
科学も驚く還元クリーン化の仕組み 

使ったら分かる！ニュージーセブン“量子水” 

                        早川和宏 ヒカルランド 

～病気とは無縁の元気の素“量子水”はニオイを消す・油を溶かす・復健・若返

り・ダイエット等不思議と奇跡のオンパレード！本物しか扱わない信頼でき

るジャーナリストが「世界を救う技術」を紹介する本！ 

第１章 ニュージーセブン（量子水）研究開発ストリー 「科学がまだ知らない  

仕組み」量子水とは何か？水を活性化させる六角形のコアを組み込んだ活水器

で通水することで瞬時に機能性を帯びた量子水になる、通常は水道の元栓部分

に付けフィルターやカートリッジは不要である、ステンレス製の為基本的には

メンテナンスフリー、この装置を通過した水は一部イオン化して酸素や水素を

含んで機能性の高い水となる、ものを溶かし込む力や浸透力が大きくなり水が

沸騰しやすい、植物はイキイキし油汚れが落ち易い等の現象を実感できる。 

水道への設置に関しては公益社団法人日本水道協会と国際的には WQA（米国

水質協会）の認証が取れている。 

＊驚異の特許効果（日・米・韓・中国等続々認可）特許内容は 

 １．制菌力 ２．消毒効果 ３．ノルマルヘキサン値の減少 ４．水素の生成 

 ５．乳酸菌の増加 ６．量面活性力の向上（水道水の１、7 倍）大腸菌・食中

毒を起こす黄色ブドウ球菌・レジオネラ菌・サルモネラ菌等即効成はなくても

いずれも 24 時間以後には“検出せず”の結果となる、消臭効果も畜産現場の

アンモニア臭や硫化水素特有の臭いに悩まされている海産物処理工場や豆腐

製造工場やレストランの厨房、美容室、エステ施設、介護施設等いろんな所の

臭いが消えた現場が全国にある。 

＊開発者の野村社長は 1952 年 3 月長崎市生まれ九州工業大学工学部金属加工学

科卒、神戸の金属の表面処理会社に就職、ある大手企業の中央研究所営業担当

として同社の業績アップに貢献するも人間関係に悩まされ 5 年強で退職した、

当時大阪の水道が臭かったこと、周りに農業関係者がいた事から「浄水器とか

農業資材を扱う会社」にチャレンジ、最初のヒット商品は 1991 年当時に年商

１、2 億円売る大ヒット商品となった。 

＊原因不明の体調不良の中で巡り合わされた不思議な体験～最先端の筈の現代

医療・設備の充実した大学病院でも「どこも悪いところはない」と言われて、

その後は“いい”と言われる様々のものを試した～見えない世界を測る＝波動

測定器～元々理科系出身の彼が見えない世界を受け入れる動機は波動測定器

との出会いで京都大学木質科学研究所の野村隆哉先生を訪れて行った時に、

そこで波動を測定する機械を持ってきた江本勝（（株）I・H・M 社長） P １ 



に出会った、この装置は「見えない世界を測る」波動測定器で、その人の悪い

部分にそれを打ち消す波動を送ると病気が改善するもので、その当時 3 千万円

その後は次々に安くなり 6 百万円、ある時にアメリカで開発された波動測定器

があると聞き知人女性と一緒に足の不自由な肥満男性を連れて行き、その彼は

足を動かすにも介添えがいる状態で「それを打ち消す波動の水を作って」持ち

帰るのは面倒だからと、その場で飲んでしまった、次の日に女性から連絡があ

り“野村さん大変よ！あのデブちゃんが走っている！”野村社長はこの米国製

の波動測定器を買い、目に見えない世界との深い関わりを持つようになった。 

＊ナットだけの装置で「豚が死なない！？」一般社団法人日本レイキセラピスト

のレイキと出会って野村社長は独自に実験して 2000 年 6 月ステンレス製に気

を入れた 5 ミリのナットを峰の巣状に組み合わせたプレートの上にレモンを

置いたら酸っぱいレモンの味がまろやかになっていた、その上にお酒を置く

とまろやかな味に変わった、これを友人にあげていたら、それ迄に不妊治療で

1 千万円近くもつぎ込んでも子供ができなかった夫人が高齢出産することに、

この夫婦はこの装置の“おかげ”としか考えられない！と。 

 2000 年 11 月この装置を密閉型の豚舎の４隅に置いて３週間後に「お前・何を

したんや！お前がこれを置いて今日で３週間目や、昨日２頭目の豚がやっと

死んだ」悪いことをしたんですか？と聞くと「従来は毎日１頭豚が死にひどい

ときには 10 頭死んだ日もある」これは養豚業者にとって凄いことらしい。  

 １年程置いた結果はびっくりするような事が起こった一番の変化は豚がイラ

イラすることがなくなり噛み合って傷つけたりしない為に薬剤の使用量が減

り、しかも人工授精で子豚を生ませる通常 50～60％の妊娠率がボーンと上が

った、更に餌をよく食べて良く寝て良くなる為成長が早い。2002 年 5 月この

コアを使った活水器“グレースセブン”を開発した。 

＊アンモニア臭が消える～グレースセブンを物凄く臭いがきつい長崎県の豚舎

に付けてもらい、3 ヶ月後には豚舎に行った女性から「臭いが消えた」という

電話があり野村社長が「そんなことはないだろう」というと女性は本気で怒り

だした！磁気活性装置の代理店の人に代わりに行ってもらったところ、梅雨

時期なのに「臭いところはない！」以前と違うところは装置を通した水を豚が

飲んでいるだけ、近所の従兄弟がやっている豚舎に行ってみるとハエは一杯

飛び・臭いが凄い為に近寄れない状態だったと。 

＊「現代農業」農山漁村文化協会月刊誌 2004 年 5 月号に「らせん構造と六角形

の力！？活性器グレースセブン」という記事が掲載された。 

＊豚舎の臭いが 2 日間で消えた、そこの社長が 1 週間後に血相を変えて怒鳴り

込んできた「あの水のせいで 400 万円がパアになった、どうしてくれる！？」

と、出荷したブランド和牛から霜降りの脂肪が消えて        P ２ 



売り物にならなかった、テストということでお互いに合意の上でやったこと

「女の人がこの水を飲めばダイエット効果がある」と、口コミで広がり今では

熊本等の自動販売機の量子水が人気になっている。 

＊酸化しない水ができた～ウエルネスが行った実験ではぐるぐる回した水は 42

日間も酸化還元電位 180 ミリボルト強がズーと変化しない、その結果は酸化

しない水ができるということ、そのためこの水を飲むと臭いが消えるという

そして油脂分離阻集器の設置を義務づけられているラーメン店やトンカツ店

唐揚げ店等は量子水を流すだけで油脂汚れや臭い等を解消できるきる例が出

ている今一つの試作品・家庭用のフライヤーは 160～170 度の油に水に濡れた

具を入れても水撥ねがなく油も減らない且つ健康にもいいフライヤーとして

各方面から注目されている。 

第 2 章 ソーシャル・イノベーション「水を使った地球クリニック、医者・薬が

要らない世界」  

＊“病気にならない人は知っている”ケビン・トルドー著、幻冬舎～全米 900 万

部突破のベストセラーで著者は「なぜ人は病気になるのか本当の事は分かっ

ていないというのが真実だ」と話した上であらゆる病気と体調不良を分けて 

 ①病気にかかる原因はウイルス・細菌・等に感染する 

 ②体内バランスの不均衡・機能的な異常等（心臓病・ガン・糖尿病・酸逆流症・

関節炎など）疲労・ストレス・栄養失調など免疫力低下 

 大事なことは、動物は基本的に病気にならないということでありケガや病気

をした時も自分で治している、その動物もペットとして人間と暮らし始める

と飼い主同様に病気にかかる、つまり人も動物も自然と離れた生活をする事

で病気になる文明病だ。ストレスや 2、5ppm はじめ空気中の汚染物質、様々

な電気製品から出る電磁波、あらゆる食品に使われる農薬・化学肥料・食品添

加物・保存料、新建材に使われている防腐剤等の化学物質、プラスチック公害、

病気を治すための薬剤や水の汚染、そうした文明の作り出す“毒”のすべてが

病気の背景にありそこから導き出される事は表向きは立派に見えても矛盾だ

らけの「近代文明の没落」と「成長の限界」であろう。 

＊意識が物質に作用する～精神エネルギーとそのメカニズムを解明してきた、

量子物理学のウイリアム・テーラー博士（スタンフード大学名誉教授）は「正

と負の時空圏」で知られ、四次元×2＝8 次元の先より高い精神や愛等の宇宙

意識が更に三次元存在することから、この世には少なくとも 11 次元あること

を突き止めた、つまり有は無、無は有という般若心経の「色即是空・空即是色」

の世界観を科学的に表現した。2013 年には野村社長自身テイラー博士の研究

室を訪れた、テイラー博士はユージーセブンのコアを掌に載せ“おお！これは

面白い、ここから自由に電子が出て六角形は意識のエネルギーの    P ３ 



場です、量子水は四次元の時空の中だけでは説明できない現象が起きている、

それを証明するには膨大な費用と時間がかかる、ただ一言でいうと、この水は

本物の水です”と、証言してくれた。 

＊もう一つのハワイにおける実験 

1993 年ビル・クリントン大統領時代に平和裏に土地の一部返還を勝ち取った

リーダーであるハワイ王家 7 代目末裔バンビー・カナヘレ元首を中心とした、

新しい国づくりの拠点聖地ワイマナロ（現在の言葉で“新しい水”という意味）

のゲート入り口の脇には特別仕様のユージーセブンの大型装置が設置されて

いる（ウエルネス野村社長からの寄贈）貴重な実験の場となっている。 

第 3 章 ユージーセブン導入事例「病気とは無縁の元気の素」 

＊福岡県「ハッピーエイト合同会社」八幡憲一郎代表は現役時代には東京全農の

本所部長をしたこともある元 JA 全農の幹部で農業全般に詳しく、地元九州で

は JA 北九州くみあい飼料（株）社長として倒産寸前の養豚農場を再建した・

ユージーセブンを導入して臭いを解消・優良なブランド肉を育てた実績あり

現実に困っている人達を救おうと積極的に畜産農家を中心にユージーセブン

の量子水の利用を進めてきた、八幡代表は九州大学農学部水産学科での卒業

論文がスゴイ、鯛の養殖に取り組み普及の障害になっていた「卵から稚魚にす

る餌の開発に成功した」当時稚魚は殆ど背曲がり病による奇形で売り物にな

らなかった後日鯛の養殖が軌道に乗りその功績が認められて担当教授は国際

水産学会賞を受賞した、八幡代表は大学卒業後養殖ウナギ飼育の普及に従事、

その後日本初の養豚管理ソフトを開発、又・配合飼料でサシが入るプランを立

ち上げ資料の開発 2 年間全国 77 ヶ所 1250 戸で毎月データを取り乍ら本格的

取り組み完成した配合飼料を全国に普及させるビデオのプロヂュースもして

いる畜産の専門家、八幡代表は JA 北九州くみあい飼料時代に地元農協が抱え

る赤字養豚農場の整理を担当、赤字の責任はとると発言しユージーセブンを

設置して死亡率がみるみる改善、豚千頭規模の経営維持で充分な利益が出る

実証となった。 

＊宇田技術研究所・宇田成徳工学博士 2018 年 6 月～特許新案出願申請件数 470

件登録兼数180件以上の実績1995年から始めた「目からウロコの塩まき農法」

を普及させるため全国を歩いて海のミネラルを補給する塩まき農法を実践す

るとどこでも収穫は倍増味も良く農薬は殆ど使わないので実質コストダウン

といいことづくめ野菜や果物の他 2006 年にはコシヒカリにもチャレンジして 

 収穫が増え美味しいと山形県で行われている「日本一美味しい米コンテスト」

では塩まき農法で育てた農家 4 名が 450 名の応募者の中から 4 人とも金賞に

選ばれた、塩まき農法と量子水の力を証明している岐阜県の T さん 83 歳を 

中心とする地元のグループは「リバース」をレンタルで使用、    P ４ 



塩まき農法と量子水で売り上げが 3 倍になるという信じられない成果、T さん

は 60 歳で現役引退後に農業を始め、柿 80 本を育て塩まき農法で売上げ 3 倍、

更に量子水を使う事で大きさが４L～5Lの大きさになり糖度18度と美味しい、

柿づくりは初めは 3 人で始め、今では近隣農家 30 軒がやっている。 

宇田博士はウエルネスの野村社長と 11 年前に出会い、博士なりに試したのは

量子水 200 ㎖に炊いたお米 30ｇを入れたもの、もう一つが牛乳の中に量子水

を入れたもので、普通の水や牛乳を入れた方は腐敗、量子水を入れた方は 3 年

経っても腐らず、これは凄いというのが宇田博士の率直な表現。 

～岐阜の T さんが買っている金魚は成長が早く普通の 3 倍程で量子水は農産物

に限らない宇田博士も 79 歳とは思えないパワーだが 83 歳の T さん「量子水

のおかげで病気知らずです」と話している、一緒に始めた仲間も皆 70～80 代

で高齢だが「農作業をしていても疲れない・量子水のおかげだ」と 

＊鰹節製造～鹿児島県枕崎市の神園幸人氏は地元の商工会議所会頭に 5 年間就

いていた同市は鰹節づくりで全国に名を知られ当時 150 軒程業者がいて市内

に入ると「鰹節の臭いがする」と言われていた地域、ウエルネスの野村社長か

ら量子水で臭いを消してみませんか、と言われてきたが、そんなことがあるも

のか聞き流していた、自宅の台所に取り付けていたままでシンクの変化に何

か違うと気づき鰹節に取り組むきっかけとなった商工会議所の同氏には鰹節

の臭いや環境悪化に悩んでいた業者もありモニターにしてもらった、豚舎の

臭いに困っていた農家に 2 連を貸し出してもらい 2 ヶ月目に入った頃貸出先

の農家から「お金を支払いたい」「量子水を使っていなかったら確実に廃業に

なっていた」という、その話を聞いた鰹節メーカーは二連式を取り付け思わし

くなくて 12 連式を取り付け 2 年位かかりかなりの効果が見えてきた最も顕著

なのは煮ガマの工程で、その窯の周りの鉄枠に 20～30 年使い続けてきた油が

何センチもこびりついていたが半年後・1 年後に徐々に剥げて、これは量子水

のせいかもしれないと気が付いて、いろんなところに広げようとした。 

＊ブロイラー業界～鶏のブロイラーはヒヨコから約 2 ヶ月で出荷できる状態で

飼育期間が短く極めて特殊な業界、この業界のテストでは１軒のブロイラー

農家に年間 50 回以上も通い 4 ヶ所で計 250 回通う等徹底した、神園氏自身が

最初にその鶏舎に行って事務所に帰ると「社長臭いがものすごいです！着替

えてもらえませんか？」と言われた、今ではその農家を訪ねて鶏舎に入っても

着替えする必要もなくなった、ブロイラー研究会開催後の変化は画期的で、 

一鶏舎 1 万 1 千羽規模の農家で 14～15 百万円が最高だったが２～3 年後には

２倍になるという驚異的な結果、しかも作業面で余裕ができ計画的に休みが

取れ、多くの変化は神園氏の情熱に負うところが大きい。 

＊60 才後の人生～様々な人生を見てきた神園氏が代理店の立場から   P ５ 



感心すると語るのは“量子水にはマイナスがない”ことだ、クレームが基本的

にない、同氏の体験で弟はじめ身内全員が癌の為 60 代で亡くなっているが、

病院に行くと殆ど大丈夫と言われ、夫人も心臓にカテーテルを入れる手術をし

ますと言われ「ちょっと待って」と言って夫人も量子水を飲み始め予定されて

いる手術も嫌ってニトログリセリンは念のため飲んでいたが必要なくなって

3～4 年になる。 

＊臭いの消えた牛舎が“応接スペースとなっている”熊本県天草 2018 年 7 月～

荒木農園には国内外から多くの見学者がやってくる、荒木一任代表は 1944 年

生まれ、大の量子水のフアンで検査結果を見た医師から「内臓は 35 歳位若返

っている」と言われている、荒木氏から性格の良さを見込まれ量子水を導入し

た福永薬店の福永修一代表、45 頭程いる牛舎の入り口の脇が応接スペースで

アンモニア臭がない、以前は近くの小学校生徒が「臭い！」と、小走りに駆け

抜けていた猛烈な臭いで有名だった、ユージーセブンを取り付け 1 ヶ月ほどで

臭いは消え、今では外国からも見学に来ている。 

＊邪魔者が“宝の山”になる～福永には臭いといわれる職業は正直に辛かったが、

今では発酵中の堆肥が山積みで臭いが消えると共に通常 9～10 ヶ月で出荷す

る牛の生育期間が７、5～8、5 ヶ月に短縮、餌代のコスト削減・収益が大幅増、

量子水を飲んだ牛はセリで高値取引でき堆肥を畑に撒けば収量が大体 1、5 倍

ハウス栽培のスナップエンドウは通常 1 反当り２、5 トンのところ４、5 トン

の収穫、しかも連作障害はない、見学者は牛舎に驚きスナップエンドウに驚き

素直に量子水の力を認めればいいのに、残念ながら、その多くは「話だけ聞い

て信用せんのばかりだ」というのが荒木氏の実感だ。 

                               （ 続 ） 

 

 


