「イオンシーリン驀
〔自然 エネルギー ・
指 F■代 躍 療 法 礫研 究 )

エネルギー の 「
生命誕 生 ・
そよ風の 中で」
宇宙や太陽から発する電磁波エネルギTの 強い嵐は、地球の大地に届くときは、
になつて地上に達します。
ちょうど 「
そよ風」

大気と海の穏やかな 「
そよ風」と 「
さぎ波Jが 、何億年もの時の流れの 中で優し
く混ぜ合わされ、エネルギーと原子 (物質)が 融合して生命誕生の扉が開かれた
と言えます。地球の穏やかな自然の中でゆやかに揺れ動くエネルギーの波に揉ま
れて、原子や電子がそれぞれ の意思のもとに和を保ちつつ集合して生命体が形成
されたのです。

生命体とは、原子や電子 (物質そのもの)が それぞれの意思をエネルギーの海の
中で、より確かな安定の形に実現させるための一つの形態です。

私たちの身体の健康を考えるとき、この基本的な生命誕生の真理を無視してはなり
ません。春の、ぼかばかとした暖かな太陽の光の中で革木は芽生え、やがて新緑の
季節を迎えます。まさに、生命誕生の原点です。私たちの自然治癒力療法の 目指す
ところと言えます.

1・ 「大切 な生命 を守 る自然治籠力」
臨
人生の幸せけ、先げ健康から
生金 の営み とは、 血 液 宝 リンパ液 な どの体液 の循環 に よつ て為 し得 る円滑な
代董登動 が主体 です。 この体液循環 に よ る代謝機能 とは 、私 た ちの健 康 を守 る
自然治癒力 そ の もの で 、体 内細胞 の 生命活動 で生 じた老 廃物や有害物質 を除去
排 出 し、必 要 な酸素や 栄養 素 な ど有益 な物質 の補給 を円滑 な体液 の循環 に よつ
て為 され る機 能 の こ とですハ

健康 とは 、 この体液 に よる循環代謝機 能 が正 常 に働 い てい る状態 ですハ換言す

れ ば、病気やケガ の原 因を問わず、如何 な る重 い症状の状態 であつて も、滞 つて
い る血液や リンパ液 な どの体液循環 を適 正化 できれ ば、悪化 してい る症状 の痛み
や苦痛 を飛躍的に改善す る可能性 が望めます。

JTPイ オンシー リング研究所

2・ 「イオンシー リングとは」

JTPイ オンシ ー リング研究所

イオ ンシー リングは、 この健康 と言 う命題 を化学変化 ではな く、私たちの生命
活動に必要な遠赤外線効果や マイナ スイオ ン効果 ・磁性効果な どの微弱なエネル
ギー効果 を科学的にハ イ プ リッ ド活用 し、指圧代用 品に成型 して用 い、血液や リン
パ液な どの体液循環 を促進 して 自然治癒力 を強化 して(多 くの健康問題 を根本的
解決に導 く先端科学健康技術 です。

30「 痛みや苦痛 は、身体 の SOS救

助信 号"」

病 気 や ケ ガ の症 状 は 、 た い て い そ の症 状 の軽 重 に比 例 して痛 み や 書 痛 を伴 い

ます。病気や ケガ の原 因 が 異 な つ ていて も、そ の痛みや苦痛 を伴 う患部 は 、 血 液
や リンパ 液 な どの体液 に よる代謝機 能 が著 し く低 下 して い て 、腫れや鬱 血 の状態
とな り個 々 の細胞 の生命活動 が危機 的な状態 に陥 っていますハ
私た ち人間 の痛みや苦痛 は、ま さしく構成細胞一 つ 一 つ の 生命危機 の 改善 ・救助
を望 む 意 思 表 示 と言 え ます 。

JTPイ オンシー リング研究所

40「 痛 快感 や爽快感 は、身体 の健康回復 シ グナル "」

苦痛 は、症状の改善 ・回復 が進みだす と痛快感や爽快感 に変化 してい きます。
患部 の改善 が一部で も始 まれば、痛みや苦痛 は大幅に和 らぎ∵種 の快感覚 とし
て認識 され る場合が多 くあ ります。
ま さしく快感覚 は、身 体 を構成す る個 々の細胞 の健康回復感覚 の集合体である
と言 えます。そ してまた快感覚は、患部細胞 の健康回復条件 の充足 を伝達す るシグ
ナル と言 えるのです。

5・ 「
痛みや苦痛 の改善は、患部 の循環代謝機能 の強化を第一に"」

血液や リンパ液などの体液 の循環によつて細胞 の新陳代謝活動が維持 されて
います。私たちの痛みや苦痛は、病気やケガを原因 として血液や リンパ液など
の体液の循環が損なわれ、患部 の細胞 が代謝活動を維持で きない苦 しみなので
五

患部の循環代謝機能 の改善は、血液や リンパ液 の①流動性 と②溶解力を高める
ことで可能にな ります。体液 の①流動性や②溶解力は、温度や磁力やマイナスイ
生ヒ生ど2二 主とギ∵効果 の利用 によつて即効的に高めることができますA

6・ 『
血波の①凛磁性や0澤 解力を高めるエネルギー効果"」

液体は、熱や磁気 ,マ イナ スイオ ンな どのエネル ギー効果 を受 けると、流動性
や溶解力 を飛躍的に高めます。液体は、熱 エネル ギー を奪われ て よ り低 温 にな
れば粘性 を増 し、やがて固形化 します。逆 に熱 エネ ル ギー を受 けて高温 になれ ば、

=を 受けて高温 にな る と液体 の分子 は完全に自由とな り気化 します。磁気エネル
ギーは、原子や分子 に共鳴振動 を誘発 させ、液体の分子集ま りであるクラ不夕∵ を
細分化 して液体の溶解力を高めると言われています。
マイナ スイオ ンは、電子 の豊富な原子 も しくは分子 の名称 です。 マイナ スイオ ン
効果 とは、そ の豊富な電子 によつて液体 の不足 した電子 を補 い、酸化 を防ぎ、液体
の酸化 に伴 うクラス ター の 巨大化 による粘化 を防止 し、液体 のサ ラサ ラ度合 いや溶
解力を増カロさせ る効果があ ります。

7・ 「
私達 の 自然治癒力 の 向上に直結す る微 弱エネル ギー効果 "」

私達 の血液や リンパ液 な どの体液 による循環代謝機能 の改善は、病気や ケガ
か らの回復 に即効的に直結 します。 血 液や リンパ液な どの体液 による循環代謝
機能 の改善 にはt微 弱なエネ ル ギー①熱 エネル ギー効果、②磁気効果、③ マイ
ナ スイオ ン効果 な どの活用 が大切 で有効 です。

8。 「
①熱エネルギーの健康効果について。」
私達人間の健康維持 には、温 か さが必要です。そ のため人類 は、身体温度
の安定維持 のために被服や暖房火器 な どに工夫 を凝 らして きま した。 また 、
病気やケガ の治療 に温 泉 な どの温か さを上手に利用 してい ます。 温か さ"が
血行 を促進 して身体 の諸機能 を活性化 し、 自然 に 自己治癒力 が強化 され る こと
を本能的に知 っていた分 けです。

温かさ"す なわち、熱エネルギーの質についての問題 も重要です。温 めた
金属が発する熱エネルギー と人間の体温や炭火 が発す る熱エネルギー と言 つ
い地よく有益か と
た熱エネルギーの差の問題です。私達人間にとつて どちらが′
言 えば、誰 しも炭火 の温か さを求めます。 さらに、人肌 の温か さは、炭火 の温か
さより数段有効 です。古来、瀕 死 の重症者や衰弱 の激 しい患者 の治療方法 として
人肌 で温 めた り、母親 が素肌 で子供 を温める ことも同 じです。遠赤外線 ふ く射効
果のあるセ ラ ミックス を活用 して、冷 えて血液や リンパ液 の流 の悪化 した身体 を、
人肌温度 の再利用 で温 め るこ とは、最 高 の温熱療法 の一つ とい えます。

9。 「
②磁気エネルギ…の籠鷹効果について。」
磁気エネルギーの健康効果はその性質上、対象原子や分子によつて限定 され
ますから、 熱エネルギーの普遍的な健康効果に比べると、その分、効果は低
くなります。磁気エネルギ∵や熱エネルギーを含めてエネルギーの全ては、生命
活動に適切なゾーンがあり、それ以下に低すぎても、それ以上に高すぎても生
命活動 は阻害 され た り、全 く効 果 が無 か つ た りします。

磁気エネルギーの健康効果は、磁気エネルギーが水のクラスタ∵を細分化 して
溶解力を高 めることにあると考え られます。

10、 マイナスイオンの性質についての効果試験資料
③サラダオイルとイオン処理水の低分子化高溶解カ

③‑1左

③‑3‑時

イオン処理水/右井戸水

間経過・
井戸水に分離が進む。

③‑2サ

③‑4井

ラダオイルと横拌・
井戸水直後に分離始まる。

戸水分離が進み一部固形化

④ イオン処理水による植物育成力試験。
右イオン処理水使用
④‑1左 普通水薔

大きさ・
重量共に頭著 に差 が出る。

マ イナスイオン効果試験資料
③ 心臓 が病 んで 肥大 した犬 の
レン トゲ ン写真

③‑ 1 , イ

オン効果 で改善され、心臓 が正常な

大きさに戻 つた犬のレン トゲン写真

*資 料提供 :塩 浜大猫病院 ・塩浜康揮院長

マイナスイオンの豊富な電子は、エネルギーの媒体効果と、電子が不足 している酸化状態 を防止
しようとする効果の二面性を備えています。 私達の血液は、身体細胞の生命活動により生 じた
老廃物や有害物質を運び出 し、反対に細胞の生命活動に必要な酸素や栄養素を運ぶ役 目を
受け持 つています。 この新陳代謝を効果的に機能させるには、 (1血 液の流を早 くする)・(2血 管
を太 くして血液の流量を増やす)日(3血 液の溶解力を高めてよ り多くの代謝物を運ぶ)、の三つの
方法があります。
一般的には、 (1血 液の流を早 くする方法としては、温かにする熱エネルギー効果が有効です。)
(2血 管を太 くして血液の流量を増やすには、血液の流を早 くする温かな熱エネルギー効果を長
期的に持続す る ことによ り、 トレー ニ ングと同様の効果が望めます。)(3血

液 の溶解力を高 めて

よ り多 くの代謝物お運ぶには、マイナスイオ ン効果 によつて血液の酸化 を防ぎサ ラサ ラ度合 い を
高めて対応す る ことができます。)

JTPイ オンシーリング研究所

マイナスイオンの効 果試験

JTPイ

オンシー リング研究所

①花 の写真
「
塩水実験 ・イオ ン処理 した
塩水 の方は枯れずに元気
です。」
*陶 器 の コ ップは、マイナ スイ
オンセ ラミックを混合 して焼
き上げてあ ります。

②イオン処理水 (向かつて右)と 、水道水 (中央)・ トルマ リン処理水 (左)と の溶解力試験。

マ イ ナ ス イ オ ン は 、熱 エ ネ ル ギ ー 効 果 や 磁 気 エ ネ ル ギ ー 効 果 な どの エ ネ ル ギー 効 果 と

異なって原子や分子 の一つの形態 と して物質的 に認識 されます。 しか し反面、マイナ ス
イオ ン化 した原子や分子 を構成す る豊富な電子群は、熱 平ネル ギ∵や磁気■ネル ギァを
取 り込み蓄 え、低 エネル ギ∵体 に対 して再放出するエネルギー媒体的性質 があ ります。
またマイナ スイオ ンの電子は、本来有 している電位 エネル ギアを、生命 活動の中で電子
を失い酸化に向か う電位的に不安定な原子や分子に移動供給 して安定に向かわせ ます。
電子 自体はエネル ギーではあ りませんが、多種類 のエネルギアが電子 と共 にあ り、 あた
か も電子 がエネルギー の集合体 の よ うな働 きをす る こ とも事実です。そ して、マイナ スイ
オ ンの 豊 富 な多種 類 の エ ネ ル ギー を帯び た電子 が 、多様 な健 康 効果 を具現化 します。

人生 の 幸福 は、先ず健康 か ら

「
イオ ンシー リン グ」
(指圧代用 ・健康療法)
1・ 「
大切な生命 を守 る自然治癒力」
生命 の営み とは、血液や リンパ液な どの体液 の循環 によつて為 し得 る円滑な代謝活動が
主体です。この体液循環による代謝機能 とは、私たちの健康を守る自然治癒力その もので、
体内細胞 の生命活動で生 じた老廃物や有害物質 を除去ツト
出 し、必要な酸素や栄養素な ど有
益な物質 の補給を円滑な体液 の循環によつて為 され る機能 のこ とです。
健康 とは、 この体液による循環代謝機能 が正常に働 い てい る状態です。換言すれば、如
何なる重 い症状 の状態 であつて も、滞 ってい る血液や リンパ液な どの体液循環 を適正化 で
きれば、悪化 している症状 の飛躍的な改善の可能性 が望めます。
(2・ 「
イオ ンシー リング とは、
」次 ペ ー ジヘ 。)

イオ ンシー リング研 究友 の会
JTPイ

オ ンシー リング研 究所

20「 イオ ンシー リング とは、
」 (指圧代用 ・健康療法)
イオ ンシー リングは、 この健康 と言 う命題 を化学変化ではな く、私たちの生命活動 に必
要な遠赤外線効果や マイナ スイオ ン効果 ・磁性効果な どの微弱なエネルギー効果を科学的
にハイ プ リッ ド活用 した指圧代用品を用 いて、血液や リンパ液な どの体液循環 を促進 して
自然治癒力を強化 し、多 くの健康問題 を根本的解決に導 く先端科学健康技術です。
(3。 「
痛みや苦痛は、身体 の SOS救

助信号"」次ベ ージヘ。)

イオ ンシー リングには、事前 に無料研究学習の体験制度があ りますか らご利用 くだ さい。

3・ 「
痛みや苦痛 は、身体 の SOS救

助信号"」

病気やケガの症状は、たいていそ の症状 の軽重 に比例 して痛みや苦痛 を伴 い ます。病気
やケガの原因が異な つていても、そ の痛みや苦痛を伴 う患部は、血液や リンパ液な どの体
液 による代謝機能が著 しく低下 していて、腫れや鬱血の状態 とな り個 々の細胞 の生命活動
が危機的な状態 に陥 つてい ます。
私たち人間 の痛みや苦痛は、ま さしく構成細胞一つ一つの生命危機 の改善を望 む意思表
示 と言えます。
(4・ 「
快感や爽快感は、身体 の健康回復 シグナル "」次ペ ー ジヘ。)

4・ 「
痛快感や爽快感は、身体の健康回復 シグナル"」
患部の痛みや苦痛は、症状の改善 ・回復が進みだす と痛快感や爽快感 に変化 していきま
す。患部の改善が一部でも始まれば、痛みや苦痛 は大幅 に和 らぎ一種の快感覚 として認識
される場合が多くあります。
まさしく快感覚は、身体を構成する個 々の細胞の健康回復感覚の集合体であると言えま
す。そ してまた快感覚 は、患部細胞の健康回復条件 の充足を伝達するシグナル と言えるの
です。
(5。 「
痛みや苦痛 の改善は、患部の循環代謝機能の強化を第一に"」次ページヘ。)
5・ 「
痛みや苦痛の改善は、患部の循環代謝機能の強化を第一に"」
血液や リンパ液などの体液 の循環によつて細胞の新陳代謝活動 が維持 されています。私
たちの痛みや苦痛は、病気や ケガを原因 として血液や リンパ液などの体液 の循環が損なわ
れ、患部の細胞が代謝活動を維持できない苦 しみなのです。
患部 の循環代謝機能の改善は、血液や リンパ液の①流動性 と②溶解力を高めることで可
能にな ります。体液の①流動性や②溶解力 は、温度や磁気やマイナスイオ ンなどのエネル
ギー効果の利用によつて即効的に高めることができます。
(60「 血液や リンパ液の①流動性や②溶解力 を高めるエネルギー効果"」次のページヘ。)

6・ 「
血液や リンパ液 の①流動性や②溶解力を高めるエネルギー効果 "」
液体は、熱や磁気 ・マイナ スイオ ンな どのエネルギー効果 を受けると、流動性や溶解力
を飛躍的に高 めます。液体は、 より低 温になれば粘性 を増 し、や がて固形化 します。逆に
熱 エネルギーを受 けて高温になれば、液体 の分子 の 自由度がたかま リサラサ ラした液体 と
な ります。 さらに熱 エ ネル ギーを受 けて高温になると液体 の分子は完全に自由 とな り気化
します。磁気 エネルギー は、原子や分子 に共鳴振動 を誘発 させ 、液体 の分子集 ま りである
クラス ターを細分化 して液体 の溶解力を高めると言われています。
マイナ スイオ ンは、電子 の豊富な原子 もしくは分子 の名称 です。 マイナスイオ ン効果 と
は、その豊富な電子によつて液体 の不足 した電子を補 い、酸化 を防ぎ、液体 の酸化 に伴 う
クラス ターの巨大化 による粘 化を防止 し、液体 のサラサラ度合 いや溶解力を増加 させます。

(70「 自然治癒力 向 上 に 直結す る微 弱 エ ネ ル ギ ー効果 "」次 ペ ー ジヘ 。)

マイナスイオ ンの健康効果 について。」
10。 「
10‑①

・マイナ スイオ ンの性質

マイナ スイオ ンは、熱 エネルギー効果や磁気 エネルギ∵効果 な どのエネル ギー効果 と異
な って原子や分子 の一つの形態 として物質的に認識 されます。 しか し反面、マイナ スイオ
ン化 した原子や分子 を構成す る豊富な電子群は、熱 エネル ギーや磁気 エネル ギーを取 り込
み蓄 え、低 エネル ギー体に対 して再放出す るエネル ギニ媒体的性質 があ ります。 またマイ
ナスイオ ンの電子 は、本来有 している電位的エネル ギーを、生命活動 の 中で電子を失 い酸
化 に向か う電位的に不安定な原子や分子 に移動供給 して安定中和 に向かわせ、血液 のサラ
サラ度合 い を高めます。
電子 自体はエネルギーではあ りませんが、多種類 のエネル ギーが電子 と共にあ り、 あた
かも電子がエネル ギー の集合体 の よ うな働 きをす ることも事実です。そ して、マイナ スイ
オ ンの豊富な多種類 のエネルギー を帯びた電子が、多様な健康効果を具現化 します。
(10‑②

10‑②

・マイナスイオ ンの効果 ・次ペ ージヘ。)

・マイナ スイオ ンの効果

マイナ スイオ ンの豊富な電子は、エネルギーの媒体効果 と、電子が不足 した酸化 を防止
しよ うとす る効果 の二面性 を備 えてい ます。
私達 の血液は、身体細胞 の生命活動によ り生 じた老廃物や有害物質を運び出 し、反対 に
細胞 の生命活動 に必要な酸素や栄養素 を運ぶ役 目を受 け持 つてい ます。 この新陳代謝 を効
果的 に機能 させ るには、 (1血 液 の流 を早 くす る)0(2血 管を太 くして血液 の流量を増や
す)0(3血 液 の溶解力を高 めてより多 くの代謝物を運 ぶ)、の二つの方法があ ります。
一般的には、 (1血 液 の流を早 くす る方法 としては、温かにす る熱エネルギ‐効果 が有効
です。)(2血 管を太 くして血液 の流量を増やすには、血液 の流 を早 くす る温かな熱 エネル
ギー効果 を長期的に持続す ることによ り、 トレーニ ング と同様 の効果 が望めます。)(3血
液 の溶解力を高 めてよ り多 くの代謝物お運 ぶには、マイナ スイオ ン効果に よつて血液 の酸
化 を防ぎサラサラ度合 い を高めて対応す ることができます。)
◎

この様 に、多様 なエネル ギー効果 を相乗的に活用す ることによ り、飛躍的 な健康効果

を得 ることが可能にな ります。

