
項番 形態 種別 送受信に使われるところ

1 １→１ 接触あり なし

2 １→１ 接触あり
掌、指先→任意の部位

3 １→１ 直接外気 掌→任意の部位

4 １→１ 直接外気 指先→任意の部位

5 １→１ 直接外気 第三→第三

　個人で内気功から外気功の初歩までを訓練している方々のために作成した「気功法４８手」と対をなすのが、この「気功交流法52
手」である。「気功交流法52手」を詳解しようとすると一つの項目について１冊の本が書けてしまうくらいのボリュームになってしまう
だろう。ワタシはめんどくさがり屋で、気功の先生として教室を開いたりするのが嫌なので、簡易の一覧までとさせていただく。必要
な情報は世の中にたくさん転がっているので、いろんな本やネット情報を参考にするといいだろう。
　この一覧表を参考に、自分や自分たちがどのようなところを訓練しているのかを認識するとよい。自分がやっていることが外気功
やヒーリングの全てではないことが分かるだろう。そのために、この一覧には一般的な気功の概念から外れることも掲載してあるこ
とも伝えておく。
　実際は複数の機能が結合して行われている営みを簡易的に整理しているので、一覧化することは非常に困難であった。完成度を
上げるための加除訂正のご意見がありましたら教えてくださいませ。
　気功交流法を行うにおいて最低限の前提となることを一応、リストアップしておく。
　・正気と邪気を区別することができること。
　・肉体がもつ気に邪気がなく、正気であること。
　・ある程度、変性意識状態に入る訓練をしていること。
　・呼吸法や動功などを通して、身体を緩める訓練をしていること。
　以上が最低限のスタートラインである。

下記の概要、または実践へのヒントはあくまでも一例である。「気功交流法52手」の一つの項目をとってみても非常に奥が深く、いく
らでも術を磨いていくことができることも付け加えておく。
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　送り手は指先などに意識を集中し、相手の体の中を気で押していくよ
うに、肩や背中などといった相手の体の一部を押す。ゆっくりと相手の
体の中に手を入れていくようなイメージで、気持ちを込めて押していくと
いいだろう。
　受け手は体を可能な限り緩めて立つ。目を閉じて脱力し、何も考えな
いといったところか。相手に押されたらその力の流れに身を任せてクネ
クネ動く。力の流れや気の流れを感じて、それに任せて振る舞うだけで
ある。馴れると、目をつぶっていても、相手が自分に触れる前に、体が
勝手に避けるようにもなるだろう。
　送り手は直接触れて掌や指先のチャクラから気を送る。触れる場所は
108のチャクラのどこかであるほうが感覚は分かりやすい。様々な送り
方を試してみるといい。例えばチャクラに指先か掌で触れて、自分の気
がそこから入って相手のナーディに流れていくように念じることもできる。
　受け手は、掌や指先を当てられた部位や、そこから入ってくる気の流
れを感じていく。体内に入ってくる相手の気を感じたり、ナーディを流れ
る気を感じたり、気の流れを感じながらクネクネと体が勝手に動いてし
まったりしても構わない。いろいろな受け方を考えていいだろう。

　送り手は掌をかざして、気を送っていく。
　受け手は、かざされた部位に意識を集中して、気を感じていく。
　様々なイメージを試してみよう。物質的、光のような、波のような、言霊
や気持ちで、色で・・・などなどバリエーションは豊かである。

　送り手は、指先をかざして、気を送っていく。
　受け手は、かざされた部位に意識を集中して、気を感じていく。

概要、または実践へのヒント

　例えば、西野流呼吸法の対気における初期段階と同じである。
　二者が対面して呼吸法を用いて、丹田に気を充実させる。互いに身体
を緩めたまま気でつながり、互いに丹田から前方に気を発して気をぶつ
け合う。気を発する丹田の位置は互いに真正面であるように、体の位置
を調節したほうがやりやすい場合が多いだろう。ベクトルが弱い気を発
しているほうが、身体を緩めて気を受けやすい状態であるが故に、後方
へと走りだしたり転がったり跳ねたりするだろう。
　自宅で家族で練習する場合には、互いに床にあぐらをかいて座るなど
して、後方へ倒れたときに安全なように配慮するべきだろう。家の中で
立ったままやると、危ない。
　初期においては、送り手と受け手を事前に示し合わせてやってみよ
う。送り手はとにかく丹田から相手の丹田に向かって一直線に物質的な
気を送り続ける。受け手は体を緩めて、相手から来る気を感じて、その
流れに任せて振る舞うのだ。



項番 形態 種別 送受信に使われるところ 概要、または実践へのヒント

6 １→１ 直接外気 第六→全身

7 １→１ 直接外気 第五→全身

8 １→１ 直接外気 第二→第二

9 １→１ 直接外気 足の裏→足の裏

10 １→１ 直接外気 第七チャクラ→全身

11 １→１ 遠隔外気 第六チャクラ→霊体　第三層

12 １→１ 遠隔外気 第六チャクラ→顕在意識体

13 １→１ 遠隔外気
第六チャクラ→
　　　受けてが指定する物品

14 １→１ 遠隔外気 第六チャクラ→霊体　第四層

15 １→１ 遠隔外気 第七チャクラ→霊体　第三層

16 １→１ 遠隔外気 第七チャクラ→霊体　第一～三層

17 １→１ 遠隔外気 第七チャクラ→霊体　第四層

18 １→１ 遠隔外気
第七チャクラ→潜在意識体
　　　　　　　　　　　　第一層

19 １⇔１ 接触あり 掌（＋指先）⇔掌（＋指先）

20 １⇔１ 接触あり 掌、指先⇔任意のチャクラ

21 １⇔１ 接触あり 全身⇔全身

22 １⇔１ 直接外気 掌⇔掌

23 １⇔１ 直接外気 丹田⇔丹田

　例えば「未来式∞人間生命マッサージ」がこれに該当する。変性意識
状態にて、魔法の手を伸ばそう。気功治療の６割はこれを使って他者の
霊体をいじり、骨格や臓器や筋肉や血管などをマッサージしたり調整し
たりしています。

　相手を強くイメージして念（メッセージ）を送ることがこれに該当する。
一般的には人が強い念を抱いて、無言において他人が気持ちを察する
なんてときに近い状態である。どちらかというと格闘技や武術的な場面
で多様される使い方でもある。

　単純に、「●●に気が入った」と思うことからスタート。バリエーションは
∞。

　例えばFマントラを相手のアナハタチャクラの奥へ奥へと、メッセージを
添えながら送って、お掃除してあげることがこれに該当する。

　レイキのように、神仏や高次元意識体からの波動を流したり、感じたり
する。

　互いに正面から向かい合って立つ。互いに全身を緩める。互いの両手
をかざし合い、両手を気でつなげる。つながっている範囲を全身まで広
げる。送り手は動作をつけたりしながら、互いの気のつながりを維持し
たまま、受けての気の体を動かしていく。受け手は気を受けて身体をく
ねらせたり、ぐるぐる回ったり転がったり跳んだりいろいろする。
　家でやる場合は、立ってやらないこと。危険である。

　６の状態にて、送り手は相手の体内に向かって「あ！」とか「ちっ！」と
かいろいろと声に出して入れてみると、面白い。意味のある言葉を発し
ても面白い。

　お互いにゆるゆるになって、相手の気の体の動きに合わせながらエッ
チをする。エッチの一番最後の状態が、これに該当します。ふつーに
エッチするだけでも一応、これになっているのではあるけども、お互いの
気の体を感じられるレベルにおいて、最後の瞬間の気の交流をすること
に意味がある。

　片方の右足と一方の左足、片方の左足と一方の右足、というふうに交
差して足の裏を合わせる。

　例えば「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」、「天人鍼」、「天神鍼」が
これに該当する。高次元のエネルギーを利用して、霊体の形状にアプ
ローチする場合である。

　レイキなど高次元意識体を利用したヒーリングの一部がこれに該当す
る。チャクラの表層やナーディに波動を流すといった場合である。

　高次元意識体を利用したヒーリングのうち、アナハタチャクラの深層を
浄化しようとするものがこれに該当する。

　高次元意識体を利用したヒーリングのうち、強いメッセージ性をもった
ものがこれに該当する。

　両手を合わせて、互いに緩めて、自然に相互に流れる気に合わせて2
人で踊ろう。同性でも異性でもできます。

　西野流呼吸法の対気における中級以上と同じ。
　項番５と同じ方法であるが、両者が対等であることが大事。どちらが跳
んでも知らないよということである。

　片方は掌か指先だけを用いる。そして一方の第七・第六・第五・第四・
第三・掌など、一方の人が気や念を出しやすいところに触れる。お互い
にいろんな気やイメージや声などを送り合って、感じ合う。

　お互い全身ゆるゆるで、どこをどう触ってもどうなっちゃってもいいとい
う気の交流は、お互いに信頼のおける男女で行うと良い。

　お互いの掌をかざし合って行う、よくあるパターンである。
というかバリエーションが多すぎる。



項番 形態 種別 送受信に使われるところ 概要、または実践へのヒント

24 １⇔１ 直接外気 第六⇔全身

25 １⇔１ 遠隔外気 第六⇔第四（＋第五）

26 １⇔１ 遠隔外気 第六⇔第六

27 １⇔１ 遠隔外気 第七⇔第七

28 １⇔１ 遠隔外気 第四（＋第五）⇔第四

29 １⇔１ 遠隔外気
第八チャクラ⇔第八チャクラ
【スピリット　ファミリー　ヒーリン
グ】

30 １→多 接触あり 掌→掌

31 １→多 接触あり 丹田→丹田

32 １→多 直接外気 掌、指先→全身

33 １→多 直接外気 丹田（第三）→丹田

34 １→多 直接外気 第六→全身

35 １→多 遠隔外気 第四→潜在意識体

36 １→多 遠隔外気 第四→第四（＆潜在意識体）

37 １→多 遠隔外気 第六→第六（＋第五）

38 １→多 遠隔外気 第六→霊体　第四層

39 １→多 遠隔外気 第七＋第六→霊体　第三層

40 １→多 遠隔外気 第七→霊体第一層から第三層

　受け手は相手のアナハタチャクラ（胸）をイメージして脱力。送り手は第
六チャクラを使うということを意識する必要は特にない。相手に向かって
様々な種類の感情や物質的なイメージを送ったり投げたりするとよい。
殺意を投げたり、気の石っころを投げたり、愛のメッセージを投げたりし
てみよう。背後に立ったり、目をつぶったりしてやってみてもいい。馴れ
たら隣の部屋からやってみてもよい。様々な種類の感情や物質的イメー
ジで試すとよい。

　みんなでいろんなつながり方をして、一人の気を流して感じよう。

　みんなと一人が対面して座るなどして、一人が掌や指先をみんなのほ
うにかざして、いろいろと送ってみよう。送り手の一人は座っていても寝
ていてもよいだろう。送られる側のみんなは、立っていたほうが動きに自
由度が出る。

　西野流呼吸法の対気における上級と同じ。みんなはすっころげよう。

　送る人は一人。みんなは部屋の中でバラバラに位置してみる。送り手
は感情や意味のエネルギーを部屋に満たしたり、物質化イメージをした
玉をなげたり、自分の周りに念で作った壁を広げていったりしてみよう。

　集団に対して一定のメッセージを送る場合がこれに該当する。

　基底部が人界以上、表層部が菩薩界以上のメッセージを集団に対し
て送る場合がこれに該当する。

　あまり教えていいものではない。

　第六チャクラを使用する側は直立不動や座った状態でもよい。意味や
形に工夫をしていろんな気や念を送ってみたり、相手の気の体をイメー
ジだけで動かそうとしてみるとよい。一方の人はその気や念を受けなが
ら、あれこれとやり返してみようとすればいいだろう。お互いが五感で感
じられる範囲に存在することと、第六チャクラを使用する側は肉体を動
かさないことがこの交流の条件である。

　遠隔対気ともいう練習に入る。あまり教えてよいものではない。

　同じ高次元意識体に、同時につながって一緒にエネルギーを受けた
り、互いに高次元のエネルギーを送り合うといったことがこれに該当す
る。

　同じマントラや言霊を、同時刻に唱えあってお互いにアナハタへ送り合
う。そしてお互いの気持ちを感じる、といったことがこれに該当する。

　お互いの第八チャクラがスピリット・ファミリーとして認識しあう二人で
行う。それぞれが己の第八チャクラを通じて、相手に言霊やマントラなど
を送り合うのだ。夫婦または親子で行うことが最も確実な訓練方法とな
る。当然、第四から第七の上位チャクラが開発されていればいるほど良
く、霊格の高い言霊やメッセージであればあるほど良いにこしたことはな
い。
　★ヒーリング的な要素としても扱えるが、第八チャクラを通じて相手の
生命体に向かってメッセージを送信するという方向性の方が強い。

　高次元意識体を利用した一括ヒーリングがこれに該当する。

　例えばFマントラを複数の人々に対して一斉に、アナハタチャクラの奥
へ奥へと、メッセージを添えながら送ってお掃除してあげることがこれに
該当する。送り手の霊格や思考の状態が良いことを前提とするほうがい
い。

　例えば一斉の「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」、「天人鍼」、「天
神鍼」がこれに該当する。高次元のエネルギーを利用して、霊体の形状
にアプローチする場合である。

　西野流呼吸法の対気における上級と同じ。複数の側は色んな並び方
をして送り手に相対し、心身を緩める。送り手は全員に向かって気を放
つ。みんなのほうが転げたり跳ねたり倒れたりするから楽しい。
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41 １→多 遠隔外気 第七→第七

42 １→多 遠隔外気 第八チャクラ→第八チャクラ

43 １→多 遠隔外気 第九チャクラ→第九チャクラ

44 多⇔多 接触あり 掌⇔掌

45 多⇔多 接触あり 丹田⇔丹田

46 多⇔多 直接外気 掌（＋指先）⇔掌（＋指先）

47 多⇔多 直接外気 丹田⇔丹田

48 多⇔多 直接外気 第六⇔第六

49 多⇔多 遠隔外気 第六⇔第六

50 多⇔多 遠隔外気 第四⇔第四

51 多⇔多 遠隔外気 第七⇔第七

52 多⇔多 遠隔外気 第八チャクラ⇔第八チャクラ

　みんなで手を繋いで、ゆるめて感じてくねくねしよう。掌でつながって、
掌から流れてくる気に集中しよう。

　高次元意識体からのエネルギーを相互に送り合って同時に感じ合うと
いったことがこれに該当する。

　同じマントラや言霊を、同時刻に唱えあってお互いの気持ちを感じると
いったことがこれに該当する。

　お互いが五感で認識できる空間にあることが条件。物質的だったり、
意味をつけたりした念を扱う。送り合いっこしたりぶつかり合いっこして
みよう。

　例えば「誰でも第8チャクラを通じて人類にメッセージ送信できるの術」
のアチューンメントを受けたメンバーがお互いに同時刻に送受信するこ
とが、これに該当する。

　お互いが五感で認識できない空間にあることが条件。物質的だった
り、意味をつけたりした念を扱う。送り合いっこしたりぶつかり合いっこし
てみよう。

　ちょっと、想像がつかない状態になるでしょう。
　誰が勝ち残るかバトルすると楽しいね。

　指導できる先生のもとで、みんなで仲良くやってみよう。
　掌から受ける気によって顕れる身体の動きは、なされるがままである。

　第九チャクラ∞マントラを送ってあげることが、これに該当する。

　宇宙マントラ∞システムVを送ってあげることが、これに該当する。

　高次元意識体を用いた一括ヒーリングがこれに該当する。

　指導できる先生のもとで、みんなで仲良くやってみよう。
　一つの部屋の中で、複数のメンバーが散らばって立つ。誰が誰を、ど
う狙うかは自由な、気の投げ合い合戦ということもできるだろう。


