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 第１章
『酵素含有溶液』開発の経緯 ゼオライトとフルボ酸の研究

2020 年 1 月、中国の内陸部にある武漢という地方都市で発生した新型肺炎。正式名称は
SARS-CoV-2 と言われています｡ 2002 年から翌年にかけて起こった SARS の時と同様、
コロナウイルスが主たる原因になっています。  
 
いまだに終息が見えない状況ですが、私たちは早くからできることを模索しつづけ、一刻
も早く世界中に蔓延する不安や恐怖を解消するために、ORMUS（オルムス）を世に出さ
せていただきました。
 
実は、当グループは過去にも何度か世界を脅かした感染症や国家的な危機に対しても、そ
の都度、独自の研究によって開発を進めてきたものを世に提案してきた経緯があります。
本冊子ではその経緯と、新しい酵素含有溶液の登場にいたる道のりを開発秘話という形で
まとめました。

        すべては『インフルエンド』から始まった

SARS ウイルスは 2002 年 11 月 16 日に、中国・広東省で非定型性肺炎の患者が報告さ
れたことに端を発し、インド以東のアジアの国々、カナダを中心に感染が拡大しました。

翌 2003 年 3 月 12 日には WHO からグローバルアラートが出され、同年 7 月 5 日に終

1.
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息宣言がなされるまで、32 の地域・国において、8,069 人が感染、775 人が死亡という
惨禍をもたらしました。
 

『インフルエンド』の開発が始まったのはその翌年。きっかけは、大手造船会社（O 社）
からの依頼でした。O 社は海外から重油を輸入するタンカーを 40 日ぐらいで組み立てて
しまう、高い技術力を誇る会社です。その製造過程の多くが流れ作業であることから、従
業員が風邪やインフルエンザで休んでしまうと製造ラインに大きなロスが生じてしまうこ
とに悩んでおられました。
 
しかし、頼れる薬がどこにもないということで、当グループに白羽の矢が立ったのです。 
将来のインフルエンザの流行に備えて、ウイルスを不活化する噴霧型の製品を 5 万本、
納品することになりました。当時の状況を考えると、O 社が特別、不安をもっておられ
たというわけではなく、SARS がようやく収束してまもない時期だったこともあり、社会
全体が再発を恐れていたのでしょう。
 
この時、当グループではウイルス対策として、すでにゼオライトという鉱物と、フルボ酸
という土壌由来の酸性物質に注目していました。これら 2 つを混ぜて使用することで素
晴らしい相乗効果が得られることも分かっており、特許も取得していました。また、韓国
の延世大学もその効果を認めており、同国で最大手の製薬会社（T 製薬）もぜひ製造を引
き受けたいということで、先方が実際に検査してみると、ウイルスをほぼ 100％除去で
きるという結果が出ました。
 
当グループ代表・七沢賢治がこれらの物質で特に注目したのは、いずれもコロイドとなっ
てウイルスを囲い込み、不活化する働きでした。ウイルスは屋内の壁に貼り付く傾向があ
るため、インフルエンドをあらかじめ壁に噴霧しておくことで、壁に貼り付こうとするウ
イルスを不活化することができます。
 
また、空間を浮遊するウイルスは、25 ミクロンほどの霧吹きの水を噴霧するとそれに包
み込まれ、水の重みで床に落ちてきます。インフルエンドをあらかじめ床にも噴霧してお
けば、そうやって落ちてきたウイルスも同じように除去することができるのです。

窒素トラップ効果
ウイルスにはタンパク質を構成する窒素源に向かってくるという性質があります。それを利用して、
インフルエンドから噴霧される気体に含まれる窒素でウイルスを集め、そこにゼオライトとフルボ酸
の混合溶液を浴びせかけるわけです。この二段階方式により、混合溶液のみで作用するよりもウイル
スを撃退する力が格段に向上しました。
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ウイルスとは

ウイルスは細菌よりもずっと小さい病原体で、電子顕微鏡を使わないと見えません。
他の微生物とは大きく異なり、生命の最小単位である細胞や生体膜、核などを持たず、
自己増殖することもないので、非生物とされることもあります。

ウイルスは遺伝子である核酸（DNA または RNA）を中心に、その周りを蛋白の殻
（エンベロープ）※ で包まれた粒子状の物質です。ウイルスは、このエンベロープにあ
る S 蛋白質（スパイク）によって宿主細胞に吸着、侵入します。

細菌は細胞分裂で自己増殖することがで
きますが、ウイルスは他の生物の中でし
か増えることができません。
抗生剤（細菌を退治する化学物質から作
られた薬）は細菌には効果がありますが、
ウイルスには効果がありません。ウイル
スは構造が単純で特徴が少なく、細胞の中に潜り込むため、細胞に影響を与えるこ
となくウイルスだけに作用するような抗ウイルス薬の開発は非常に難しいと考えら
れています。

※エンベロープをもたないウイルスも存在します。
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ところが、O 社からの期待に応えられると確信していたのも束の間、ここで大きな問題
が明らかになりました。それは、フルボ酸をゼオライトと混ぜると強酸性を帯びるため、
一定の pH に落ち着いてくれないということでした。

これらの混合物をエアゾールの容器に封入して納品しますが、その際に容器の内壁が強い
酸によって溶けてしまうことが分かったのです。通常はポリプロピレンという樹脂をダブ
ルコーティングすれば十分なのですが、溶解を確実に防ぐためには、当時どこも採用して
いなかったトリプルコートにする必要がありました。

３年間にわたってさまざまな実験を繰り返した結果、ようやく安定したトリプルコートの
技術を実現することができました。そして無事、５万本を O 社に納品することができた
のです。

余談になりますが、「インフルエンド」の商標を出願した翌日、同じ名称で出願した方が
いらっしゃったそうです。当時はそれだけ、インフルエンザに対する関心が大きかったの
でしょう。
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ゼオライトは「沸石」とも呼ばれる沸石族鉱物の総称で、その語源はギリシャ語の zeo（沸
騰する）と lite（石）という言葉です。ゼオライトのなかには生成時に閉じ込められた水
分があり、熱を加えるとその水分が急激に膨張します。それが外部に噴出する様子が、お
湯が沸騰して湯気を出す姿に見えることから、このように命名されたそうです。

ゼオライトとは
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◆ゼオライトのおもな機能

・ガス吸着
ゼオライトは１ナノメートル前後の微細孔構造をしており、アンモニア、ホルムアルデヒ
ドなどの臭気成分を吸着し除去します。常温常圧の気体の場合、ゼオライト１ミリグラム
で数十ミリリットルのガスを吸着することができます。

・陽イオン交換

ゼオライトはそれ自体がマイナスの電荷をもっており、アンモニウムイオンや重金属、放
射性物質をイオン交換によって吸着します。これにより、土壌改良、水質浄化、重金属類
吸着などの分野で活用されています。

ゼオライトの生成において、火山の噴火で流れ出た溶岩が海水によって急激に冷やされ、
激しい化学反応を起こしたときに気泡が生じます。そして、その気泡が非常に細かい孔を
形づくります。そこに、3,500 万年以上にわたって地中で圧力がかかり、より複雑な立
体構造をもつ鉱物になるのです。

ゼオライトは今、水・土壌・空気など環境浄化の分野で期待されているほか、体内環境の
浄化・調整作用でも多くの注目を集めています。
当グループでは、世界で 52 種類認定されている天然ゼオライトのうち、最も生体活性度
が高い「出雲産モルデン沸石（モルデナイト）」を導入し、高い体内環境浄化を実現して
います。

イオン交換のイメージ
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フルボ酸とは

フルボ酸とは、腐植を構成する成分のひとつです。植物や、動物の死骸・排泄物に含まれ
る有機物は、土壌中に生息している微生物によって分解されます。腐植とは、そうして数
百万年をかけて分解・発酵を繰り返しながら堆積した物質から生成された、有機物の総称
です。自然の森林では、堆積した有機物から 1 ミリメートルの腐植層ができるまで、お

ゼオライトの活用例
　・建築資材
　・ガソリンの合成
　・水槽濾過材
　・園芸用資材

　・脱臭乾燥剤
　・ペット用トイレの砂
　・畜産用飼料添加物

〈医療分野におけるゼオライトの活用例〉
　・健康維持と未病対策
　・重金属対策
　・農薬、除草剤、
　　ダイオキシンの排出
　・ウイルス対策

　・免疫機能の向上
　・活性酸素対策
　・栄養素の吸収改善
　・アンチエイジング
　・止血
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◆フルボ酸のおもな機能

フルボ酸は大きく分けて、以下の２つの作用によって動植物とその生育環境に大きな恩恵
をもたらします。

・キレート効果
キレートとはギリシャ語で「蟹のハサミ」を意味します。化学用語としては、金属イオン

よそ 10 年もかかると言われています。

フルボ酸はおもに、腐植の地層を採掘し、化学的処理を加えるという手法で作られてきま
したが、これには大がかりな設備を必要としました。世界中の学者がフルボ酸の目覚まし
い効果を認めているにもかかわらず、一般に知られる情報が少なく、これまで大規模に活
用されることがなかったのは、このような制限があり事業化が困難であったという理由か
らでした。

当グループではフルボ酸の研究で実績のある N 社の全面的な協力のもと、コロイド土壌、
海洋深層水、湧水をミックスし、２年間熟成させた後、ある特殊な方法でフルボ酸成分を
抽出してきました。多くのアミノ酸とミネラルが含まれているこの抽出液の製造方法は特
許化されています。なお、インフルエンドには諫早湾の地層から抽出されたフルボ酸を使
用しています。
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フルボ酸の活用例
　・汚水、排水生物処理への利用
　・汚泥の削減、無臭化
　・家畜の排泄物処理
　・抗菌、消臭
　・ 界面活性剤（無害）
　・スキンケア
　・医薬品の添加成分
　・化粧品
　・除染（データによる実証が待たれる）

・pH 緩衝作用
酸・アルカリの変化を緩める作用で、フルボ酸か
ら解離される H+ と、アルカリ性を発現させている
OH- とが反応して水に変化することを示します。こ
れにより、土壌障害や生育障害を改善し植物へのス
トレスを緩和します。

との結合を指す言葉として使われています。フルボ酸はキレート作用によってミネラルと
永続的にイオン交換することで、ミネラルを動植物の体内に運び入れやすくすると同時に、
体内で循環しやすくするのです。
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      ゼオラクスとゼオミスト

インフルエンドの後続商品として、『ゼオラクス』と『ゼオミスト』が開発されました。

ゼオラクスは、自然の恵みである貴重な純
国産の天然ゼオライトとフルボ酸を最適に
配合した新発想のサプリメントです。

『インフルエンド』と違う点は、岐阜県御
嶽山産の天然ミネラル水を使用しているこ
とです。やわらかい花崗岩質から湧き出た
天然水は、ゼオライトをはじめミネラル分
が豊富です。

ゼオラクス

ゼオミスト

2.

ゼオミストは、インフルエンドをさらに進化させ
た噴霧型のウイルス除去剤で、より濃度の高いゼ
オライトを使用し、天然ミネラル水によって製造
しました。なお、ゼオミストの抗ウイルス効果は
試験研究機関で認められています。
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       東日本大震災前に完成したゼトックス

2011 年に起こった東日本大震災から、
９年が経ちました。福島第一原子力発電
所の事故にともない、未曾有の放射能被
害をはじめ多くの負の遺産を生み出しま
した。しかし、残念ながら、いまだその
解決の目処は立っていません。

当時は放射能汚染への恐怖から、放射能
除去を謳う商品に大きな注目が集まりま
した。しかし、その効果を科学的に証明
できないという理由から、取り締まりの
対象になっていたのです。

くしくもこの大震災が起こる前に、私たちはゼオラクスの進化版ともいえる『ゼトックス』
を開発していました。ゼトックスに含まれるゼオライトは、それまで使われていたゼオラ
クスをさらに細かくナノ粒子化して使用しているため、デトックスに必要な吸着力がより
強化されています。

それに加え、位相の異なる海洋深層水をプラスすることで水分子の振動が活発になり、そ
の体内活性効果を高めるという仮説をもとにデザインされています。この原理は、ゼオミ
ストによる空間の浄化作用と同様のものです。 

未曾有の大震災という国家的レベルの緊急事態を受けて、当グループでは急遽、有識者を
集めて『ゼオライト生命体応用研究会』を設立し、ゼオライトの権威でもある医学博士・
理学博士の故・佐藤一男氏に会長に就任にいただき、東京や福島県など複数の場所で講演
会を行いました。なかでも、３月下旬には参議院議員会館において、国会議員を招いて緊
急集会を開き、人体への影響とその解決策を提案しました。

この集会には 9 名の衆議院議員と 7 名の参議院議員のほか、福島の農家の方も参加され
ました。その流れの一環として、2011 年の 5 月に入ってからも東京電力の幹部とも会合
の機会を得ています。しかしそれにとどまらず、七沢氏はさらに厚生労働省と農林水産省
へも出向き、ゼオライトの放射性物質対策の可能性について説明。その結果、厚生労働省

3.
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では、政府高官が実験に協力してくださることになりました。

このほかにも、さまざまな実験をおこないました。まずは、福島県・会津地方の米農家 K
さんの要請を受けて、田んぼに多くのゼオライトとフルボ酸を投入しました。すると驚く
ことに、周りの田んぼでは次々と放射性物質が検出されたにもかかわらず、K さんの田ん
ぼだけは検出されなかったのです。K さんはお米を無農薬で育てられているのですが、と
ても美味しく、当グループでも社員食堂のお米として使われたこともあるほどです。

その後も、官民問わず、たえず働きかけを続けました。農林水産省に対しては、フルボ酸
とゼオライトによる土壌改良の具体的な実験計画をご提案しました。農林水産省の担当者
から、具体的な効果を測定したいとのご依頼を受け、ゼトックスをご提供しました。する
とある日、その結果が FAX で送られてきました。

それは、ゼトックスによって土壌汚染物質が大幅に除去されたことを認める内容でした。
私たちは、デトックスの成果が認められた事例として、この一連の出来事に大いに勇気づ
けられました。

このような積極的かつ地道な活動が功を奏し、ゼトックスには土壌汚染物質を除去する作
用があることが厚生労働省に認められました。これを受けて、同省がゼオライトを薬剤と
して開発するよう、製薬会社に打診し、薬剤化のための会議が何度も開かれました。

またその一方で、福島県の農業試験場からも要請を受けました。試験場で飼育されている
牛にゼトックスを摂取させ、糞尿から出る物質の多寡を測定するという実験を同試験場で
おこないました。

結果は予想通りでした。ゼトックスを一定期間摂取した牛の糞便から出る重金属類の量が、
コントロール群と比べて明らかに増えたことがわかったのです。

その後も個人から企業にいたるまで、あらゆる層から要請がありましたが、ある日を境に、
行政からの連絡がぱたりと途絶えました。関係する産業界の仕組みを考えたとき、不都合
なことがあったからなのかもしれません。
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        狭霧 〜上位概念である情報面からキレート作用を補完する〜

2017 年 3 月、当グループの事務所建物の一階に情報水の製造工場『WAP3』が完成し
ました。世界初の原子力発電事故を経験した国・ウクライナのキエフ大学物理学教授であ
るウラジミール・ヴィソツキー博士を顧問として招聘し、水の構造化および情報記憶の性
質を高めると同時に、当グループが開発したロゴストロン信号を水に直接送り込むことを
可能にする画期的な工場です。

4.

これによって誕生したのが、新しい情報水『別天水』です。これ以降、それまでのゼオラ
イトとフルボ酸がもつ物理的特性を超えた領域に対しても、アプローチが可能になったと
いえます。

情報を水に記憶させるという技術を利用して、既存の「ゼオライト＋フルボ酸」商品をバー
ジョンアップしたものとして開発されたのが『狭霧（さぎり）』です。狭霧には、ゼオラ
イトとフルボ酸によるキレート作用を強化することを目的とした構文をロゴストロン信号
に載せて加波しました。
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第三者機関で試験をおこなった結果、ウイルスに対する不活化効果、さらに、臭気に対す
る効果があることが明らかになりました。

そして、2020 年、新型コロナウイルス感染症が止まることを知らない状況を受けて、3
月にはさらなる強化版の開発に着手しました。少しでも早く皆さまの手元にお届けできる
よう、現在開発を急ピッチで進めています。
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私たちは常に「健康学は環境学である」と考えています。なぜなら、人間の健康はマクロ
で見た場合、ミクロと相似形をなしており、ミクロ（人体）の健康を整えることが地球の
健康へと繋がってくるからです。

地球の健康、つまり現在の地球環境は、私たちの身体が汚れて病気が増えているのと同じ
ように、病んだ状態といえるでしょう。だからこそ私たち人間は、自らの健康のことを考
えるだけでなく、同様に地球環境にも意識を向けるべきなのです。

私たちが環境問題でまず着目したのは、フルボ酸とゼオライトの作用でした。

わが国は類い稀なる清らかな水に恵まれた国です。その一方で、確実に水の汚染が進んで
いるという現状があります。その原因のひとつが、土壌汚染です。土壌が汚染されている
から、そこから地下水が汚染され、河川が汚染され、最後には海洋汚染へと繋がっていき
ます。

 第 2 章
酵素の開発
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第２章　酵素の開発

東京大学理学博士・内水護氏は、1980 年台に初めて提唱した土壌生成に関する理論のな
かで、この問題の解決法を示されています。

本来土壌とは、有機物が土壌菌群の働きで巨大分子化した反応性生物であり、この反応を
惹起するためにはケイ酸塩が重要な役割を果たすとされます。ケイ酸塩を加えた結果とし
て土壌菌群が代謝機能を発現することで、自然本来の浄化作用が行われるというのが内水
理論です。

ゼオライトはケイ酸塩のひとつとされており、土壌菌群がゼオライトの助けを得て、有機
物を分解してフルボ酸などの腐食物質を作ります。このような、土壌とゼオライト、そし
て水の密接な関係を考えたとき、フルボ酸やゼオライトによるキレート作用と酵素の関係
性が明らかになってきました。人体も多くの点でこうした反応が起こっているのではない
かと考えたのです。

すでにお伝えしたように、キレート作用は、現代の環境のなかでどうしても発生してしま
う、食品添加物や重金属といった体内に不要で有害なものを排泄することにより、体内に
存在する食物から摂取したミネラル等の栄養素を吸収しやすくします。そして、ミネラル
が各酵素の働きを活性化し、さらにその酵素がビタミン、糖質、脂質、タンパク質を活発
化させます。

フルボ酸とゼオライト、酵素のコンビネーションにより、生命活動が飛躍的に活性化する
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製品をつくる…その思いからたどり着いたのが、今回開発した酵素含有溶液の主成分とな
る酵素だったのです。

酵素とは
栄養学では、タンパク質、糖質、脂質、
ビタミン、ミネラル、食物繊維、水
を７大栄養素としていますが、８番
目の栄養素として、「ファイトケミ
カル」（植物に存在する物質）、そし
て９番目の栄養素として「酵素」が
挙げられます。
酵素には、食物に含まれる食物酵素
と、体内で作られる潜在酵素があります。食物酵素は文字通り、生の野菜や果物、肉、
魚、発酵食品に含まれる酵素で、消化・吸収・排泄などを助け、新陳代謝を促します。
潜在酵素は体内で生成される酵素で、「消化酵素」と「代謝酵素」の２つに分かれます。

◎消化酵素
人間はバランス良く食物を摂取しても、それだけでは生きていくことができません。
摂取したものを消化・分解・吸収するというプロセスが必要です。唾液や膵液など
の消化液に含まれるほか、腸内微生物も消化酵素を生成しています。
諸説ありますが、私たち人間の体のなかでは、約 5,000 種類もの酵素が働いている
といわれます。これは、デンプンを分解する酵素、タンパク質を分解する酵素とい
うように、１種類の酵素がひとつの働きにのみ対応する “ スペシャリスト ” であり、
代役を許さないからです。

◎代謝酵素
体内に吸収された栄養素をもとに、細胞を作ったり、呼吸や筋肉の運動などに欠か
せない化学反応に関係するほか、免疫の向上、解毒作用、老化防止など、あらゆる
生命活動においてなくてはならない役割を果たしています。１日に体内で作られる
潜在酵素（消化酵素と代謝酵素）の量には限りがあり、病気や疲労によって一時的
に大量の酵素が消費されると、酵素不足によって体に支障をきたすことがあります。
また、老化を促す活性酸素を除去する SOD 酵素など、多くの酵素は加齢によって
生産力が弱まると言われています。
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第２章　酵素の開発

◆ある老婦人との出会い

世間では多くの酵素が紹介されています。健康や美容目的のものから、ダイエット、ファ
スティング目的のものまでさまざまです。

フルボ酸とゼオライトのさらなる研究を進めていたある日、七沢氏が友人でもある静岡県
の料理店のオーナーのもとを尋ねたとき、ある酵素と出会います。

その場で何度か空間に噴霧したり、手にかけたり、口に含んでみたところ、そのただなら
ぬ働きを実感した七沢氏は、さっそくその場で関係者の方に電話。応答してくださったの
はご高齢のご婦人でした。

聞けば、福岡にいらっしゃるとのことで、すぐに担当者が福岡へ飛びました。事前に聞い
ていた情報では、かなりのご高齢の方で、今は足を悪くして遠くには出られないとのこと。

ところが実際にお会いしてみると、あまりに快活なご様子に驚くばかり。肌艶もとてもよ
く、全身に力がみなぎっていて、足腰や肩なども普通に上げ下げされているではありませ
んか。滑舌よく気を込めてお話になる、元気なご婦人だったのです。

◆環境活動の過程で発見した酵素の存在

この方のお名前は A さんといい、ご高齢の今でもなお活動されています。

持ち前の行動力とガッツで保険会社のトップセールスウーマンにまでのぼりつめた A さ
んは、多額の収入を手にし、余生はゆっくり過ごそうと思っていたそうです。しかしそん
な時、ふと知った環境問題の深刻さに深く胸が痛み、余生を環境活動の改善に費やそうと
決断されました。

地球環境問題の深刻さと改善要望を手紙にしたため、2,000 以上ある自治体に宛てて１
件１件投函しました。しかし、１件たりとも返事は来ず、A さんはとうとう自ら環境活動
の啓蒙の旅を始めることになります。

この時、Aさんは70歳。保険会社で稼いだ数億円という自己資産を使い、トラックをチャー
ターし、訪れた自治体は 1,000 か所。多くの方との出会いにより、環境問題への意識が
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さらに高まったそうです。

そんな時に出会ったのが酵素でした。それまでさまざまな微生物の働きに着目していた A
さんでしたが、ある場所で見た光景に衝撃を受けます。汚染された土壌が、酵素が入った
液体によって全く無臭でかつ無害な土壌へと変わる様子を目の当たりにしたのです。

ある魚市場では、悪臭がひどく、野良猫やカラス、害虫がよく集まってきて大変困ってお
られたそうです。観光客の見学も受け入れているほどの有名な魚市場なのですが、このま
までは評判にも関わると危惧されていました。

そこで、酵素による悪臭対策を実施されたのですが、短期間で悪臭が一切なくなり、困っ
ていた動物や害虫がいなくなったのです。その魚市場では、専用の酵素製造工場も作り、
酵素を魚市場全体に毎日散布しているそうです

酵素は他にも畜産農家や下水処理場、老人ホームの匂い対策や浴室、トイレの除菌・消臭
対策などさまざまな場所で活用され、いずれも顕著な効果をもたらしています。

「全ては土壌に答えがある」と考えていた私たちは、A さんから一連のお話を伺い、酵素
の役割こそ、長年求めていたものだと心から確信しました。

土壌は長い年月をかけて有機物を分解し最後は浄化します。この作用を担う役者が全て
揃った…そう感じた私たちは製品化を開始。特に同じく土壌から抽出したフルボ酸にも酵
素が入っていることがわかり、酵素の作用が高まるような処理を施したのです。

こうして、ゼオライトとフルボ酸、そしてフルボ酸に含まれる酵素をより高める処理をし
て開発した溶液を『ORMUS』と名づけました。
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第２章　酵素の開発

酵素がもたらす作用　研究成果より

2020 年 2 月末、秋田大学研究グループの研究成果が国際科学雑誌「Nature 
Communications」に掲載されました。ヒト受容体 ACE2 と同じ機能を持つ微生
物酵素 B38-CAP を発見したという研究です。

（秋田大学プレス資料より転載）

その微生物が産生する酵素 B38-CAP が、生体内で
ACE2 と同等の薬理活性を示すことから、心不全や
高血圧の症状を改善すると考えられています。
東北地方にある白神山地の土壌から分離した微生物
であることから、B38-CAP は土壌由来の微生物が生
み出した酵素といえます。
くしくも、今回開発した酵素も土壌由来。この酵素に
B38-CAP が含まれているかどうかは現在のところ不
明ですが、何かしら関係性があるのかもしれません。

新型コロナウイルスによるヒト細胞の感染を防ぐプロセス
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ORMUS の由来
ORMUS とは単原子の元素とされています。
特別な性質を持つ、量子力学でいう、“ ハイスピン ” 単原子
状態となった金属原子を指し、主に金や銀、プラチナに含
まれていて、別名ホワイトゴールドパウダーとも言われて
います。一説によると、ゼロからエネルギーを取り出せる
ものと考える研究者もいるほどです。
このほか、健康の保持や若返り、物事や願望を現実化させる
速度を上げたり、健康とエネルギーの増加、人間関係の向上、
直観力の向上、良質な睡眠、松果体の活性化、迅速な DNA
の修復に作用する可能性をもつとされています。
いにしえより王侯貴族が好んで金箔を飲食してきた背景に
は、いまだ明らかにされていないこのような作用があるか
らなのかもしれません。
当グループでは、今回開発した酵素とフルボ酸、ゼオライ
トの混合溶液を『ORMUS』と名づけ、世地球規模の危機的
状況に対して一石を投じたいと考えています。
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第 3章　活躍の場を拡げる酵素含有溶液

 第 3 章
活躍の場を拡げる酵素含有溶液

◆世の中に一筋の光を与えるものとして

昨年 12 月に中国湖北省武漢市から始まった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、
全世界での感染者が 12 万人、死亡者が 4,500 人を超える事態となり、いまなお収束の
兆しが見えません（2020 年 3 月 12 日現在）。

今回のウイルスは SARS や MARS などで確認されたウイルスよりも小さく、空気感染が
起こる可能性が考えられます。※  ウイルスは酵素（タンパク質＝アミノ酸の結合体）を好
んで接触しようとします。ORMUS に含まれた酵素はそれをキャッチし、自重で床に落
として不活性化します。

この『アミノ酸トラップ』は、空中に浮遊しているウイルスに対する作用を大幅に強化す
ると考えられます。インフルエンドでお伝えした『窒素トラップ』とのダブル効果で、ウ
イルスを不活化する作用がさらに期待できるでしょう。

これと並行し、情報ウイルス対策として、同じく原料のひとつとして使われている別天水
には COVID-19 対応の情報を入れています。情報ウイルスに汚染された場のエネルギー
を浄化すると同時に、汚染を予防する働きを備えています。

なお、ORMUS で使用しているゼオライトは高度にナノ化され、加湿器でも空気中に成
分が放出されるようになりました。これにより、部屋の隅々までゼオライト、フルボ酸、
酵素の作用を行きわたらせることができます。

以上の特長から、弊社ではこの酵素含有溶液がウイルス除去の最適なツールであると確信
し、ご希望の方に無料で配布させていただくことを決定しました。（送料はお申込者様の
ご負担）

すでに、弊社のメルマガを購読いただいている方をはじめ、ご縁のある皆様に無料配布の
告知をさせていただきました。
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また弊社では、人類の進化発展に寄与できる文章を作成し、それを “ 言霊 ” として実現で
きるレベルに高めていくという思考実験をおこなっています。そして、その過程をご紹介
し、言葉や思考を生み出すもととなる “ 概念 ” がいかなるものか、これまでオープンにし
てこなかった情報もあわせて公開するサイト『Parole』を運営しています。

今回、可能なかぎり多くの方に酵素含有溶液をお届けするため、Parole の読者様にも、「新
型コロナウイルス退散祝詞」の記事の公開と合わせて、同様のご提案をさせていただきま
した。

2 万本を目標に製造を開始し、3 月中旬時点までに 1 万 5 千本の発送を完了しました。

３月からは世界の主要都市のほとんどすべてがロックダウン状態になるなか、我が国にお
いても首都圏封鎖が現実味を帯びてきました。

私たちは早くから空気感染の可能性も考え、都内でセミナーや講演会をおこなう際には、
ORMUS が空気中に広く拡散するよう、加湿器の使用を開始しました。

※厚生労働省は、新型コロナウイルスの
感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感
染と接触感染が主体であり、例外的に、
至近距離で相対する場合に空気感染が
起こる可能性は否定できないという見
解を示しています。

講演会場で ORMUS を噴霧している様子
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第 3 章　活躍の場を拡げる酵素含有溶液

◆南太平洋の島国からの要請

先日、あるご縁を通して、南太平洋に浮かぶニウエから急遽、ORMUS を送ってほしい
との要請をいただきました。ニウエは、ニュージーランドと密接な関係にある、人口約
1500 人の島国です。

ニュージーランドも 3 月 26 日から 4 週間、全土をロックダウンするとの決定がなされ
た状況にあり、ニウエにおいても感染の危険性が高まっています。人口が少ないため、コ
ロナウイルスの侵入が国家の存亡さえも脅かす可能性があるのです。

私たちははすぐに酵素を手配し、発送しました。

同時に、アメリカ、韓国、ブラジル、中国、アルメニア、タイなど、ご縁ある方を通じて
世界各国に発送を開始しています。

特に韓国に関しては、ウイルスの拡散が激しい状況に鑑み、政府の関係者が持参し、同国
の製薬会社での製造を提案する予定です。
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◆環境浄化への作用

当グループの本拠地である山梨県甲府市には『ふとまにの里』という実験場があります。
昔ながらの風景を取り戻そうと、住宅地の真ん中に田園風景を再現したものです。その面
積は、およそ 1,800 坪。私たちは、この『ふとまにの里』の環境浄化のため、積極的に
酵素を活用しています。

中央に池を配置してメダカやタニシなどの水生動物を放流し、敷地全体に小川が流れるよ
うに水路を整えました。水路は２枚の田んぼへとつながります。ところが、この水路に問
題がありました。ふとまにの里へ引き込んでくる水は付近の生活雑排水も混ざったものな
のです。これまでも、この水を浄化するためにゼオライトや炭を使ってきたのですが、水
量が多いときなど、どうしてもその処理能力をオーバーしていました。

そこで、外からの水の流れをいったんストップして、上流側に酵素を大量に流し込んだの
です。その結果、酵素が池を中心に滞在することで有用微生物が繁殖。みるみるうちに下
流側に流れる水が浄化され、水質が大幅に改善されました。

ふとまにの里の全景
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第 4章　生命（いのち）のデザイン

ふとまにの里では、毎月１回、県内外から子どもたちを招き、Child Arts Academy と
いうイベントを実施しています。毎回、食事を作るときに生ゴミが出るのですが、ここで
酵素がさらに役立ちます。特殊な生ゴミ処理機といっしょに使うことで、生ゴミが肥料と
して使えるようになるのです。まだまだ実験段階ではありますが、今後、農作物の収穫量
や質の改善などが図れるのではないかと期待しています。

Child Arts Academy で様々な活動を楽しむ子どもたち
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おわりに

現在も新型コロナウイルス感染症の勢いは衰えるところを知りません。
今この瞬間も、新しい感染者を速報するニュースが報道されつづけています。
感染症の深刻さは、感染者数の多さもさることながら、経済活動を含む各種社会システム
の崩壊も招きかねないところにあります。

当グループは、20 年近く前から世界規模の感染症や東日本大震災のような国難に際して、
その都度、解決策を提示してきました。

今回も、世界的規模で進行中の人類の試練というべき局面において、何か少しでもお役に
立てるよう ORMUS を開発させていただきました。

本冊子が必要な方に届き、新型コロナウイルス感染症の鎮静化と社会情勢の秩序回復の一
助となれば幸甚です。
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