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【人間を取り巻く環境とエネルギー比較（2）】 
 

 

      ■健康を左右する【環境エネルギーの比較一覧表】…P2 
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      ■数値の見方…P11 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
付随資料 

       ◆環境エネルギー比較表（1）（2） 
◆生体活性化住宅 癒しの横浜体験ハウスの環境空間と施設の 

         環境エネルギー値 
       ◆生体活性化システムによるシックハウス対策と環境改善効果！ 
       ◆新島十三社神社－御柱建設による計内の環境エネルギー変化 
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環境エネルギー比較表 

※免疫 40以上は波動測定不能 

■免疫 40 
   ◆体験ハウスの大黒柱      ◆【生命磁場共鳴装置―ピラミッド・クリスタル】の大黒柱 

◆【生命磁場高波動装置―響命】の本体のエネルギー      

◆体験ハウス超活水装置とスーパー活性水 

◆体験ハウスの水晶の龍神観音（平成 26年 8月 11日到着時は免疫 20） 

   ◆万能型活性装置―【スーパーストロング】   

◆万能型活性装置―【スーパーストロング Z】（スーパーストロングの 2倍のパワー） 

◆万能型活性装置―【α アルファー・ペンダント】（スーパーストロングの 3倍以上のパワー） 

◆万能型活性装置―【α アルファー・ゴールドチップ】（スーパーストロングの 3倍以上のパワー） 

   ◆α アルファー・ゴールドチップを当てた水道水：免疫 5⇒40     ◆高波動商品―【強化無限水】 

   ◆化粧品やネックレス等を活性化させる水晶及びスーパーストロング入り【玉手箱】 

■免疫 39 
   ◆【生命磁場高波動装置―響命】の大黒柱     ◆【生命磁場強化サウナ】の大黒柱 

■免疫 38 
◆スーパーストロング 5 セットを使った水道水 

■免疫 37 
   ◆体験ハウスの【岩盤浴特別強化ベッド―スーパーライナー】         

◆生命磁場高波動装置―響命室内のエネルギー値 

   ◆【生命磁場強化サウナ】のベッドの上下の高波動装置 

   ◆万能型活性装置―【スーパーストロング・スリム】 

   ◆高波動商品―【お守りセット】 

   ◆新島十三社神社―御柱 

■免疫 36  平成 24年までの最高の数値 
※一般の環境や物質での最高値は免疫 21 です 

※免疫 22以上は強力な宇宙磁場を取り入れた生体活性化システムのエネルギー値です 

◆分電盤活性後の体験ハウスの【えびす柱】      ◆高波動装置―【A3 サイズ】 

◆高波動商品―【波動調整水】     ◆高波動商品―【天君―波動カード】 

■免疫 35 
◆【分電盤活性装置】     ◆【超活性水装置】     ◆【Gas活性装置】 

◆生命磁場強化サウナの室内のエネルギー値 

◆万能型活性装置―【スーパーストロング】を使った水道水 

■免疫 34(該当なし) 
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■免疫 33 
◆体験ハウスの１～3階までの室内のエネルギー値 

◆体験ハウスのα アルファー・ゴールドチップ入り【岩盤浴二段式特別強化ベッド】 

◆α アルファー・ゴールドチップ入り【スーパー岩盤浴特別強化ベッド】 

 

■免疫 32 
◆【生命磁場強化サウナ】のベッド 

◆高波動商品―【波動パワーシート名刺大～A3】 

◆富士山エネルギー調整時の御来光と天使の舞の波動写真(宇宙共鳴度 15) 

■免疫 31 
   ◆【スーパーストロング】1 セットをメーターに設置後の水道水：免疫 5⇒31 

   ◆【スーパーストロング】3 セットを設置後の携帯電話：免疫４⇒31 

■免疫 30 
◆α アルファー・ゴールドチップ 11 セット追加後の体験ハウスの分電盤  

■免疫 29 
◆α アルファー・ゴールドチップ 11セット追加後の体験ハウスの照明器具・テレビ・パソコン・冷蔵庫・エアコン・ 

電子レンジ等の電気製品 

―――――――――――――――――――― 

◆毎年恒例の諏訪大社記念入魂際後のご神木と藤と欅：免疫 19⇒29/宇宙共鳴度 5⇒11 

■免疫 28 
◆分電盤にα アルファー・ゴールドチップ追加後の体験ハウスの洗濯機・ドライヤー等 

◆分電盤にスーパーストロング設置後のえびす柱の活性値：免疫 27⇒28 

◆発熱時の海流石（スーパーストーン） 

―――――――――――――――――――― 

◆活性化マンションモデル：免疫 11⇒28 

※スーパー岩盤浴特別強化ベッド/セミダブル２段・シングル 

※えびす柱特大と普通サイズ 

※電気・水道水・ガスの活性特別強化対策 

※床・壁・天井エコ対策仕上げ 

■免疫 27 
◆【えびす柱】(生体電磁気融合エネルギーシステム) 

◆【スーパー岩盤浴特別強化ベッド】     ◆最高の遠赤外線を誇る海流石（スーパーストーン） 

◆高波動商品―【波動水晶ネックレス】（一般の水晶/樹齢１８００年の神代杉は免疫 20） 

 

■免疫 26 
◆A2波動シート 3枚追加後の岩盤浴特別強化ベッド 

◆α アルファー・ゴールドチップ 6 セット追加後の体験ハウスの電気や電気製品 
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■免疫 25 
   ◆入魂後の【岩盤浴特別強化ベッド】 

   ◆建立 5年目の新島十三社神社の地盤のエネルギー値：免疫 13⇒25 

（現在の伊勢神宮境内の数値：免疫 18） 

   ◆生命磁場強化サウナで活性した郡山の活性化米（元は免疫 18） 

■免疫 24 
◆新島十三社神社御柱建立四年目の境内の地盤  

◆エネルギーカードセット後の【岩盤浴特別強化ベッド】    ◆高波動商品―【波動椿オイル】 

◆高波動商品―【波動シート】 

■免疫 23 
◆【岩盤浴特別強化ベッド】(完成時)      ◆ワンルーム特別強化施工の地中柱埋設部分 

◆波動ネックシート        ◆携帯電話電磁波対策波動シール 

■免疫 22 
◆農地活性化事業後の長野諏訪地方の水田(事業前は免疫 11) 

※5期目の平成 24年度は免疫 20 

※化学肥料や草取りなしで免疫 18 の黄金米を収穫 

※日照りの年は全国的に全滅でも、活性化農地では光合成が盛んになり倍の収穫 

◆岩盤浴特別強化ベッド用の水晶五個セット(単体では免疫 20) 

 

■免疫 21(一般の環境や物質の波動測定限界点) 

◆岩盤浴特別強化ベッドやえびす柱用の天然セラミック（天然石では最高の遠赤外線量） 

◆建立後の【えびす柱】（柱の元の数値：免疫 17/入魂祭後：免疫 27） 

◆市販の最高の活性水 

◆御柱建立後の新島十三社神社境内(嘗ての伊勢神宮並み)入魂祭後⇒23 

◆10年前の伊勢神宮･熊野本宮大社境内（中国の経済発展後の大気汚染で急速に低下した) 

◆最高の神社のお守り 

―――――――――――――――――――――――― 

◆農地活性化事業後の飯舘村長泥地区の農地(施工前は免疫=11) 

※施工前の土=4,5 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ⇒施工後=0,5 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ 

※施工前のセシウム=73,623 ﾍﾞｸﾚﾙ⇒施工後=2,769 ﾍﾞｸﾚﾙ  

 ―――――――――――――――――――――――― 

◆ワンルーム特別強化施工した室内環境     ◆【電磁波対策電子レンジセット】 

◆【電磁波対策自動車セット】  

■免疫 20 
◆水晶・備長炭・竹炭      ◆諏訪大社前宮のご神水 

◆岐阜イトシロの白山登山口―樹齢 1,800年の天然記念物大杉(宇宙共鳴度 7)  

※入魂祭後⇒免疫 26/宇宙共鳴度 10 
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◆5期目の諏訪地方の活性化水田 (超活性水撒水後⇒25) 

◆活性化水田の刈り取り期の稲(白米段階⇒18) 

※隣地の稲=13(白米後⇒11)     ※特別栽培米ミルキークイーン=16 

※新潟コシヒカリ棚田ロマン=14     ※秋田県産あきたこまち=13   ※美食玄米ミツハシ=12 

(一般米は農薬や化学肥料等の影響が出ます) 

――――――――――――――――――――――― 

◆ガス管にスーパーストロング 1 セット設置後のガスのエネルギー値：免疫 16⇒20  

◆α アルファー・ゴールドチップ 3 セット設置後の一般のベッド：免疫 11⇒20 

■免疫 19 
◆富士浅間大社の湧水     ◆諏訪大社前宮のご神木の大ケヤキ(入魂祭後⇒29)  

◆富士山･立山山頂     ◆那智の滝のご神水 

◆ハワイ水族館のイルカ(内臓や身体機能抜群/幸福度 19/魂意識 14/宇宙共鳴度 2) 

――――――――――――――――――――――― 

◆農地活性化事業後の郡山市の水田 

※施工前の放射線量=3,69 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ⇒施工後=0,5 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ 

※収穫した白米：免疫 18、セシウム=0  ※隣接地の白米：免疫 11,セシウム=3 ﾍﾞｸﾚﾙ 

――――――――――――――――――――――― 

◆えびす柱＆岩盤浴特別強化ベッドを設置した室内環境：免疫 19         

◆スーパーストロング設置後のガスのエネルギー値 

■免疫 18 
◆現在の伊勢神宮・熊野本宮大社・石上神宮の境内(平成 21年度、16年度=21) 

※中国オリンピック開催前の急速な開発以降、全国の自然や生活環境が大幅に低下し始めました 

◆戸隠神社の境内(平成 18年度、入魂祭後⇒19)  

◆戸隠神社の神殿内(平成 18年度、入魂祭後⇒20) 

◆諏訪大社御柱(入魂祭後⇒27)    ◆熊野速玉大社(平成 21年度、16年度=24) 

――――――――――――――――――――――― 

◆富士湧玉のご神水   ◆天河神社のご神水   ◆玉置山系ご神水 

◆石川県産[戸室石]   ◆沖縄県産さんご石   ◆大分県産岩盤浴石 

◆一般の岩盤浴用の天然石   ◆トルマリン 

――――――――――――――――――――――― 

◆諏訪地方農地活性化事業の白米[黄金米] 

※稲の状態:免疫 20 ⇒ 刈取り後:免疫 19 ⇒ 大黒柱の側に数日後⇒免疫 21 

◆郡山市農地活性化事業で収穫した白米(セシウム=0) 

※隣接地の白米=免疫 11(セシウム=3 ﾍﾞｸﾚﾙ)  

―――――――――――――――――――――― 

◆【スーパーストロング Z】2 セット分電盤に設置後の電気や電気製品：免疫 6～7⇒18 

◆【スーパーストロング】3セット分電盤に設置後の電気や電気製品：免疫 6～7⇒18 
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■免疫 17 

◆奥多摩の森林           ◆樹齢 150 の檜 

◆玉置山の神代杉(3,000年)平成 16年度：免疫 20  ◆橿原神宮の境内(平成 21年度) 

◆鹿島神宮要石(平成 18年度、入魂祭後：免疫⇒24)  ◆伯耆大山真名井及び伯水のご神水 

◆市販の浄水器を通した水道水：免疫 5⇒１４～17 

―――――――――――――――――――――― 

◆赤ちゃんの免疫値(宇宙共鳴度 2/ｺｰｻﾞﾙ体魂意識 21) 

※一般の成人：免役⑭/魂敷 4                        

―――――――――――――――――――――― 

◆えびす柱のみ設置した室内環境 

※岩盤浴特別強化ベッドと併用した場合：免疫 19 

※両方を設置と高波動装置の設置かエコ内装工事、又は分電盤を活性化した場合：免疫 20～21 

―――――――――――――――――――――― 

◆【α アルファー・ゴールドチップ】3 セットを一般のベッドに施工した場合の室内環境：免疫 11⇒１7 

◆【スーパーストロング】２セットを分電盤に設置後の電気や電気製品：免疫 7⇒１7 

◆【スーパーストロング】２セットを設置後の電子レンジ・IH電磁調理器：免疫 6⇒１7 

■免疫 16 
◆諏訪大社前宮の境内(入魂祭後：免疫⇒23) 

◆熊野神倉神社のゴトビキ岩(神武天皇出征の岩/平成 16年度：免疫 21) ◆熊本の白水のご神水 

◆農地活性化事業後の長野市のブドウ畑(活性化前は免疫 11) 

※活性化後に収穫されたブドウは免疫も上がり甘味が増す         

―――――――――――――――――――――― 

◆茨城県産特別栽培米玄米[ミルキー･クイーン] 

※農地活実験―長野県辰野町黄金米：免疫 18 

※郡山市農地活性化実験の黄金米：免疫 18/セシウム 0 

―――――――――――――――――――――― 

◆【分電盤活性装置】3 セットを分電盤に設置後の電気や電気製品：免疫 6～7⇒１6 

◆【スーパーストロング】1セットを設置後の電気や電気製品：免疫 6～7⇒１6 

◆【α アルファー・ペンダント】と【波動水晶ネックレス】を着けた後の人体の免疫値：免疫 14⇒１6 

■免疫 15 
◆【岩盤浴特別強化ベッド】を設置後の室内環境：免疫 11⇒15 

◆【えびす柱】のみを設置した室内環境：免疫 11⇒15/入魂後は免疫 17 に 

◆【分電盤活性装置】を設置した電気や電気製品：免疫 6～7⇒１5 

―――――――――――――――――――――― 

◆【分電盤活性装置】3 セットを分電盤に設置後の室内環境：免疫 11⇒１5 

◆【スーパーストロング Z】２セットを分電盤に設置後の室内環境：免疫 11⇒１5 

◆【スーパーストロング】1セットと【スーパーストロング Z】1 セットを分電盤に設置後の室内環境 

：免疫 11⇒１5 
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―――――――――――――――――――――― 

◆【α アルファー・ペンダント】を着けた後の人体の免疫値：免疫 14⇒１5 

※胸腺・内臓・脊柱・オーラ・チャクラ・生命エネルギー等の数値も上がります 

※半導体である水晶ネックレス併用でさらに上がります 

■免疫 14 
■現在の一般的な日本人の健康値(最低限度の数値)  

※免疫 13：重病人や末期ガン患者     ※免疫 12：生命の限界点 

※免疫 11：一般の日本の住まい室内環境値 

―――――――――――――――――――――― 

◆出雲大社境内(平成 17･24年度)    ※参道の松=免疫 17 

※出雲熊野大社=免疫 16(平成 24年度) ◆鳥取伯耆大山の大神山神社境内(平成 19年度) 

◆大山あぶり神社のご神水   ◆新島向山湧水               

―――――――――――――――――――――― 

◆イギリスの住宅の室内環境                            

―――――――――――――――――――――― 

◆市販の浄水器[ダイポール]を通した水道水   ◆新潟コシヒカリ[棚田ロマン] 

◆車のエンジンルームに【スーパーストロング】2セット設置後のエネルギー値：免疫 4⇒１4/ストレス度：1⇒１4 

/癌共鳴度：末期近い 4⇒健康値の 10 

◆【スーパーストロング】3セットを分電盤に設置後の歯科待合室：免疫 11⇒１4 

◆【スーパーストロング Z】1 セットを分電盤に設置後の室内環境値：免疫 11⇒１4 

 

■免疫 13（健康限界ライン） 
■末期癌患者や重病患者の免疫値     ※免疫 12 になる前に殆どは亡くなっています 

―――――――――――――――――――――― 

◆デンマークのマンションの室内環境  

（日本の住宅・マンション：免疫 11/これは福島第一原発 20㎞地点や飯館村全村避難地区と同じストレス

度・発癌性があります）                       

―――――――――――――――――――――― 

◆阿武隈洞市販の天然水(消毒処理済み)   ◆魚沼産コシヒカリ  ◆秋田県産あきたこまち 

◆大根・もやし  

※大根は地中に深いため農薬の影響が少ない 

※もやしは水耕栽培のため農薬の害がない 

―――――――――――――――――――――― 

◆北欧パインのフローリング材      ◆スエーデンハウス(免疫 12～13) 

―――――――――――――――――――――― 

◆【分電盤活性装置】1 セットを分電盤に設置後の室内環境値：免疫 11⇒１3 

◆【α アルファー・ペンダント】1 セットを置いた室内環境値：免疫 11⇒１3 

※免疫 40 の【α アルファー・ペンダント】を着けているだけで、免疫値を高めるだけでなく回りのエネルギーを 

変化させます 
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■免疫 12 
◆免疫 12は、人間では殆ど生存者のいない数値 

―――――――――――――――――――――― 

◆北欧壁紙    ◆ウールジュータン    ◆コルクタイル 

※化学製品である新建材は免疫 7 で、癌共鳴度は中期レベル 6 

―――――――――――――――――――――― 

◆市販の美食玄米[ミツハシ]     ◆フランス飲料水[エビアン] 

――――――――――――――――――――― 

◆ニンジン  ※畑の数値と同じ 化学肥料や農薬からの影響が大きい 

■免疫 11 
◆鎌倉鶴岡八幡宮(近くの店舗に大黒柱設置後⇒12) 

※都内の市街地の環境レベルまで低く、大銀杏の倒壊の原因でもある 

――――――――――――――――――――― 

◆日本の住宅やマンション及び店舗や事務所の室内環境 (化学薬品や新建材や電磁波の影響)  

――――――――――――――――――――― 

◆山形産コシヒカリ    ◆ハクサイ・レタス 

※畑の数値と同じ(長年に渡る農薬や化学肥料の影響) 

■免疫 10 
◆福島第 1原発から 3～10㎞地点の環境                   

◆全国の総合病院内の環境     ◆高圧線下の住宅やマンション    

（癌共鳴度は 5 で一般の住宅の初期レベル 7 より悪い） 

――――――――――――――――――――― 

◆市販の天然水(消毒前は免疫 18～19、販売の為の消毒後は免疫 10) 

※波動調整水(免疫 35)を 1滴加えると⇒免疫 24              

――――――――――――――――――――― 

◆コンクリート住宅(免疫 10～11)  ◆一般のメーカーハウス(免疫 10～11) 

（全て共通の新建材） 

※愛知県癒しの館[光来荘]：免疫 14   ※スエーデンハウス：免疫 12～13 

※癒しの横浜体験ハウス：免疫 33 

――――――――――――――――――――― 

◆洗剤[クレンリーソープ]（波動調整水混入後⇒免疫 19） 

■免疫 9 
◆福島原発から 10㎞地点の環境                      

◆パソコンを多用する事務所  ◆高圧線近くの建物の室内環境 

※岩盤浴特別強化ベッドやえびす柱の設置後⇒免疫 17～21 に改善！ 

――――――――――――――――――――― 

◆アルカリイオン水・富士バナジウム天然水・アクエリアス・オロナミン C 
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※超活性装置に 1日間：免疫 9⇒15 

※波動調整水を数滴入れる：免疫 9⇒21 

◆イチゴジャム・ママレード  ※超活性装置に 1日間：免疫 9⇒15～16 

◆牛乳  ※波動調整水を数滴入れる：免疫 9⇒21 

◆バナナ・りんご・イチゴ  ※超活性水に数日間漬ける：免疫 9⇒15 

■免疫 8 
◆福島第 1原発周辺の環境(土本体は免疫 7)             

――――――――――――――――――――― 

◆コンビニやスーパーのお弁当屋類(癌共鳴度 7=初期癌の数値) 

※電子レンジを使うと⇒免疫 6、癌共鳴度 4=末期に近い数値に低下 

※電磁波対策セットを入れた電子レンジでは⇒免疫 13、癌共鳴度 12(健康食に変わります) 

――――――――――――――――――――― 

◆アクリルジュータン(癌共鳴度 7)    ◆抗菌仕様のビニール床材(癌共鳴度 6) 

※自然素材のウールジュータンや北欧パインに張り替えることで⇒免疫 12～13 

――――――――――――――――――――― 

◆ワイン・日本酒」(癌共鳴度 6)   ※超活性装置に 1日間：免疫 8⇒17 

――――――――――――――――――――― 

◆洗濯物(癌共鳴度 7)  

 ※【スーパーストロング】を分電盤や水道メーターに設置後の洗濯物は免疫 88⇒16 に改善します 

■免疫 7 
◆福島第 1原発隣接農地の土(416 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)             

――――――――――――――――――――― 

◆プロペラ飛行機の内部(癌共鳴度 5)   ◆電車の車内(癌共鳴度 4) 

――――――――――――――――――――― 

◆木造住宅の床下部分(大量の防腐剤や白蟻駆除剤、湿気、又はコンクリート) 

※床下の活性化施工後の床面⇒免疫 21 

◆コンクリート･モルタ(強アルカリ性)※セラミック炭素混入で⇒弱アルカリ性に、免疫 21、癌共鳴度 19 

◆ビニールクロス(塩化ビニール=化学製品)※北欧壁紙に張り替え⇒免疫 12、癌共鳴度 10(8以上は発ガン性解除) 

◆なら合板フローリング(接着剤と化学塗料仕上げ) 

※北欧パインフローリングやウールジュータンに張り替え⇒免疫 12～13 

――――――――――――――――――――― 

◆ビール(癌共鳴度 5) ※超活性装置に 1日間：免疫 7⇒18 

◆コーラ(癌共鳴度 5) ※超活性装置に 1日間 

■免疫 6 

◆電気や電気製品（免疫 5～7） 

――――――――――――――――――――― 

◆コーヒー用のクリープ    ◆帝国ホテルマーガリン 
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■免疫 1（該当なし） 

◆高圧線からの電磁波 

※超活性装置に 1日間：免疫 13 

※四葉バター：免疫 13 

※カルピスバター：免疫 15（超活性装置に 1日間：免疫 17） 

■免疫 5 
◆分電盤 

※【スーパーストロング】1セット設置後の：免疫 5⇒16 

※【スーパーストロング】2セット設置後の：免疫 5⇒17（樹齢 150年の奥多摩桧並み） 

※【スーパーストロング】3セット設置後の：免疫 5⇒18（伊勢神宮境内並み） 

※【スーパーストロング Z】1 セット設置後の：免疫 5⇒17 

※【α アルファー・ゴールドチップ】11 セット設置後の：免疫 5⇒30 

◆レントゲン室 

◆電気や電気製品（免疫 5～7） 

――――――――――――――――――――― 

◆タバコ(癌共鳴度 3＝末期癌の数値) 

※【スーパーストロング】を 1 セット 1時間：免疫 5⇒15 

――――――――――――――――――――― 

◆横浜市の水道水(癌共鳴度 1/平成 17年度=免疫 2) 

※【スーパーストロング】1セットを水道メーターに設置後：免疫 5⇒31 

――――――――――――――――――――― 

◆白砂糖(癌共鳴度 4) ※超活性装置に 1日間：免疫 5⇒13 

◆飯館村長泥地区溜池の水 

※大気中放射線量は 15 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄですが、土本体は 4,5 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/セシウム=73,000 ﾍﾞｸﾚﾙ、水

には殆どセシウムは残らない 

■免疫 4 
◆電子レンジ(癌共鳴度 2)  ※電磁波対策セット設置後⇒免疫 13 

◆テレビ(癌共鳴度 2)     ※波動パワーシート貼り後⇒免疫 17 

◆IH クッキングレンジ(癌共鳴度 2) 

■免疫 3 
◆携帯電話(癌共鳴度 1)  ※波動シール後⇒免疫 16、癌共鳴度 14 

(仕様するたびに良いエネルギーが出ます？) 

――――――――――――――――――――― 

◆エンジン波動時の自動車内部(癌共鳴度 1=末期癌の数値) 

※自動車電磁波対策セット搭載後⇒免疫 13、癌共鳴度 11 

※波動パワーシート追加後⇒免疫 17 

(車内が森林に早変わり？) 

■免疫 2 
◆10年前の水度水やパソコンやテレビ等 
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■免疫とは？ 

免疫とは総合的な生命機能であり、生命力です。 

人体や動植物では健康度を表し、物質では生命との共鳴度を表します。 

免疫値を見ることで健康度と健康への効果を知ることが出来ます。 

波動とは物理学上のエネルギーに関する基本理論であり、［波動理論］や[波動物理学]と呼ばれるエネルギーを

理論付けするための用語です。 

一方、エネルギーを粒子として理論付けするものを[粒子理論]と言います。 

 

あらゆる物質は固有のエネルギーを放射しています。 

また、人体は大地や自然の中のあらゆるものと共鳴共振しながら生存し、自然界に存在する微量の生体電磁

気エネルギーを受信して生命機能を活動させています。 

 

故にその自然や生活環境の中の生命エネルギーが低下すると生命機能、免疫機能が低下してゆきます。 

 

物質や自然の力の磁気反応を捉える磁気共鳴装置が[波動測定器]です。 

 

瞬時にしてエネルギー反応を測定し、測定器と測定者の身体の生体電磁気反応と共鳴させて測定するため、

一般の単独な検査器具と異なり一般的には利用度が少ない。 

 

一台の機械でテレビチャンネルの様に周波数を替えて、あらゆる測定が可能ですが、測定費用が掛からないため、

検査や手術等を医療の点数とする現在の医療システムでは取り入れられません。 

従って、医療判定においては医療機関の検査基準をもって認定付ける必要があります。 

■数値の見方 

■人体の健康度から見た数値 

◆免疫 16～17：大変健康な状態 

◆免疫 15:健康 

◆免疫 14:少し疲れていたり、軽い病気状態 

◆免疫 13:末期癌や病が思い状態 

◆免疫 12:生存者は殆どいない 

 

■環境から見た数値 

◆免疫 21:一般的な波動測定値の上限、これを越える場合は高い宇宙共鳴度の数値が測定される特殊な

ケースです 

◆免疫 17～20:高いエネルギー環境 

◆免疫 15～16:良い環境値 

◆免疫 14:限界ライン 

◆免疫 11以下:健康に悪い環境 

http://www.just.st/index.php?tn=index&in=304529&pan=25819
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◆免疫 9以下:危険ライン 

◆免疫 7以下:癌や病気、体力低下の環境 

◆免疫 4以下:高い電磁波の環境                                  

◆免疫 23以上は高い生命エネルギー磁場としての、強力なエネルギー環境です 

現在開発された最大免疫環境は 36 となっています 

 

■癌の進行レベルから見た数値 

◆癌共鳴度 7:初期レベル 

 


