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 アガルヴァル博士の研究デスクより 
実践者の皆様、 

 

本稿を執筆しながら、私の文章がみなさんに届いていく様子が想像できます。みなさんのほとんどを私

は個人的に存じ上げているので、そのことは私にとって簡単なことです。光栄にも、みなさんの波動薬

実践者養成の訓練の機会を得たこと、あるいは、みなさんの奉仕活動の過程で様々なやり取りを通して

お互いを知りえたことも助けとなっています。 

しかし、私個人として、みなさんがどの人であってもサイ波動薬実践者として選定したということはあ

りません。 それらは全て、スワミのなされることであって、みなさんはスワミの手によって、特別な

仕事、すなわち、知識・技能・思いやりを必要とする活動をするために選ばれました。そして、みなさ

んお一人おひとりが実践者となった際、スワミに誓いを捧げられました。この記事を読まれているみな

さんはその誓いをほぼ守ってきているか、あるいはこれから守ろうとしているかのどちらかであると思

います。 

その他の事項としては、みなさんは全ての患者さんに愛を持って対処し、一日に少なくとも 1 時間は奉

仕を行うこと、そして毎月、対応した患者さんの数と顕著な処方例を報告することをスワミに約束しま

した。 

みなさんにはそのことを思い出していただきたいと思います。というのは過去みなさんが行ってきたこ

とよりも、より広くみなさんの体験を分かち合い始める時が到来したからです。患者さんに最良のケア

を提供し、助けを必要とするより多くの患者さんに奉仕するという誓いを継続するためには、私たち全

員が分かち合う必要があります。 

患者さんに奉仕をすることについて話す時には、他の実践者ではなくご自身の患者さんについてまずは

考えてみるとよいでしょう。しかし、実際には、患者さんをそのような範疇に分離することはできませ

ん。スワミが異なる患者さんをそれぞれ個別の実践者に送ってくださっているのが実際の状況ではあり

ますが、全ての患者さんが我々の患者さんなのです。というのは、我々の奉仕の範囲は自らの戸口でだ

けでは終わらないからです。 

「病める人、打ちしおれた人、落胆した人、疾患に苦しむ人がいれば、まさにそこにあなたの奉仕の場

があります」とババは私たちに教えます。言い換えれば、私たちの奉仕の活動範囲は場所を選ばず、 

自らが住む村や町、州や国、地域に限定されないということです。 

この瞬間に、まだ会ったこともない患者さんであったとしても、みなさんの知識・経験・愛によって恩

恵を受ける人もおられます。そのようなセヴァの活動領域があるのです。スワミはあなたを選び、奉仕

の実践においてあなたを支えながら、スワミはまた、他の実践者や患者さんに役立つような知識と経験

（もし、それが分かち合われるのであれば）をあなたに与えてくださっています。そのように考えない

のであれば、それはエゴのなせる業です。 

ここまで読まれてこられたあなたは、それでは、自分には何ができるのかと思われているかもしれません。 
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分かち合うことが何もなくただ静かにしていることしかないと思われている人がみなさんの中にいるこ

とは私にもわかっています。また、自らの奉仕活動を中断してまでもこれまで経験したことを説明する

には至らないと感じている人もおられるかもしれません。あるいは、獲得した情報は、他と分かち合う

贈り物というよりはむしろ自分固有のものであると感じているかもしれません。もし、こうした範疇に

当てはまるとしたら、主への全託の程度がどれほどのものであるかを自らに問わなければならないでし

ょう。 

スワミは、一体性の重要さを強調することによって波動薬の歩むべき道を示してくださっているものと

信じています。 

サイ波動薬国際会議はそのような協力関係がいかに強力であるかの一端を示しました。会議に参加され

たかどうかに関わらず、情報と経験の分かち合いが実践者にとっていかに大いなる動機づけをもたらす

かをおそらくご存じだと思います。多くの人が波動薬の奉仕活動に対して新たな決意を携えて帰郷され

ました。そのような会議の開催を決定された時、スワミにはこのことを意図されていたに違いありませ

ん。 

こうしたみなさんの経験を積み上げていこうと計画しています。また、今回の会議に参加できなかった

多くの方々に対しても会議の祝福を広げていきたいと思っています。このことは私たちにできる最も重

要なことの一つであると感じています。波動薬の将来の発展は実践者間の情報のより広範囲な共有にあ

ると確信しています。数によってもたらされる力というものがあります。体験を共有し蓄積することで、

スワミの恩寵により、一人が歩むよりも私たちはずっと早く成長することになるでしょう。それゆえ、

みなさんに、以下に記した、サイ波動薬コミュニティの今後の努力領域に参加してくださるよう直接お

願いする次第です。 

 

波動薬通信 
近い将来、波動薬通信は内容を一新して、実践者間での情報交換のより良い導管としての役割を果たす

ようになる予定です。 
 

掲載内容としては 

 通常の、あるいは日々の実践者の体験、もしくは特異な事例 
 実践者が分かち合いたいと思っているヒントや秘訣 
 気持ちを高めるような、啓発的な体験の報告 
 処方についての短い逸話 
 地域の波動薬活動・プロジェクト・研究に関する報告 
 「実践者のプロフィール」：様々な実践者の略歴に写真を添付して紹介するもの、これまでの経

歴として、奉仕活動にどこでどれほどの期間携わってきたか、また個人的な回想や意見などが数行で表

現されます。 
 

参加の仕方: このような情報を収集する波動薬特別チームを結成しました。このボランティアのチーム

は波動薬通信への編集委員のような役割を果たします。もし、みなさんが彼らから連絡を受け、参加を

依頼されたら、できるだけそれに答えてあげてください。しかし、みなさんは依頼されるまで待つ必要

もありません。実際、そうしないことを望んでいます。直接、みなさんの情報を私宛 
editor@vibrionics.org まで、送ってくださればそれでよいのです。お一人おひとりの貢献が認識さ

れ、こちらからも必要に応じてフォローアップいたします。 
 

農業における調査・研究 

上記に加え、近年のデリーや他の地域での成功事例を受けて、農業へのサイ波動薬の使用に関する、長

期的な研究プロジェクトに着手する第２の調査活動を実施しています。このチームのメンバーは農業に

おけるサイ波動薬の使用に関する他の出典や、インターネット上で入手可能な情報を収集します。 

もし、この活動に関連する情報があれば、私宛への連絡をお待ちしています。予備的な論文がプッタパ

ルティのサティアサイ大学宛に編集されることになっています。これを受けて、サイ大学は農地、作物
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の生産、荒地におけるサイ波動薬のもたらす影響についての研究を統括することとなっています。目標

は農業のコミュニティーに寄与することです。同時に、サイ波動薬の農業での成功事例が認識されるこ

とによって、波動薬の癒しが多くの人に紹介されることにもつながっていくことでしょう。１００年前

のラジオニクスがそうであったように、植物に対する研究がサイラム波動ヒーリングの力を示す有効な

方法であることが証明されることでしょう。なぜなら、植物にはメンタル体（マインド）がないため、

人間における（モンキー）マインドによる否定的な影響を受けることがないからです。 

 

こうしたプロジェクトに対するみなさんのセヴァに心から感謝いたします。 

サイへの愛ある奉仕の中で 

 アガルヴァル・ジット J 

********************************************************************************************* 
 コンボを用いた処方例 

1. アトピー性皮膚炎及び胃酸過多 10001...India 

２０１３年６月、１８才の男性がアトピー性皮膚炎及び胃酸過多の治療のために実践者を訪れました。

彼はこの２つの症状に関して５歳から病んでおり、黒い斑点とおできが全身、特に、両手と足に見られ

ました。その他の症状としては痒みで、夜になると悪化し、慢性の睡眠不足に悩まされていました。彼

は、高血圧と脊椎炎を波動薬で治癒された別の患者さんによって紹介されたのでした。処方されたレメ

ディは以下の通りです： 

#1. CC10.1 Emergencies…一時間ごとに１回、３時間まで、２日間  

その後、以下のレメディが処方されました。 

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion...一日３回 

#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep 
disorders...一日３回 

１５日経過後、斑点とおできそして痒みの症状は５０％改善され、１か月後には完全に無くなり、いま

では、彼は熟睡できるようになりました。 

５か月後（２０１３年１１月）、彼は咳と風邪、そして、足の皮膚のひび割れを訴えて再度訪れ、以下

のレメディが処方されました。 

#4. CC9.2 Infections acute + CC19.6 Cough chronic...一日６回 

#5. CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry Sores...一日３回 

１週間の治療の後、咳と風邪、足の皮膚のひび割れは完治し、体調も良くなりました。 

そこで、胃酸過多の治療となりました。 

#6. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.3 Skin allergies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...一日２回 

２０１４年３月には、症状は７割改善され、引き続き服用を続けています。皮膚の状態が通常になった

ことでかれはとても満足しており、家業での出張も可能となりました。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.癲癇（てんかん） 01626…Greece 

４０歳の女性が癲癇の治療を求めてやってきました。１４歳の時に両親が離婚し、そのショックから症

状が現れ始めました。処方されたレメディは以下の通りです： 

 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC18.3 Epilepsy…一日３回 
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波動薬の服用を開始して約半年後には癲癇の発作に襲われることはなくなりました。彼女の気分も肯定

的になり、気力も増し、将来についての計画も立てられるようになりました。現在も服用は継続中です

が、２０１４年４月現在、彼女は波動薬をずっと摂り続けていくつもりでいます。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. 舌癌 10831...India 

５４歳の女性が舌癌を患い、化学療法やそれに関連した対症療法を受けていました。しかしながら、改

善の様子が見られず、波動薬に救いを求め、以下のレメディが処方されました: 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...
一日３回 

上記レメディを４か月服用した後、症状は若干の改善を示しましたが、レメディは以下のように変更さ

れました。 

#2. CC2.1 Cancers - all + CC 2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC11.5 
Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…一日３回 

 

３か月後、舌の腫瘍は完全に消失しました。そこで、以下のレメディが再発防止のため長期的な服用と

して処方されました。 

#3. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC11.5 
Mouth infections + CC12.1 Adult tonic. 

参考: 舌が通常の状態となっているので、再発防止のレメディは以下の（コンボ数の少ない）ものでよ
いでしょう: CC2.1 Cancers - all + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. 腎臓の損傷 1339…USA 

２０１３年８月、７４歳の男性が、長年患っていた前立腺肥大の結果、腎不全に繋がるような腎臓の損

傷を抱えて実践者を訪れました。彼の腎臓専門医は腎臓透析とならないよう厳しい食事制限を課してい

ました。患者さんは波動薬に関して何も知らず懐疑的ではありましたが、実践者の知人ということもあ

って、信頼を寄せ、試してみることに同意し、以下のレメディが処方されました。 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.2 Kidney & 
Bladder infections + CC13.4 Kidney failure +CC14.2 Prostate…一日３回 

２０１３年１２月の本人からの報告ではレメディの服用回数が２回のみであったこと、症状としてはあ

まり変化はないものの、いまだ透析は免れているとのことでした。８月以降、体重は減りましたが、レ

メディは一日３回服用することを約束してくれました。また砂糖粒を水に溶かして服用することも指示

されました。 

２０１４年４月には１５ポンド（約７キロ）体重が増え、担当医師のところに診断に行きました。医師

は診断結果に喜びの中にもショックを隠せませんでした。患者の血液は申し分なく機能しており、細胞

の壊死が見られた腎臓も再び正常に戻って、通常の食事が摂れるようになったのです。男性は１年後に

再検診に来るよう言われました。彼は歓喜し、癒されたのは波動薬のおかげであると信じています。そ

の後レメディは一日２回続けて服用されています。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. アルコール中毒 11210…India 

２６歳の青年が４年間、毎日、飲酒を続けていました。家庭内の財産の争いで精神的なストレスを抱え

ていたのです。２０１１年には血圧が高くなり、治療のため入院せざるを得なくなり、検査と治療の後、

血圧は再び正常に戻りました。２０１３年５月には、彼は母親に飲酒癖を絶つために何とか助けて欲し

いと願いました。母親は実践者に依頼し、以下のレメディが処方されました。 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Additions...一日３回 



 5 

服用を始めて３か月後の２０１３年８月、彼の家族から、飲酒癖が完全に無くなったことが報告されま

した。実際、ビールのような低アルコール度のものも、吐き気を催すため、全く受けつけなくなりまし

た。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. 喘息の牛11278…India 

獣医学の修士号を持つ実践者は、数か月間、息切れや暖舌、食欲不振を患う喘息の牛の治療の依頼を受

け、以下のレメディを処方しました: 

CC1.1 Animal tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 
chronic...一日３回 

サイの恩寵により、３日で治癒されました。  

******************************************************************************************** 
重要なお知らせ: 全ての実践者のみなさんへ 

送っていただいた処方例は素晴らしいものが多いのですが、送付された情報の中に重要な項目が欠け

ているため、その全てをみなさんと分かち合えていないというのが現状です。そこで、以下の事柄を

必ず明記して下さいますようよろしくお願いいたします:  

患者さんの年齢、性別、処方開始日、急性症状の詳細、慢性症状の詳細、それぞれの症状の発症期間、

慢性症状の原因として考えられること、過去および現在受けている治療、処方したコンボと服用回数、

時系列による改善の記録（１００分率等での表示）、最終的な状態、その他関連事項 

以上の項目が網羅されることで将来の波動薬通信に掲載することが容易となります。 

********************************************************************************************* 
 健康に関するヒント 

サイ波動薬通信では、健康に関する情報や記事を提供しておりますが、治療のための助言ではなく、あくまでも教育目的のみ

を意図したものであることを御承知おきください。患者さんの特定の医療・治療状態に関しては、担当医師に相談される旨の

アドバイスをお願いいたします 

ビートの根の６つの健康上の便益 

 
 

ビートの根、あるいはビートとして知られる野菜は、北アフリカ、アジア、ヨーロッパの海岸線に沿っ

て自然に生息する有史以前からの食物です。元々は、葉の部分のみが食されており、今日、ほとんどの

人がビートとして認識している甘く赤い根の部分は古代ローマの時代までは栽培されてはいませんでし

た。しかしながら、１９世紀までには、ビートの自然の甘さが評価されるようになり、砂糖の原料とし

て用いられ始めました。(伝えられたところでは、ナポレオンは、英国によってサトウキビの入手が規

制された後、ビ－トを砂糖の主原料として用いるよう宣言した、と言われています） 

ラディッシュやビートの球根部分などの根野菜は、葉の部分は地表に出ていますが根の部分は地下で成

長します。それは熱帯及び温暖な気候で２か月で育ちます。これらの植物は、食事面での便宜性から何
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千年もの間栽培されてはきましたが、健康上の多くの利点について調査されたのはごく最近になってか

らのことです。今日、(ビートの１種である）テンサイ（サトウダコン）は砂糖の精製に広く用いられ

ている原料ですが、多くの人が、一物全体の野菜として、日常、食することはありません。実際、今日

の研究によれば、ビートは有用な栄養素を含んでいるのみならず、健康の維持にも重要な働きをしてい

ます。また、ビートは、他の食物からは得られないような健康を促進する様々な栄養素を含んでいて、

なおかつ美味しいのです。 
 

精神の安定 
ベタイン（特定の方法を用いて鬱を治療するために用いられているのと同じ成分）がビートに含まれて

います。含有されているもう一つの大切な成分はトリプトファンで、心を鎮静し安寧感を与えるものと

して知られています。これら２つの成分は血圧を下げる上で大いなる働きを持ち、身体へのストレスの

効果を和らげます。 
 

エネルギーレベルの上昇 
ビートに含まれている糖分は、血糖値が高い状態であっても全身にくまなくゆっくりと行き渡るため、 

安定したエネルギーレベルを保つのに役立ちます。身体内で素早く処理されるチョコレートの砂糖のよ

うな食物と比べて、ビートは、カロリーが低いうえに、ずっと長い間エネルギーを補給し続けます。 
 

ビタミン・ミネラルが豊富 
ビタミンＢと鉄分が豊富に含まれているため、ビートは特に妊婦にとって優れた食物です。ビタミンＢ

と鉄分は新しい細胞の成長に必要となるばかりか、妊娠時に陥りやすい鉄分不足を補うことになります。

加えて、ビートは次のようなビタミンとミネラルを多く含んでいます：繊維・リン・カリウム・葉酸・

ベータカロチン・ヴィタミンＡ・マグネシウム・ビタミンＣ・ベータシアニン 
 

身体の浄化  
ビートは肝臓ばかりでなく血液を浄化し、一定の種類の癌の発症を防ぎます。ビートを食することで胃

酸の量が少ない（尿がピンク色になる）かどうかの判断も可能です。食事にビートを加えることは簡単

です。多くの場合、ビートはすりつぶしたり、スムージーの原料の一つとして加えられます。あるいは、

薄くスライスしてオリーブオイルをかけたり、軽くあぶったりします。 
 

血圧の制御 
研究者の間ではビートの果汁は血圧を下げるものと長い間知られていましたが、２０１０年に英国の研

究者によって硝酸塩という、血圧を下げ心臓疾患を癒す特定の成分の存在が明らかになりました。ロン

ドン・クイーンメアリー大学の研究によれば、健康な被験者を２つのグループに分け、一方ではビート

の果汁をコップ一杯飲み、もう一方のグループではそれに似せたビート果汁ではないものを摂りました。

ビートの果汁を飲んだグループでは血圧が２４時間以内に下がりました。この研究は英国心臓財団によ

って支援され、オンライン上の米国心臓協会誌「高血圧」に掲載されました。 
 

脳の活性・痴呆症の予防 
ビートの果汁を飲むことは高齢者の脳内への血流を増やし、痴呆症に対処することが可能になるかもし

れないことが、２０１０年の研究で示されました。ビートにに含まれる高濃度の硝酸塩が口内細菌によ

って亜硝酸塩へと変換され、それは血管を広げるのを助け、血流を促進して酸素の欠けている部位に酸

素を届けるようにします。以前の研究によっても亜硝酸塩の血管の拡張作用については指摘されていま

したが、米国の研究者は一酸化窒素学会の査読誌である「一酸化窒素：生物学と化学」誌の中で、亜硝

酸塩の脳内への血流の促進についての発見は初めてであると述べています。 

出典:  
http://www.webmd.boots.com/healthy-eating/guide/beetroot-benefits?page=2 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/01/25/beets-health-benefits.aspx 
http://www.naturalnews.com/044774_beetroot_healthy_vegetables_increase_energy.html#ixzz2zSgdhvhL 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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患者さんに日々の瞑想を促す 

 
瞑想の便益 

血圧を下げ、心循環システムを穏やかにする 

消化システムの調和を整え、栄養素の吸収を助ける 

神経組織をリラックスさせる 

筋肉の緊張をほぐす 

頭痛・片頭痛を和らげる 

不眠症を解消する 

自己不信や心の乱れから解放する 

恐れを手放す 

鬱状態を改善する 

楽観的な見方、自己尊厳、自信、やる気を生み出す 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

                                        チャクラとチャクラの健康の向上 
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チャクラという言葉は、インドの古代の神聖な言語であるサンスクリット語を語源とし、「紡ぎ車」を

意味しています。微細体もしくはエネルギー体の一部をなしている、回転し続けるエネルギーセンター

のことです。ヨギや透視能力のある予見者（エネルギーやオーラを見ることのできる人）はチャクラの

ことを回転する羽根、蓮の花、あるいは身体に沿って重ねられている光源と表現しています。 

チャクラは物質的なものではありませんが、特定の位置、器官、ホルモン、身体の活動に対応していま

す。チャクラはまた、思いや感覚、生命領域に影響を与え、またその逆に、それらがチャクラに影響を

与えることがあります。チャクラの機能は（プラナや気と知られる）生命エネルギーを処理し、心身の

健康をもたらすことです。それぞれのチャクラは身体内の特定の機能や、人生上の諸問題、また、それ

らを私たちがどのように扱うか、また、内なる世界と外の世界との交流などに関連しています。エネル

ギーのセンターとして、チャクラは、生命エネルギーの受領・吸収・分配を行う場でもあります。長期

的な肉体へのストレスや限定された自己概念などといった、外界の状況と内的な習慣によって、チャク

ラのエネルギーは不足もしくは過剰となり、バランスを崩すことがあります。 

７つのチャクラの簡単な説明 
第７チャクラ – 頭頂 
このチャクラの色は紫で、頭頂に位置しています。それは大脳皮質、中枢神経システム、脳下垂体に関

係し、情報、理解、受容、至福と関わっています。それは人が神もしくは聖なる目的・個人の運命とつ

ながる独自の場と言われています。このチャクラの詰まりは精神的な問題として現れます。 

第６チャクラ– 眉間、第３の目 
このチャクラの色はインディゴ(赤と青の混合）で、おでこの中心、目のやや上のところに位置してい

ます。このチャクラは私たちの人生の霊的本質についての探究に使われるなど、認識・疑問・洞察に関

わります。それはまた、内なるヴィジョン・直観・英知にも関連します。今回の生での理想、過去生で

の記憶などはこのチャクラに保たれています。このチャクラの詰まりは、洞察力の欠如、偏見、固執、

精神の落ち込みなどとして表れます。 

第５チャクラ-- 喉 
このチャクラの色は青もしくはトルコ石色で、喉の内部に位置しています。それは、コミュニケーショ

ン、創造性、自己表現、判断のチャクラです。首・肩・腕・手・甲状腺・副甲状腺に関連しています。 

それは、内と外の聴覚、アイデアの統合、癒し、変容、純化に関係します。このチャクラの詰まりは創

造性の欠如、不正直、通常必要とされるコミュニケ―ションにおける一般的な問題として現れることが

あります。 

第４チャクラ– ハート 

このチャクラの色は緑で、ハートの内部に位置しています。それは愛・思いやり・調和・平安のチャク

ラです。このチャクラは肺・心臓・腕・手・胸腺と関連があります。恋に陥るのは、最初このハートセ

ンターを通してですが、その後は一般に太陽神経叢と知られている感情のセンターへと移ります。 こ

のチャクラの詰まりは免疫・肺・心臓機能の問題、人間性・思いやりの欠如、行動の一貫性の無さとし

て表れることがあります。 

第 3 チャクラ– 太陽神経叢 
このチャクラの色は黄色で、おへそから数インチ上の太陽神経叢内に位置しています。このチャクラは

消化システム、筋肉、すい臓、腎臓に関係し、感情や、個人的なパワーの感覚、笑い、喜び、怒りに関

連します。あなたの感受性・志・達成する力はここに保たれています。このチャクラの詰まりは怒り・

欲求不満・方向性の欠如・被害者意識として表れるかもしれまん。 

第 2 チャクラ– 仙骨、へそ 

このチャクラの色はオレンジで脊柱の基底とへその間に位置しています。下腹部・腎臓・循環システ

ム・生殖機能・生殖腺や感情に関係しています。このチャクラは欲望・快楽・生殖・創造性を表してい

ます。このチャクラの詰まりは感情の問題、脅迫観念・行動、性的放縦として表れるかもしれません。 
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第 1 チャクラ-- 基底、根 
このチャクラの色は赤で、会陰、脊椎の基底に位置しています。それは地球に最も近いチャクラで、そ

の機能は地に足をつけること（安定性）や、身体の生存に関わるものです。このチャクラは足、脚、骨、

大腸、副腎に関連しています。それは闘争や逃避反応を制御します。このチャクラの詰まりは偏執病、

恐れ、怠慢、過度の過敏としての症状として現れるかもしれません。 

７つのチャクラを詰まらせる原因とは？ 
もし、適切でない食事（五感を通して取り入れられるもの全てがここでいう食事に当たります）を摂り

いれた時、その食物からの否定的な波動が、まず、これらのチャクラの一つに到達し、そのバランスを

崩す原因となります。このチャクラのバランスの欠如と器官等の身体的症状の発現の間の時間的なずれ

はとても大きなものです。癌のような深刻な病気には１０年、インフルエンザのような急性の病気には

数時間から数日かかることがあります。その際に何らかの処方がなされなければ、（全てのチャクラに

はつながりがあるため）他のチャクラも同様にバランスを崩してしまいます。こうして症状は全身に広

がり、慢性的なものとなります。チャクラのバランスを崩すその他の原因としては、幼少時のトラウマ、

虐待、押し付けられた偏狭的信念、手放せない感情的痛みなど、潜在意識内に深くに埋もれた記憶であ

ることがあります。注目を受けられないこと（かまってもらえないこと）ですらチャクラを閉じてしま

う原因となりえます。罪悪感や自己否定、抑圧、拒絶された感情などが繰り返されることによってチャ

クラの一つに緊張が蓄積されます。これらの７つのチャクラには地上での（魂の）全ての転生の際に携

わった、善悪を問わずあらゆる思考・言葉・行動が蓄積されています。痛みや苦痛、病気を引き起こす

のは感情の抑圧です。 

拒絶されたあなたの感情を受け入れる、それらに共感し、赦すことは癒しのカギとなります。 

赦しはチャクラの詰まりを取り除く最も重要な方法の一つです:  
それらの拒絶された感情はどこに行くと思いますか？それらはあなたと共に留まり蓄積し、新たな感情

が入ってくる余地を無くしてしまいます。 

あなたの思考を変え抑圧された感情を癒し、人生の体験を変容していきましょう  
結果（として症状として表れているもの）を癒すには、原因を手放さなくてはなりません。 抑圧され

た否定的な感情を手放さないでいることの代償はあなたにとって本当に価値のあるものだと思います

か？手放さないことで、あなたは自分自身を傷つけているのです。あなたが拒絶してきた、異なる視点

に対して寛大でいましょう。そうすれば、あなたの身体は若返ることでしょう。そのためには、愛と確

信をもって淀んだエネルギーを手放さなくてはなりません。 

チャクラを解放し、心身の癒しを促す、その他の方法 
波動薬レメディ: 波動薬レメディはチャクラに作用し、そのチャクラに応答する器官や身体部位に働き

かけます。小さな砂糖粒の形で処方されるこのレメディは適切な波動を含んでおり、それによって関連

するチャクラのバランスを整えます。 

 

ヨガの動き: ヨガとは「合一」「規律」を意味しています。それは心と体と魂を整列させ、真我を解放

することです。ヨガは特に否定的なエネルギーを手放す上で効果的です。動きとストレッチングを通し

てそのエネルギーは、その淀んでいた焦点としてのエネルギーセンターから放たれます。 

 チャクラの詰まりが解消されると、しばしば否定的な問題が心に湧き上ってきますが、これは 当初、

詰まりの原因になったものが何であるかを知らしめるためのものであり、それによって意識的に手放す

ことが可能となります。 

指圧/マッサージ/カイロプラクテッィック/レイキ、その他: これらの癒しの形式もまた、それぞれのや

り方によってエネルギーを動かす役割を果たします。もし、思考のレベルで問題が解決されないのであ

れば、その問題はまた返ってきます。症状の除去は、本人の赦そうとする姿勢や、当初に受けた傷や問

題の原因を手放そうとする意志次第で、一時的にも恒久的にもなりうるのです。 

運動: エネルギーの動きはありますが、身体上の動きに留まるならその効果は一時的なものであるかも

しれません。 
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温熱: 温熱は筋肉の緊張を解し、否定的なものが身体から抜け出ていくのを助けます。温熱はサウナ・

ジャグジー・その他の持続的な熱源などがあります。 

 
出典:  
Manual for Junior Vibrionics Practitioners, 2007 
http://www.flourishinglotus.com/what-are-chakras-anyways-a-simple-guide-to-your-complex-energy-centers 
http://www.yogajournal.com/basics/898 
http://www.zenlama.com/the-7-chakras-a-beginners-guide-to-your-energy-system/ 
http://www.2012-spiritual-growth-prophecies.com/seven-chakras.html. 

********************************************************************************************* 

 質疑応答コーナー 
1. 質問: ウェブサイトの実践者ポータルにログインしたいと思っていますが、ユーザー名とパスワード
について助言をお願いします。 

    回答: まず、最初に、ご自身の ５ケタの登録番号を正しく知っている必要があります。ついでながら、 
２か月毎に送られる波動薬通信のサブジェクトラインにそれは記されています。次に、

www.vibrionics.org のサイトを開き、例えば、あなたの登録番号が 01234 であれば、パスワードは

SaiRam-01234 となります。パスワードは大文字と小文字を区別して判断されますので、正確な入力を

お願いいたします。 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. 質問: 最初の患者さんとの面談の前に、あらかじめ症状等の問題点を書き記してもらうべきでしょう

か？ 

    回答: そのような必要はありませんが、患者さんによっては、症状や、発症期間、考えられる原因な

ど事細かな項目についてゆっくりと家で書き出すことを好む人もいるようです。このやり方は、複数の

慢性病のケースでは特に有用で、実践者の面談の時間を節約することができます。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. 質問: ひび割れのある容器内のレメディを用いて新たな容器でレメディを作成することは可能でしょ

うか？ あるいは、マスターコンボを持つ誰かほかの人に連絡する必要がありますか？ 

    回答: もし、ひび割れた容器のレメディにガラスの破片が含まれていないようであれば、新たな容器

での作成に用いてもかまいません。そのことが確かでなければ、他の実践者のコンボボックスからの容

器の少なくとも一滴を必要とします。マスターコンボボックスである必要はありません。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. 質問: もし容器(ひび割れのない）のいくつかがほとんど空の状態である時、アルコールで補充する
ことが可能でしょうか？  

    回答: はい、大丈夫です。アルコールで補充された容器を用いる前に、どちらかの手の平の上で９回

軽く叩くようにしてよく振ってください。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. 質問: マシーンもしくはコンボボックスから水のレメディを作成した場合、どのくらいの間、効力が
維持されますか？ 

    回答: 環境や気温など要因によって２日から２週間の間効力は維持されますが、飲料に適した水によ

って処方されるので、水自体が飲料に適している限りは大丈夫でしょう。通常一週間は効力を保持しま

す。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. 質問: コモンボックスの全てのレメディを試したものの、全てがうまくいかない場合、もっと経験を

積んだ実践者に患者さんを紹介した方がよいでしょうか？ 

    回答: もし、あなたが患者さんと既に精神的な信頼関係を築いておられるのなら、ご自身でその治療

を続けられるのが最善だと思われます。より経験を積んだ実践者に相談することもできますが、そのよ
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うな環境にない場合、インド以外の国では comboQueries@vibrionics.org まで、インド国内では

comboQueries@in.vibrionics.org まで、これまでの処方の経緯を添付して連絡くだされば対応をさせ

ていただきます。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. 質問: 患者さんがレメディを受け取る際（あるいは服用する際など）何か祈りなどをしてもらった方

がいいでしょうか？ 

    回答: 患者さんがそうしたいと思うなら、それは確かに有益なことであると思います。有益な祈りと

するためには、純粋なハートからの真剣なものでなければなりませんが。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
実践者のみなさんへ：:アガルヴァル博士に質問がありましたら news@vibrionics.org までお知らせくだ
さい。 

********************************************************************************************* 

 

 

 

 マスターヒーラーからの御言葉 

“行為は神に捧げられることで神聖なものとなります。神に捧げられた行為は無欲の行為となります。
献身的な無私の行為は全て、欲望という汚れのない行為となります。マインドをしっかりと神に根付か

せることによって、人は奉仕に従事すべきです。 

           …サティヤサイババ、２００５年８０周年誕生祭記念誌、 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“あなたは食事のために座った時と同じ体の軽さを持って食後に立ち上がらなくてはいけません。食事
前には、体が軽く感じられながらも、食後に立ち上がるのが困難であるならば、必要以上に食物を摂取

しているのであり、それはタマス（鈍性）的な性質を助長してしまいます。胃の空間は４つに分けられ
るべきです。若者は４分の３を食物で、残りを水で満たすべきです。大人は半分を食物で、４分の１を

水で、また残りの４分の１を空気とするのが望ましいのです。もし、４つの部分を全て食物で満たし、
水のスペースも無いようであるならば、消化の規則を破っていることになります。昼食の後は、１０分
だけ休みなさい。そうすれば血液が頭からつま先まで循環するのを助けることでしょう。夜は夕食の後、

散歩に出かけなければなりません。このことは健康を保つ上でまた浄性の性質を育む上で健全な習慣で
す。                                                                            …サティヤサイババ御講話、「学生諸君」第２巻第２章                   

********************************************************************************************* 
 お知らせ 

ワークショップ開催予定 

 イタリア  ベニス郊外のスピニア: アシスタント波動薬実践者ワークショップ ２０１４年５月１

７日－１８日連絡先：モナリスmonthlyreports@it.vibrionics.org 
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 英国 ロンドン:年次総会 ２０１４年５月１８日、連絡先 ジェラム：jeramjoe@gmail.com 

 ポーランドヴロツワフ : 実践者ミーティング、２０１４年５月３１日、連絡先：ダリウス 
wibronika@op.pl 

 米国  ウエストヴァージニア: アシスタント波動薬実践者トレーニング ２０１４年６月６－８日 
連絡先：スーザン trainer1@usa.vibrionics.org 

 インド、ケララ州 コチン : アシスタント波動薬実践者トレーニング ２０１４年６月２１－２２

日 連絡先：ラジェーシュ・ラーマンtrainer1.ker@vibrionics.org 

講師のみなさんへ：ワークショップ開催のスケジュールが決まりましたら、詳細を

99sairam@vibrionics.org までお送りください 

******************************************************************************************** 
***実践者のみなさまへ*** 

ウエッブサイトはこちらです。www.vibrionics.org 実践者専用コーナーへのアクセスには実践者登

録番号が必要となります。Ｅメールアドレスが将来変わる方はできるだけ早くお知らせください。 

 
この波動薬通信は患者のみなさんとも分かち合っていただいてかまいませんが、患者さんからの質問は、

直接、実践者のみなさんから回答くださいますようお願いします。ご協力ありがとうございます。 

ジェイサイラム 

サイ波動薬…身近で、卓越した無料の医療を目指して 

 

 


