宇宙の響きで生きる
「ゼロ磁場装置」 の神秘

上森 三郎

１９５４年熊本県生まれ、一級建築士、液体を活性化するゼロ磁場装置 「ネオガイヤ」
「テラファイト」 を開発、日本・アメリカで特許取得、その他多数の特許取得、発明家

（ 序章 ）
シックハウス症候群を解決するのは 「水」 と気づき水道水に生命力を取り戻す活水
器を開発 「ゼロ磁場発生装置」 ところがこの装置は私の想像を超えた不思議な力を
持っていました、その一つは人間の脳波を地球の脳波とも呼ばれる７・８ヘルツの 「シャ
ーマン共振波」 に導く作用でした。
山の中の湧き水は美味しく感じます、この「地球から生まれたての水」こそが「生命のあ
る水」です。この水は微生物の適度なバランスを保つだけでなく自浄作用を持ち汚水
や油を包み込み水質を保っていく力がある、だから淀みにくいのです。更に体内に入っ
て血液やリンパ等の流れを促し細胞の隅々まできれいにしてくれます。昔から特殊な場
に湧き出る水はそれを飲むだけで病を治すような奇跡を起こすことが知られています。
原子力船「むつ」の開発に携わったある技術者の方が医学博士である奥様と一緒に
研究して書いた 「アトピー」 の本に出会い、著者の方との出会いで本人の健康も地球
環境の改善も 「水が鍵なのだ」 と学びました。そして孫の代まで 「半永久的に流れる
その家の全ての水に生命力を与え続けることのできる活水器」 を開発しました。
そしてこの水が 「世界の平和を実現する」 という使命を持っている事を感じています。

｛ 第Ⅰ章 脳波を地球と同調させる拮抗ゼロ磁場 ｝
＊ 中国湖北省の蓮花山は地球上でも有数の断層にあることが判明～電気通信大学
名誉教授で東海大学教授の佐々木茂美氏が科学的に計測 「ゼロに近い磁場で
巨大なエネルギーが蓄積されゼロ磁場になっている」 と、正反対の二つの磁界が
拮抗して一見ゼロに見える場所からは気功などでいう 「気」 が発生していると。
～蓮花山では免疫力アップ、モノが腐らない等の特殊な現象が確認されている。
＊ 日本列島には４つの堅い大きな岩盤 （プレート） が接しており、そこには諏訪大社・
伊勢神宮などの格式高い神社・仏閣、重要なパワースポットや修験道の聖地と呼ば
れる場が多数存在。
＊ 「ゼロ磁場発生装置」 コーナーが７０００ガウス、中心はゼロガウス（普通の磁石は何
個繋げても表面４０００ガウス）工学博士で名誉哲学博士の高尾征治先生は 「ゼロ
の場」 は高次元で目に見えない 「虚」 の世界と、目に見える 「実」 の世界との
「接点」 であると表現、精神と物質を統合する 「弁証法的物神一元論」
Ｐ １

＊

＊

＊

＊

という哲学的世界観を提唱、高尾先生は 「拮抗ゼロ磁場で生まれるエネルギーは
体の微細な分子間振動を増幅させ、汚れて歪んだものを本来の姿に戻す」 と。
この 「ゼロ磁場発生装置」 もゼロ磁場の機能を実用化した技術が可視化できる
製品と評価していただきました。
「高次元の実存」 についてハーバード大学物理学教授の リサ・ランドール博士の
ベストセラー 「異次元は存在する」 「ワープする宇宙」 等学問として研究が進んで
いる。私大森は 「拮抗ゼロ磁場」 の中で長い時間を過ごした結果、ゼロポイントを
通じてやってくる 「虚」 の世界からのコンタクト～脳に直接不思議な＜声＞が響く
ようになった。
～この声の手足となって行動することが以降私のライフワークとなってしまった～
「トーラスにも存在する拮抗ゼロ磁場」 数学者達がトーラスと呼ぶ宇宙創造の根本
だと云われるエネルギーの流れの中心にも 「拮抗ゼロ磁場」 を見ることができる。
２０１１年米国のドキュメンタリー映画 「スライブ」 で多くの人がこのトーラスを知る
きっかけとなった。映画の中では進化とは展開、宇宙がその進化の中で取り組んで
きたこと、それは 「トーラス」 を育てることだと、未来学者デュエイン・エルジュは
「自然が全ての規模に於いて使う基本的な形（リンゴ等果実の形）である」 と。
トーラスのエネルギーは一方から流れ込んで中央を通って回ってもう一方の端から
出て行って放射状に広がり、又一方へ流れ込んでいく動き、このトーラス構造の中
心点には全ての磁力線が通過して相殺し合う 「拮抗ゼロ磁場」 が存在している。
装置に通したものが、脳波を変える？！ ある特別支援学校でパニックになると、所
かまわず頭を強打する生徒に 「ゼロ磁場発生装置」 を持たせたらピタと止んだ。
この装置の使用前と使用後の脳波測定で人の脳波を 「リラックスしたスローアルフ
ァ波～シータ波」 優位の状態に導くことが分かった。この計測器は脳波研究の第
一人者志賀一雅工学博士が作られたもの～志賀博士は文部科学省からの委託で
メンタルヘルス能力開発プログラムを開発し２０１１年米国保険社会福祉省から長年
に亘る脳波とメンタルトレーニングの研究・実践に対して金賞を授与された。
志賀博士が設計された計測器で 「ゼロ磁場発生装置」 の被験者になって頂い
て 「人の意識が作用することもありもう少し詳細な実験が必要ながら装置としての
作用はあると云える」 と評価された。（測定結果は著書Ｐ３８に掲載） 現時点では
科学的に捉えて 「絶対効果」 は５０％：後の５０％は 「飲んだ或いは持った人がどう
思うかプラシーボ効果が占めていて装置が何らかの作用を起こしていると考えられ
ます」 と。１８ヘルツ前後のスローアルファ波の状態（休憩する方向に集中・意識が
低下）は健康の維持や回復の為に脳が活発に動いていると思われる、と志賀博士。
志賀博士の体験～ご自身が 「ステージ３の癌」 で施術される方に脳波計測の協
力を依頼、施術している方と私の脳波が揃って７・８ヘルツ周辺に落ち着いていて、
本当に驚いてしまいましたと。
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又、「自動書記」 で手が勝手に動いて本人も内容が分かっていないものを書く最中
も、やはり左脳と右脳と７・８ヘルツの脳波が出て共鳴、そして好奇心からそれを見て
いた志賀博士の脳波も７・８ヘルツで共鳴していたと。
＊ 「何もない空間から物質を生じさせる」 タイの祈祷師アチャンの脳波も右脳と左脳
が７・８ヘルツで共鳴状態が 「１０秒以上続く現象」 が頻繁に見られたと。
催眠やヒーリング・占いなど二人の脳波がスローアルファで共鳴する頻度が高いほ
ど上手にいく。
＊ 赤ちゃんの脳波は７・８ヘルツ周辺域の脳波と分かっています。又歌う時に７・８ヘル
ツの脳波になる女性のソプラノ歌手が海上の船で歌ったところザトウクジラが寄って
きてダンスするようにジャンプ、最後は船近くに挨拶に来て潮を吹いた場面を収め
た映像もある、又彼女が歌っていると鳥たちが一緒に歌い始めるところも音声で収
録されている。最近猫や犬の赤ちゃんと獰猛な虎やライオンがお互いに警戒心なく
寄り添ったり舐めたりと驚く動画が複数公開されていて本当に不思議です。

｛ 第Ⅱ章 「ゼロ磁場発生装置」 が水に与える 「生命力」 ｝
＊ 奇跡の水は寿命が短い ～フランスのルルドの泉、フンザ王国の水、メキシコのトラ
コテの水・・・等 「奇跡の起きる水が存在」 その水を日常的に飲んでいる現地の
人々は確かに長寿、生命力のある水はマイナスイオン（電子）も豊富、人間の痛み
は電子の不足で起きることが多く、水で電子が補われると痛みが消えることも起きる
ケースがある、残念ながら時間と共にその力は消えていく。
水道の水は腐らせないために塩素は重要な役割、但し塩素の厄介な点はいつも
電子が足りない状態で存在し肌や体内から電子を奪ってしまうため肌荒れ、血や気
の巡りも悪くなり細胞の活性化が失われる。
＊ 「ゼロ磁場発生装置」 に水を通すことで７・８ヘルツの脳波を誘発し体にパワーバラ
ンスをもたらし、電子を水道水に供給することが実験で分かっている～アトピーで肌
がピリピリして痛み風呂に入れない人も問題なく入浴できる。
＊ 芝枯問題を解決せよ～神戸の開閉式ドームサッカー競技場・１万㎡弱の芝生管理
～原因不明で二度も枯れ新聞で大きく取り上げられた。
雨水を循環させる為の地下タンクに（８００トン）活水器を取り付け濾過して芝に撒く
システムゼロ磁場発生装置を設置以来一度も芝は枯れていない～このことで地球
上に台風が発生するメカニズムも体験～夏の入道雲は水分子の塊で上の方にマイ
ナスの電気・下の方にプラスの電気・雲と地表はプラスとマイナスで反発、地表面
はプラスイオン過剰で水が活性を失ったままで腐っていく状態、これが気圧の配置
で逆転して、雷が落ちる作用で電子がやり取りされ地表は一気にマイナスイオンに
満ち（電子リッチ）水が元気になるので微生物も元気になり作物は豊作となる。
＊ 体がだるい、長年頭痛がするという悩みがこの装置で
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一発で良くなったという例は枚挙に暇がない、それはマイナスイオンが体に与えられ
体内の巡りが良くなるからで電気的な変化が起きるもので地球も植物も私達もみな
一緒です。
＊ 「乳酸菌が元気になる水」～お米についている乳酸菌が水道水では全く増えません
「ゼロ磁場発生装置」 で処理した水では増え処理時間が長いほど多くなった。
高尾工学博士はこの結果を見て 「ミネラルが豊富に含まれる米が入った水の中で
ニュートリノ反応が起こり電子発生等も関与して悪玉菌が善玉菌に改質機能化され
る」 ということも起きるのではないか、とのコメント。
＊ 油を溶かして浄化する～赤飯の小豆は前日から水に浸ける手間がかかるが装置に
通した水なら当日の朝に浸けておけば吸水してその日のうちに赤飯が炊ける、油が
包み込まれるのでお腹にもたれない料理が作れる。
工場の現場であらゆる電子機器に必ず使用される主要部品のプリント基板を洗浄
するラインに取り付けたところ洗浄フィルターがいつまでも汚れないことが確認され
高価なものなので経費節減になったと喜ばれた、この工場での水質を調べたところ
細菌数も減少していた。
ドライクリーニングのフィルターも三倍長持ちするようになり、洗濯物も静電気で衣類
にゴミがついていたのが付かなくなったとも。
＊ 酸化還元電位にも影響を与えている～装置に１回通した水は４００ミリボルトから２８０
～３００に下がり、１０回通した水は２５０ミリボルトあたりで安定した。

｛ 第三章 「ゼロ磁場発生装置」 使用現場の証言 ｝
＜事例 １＞ 教育の現場で 「重要な解毒力・出せれば良くなる！」 普通に生活して
いるだけで食事からは添加物・家畜に使われた抗生物質・農産物に使われた農薬・
化学肥料・消毒剤、肌からは化粧品やシャンプー・パーマのカラー液、呼吸からは汚
染された空気や揮発性化学物質・合成香料と様々な不自然な物質が日々体に取り
込まれている、これらが過剰に蓄積されることでアトピーや花粉症・アレルギーになっ
ていると考えています。
～大阪・住之江で独自の教育方針 「きのみむすび保育園」 は入園希望が多く府外
から入園を目的に引っ越しされる方がいる程。
この園内に装置を導入いただき飲み水から食事・プールの水迄この装置を通した水
を使っていただいています。入園した時に顔中が真っ赤だったアトピーの子供がすっ
かりきれいな肌になって卒園するということでも有名。坂下園長は装置の最初の段階
で元付用しかなく、あまり実例もない時代から導入してくださった恩人の一人です。
～大森の私事乍ら娘はこの装置でアトピーが良くなり嫁いだ家にも装置を付け子供が
生まれた際に同じ時期に生まれた赤ちゃんと比較されて 「どうしてこの子は寝返りを
早く打つたり・しっかり大きくなるのですか」 と周囲がビックリ、
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娘は粉ミルクもお湯ではなく装置を通した水でよく溶け赤ちゃんもよく飲んでくれると。
（アトピーの方は是非この本をお読み下さい、もっと参考になる事が書かれています）
＜事例 ２＞ 酪農現場での証言～糞尿の臭いがこの装置を付けて 1 ヶ月もかからな
いで劇的に軽減、７ＰＰＭから２ＰＰＭ、２ヶ月目には１ＰＰＭでほとんど臭いがしない。
夏場に紫外線の強さと雑菌の増加時期で人同様に牛もバテがきて、体脂肪率が上
がるところ数値の減少がみられ、これ以外に考えられないと。
全国の酪農家 40 軒を訪ねデータ取りのお願いをして 2000 頭の調査結果は数値が
下がった所は日頃から抗生物質の使用を控えていた、上がった所は大量に使用して
いて人間の重度アトピーと同じ状態の牛で改善するには半年から 1 年かかる場合も。
～酪農家Ｔさんの子息のコメント～牛はエサで先ずお乳作りにエネルギーを使い、余
った部分が生命維持・残った余剰分が生殖機能に使われている、この装置のお陰で
子牛がドンドン生まれ健康に役立っている。一番驚いたのは 「今迄私は牛乳の味が
苦手で飲めなかったのに飲めるように味が変わったことだ」 と。
＜事例 ３＞ 養鶏場の証言・山本勲さんのコメント～装置を買って風呂で試したところ
エネルギーに敏感な家内が 「温泉みたいなお湯になった」 と喜んだので元付けも追
加、人も鶏も元気になり卵が人様に喜ばれ最初は 5 羽だった鶏が今では 100 羽、産
卵率も１０％増、需要が増え間に合わない位ですと。山本さんの本業は 「除霊」 ある
男性が中学時代から引きこもり、彼のお腹に装置を置いて言霊を唱えたところ翌日に
は外出、山本さんの 「ゼロ磁場発生装置」 は 「除霊の三種の神器」 と呼ばれる。
＜事例 ４＞ 葬儀屋さんの証言 「死後硬直がない」 ある男性の祖母が友引の日に
逝去の為、3 日間ご遺体を安置され室内も暖房されていたのでご遺体が傷む心配が
あったので携帯用の装置で、全身をさすり横に置いていたところ 3 日後に葬儀屋さん
が見て 「傷むどころか死後硬直も起きていない」 と大変驚かれた。
＜事例 ５＞ 糖尿の方の証言～「血糖値が正常範囲に」 熊本の方であと何週間と死
にかかっている人に装置を渡してこれを通した水を飲んでいただき、肉は一切止め
たころ 4 ヶ月間でいとも簡単に正常値となりお医者さんもビックリ。
同じ糖尿病で悩んでいた単身赴任の方でいつ目が潰れるか指を切断するか恐怖を
抱えていた方に装置を使っていただいたところ数値が正常になり本人もお医者さんも
不思議がっています。
＜事例 ６＞ 「職業病の手荒れが改善」 仕事上でシャンプーやドライヤーの繰り返しの
利用で手荒れ、元付装置の水で嘘のように改善、この装置にハサミを通してカットす
ると切れ味も音も違うそうです。
＜事例 ７＞ 目に見えない世界を伝える方の証言～ 「神の次元がこの形に」 東京と
大阪の 「波動の会」 私、上森の 「ゼロ磁場発生装置」 を広げる活動はここから始
まった。大木定子会長のお話、人間は 「頭で考えていること」 を中心に生きていると
ブレてくる、私自身の生命を作ってくれた 「元」 の次元 「無ちゃん」
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に尋ねるようにしている、この装置も 「無ちゃん」 に尋ねたら 「良いもの」 と太鼓判
を押されたので安心して紹介することにしました、そしてビックリする程多くの人が購入
されています、このエネルギーでこの地域を綺麗にしてね！とお願いすると、こちらの
気持ち次第で何処までも広がってくれると感じています。
それぞれの家の安定が世界に広がることを意識していきたい、そんな思いを・後押し
してくれる本当に素晴らしい装置だと思います。
＜事例 ８＞ 娘の証言～私、大森の長女が重度の病で担当医から三大療法を提案さ
れ・妻と長女は医師の提案を受け入れた 「副作用で気分が悪くなるから」 と戻す
為の容器も用意され・便秘にもなりますと云われた、そこで私はお願いだからと装置を
使い薬の点滴用チューブ・飲み薬や食べ物、飲み物全て装置を通したりかざしたりし
てもらった、全部で 9 回行われる薬の投与が 6 回済んだところで 「異常化した細胞
が見えなくなっている」 と云われた。
副作用も便秘もなく寧ろいつもより快調だと娘が教えてくれた。

｛ 第四章 「ゼロ磁場発生装置」 の可能性 ｝
＊ 施術師・山田光明さん 「圧倒的な＜除霊＞の力」 ～気功を学んで 23 年間施術
「ゼロ磁場発生装置」 を持って５年、所有しているだけでクライアントさんが次に施
術が必要になる間隔が開いて安定した状態が長続きしていますと。施術の時はい
つも小さな銅線を装置に通してトイレットペーパーで巻いたものをクライアントさんの
トイレに流しています、そうすることで夫婦喧嘩が収まる事とかが不思議に起こる。
携帯電話のコードに装置を挟んで充電するようになってから電話でするゼロ情報が
届くようで何もしていない相手から 「良くなった」 と云ってくれる。
～エネルギーを置いてくる～ 「ゼロリスト活動」 更に効率が一番いいのは海に、この
エネルギーを与えることだと気付き装置に通したものを海に落とすと、途端にエネル
ギーがサーッと変わり、もう気持ちが良くてたまらない、自分が 「世界の海と繋がる水」
を変えているという快感！！
～今後実験してみたいのは事務所や病院、少年院、いじめや暴力事件があるような
学校で実際どう変わっていくのか見てみたい、ある学校と保育所ではいい感じです。
「思ったら実践する世界へ」 この装置の面白いところは 「与える」 という気持ちがあ
ると結果が出ることです。自分に結果が出るとじゃあ次は人に・地球全体にという気持
ちに自然となって行きます。最初はこの装置に費やすお金に躊躇しましたが、今では
その 3 倍くらい臨時でお金が入ってきます。この装置を使って何か変わるのではない
かと実際にやってみると結果が出て自然とお金も入ってくる。
＊ 「みんな必要があって存在している」 腸内細菌のベストバランスは善玉菌３０％ 日
和見菌６０％ 悪玉菌は１０％ である、と言われています。人間の社会も自分の心も
同じです。常に善が悪を上回っている状態であればバランスが取れています。Ｐ ６

「拮抗ゼロ磁場」 は二つの磁場が拮抗してバランスが取れている状態で生み出してく
れる善悪だとか相反するものがバランスした時生まれるゼロだから力がある訳です。
「ゼロ磁場発生装置」 を使っていると自分の意識が 100 として常に過半数は良い意
識になっています。 「目の前のことが修行」 人生には結婚・離婚・退職・転職等転機
が訪れる、その時見るべきポイントは逃げるか克服かだと思う、逃げたら同じ課題が
次のステージでも強化されてやってくる。 この装置を持っていると、自分に起きてい
る問題の意味みたいなものに気付いてクリアするスピードが促進される面もある。
この装置はバランスを取ってゼロにする浄化を絶妙に興してくれ、しかもポシャルこと
で終わりではなく必ずその後にフォローの風を呼び込んでくれます。僕自身パニクルと
きは今でもパニックっていますが自分を客観視してもっと 「冴えてくる」 感じです。
～この装置で自分をリセットでき自然と全体の流れに乗っていける、与えられた・今日
この場で何ができるかその連続が未来の姿です。
＊ お釈迦様は断食したり苦行したり死にかけてスジャータから貰った乳粥を食べて、
元気になり普通の生活・与えられた場に 「行」 があると悟った。
＊ 「みんなの花を咲かせる花咲か爺さん」 自分の役割に気づいたり、やることが明確
になったり結果としてそれが実現しやすくなったりも、この装置が促進してくれている
と感じています、花咲か爺さんみたいでワクワクします。

｛ 第五章 進化する 「拮抗ゼロ磁場」 地球と宇宙をイメージした装置 の完成 ｝
＊ 答えは脳が知っている 「スタップサロン」 は歯科医師であり三鍼法と云う高度な鍼
の治療家である田中孝子さんとの出会いで誕生した治療院。元Ｊリーガーの内藤淳
さんと二人で運営、田中医院長がある日 「他人の病気を治しても意味がない」
「病気の原因・治し方も自分の脳が知っている」 それを促してくれるのが 「ゼロ磁場
発生装置」 だと、その人が何かに気付く必要があって病気を起こしているのだとし
たら他人がそれを治したら大きなお世話だと。
＊ スタップサロン院長田中孝子さんのお話～私は治してあげられると思っていたが
「それは違う傲慢だ」 と気付いた。そんな時たまたまこの装置に出会い理屈抜きで
魅せられた、数ヶ月後にスタップサロンがオープン、その役割は ［装置を使うことで
どういう変化があるか実感してもらうためのもの］ 現在サロンの担当は内藤淳さんで、
施術家の役割は 「その人本人が気付くよう促すこと」
＊ 偏角ゼロの研究から誕生～これまでの 「ゼロ磁場発生装置」 は流体の活性化で
特許を取得、しかし 「人体をめぐるエネルギー」 も流体として捉え 「生命エネルギ
ー」 を活性化させることを達成する新しい装置が生まれた。
従来型の 「ゼロ磁場発生装置」 に偏角ゼロラインを再現すべく改良を加え本体内
のネオジム磁石の形状と組み合わせを変えることで生まれたのが 「地球モデル」
の携帯用装置です。磁気フィルムを当てると片方には十文字
Ｐ ７

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

もう片方には一文字が浮かび上がり偏角ゼロラインに似た磁壁線が再現される。
人体をスピーディーに癒す 「地球モデル」 凡そ 2 年間、この地球モデルを用いて
施術に取り組み肉体の不調を修復するスピードの速さが確認され一般の方に販売
することになった。この最新型で血流変化計測は 「仙骨付近に当てること」 が最も
効果的に影響を与える。
精神・潜在能力に影響を与える 「宇宙モデル」 2013 年に完成。
～地球モデルはエネルギーがストレートに強く動的・宇宙モデルは強さと柔らかさの
両方備える 「静的」な印象。 宇宙モデルを持っていると、日々生じるネガティブな
意識がクリーニングされ本来の自分の能力に目覚めやすくなるようです。
志賀博士のお話から私達の脳波が 7・8 ヘルツ周辺にある時に、宇宙空間の情報を
キャッチできると考えられます。
波動の会の大木さんの使用方法～地球モデルは右足の裏に、宇宙モデルは左足
にはめて右から地のエネルギーを貰って左から宇宙に出す、すると顔まで赤くなって
「暖かくなりました」 「楽になりました」 「眠くなりました」 と云われます。
スタップサロンでの使い方～地球モデルはコリや体内の滞りをケアする即効性があ
り酷いむくみでパンパンに腫れていた足も目の前でみるみる しぼんでいく様子を見
てビックリしています。
宇宙モデルは見えない世界や精神・チャクラや気の流れに影響を与えるので健康
な方は後頭部、地球モデルは前頭部の流れが良くなる印象を持っています。
水は両方を通したものが一番美味しいと感じます。
自然な流れに従って一日一日今やれることにベストを尽くすだけで進化していく気
がします。
情報をキャッチする能力が自然と備わり、シンクロニシティのような事も起きてくるの
ではないでしょうか。
ゼロ磁場を持続させる容器～容器そのものが電子を与え続ける、蓋の部分に特別
なオーダーで製造した金メッキのマグネットを内蔵させた容器・保湿クリーム等を入
れてゼロ磁場発生装置に挟むことで中身が電子リッチなクリームになる （リストアッ
プ効果） 容器の箱の部分だけを枕に入れて寝る方も。
穴の開いている容器を是非ゼロ磁場発生装置に挟んで一緒に湯船に入れて頂き、
ゆっくりそれで体をマッサージするように使う。
健康食品やサプリメントも装置に通すことで働きが強くなるので少ない量で済むこと
も、ひらめいたものを穴の開いた容器に入れてゼロ磁場発生装置に挟んでマッサー
ジすることで回復が早くなる方もおられます。この容器を持っているだけで、脳波も
バランスも整うことは実験済みです。
「かごめの歌」～新しい時代へ～専用ケースは 「かごめの歌」 になぞらえて五角形
（鶴）と六角形（亀）の統合の歌です。
Ｐ ８

「五」 という数は地・水・火・風・空の五大（物質的要素）を表し、ここに 「識」 と云う
エネルギーが加わり、悟りが開ける。
人間には視覚・聴覚・嗅覚・味覚・感覚と云う五感に第六感が加わることで完成。
五角形と六角形の統合は次のステージへの移行を表していて物質だけでもエネル
ギーだけでもない、どちらも満たされた今迄に体験したことのないような
平和な世の中が訪れると云われていて、この未来を迎えるという意味を込めて容器
のケースをデザインしています。

｛ おわりに ｝
人は誰でもこの世に生を受けた使命と役割があります。
誰でもが自分と約束し、其れを実現する為にこの世に生まれてきています。
一人でも多くの方にそれを取り戻していただき、来るべき平和な未来を共に創造して
ゆけることを切に願っています。
上森 三郎

