とする機能を利用した瞑想法です。人によっては心理的負担が発生する可能性もありま

すので、くれぐれも自己責任で取り組んでください。ちょっとやってみて心理的負担が

大きいと感じた方はおやめください。気持ちよくストレス発散ができそうだと実感した

方のみ取り組んでみてください。日常的なネガティブ思考の一部によって、じわじわと

丹田や経絡へネガティブ波動が蓄積されることを軽減する瞑想法となります。精神的な

課題を解決するための方法ではありません。 

 

１．【スター☆フット③】を踏みます。裏表は関係ありません。立っていても座ってい

てもいいでしょう。 

２．【スター☆フット③】の波動を足から吸い上げて（物理的には鼻から）全身に満た

しましょう。なるべくたくさん吸って、息を止めます。 

３．息を止めている間、『バカヤロー！』と言いたい記憶・人・出来事などを思い浮か

べて、『バカヤロー！バカヤロー！バカヤロー！』と何度も何度も繰り返し念じましょ

う。ひとつのことを繰り返しても構いませんし、次々と思い出してもいいでしょう。 

４．何度も何度も繰り返し、思い浮かべて念じます。可能な限り、速い速度で思い浮か

べます。 

５．息を止めていることが我慢できなくなったら、足の裏（湧泉と指先）から【スター

☆フット③】の中へ吐いていくように、全ての息を吐き落としていきます。吐くとき

には、口から吐いても鼻から吐いても構いません。無理をして長時間、息を止めて身

体に不調の起こらないようにくれぐれもご注意ください。息を止めている状態から、

息を吐く状態へ、身体の負担が少なくスムーズに移れるようにしてください。 

６．これを３回連続で行って１セットですが、お好みに応じて回数は調整してください。 

 

 ネガティブな気持ちによるネガティブ波動の蓄積を浄化することが目的であり、自他

を呪うことが目的ではありません。この目的を心からご理解されているのであれば、ど

のようなネガティブな言葉を発しても構いません。ネガティブな言葉を念じることを気

にされる場合は例えば「○○のバカヤロー！バカヤロー！くそー！こんな気持ちとは、

さらばだ！プハァー！！」というように、文末をポジティブな方向にしておくといいで

しょう。軽い問題で試してみて、少しでも気持ちのよさをお感じになる場合だけ、お好

みに応じて取り組んでみてはいかがでしょうか。 
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歩くことで、周囲を浄化しよう 

 『仏足石』が表現しようとした足の波動をもった釈迦、キリスト、聖パウロ、聖ヨハ

ネ、空海、天台大師、達磨大師、ガンジー、モーゼといった方々が歩くと、「足から放

たれている霊格と正気の高い波動」が「歩行に伴って起こる物理的な衝撃」によって周

囲に広がり波動的な浄化作用がもたらされていたようです。 

 彼らはそれぞれ異なる個性、考え方、方向性があったかもしれません。しかし、気功

的・波動的に観ると、彼らが歩いているだけで、高い霊格と正気をもった波動が周囲に

広がっていたようなのです。その波動の届く範囲、霊格や正気の高さについては、程度

の差はあります。半径数メートルのときもあれば、数十メートルに及ぶときもあったよ

うです。心身の気の状態が良く、世のため人のために歩こうという気持ちの深いことが

通じて、歩くだけで周囲に浄化作用をもたらしていたようです。 

 全く正反対のことが、わたくしたちの生活にはありふれています。歩くだけで周囲に

邪気や邪念をまき散らす方法をご紹介します。 

 

●邪気をまき散らしながら歩く方法 

【ネガティブ歩行の条件①】 

顕在意識による感情や思考のエネルギーが、 

・修羅界所具修羅界 

・修羅界所具人界 

・修羅界所具縁覚界 

に属していることがひとつめの条件となります。

これらは例えば他人への怒りや恨みやジェラシ

ーに満ちた思考や言動をしている状態と言えま

す。とてもネガティブな邪気を体外に放出して

しまう可能性があります。 

 

【ネガティブ歩行の条件②】 

 第１チャクラが弱っていることが挙げられます。 

「他人の卑怯な言動を見聞きしたストレス」「他人の卑屈な言動を見聞きしたストレス」

「自分の自己中心的な言動による邪念」「自分の境遇や環境に対する憎しみという邪念」

といった精神的な問題で第１チャクラが弱っていますと、下半身のエネルギー状態が悪

くなる可能性が高まります。 
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【ネガティブ歩行の条件③】 

 悪霊が腰から下に憑依していることを挙げます。 

HT で考えている悪霊というのは、生物が死んだときに遺骸から吐き出されるネガテ

ィブな波動のことになります。これは虫や微生物、細菌も含みますので膨大な数になり

ます。ネガティブな思考や言動があったり、身体の下位にあるチャクラが弱っていたり

すると、その波動に共鳴する悪霊がくっついてきます。これを憑依といいます。 

 悪霊が腰から下に憑依していますと、下半身に不調を感じることがあったり、下半身

からネガティブな波動が体外に放出されたりすることがあります。 

 

【ネガティブ歩行の条件④】 

 低次元意識体と繋がっていることを挙げます。 

 低次元意識体というのは、神仏と反対の悪鬼などになります。このような存在と自ら

繋がっている人は一般的にありふれているという訳ではありません。しかし、何らかの

影響でネガティブな存在からの悪影響を受けてしまっている事例は多数あります。 

 

【ネガティブ歩行の条件⑤】 

 ネガティブなマントラを使っていることを挙げます。 

 マントラというのは、言霊・呪文・真言といった、何らかの波動を強く発生させる言

葉のことです。例えば条件①にある人物は、頭の中で他人に対する恨み言や怒りをひた

すら繰り返して呟いているでしょう。これもネガティブな言霊、ネガティブなマントラ

を使って強力な邪気邪念を周囲に放っていることになります。 

具体的な恨み言を連ねた文章ではなくても、ネガティブな波動を強力に発生させるマ

ントラが、この世の中にはたくさん存在します。そういった波動を用いている人の周囲

にも、必然的にネガティブな波動が放出されています。 

 

 ５つの条件のうち１つでも満たしていれば、歩いているだけで周囲にネガティブな波

動が広がっている可能性があります。その人の状態によって、範囲は変動します。半径

３ｃｍ程度しか広がらない人もいれば、数メートルから１０メートル程度にネガティブ

波動を広げて歩いている人も存在します。邪気や邪念の強さは人それぞれです。何も知

らずに街をあるいている時に、偶然そういった人とすれ違っただけでも、心身が重くな

ったり、急に疲れ始めたりする可能性があります。学校、職場、混み合った電車、繁華

街などで原因不明な体調不良に見舞われる要因のひとつは、このような邪気なのです。 
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●周囲を浄化しながら歩く方法 

 過去の偉人や聖人にはほど遠いかもしれませんが、それでも、自分のできる範囲で周

囲を波動的に浄化しながら歩きたいという方はぜひ取り組んで頂きたい方法です。ポジ

ティブ歩行の条件として４つをリストアップさせていただきます。 

 

【ポジティブ歩行の条件①】 

 【スター☆フット③】を靴に仕込んで歩くという、

とても簡単なことが大前提となります。気功術の心得

に乏しい人でも、これだけで足が接地した地点の周囲

へ浄化波動が発生するでしょう。少なくとも数ｃｍ以

上には広がるのではないかと考えられます。靴の中敷

きの下でも構いませんので、【スター☆フット③】を靴

の中に入れます。カードの▲の頂点がつま先の方へ向

いているように入れましょう。靴の中でのカードの位

置はどうなっていても大丈夫です。あとは、歩くだけ

です。歩行によって生じる衝撃によって、周囲に【ス

ター☆フット③】の波動が広がろうとします。精神状態や気功術の訓練状況に応じて、

浄化波動の広がる範囲は数センチから数メートルになることが多いようです。霊格と正

気の高さも、歩く人の状態によって変動します。気の感じられる人であれば、心地良さ

をお感じになることでしょう。 

靴の中にカードを入れますと、靴下とカードの滑り具合によってツルツルと滑る感じ

がしたり、カードの凹凸で物理的な不快感が生じたりすることがあります。裸足で靴を

履いておられる場合は、カードが足の裏につくようなムレ感を感じることもあるでしょ

う。また、摩擦や衝撃によって、製品が損傷したり破損したりする可能性が高くなりま

す。長くご愛用していただくためにはおススメできる方法ではございませんので、製品

の寿命が短くなるということを前提としていただきました上で、周囲を浄化しながら歩

きたいというお志のある方のみ自己責任で取り組んでいただけますようお願い申し上

げます。グニャグニャに歪んだり、多少剥がれたりした程度では【スター☆フット③】

の波動は変わりません。中身の▲が出てきて破れたり剥がれたりしていると寿命になり

ます。また防水機能はついておりませんので、雨の日のご使用は、製品の損傷がさらに

早まりますのでおやめください。 
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【ポジティブ歩行の条件②】 

 条件①を満たした上で、顕在意識で抱いたり考えたり念じたりする内容の霊格が高け

れば高いほど、周囲への浄化波動は高まりま

す。 

 特に、 

・菩薩界所具天界、 

・菩薩界所具菩薩界 

・仏界所具天界 

・仏界所具菩薩界 

・仏界所具仏界 

といった範囲の念をもって歩いているほど、

その波動は強力になるようです。言い方を変

えますと「自分なりに、世のため人のために歩いていこう」「浄化を楽しむぞ」「生きる

こと、歩くことは楽しい！」「浄化歩きを楽しもう！」「自分も健康で、周りにもいい影

響があるように歩こう」「わが歩みは命を救う道なり」といった方向の思考や感情のエ

ネルギーとなります。ポジティブな思考や感情と靴に仕込んだ【スター☆フット③】が

シンクロし、歩行によって生じる衝撃とともに発動する浄化波動を強力にしていくこと

が期待されます。 

 

【ポジティブ歩行の条件③】 

 条件①を満たした上で、気功術で言うところの「ゆるみ」が深ければ深いほど良いで

す。無駄な力みがなくて、動作に必要最低限な力のみで動いている状態です。このとき、

不要なノイズのような波動が発生しにくくなるので、歩行によって生じる衝撃派からネ

ガティブな要素が減っていくということになります。さらには気功術でいう「肉のつな

がり」「下丹田に正気が充実」といったことが共存していく、とより強力な波動を発生

していくことが可能となるでしょう。 

 

【ポジティブ歩行の条件④】 

 条件①②③を満たした上で、重心や意識の位置が足首より下に落ちていることです。

これは荘子いわくの『真人』に近づいていく方向性とも言えましょうか。決してイメー

ジトレーニングや思い込みだけではできません。長期的な身体行法をもって近づいてい

くことになります。 
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気功的な『真人』に近づいていくための基礎的行法 

 あくまでも気功的な側面から『真人』に近づいていくために日々、短時間でもコツコ

ツと取り組んでいくと良い行法をご紹介しましょう。人格的、思想的、宗教的、哲学的

なことは含んでいませんので、どのような方でも取り組んでいただけることでしょう。 

＜ここから約４ページ分の練習方法については、公開版では割愛＞ 

 

 

変性意識状態への入り口、初歩的な『ゆるみ』の練習法 

 ここまでに紹介した行法を習熟するほど、あることに気付いていくでしょう。直立し、

「ゆるもう」と脱力したとき、体の中心をストーンと何かが落ちていく感覚です。これ

は、ゆるみとともに軸の中を意識の位置や重心が落ちていく感覚です。自分の意思と身

体感覚が一致して、ストーンと何かが落ちていく感覚。これが HTの推奨する変性意識

状態の入り口となります。 

 さらにこの状態を習熟していくためには、心身の内側を隅々まで意識したり、イメー

ジと身体感覚を一致させたりすることが重要です。そのためにはいくつかのカテゴリー

に属する筋肉の緊張と弛緩をコントロールする運動が有効です。ゆるみを獲得していく

ための初歩的なメソッドを３つのカテゴリーに分けてご紹介いたします。メソッドとし

てはここに紹介する以外にもたくさんありますので、それらは別の機会にご紹介したい

と考えています。 

＜ここから約９ページ分の練習方法については、公開版では割愛＞ 

 

 

気功的な『真人』として歩くための準備運動 

 基礎的行法とともに取り組むと良い、実際の歩行を上質化するための準備運動をご紹

介します。【スター☆フット③】を靴に仕込み、これらの練習で培った心身の感覚を再

現し、街や自然や人々への思いやりをもって歩くことで、周囲を浄化していく波動が強

力になっていきます。 

＜ここから約１ページ分の練習方法については、公開版では割愛＞ 
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第１チャクラを浄化する瞑想法 

 第１チャクラ群・足のチャクラ群・手の指先と掌のチャクラ群を主に浄化し、第２チ

ャクラにもやや影響が及び、エネルギーの流れを繋げて下丹田にも良質な気を充実させ、

湧泉と労宮を開いていくための功法と言えます。体内に滞留しているネガティブ波動の

一部の排出も促します。少なくとも２か月に１回、お好みによっては毎日でも、取り組

んでいただきたい瞑想法です。最初のうちは書いてある通りにできなくてもいいので、

ゆるみの練習とともに、コツコツと続けていただきたいものです。 

＜ここから約１ページ分の練習方法については、公開版では割愛＞ 
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気功術の奥義『オーバードライブ』 

 正気レベルと霊格が高く、ネガティブ波動を溶かしたり浄化したりする意念または意

味を込めた波動が、何らかの衝撃波をきっかけとして、物体や液体の内部を駆け巡って

いくことを「オーバードライブ」と呼んでいます。人への直接ヒーリングや、物体への

浄化をする方法のひとつですが、【スター☆フット③】を用いることで、足による「オ

ーバードライブ」を床や道路やモノや人に対して行うことができます。 

 気功的な『真人』として歩くための準備運動は、「オーバードライブ」の練習といっ

ても過言ではありません。それらと同じような要領で、３回から３０回以上のゆっくり

とした四股踏みの練習も取り入れれば、さらなる上達が期待されます。 

 「オーバードライブ」のコツは 

１．ゆるむ 

２．軸を確認する 

３．重心や意識の位置を落とす 

４．波動を届ける対象を明確に決める 

５．対象への思いやりをもつ 

 

ということになります。 

 そして、例えば片足を軽く上げて落とすだけでも、両足の踵を軽く上げて落とすだけ

でも、様々な方法で「オーバードライブ」をすることができます。床、道路、地面、そ

の他なんでも、身近にある物体に「オーバードライブ」を放っていくことが可能です。 

 「オーバードライブ」を放ったら、足の接地による衝撃の後に発生し、対象へ向かっ

て伝わっていく波動を感じてみてください。直線的に進む場合もあれば、波動が通りや

すい道をクネクネと曲がりながら向かっていくこともあります。 

 慣れた人であれば、レストランで席に座って食べている間に、正面に座っている人へ

浄化波動を送ると念じて、【スター☆フット③】を仕込んだ足（靴）で軽く床をポン！

と踏むだけでもいいでしょう。あるいは、歩きながら「前にいるあの人の体の中を、仏

足石の波動で踏みつけて、浄化しよう」と念じるだけでも「オーバードライブ」は発生

します。あるいは「この部屋の空気を仏足石で踏んづけちゃえ！」と念じて床に置いた

【スター☆フット③】を軽く踏むだけでもいいでしょう。 

 「オーバードライブ」という技は、非常に応用範囲のある、おもしろい技です。ゆる

みが上達して、気や波動を体感する力が高まれば高まるほど、いつまでもどこまでも楽

しめる気功術の奥義です。 
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直立坐における心身調整の極意【山彦ノリ】 

４つの【星の山彦】それぞれの下に【スター☆フット

③】を１枚ずつ敷きます。そして、踵と湧泉のあたりを

【星の山彦】に当てるようにして、上に乗って立ちます。

この状態で「軸」「心身の緩み」「足の下から気を吸い上

げる呼吸」「心身の心地よい位置」「自発動功」「変性意

識状態」などの練習に取り組むといいでしょう。足下か

ら立ち昇る波動がよく感じられるようになってくると、

心地よい体験ができます。気功的な不調がある人は、自

分の心身と向き合う自己調整の時間とすることもできま

す。訓練が初歩の段階であっても、ただここに立ってい

るだけで、スシュムナー・ナーディの浄化、天地の気の

回路の浄化、天地の気の補給、第１チャクラの浄化、第

２チャクラの浄化、第３チャクラの浄化をサポートする波動が強力に発生します。 

 

ヨーガ王者への初歩 

 ヨーガ王者への初歩として、いくつかの例をご紹介したいと思います。わたくしたち

現代人の多くが取り入れるプラーナは、広大で天然たるヒマラヤの高地におけるプラー

ナではなく、化学合成物質や大気汚染にさらされたプラーナなのです。軸とゆるみと体

内観察が上手になればなるほど、【スター☆フット③】から取り入れるプラーナの心地

よさをお感じいただけることでしょう。下記の行法は続けて行う必要は、必ずしもある

という訳ではありません。少なくともどれかを、数日に１回は行うといいでしょう。 

＜ここから約３ページ分の練習方法については、公開版では割愛＞ 
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天門鎮護の要のお札 

 風水術について詳しくない方でも【鬼門（きもん）】という言葉はお聞きになったこ

とはあるでしょう。しかし、鬼門に劣らず重要な【天門（てんもん）】については一般

的には知らない人のほうが多いかもしれません。 

北西の方角を天門といいまして、陰陽道などの説では怨霊や魑魅魍魎さらには災いが

入ってくる方角とされています。古来、何らかの地域や住居の守護のために、北西の方

角に寺社を建立するなどして、天門を鎮めようとしてきた例は枚挙に暇がありません。

天門を鎮めると、家運が栄えて子孫が繁栄するとも言い伝えられています。 

HT としては、地球の公転と自転に起因する微妙な環境の変化が、波動的に北西の方

角から来ているのではないかと考えています。この影響の受けやすさは個人差がかなり

大きいようですが、第３チャクラ（腹部）・第５チャクラ（咽喉部）・第７チャクラ（頭

頂部）の調子を一時的に弱めることがあるようです。ごく少数かもしれませんが、影響

の受けやすい人については、小腸・胃・食道・声帯・脳の一時的な不調に繋がる可能性

があるようです。  

人によっては少しのことかもしれませんが、中には頻繁に悪影響を受ける人もおられ

ます。そこで、どのような条件を整えていけばいくほど、天門の鎮護になるのか、調べ

ていきました。 

 

●北西（あるいは北側）に設置する物理的な存在であること。 

●仏界所具菩薩界 以上であること。 

●「いま、ここに在ることを、霊体が安心と安定をもって受け止める」といった方向の

メッセージ性が放出されていること。 

●【天子南面（てんしなんめん）】であること。天子、皇帝、天皇、王といった位や格

をもった存在が、南東あるいは南の方角を向いて鎮座しているという意味になること。 

●正気レベル２ 以上であること。 

●北西あるいは北側から、南東あるいは南側に向かって放出されていること。 

●高い位置から低い位置に向かって放たれていくこと。 

 図らずも、【仏足石】が志向する意味を凝縮した【スター☆フット③】は、一般的な

一戸建て住宅の程度であれば、天門を鎮護するために最適な波動的性質をもっていたの

です。 

 

 



15 

 

●天門を鎮護する方法 

【スター☆フット③】を家屋の壁か柱に貼りつけてください。テープで貼ってもいいで

すし、透明の部分でしたらピン止めしても大丈夫です。家具や額などの裏に隠すように

設置してもいいでしょう。しかし、額の中に隠してしまったり、家具に貼ったり、引き

出しの中にしまったりしてはいけません。なる

べく地面に対して垂直な方向に貼ったほうが

いいので、床や天井といった水平方向に貼って

も効果が期待できません。カードの表裏は関係

ありませんが、三角形の向きが▼となるように

しましょう。 

 【スター☆フット③】を設置した位置が、天

門を鎮護する起点となります。 

天門を鎮護する波動は、 

・起点から南側の上下に対して、天門を鎮護する波動が放たれます。なるべく家屋の北

側に設置しましょう。 

・起点からおよそ１０ｍ～２５ｍまでの距離が、波動の届く範囲となります。壁の向こ

う、上の階、下の階にも届こうとします。 

・天門を鎮護することを目的とした、仏界所具菩薩界の波動が広がります。 

・気の強さは、北西から来るネガティブな波動に反応して、正気 Lv２～２８の範囲で

変動します。 

・対象範囲内にいる人の第３チャクラ、第５チャクラ、第７チャクラの機能回復をサポ

ートしようとします。 

・対象範囲内に存在する地獄界、すなわち「苦しみの波動」を軽減したり浄化したりし

ようと柔らかに働きかけます。ただし、人間の感情や思考に影響するものではありま

せん。 

・対象範囲内に存在する餓鬼界、すなわち「本能的かつ自己中心的な欲望の波動」を軽

減したり浄化したりしようと柔らかに働きかけます。ただし、人間の感情や思考に影

響するものではありません。 

 

といった概要となります。２５メートルを超えた大きさをカバーするためには、１５メ

ートルから２０メートルごとに【スター☆フット③】を増設していくといいでしょう。 
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星の山彦の風水パワーを強化する方法 

【スター☆フット③】を星の山彦の下に敷いてくださいカード

の表裏や向きは関係ありません。【仏足石】を内に宿した究極の

山の波動となります。その風水波動は３倍となることが期待さ

れます。 

 

オーディオ機器を安心させよう 

【スター☆フット③】をオーディオ機器のために使ってください。いまここに在ること

への安らぎ、安心、安定、思いやりといった波動に満ち溢れた【仏足石】がオーディオ

機器の下にあるということは、オーディオ機器たちにとって最良の居心地の良さとなり

ます。微細な音の変化を聴き、より上質化されたオーディオ環境を望まれる方は、ぜひ

お試しいただきたいと念願しています。 

設置ポイントは次の通りです。 

・オーディオボードと床の間 

・スピーカースタンドと床の間 

・スピーカーの下 

・アンプの下 

・スピーカーの上に置いてある、星の山彦の下 

 

仏足石を組み合わせて、六芒星の波動を強化 

 学問に強く多くの天才を輩出しているユダヤ人の国、イスラエルの国旗には六芒星が

描かれています。なぜここまで優秀な人材が育つ民族なのでしょうか。あくまでも波動

的側面だけを切り取ってみると、六芒星の影響があるのではないかと考えています。六

芒星には、第６チャクラと第４チャクラに影響を与えやすいという波動的な特徴があり

ます。しかし、六芒星の描き方や配色、物体化されるときに使われる材質、込められた

念によっては、非常にネガティブな影響を与えることがあります。ところが、【仏足石】

を２つ組み合わせて作った六芒星は、霊格・品格・正気ともに上質な波動を放つことに

なります。このヘキサグラムを使うことで、第４チャクラと第６チャクラの機能を一時

的に活性化させることが可能となります。ヘキサグラムの波動は、【スター☆フット③】

を２枚重ねても、元から【仏足石】のヘキサグラムとして作られたカードでも同じです。 
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●ヘキサグラムを使った瞑想法 

 ＜ここから約１ページ分の練習方法については、公開版では割愛＞ 

 

材質と形状 

名刺サイズのラミネートされたカードです。内部には鉱石や金属などさまざまな素材

が厳選されてハイブリッドされています。見た目だけ同じように作成しても、決して本

品と同じ機能をもった波動を創出することはできません。 

 

注意事項 

・防水加工されていませんので濡れる場面でのご使用はお控えください。 

・少し水が染み込んだりラミネートが少し剥がれたり、折れ曲がったりした程度では波

動は変わりません。 

・【スター☆フット③】は使用目的に対して物理的に傷みやすいことをあらかじめご了

承ください。強度を上げる製法は困難なため断念いたしました。どうか消耗品として

ご認識くださいますようお願い申し上げます。 

・浄化は不要です。 

・効果の感じ方には個人差があります。 

・自己責任で使用時間を調整してください。 

・この商品をご使用になられたことによるいかなる問題について責任を負いかねますこ

とをご了承の上、ご利用ください。 

・本品はハンドメイドです。仕上がりには不均質がありますことをご了承ください。波

動は変わりません。 

・形状や色彩の違いによる返品・交換には応じておりません。 

・未開封時の破損の場合のみ交換可能とさせていただいております。 

●製造元：星のたからばこ☆彡 

info.lotus2m@gmail.com 

http://lotus2m.web.fc2.com/ 

メール以外でのお問合せには応じておりません。 

このたびはお買い上げいただき誠にありがとうございました。 

mailto:info.lotus2m@gmail.com
http://lotus2m.web.fc2.com/

