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■握れば、変わる 『 ロゴストロン Nigi 』 

握るだけで 
「統合された意識」へと導き、意志を強化する 
 

これまでにないツールが誕生 



■元始(はじめ)に言霊ありき 

2016 年2月11日、「『重力波』を初観測」というニュースが世界を駆け巡りました。 

2月11日は、建国記念日。このタイミングで発表されたのは、ある視点から見ると「シンクロニシティ」といえます。 
 

紀元節に発表されたこの「重力波」の延長に、日本古来の言霊の教えを知る鍵があるからです。 

「重力波」は、“五次元以上の高次元からくる波”であると言われており、「重力波」は、1916年に発表されたアインシュタイ 

ンの⼀般相対性理論によって、その存在が予言されていました。その後、2000年頃から『ワープする宇宙』等を著したリサ・ 

ランドール博士らによって、「重力波」は私たちが住む世界よりも高次元の世界にまで影響を与えるという 

仮説が打ち立てられていきます。発生した重力波が、五次元世界に影響を与えるというのです。 
 

アインシュタインの予言はもとより、リサ・ランドール博士の仮説も、発表された当時は大きな論争が起きましたが、こうした 

物理学の予言も仮説も、100年が経ち、証明されるというようなことがたくさんあります。 

そう考えると、五次元以上の、七次元、八次元・・・十一次元以上の高次元宇宙の仮説である「超ひも理論」が証明される日 

も意外と遠くないのかもしれません。そして、「ロゴストロン」のテーマである言霊の波「言霊波」「言霊子（＝ロゴストン）」とは、 

五次元以上の、七次元、八次元・・・十一次元以上の高次元宇宙に存在すると考えられるのです。 
 

          ■「元始(はじめ)に言霊ありき」 
             2015年11月に出版された『元始に言霊ありき』という書籍の中に、1864年に聖書を初めて日本語に 

             訳したヘボンの訳について以下のように書かれています。 
 

             一、 元始に言靈あり、言靈は神とともにあり、言靈は神なり。 

                       二、 この言靈は、はじめに神とともにあり。 
 

                          現在、聖書において、「ロゴス」は「言葉」と訳されていますが、原初の訳は「言霊」だったのです。 

 

 



■言霊によって分離から統合へ 

旧約聖書の中に描かれている「バベルの塔の神話」には、「すべての人が同じ言語を用いていたが、神によって言葉を乱さ 

れ、お互いに相手の言葉を理解できないようにした」と書かれています。 

主は、人の子らが作ろうとしていた街と塔とを見ようとしてお下りになり、そこから全ての地に人を散らされたので、彼らは街 

づくりを取りやめた。主がそこで、全地の言葉を乱し、そこから人を全地に散らされたからである。この言語の破壊によって、 

それまで一つに統合されていた民族がバラバラになり、すべての争いが始まったとされているのです。 

また、言語学の世界において、特に言語起源論の中でこのバベルの塔の神話は長らく言語の起源を突き止めるうえで重要 

な「神話知」とされてきましたが、はじめの一つの「言葉」が見つかってはいません。しかし、先ほどのヘボンが訳した新約聖 

書を紐解けば、最初にあったのは「言霊」であったということが見えてきます。 
 

この神話は、何もなかったところ（0（ゼロ））から、１が生まれ、そしてその１が2つに分かれ、対立構造がうまれ、そこからカオ 

ス化し瞬時に複雑系となる。そして、その複雑系の集合体が統合され、2→1→0 と「帰趨」され再び根源に戻るという創造 

のひな型を基にすることで紐解けます。これは、宇宙におけるすべての創造であり、その循環のひな型であり、輪廻の構造 

でもあります。分離、争い、権力争い、それらが生まれる根源の「解」が分かれば、人類が新たなステージへ向かう道筋とな 

り、そして、現代の問題の多い情勢から脱し、社会を統合し、再び生命豊かな創造のサイクルへと人類は突入するでしょう。 

その「解」は、旧約聖書の神話の中に象徴的に見いだされる「バベルの塔」の「言葉の分離」であり、日本神話の中にある 

「国生みや天孫降臨に象徴される天地の分離」の中にあると確信しています。 

そして、世界中の神話が、宇宙、世界が、天地に分離することから、この世が生まれたと説きます。 
 

その神話を、逆さまに読んでいけば、宇宙の根源へ至る道であり、すべての分離を統合し、創造の核点から、創造の息吹 

を新たに吹き込むすべが見えてくるのです。そして、その統合の「技」が日本では古来から伝わってきました。 

その技は、「布斗麻邇（ふとまに）の法」といわれる「言霊学」の真伝の中にあります。 

その言霊の力を最も発揮させる言語が「日本語」なのです。 



■布斗麻邇（ふとまに）とは 

１万年前以上前に、精神の真理＝精神文明が完成したと言われています。 

この完成された精神原理の名を「布斗麻邇（ふとまに）」と言います。または、真奈（まな）とも言います。 

この布斗麻邇の完成が人類文明の発祥であり基点となると考えられています。 
 

物が原子、電子、原子核によって成るように、心もまたその原子、電子、原子核に相当するものによって構成されています。 

こうした精神の要素を人間の発する音声に結合させ、心を言語として把握し、心の要素を言語の要素として表現したものが 

「五十音」なのです。古代日本語である大和言葉は、この五十音の組合せによって作られており、これを言霊と言うのです。 

“霊である心”と“言である音声”とが完全に結合しているものがすなわち「布斗麻邇」なのです。 
 

そして、その「布斗麻邇」の内容を器物に象徴して皇位継承の儀式に用いたものが「三種の神器」なのです。 

また、この言葉の原理の全体系を呪文をもって表現し、その運行法則を神話体の物語りに脚色編纂したのが、『古事記』 

であり、特に、神代巻に表されているのです。 
 

さらに、「布斗麻邇」は神道、仏教、キリスト教、儒教に共通する人類の精神的な哲学宗教の 

奥義なのですが、今日までの3,000年間は、天の岩戸閉鎖、仏陀入涅槃の時代であったため、 

その実態は人類に示される事なく秘蔵されていました。 
 

神道とは、人間の究極の精神的生命原理を体得するための心構えへの修練法です。 

「布斗麻邇」を学ぶためには、鎮魂帰神（みたましずめかみがかり）、仏教の禅定、ヨガ、念仏、 

キリスト教で云う懺悔贖罪などを行って、煩悩を祓い、自由な立場に立たなければなりません。 

所謂罪汚れであるカルマに拘束された状態で「布斗麻邇」を知ろうとしても、正当な理解と運用 

が不可能となります。 
 

自己浄化、自己解放を経て、布斗麻邇の門に入ると言われています。 



■布斗麻邇の図形 

五十音の配列法は天津太祝詞・天津金木・天津菅麻・宝音図・赤珠音図など、いくつかありますが、これが布斗麻邇の実体 

です。また、布斗麻邇は、宇宙図曼荼羅であり、キリスト教のエデンの園（生命の樹）としても表されています。 
 

■アイエオウ・ワヰヱヲウ（母音・半母音） 
これを「天の御柱」「国の御柱」と言うのです。 

神道五部書に「一心の霊台、諸神本通の本基」とあります。 

自己の生命の中心に天地を貫いて柱のように立っている 

自覚の実体であり、明瞭に意識される知覚の最高段階、 

または、個々の知覚内容を統合する精神機能のことです。 

「アオウエイ」は、風水空火土（五大）、木水金火土（五行） 

でもあります。また、天津磐境（あまついわさか）の図は、 

『旧約聖書（創世記の天地創造説）』に、同じ様式に編まれ 

ています。 
 

■ニリミイヒシキチ（父韻） 
八父韻を沼矛（ぬぼこ）と言い、これが「天の浮橋」です。 

時置師（ときおかし）の神であり、万有の色相顕現のモー 

メント、諸神変遷、時間変化の原律です。 

これを仏教では「八正道」、易では「八卦」と表しています。 
 

神社の鳥居は、「天の御柱」「国の御柱」「天の浮橋」を 

表わして作られた結界なのです。 
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■対立しない信念体系の構築 

かつて、我が国に渡来人として百済から移り住んできた山上憶良（やまのうえのおくら）が、 

『 神代より 言い伝えて来らく そらつみ 大和の国は皇神の巌しき国 言霊の 幸はふ国と 語り継ぎ 言い継がひけり 』 

と歌った心持ちを、２０００年の悠久の時を超えて“言霊の神々しさ”を同じように感じとったのでしょう。 

上代和語とそれに密接に関連する古代の日本文化、精神性、祭祀などを総合して構築された「古層和語圏」への連結こそ 

が、１万年を超えて蓄積・継承・保存され、埋蔵されてきた知的資源へのアクセスを可能とする言語として、「日本語」が果 

たしていくべき役割が浮き彫り化されたともいえるのです。 
 

■世界の紛争の原因 
世界の紛争は、いまだ絶えることはありません。今この瞬間でも世界各地で紛争が繰り広げられています。 

「平和な生活」は、地球全体で見れば、限られた人にだけ与えられたもののように見えます。 

現在、この地球上で繰り広げられている紛争の多くは、「⼀神教的宗教観の対立」です。 

そして、植民地主義に端を発する「石油利権の対立」の構図等が、これらの紛争を支えています。 

一神教の教義において、この世界に存在する神は、自分たちが信じる神しか存在しないわけですから、他の神はすべて排 

撃する対象になってしまいます。 
 

これらの紛争は、何が根本的原因なのでしょうか。 

歴史をたどれば、家畜や畑を持つようになったこと（所有）であり、宗教の発達、火薬の発明であり、戦車の発明、資本主義 

の発達など、その紛争の原因となるファクターをいくつも見出すことができます。 

しかし、それらの要因を過去のさかのぼって消すことはできません。未来形の解決を図るためには、進化の先に紛争の解 

決を見なければなりません。「進化の先に見える解決」とは、対立を統合する意識であり、その理解です。 

すべての対立は、意識であり思想、観念、信仰が生んでいます。それらの思念体系が「対立しない信念体系」に進化すれ 

ば、問題が問題ではなくなります。つまり、意識進化すれば、問題が問題ではなるのです。 



■争いは情報の違いにより発生する 

すべての人に必要な情報が、最適なタイミングで届けられるようになれば、すべての争いは解決します。 

なぜなら、すべての争いは情報の違いが原因だからです。本当の情報が伝わらない状態では人は疑心暗鬼になります。 

誤った情報を持つと、家族や友人・隣人を咎めたり、恨んだりと攻撃してしまいかねません。 

霊的混乱は、情報の違いを使った混乱です。五次元に行けば、すべての情報が得られ、情報の不平等はなくなりますが、 

過去・現在・未来という時間軸に制限された四次元世界では、情報の平等性は得られないのです。 

時間・場所（空間）の偏った情報しか得ることができません。そして、情報の平等性の解決は、人工知能の開発によってもた 

らされる未来に行われます。 

いずれにせよ、「人工知能」「情報」「最適化」「システム」これらが、これからの時代を築くキーワードであると思います。 
 

■各階層における情報の制限 
                            冒頭に触れた「重力波発見」のニュースは流れましたが、重力波を含む壮大 

                            な宇宙論である超ひも理論であり、五次元（以上の）宇宙の存在が証明され 

                            るのは、まだまだ先です。 
 

                            しかし、実際には私たちが住んでいるこの次元から、五次元以上の高次元を 

                            垣間見ることはできます。仏教の教えにおける壮大な宇宙論、神道における 

                            神観は、時間と空間を統合した五次元の時空論を持たなければ、展開が不 

                            可能なものであるからです。 
 

                            紛争に限らず、人類は多くの問題を抱えています。そしてこれらの問題は、 

                            やはり「情報」によるものです。健康に関する問題も「情報」さえあれば多くの 

                            ことが解決します。「正しい情報」と「教育」こそが多くの人を救うのです。 

 

 

第五階層 制限なし＝全階層 

第四階層 時間 

第三階層 場所 

第二階層 他者 

第一階層 個人 



■日本人として目覚め 

 

 

 

これからの時代を創造するためのキーファクターは、「言霊」ですが、その言霊の発動を最も促す言語は「日本語」です。 
「情報」の意義をすでにお伝えしましたが、「情報」の力を発揮させるものは「言葉」であり、その言葉の裏にある情報を伝え 
るエネルギー＝「言霊」です。それを情報エネルギーと呼ぶこともできますが、この情報エネルギーこそが日本人が育んで 
きた文化であり、教えの中にあるのです。情報エネルギー＝言霊であり、言葉＋意志エネルギーによって発動するのです。 
 

日本人としての目覚めのテーマは、日本語のもつ素晴らしさに、日本人自身が気づき、日本語の素晴らしさを世界に広め 
ていくことが不可欠になるのではないでしょうか。日本語によるコミュニケーションをすることにより、さまざまな紛争が解決す 
る可能性があると考えられます。 
 

人間は、言語を持つことで、より効率的に、社会における協力活動を促進する状態を創り出すことができるようになりました。 
人間は、話すことによって、周辺にあるものごとを互いに伝達して共有し、社会生活において調和と安定を手に入れようとし 
たのです。しかし、人口が増加していくにしたがって、移住や分裂などが発生し、地域ごとに集団ごとに様々なグループが生 
まれ、同時共時に集団ごとに新たな言葉が、いわば方言として次々に分化していったのでした。 
それが、象徴として旧約聖書の「バベルの塔」で描かれているわけです。 
 

言葉は、やがて「敵」と「味方」を区別する道具になりました。 
言語を共通に理解できるものとしてではなく、「共通して互いに理解できないもの」としてとらえてみると、そこには、人間が、
新しい言葉を次々と発展させてきた理由が見えてくるのです。「同じ集団の人間」ように見える相手でも、ひとたび言葉を交
わせば、誰でも、その人間が同じ集団の人間かどうかがわかるのです。 
言語は、ある民族のアイデンティティを構築する道具として使われるようになったのでした。 
 

私たちのアイデンティティは、「言葉」によって創られるといってもいいのです。 
そうして、言語族の違いによる「情報の格差」が生まれて世界の混乱が冗長されていったとも言えます。 
 

日本語は、「感受性」と「理解力」と「創造性」を育てる言語として、そして天津神たる「言霊」として、将来の世界共通語に 
なる可能性があります。 
しかし、このことは、ほとんどの国の人が気づいていないと思います。また、日本人でさえ、このことに気づいているのはわず
かでしかないのです。 



■日本語の特徴 

日本語という言語には、他の言語には見られない特徴があります。第一は、外界を人間化してとらえる母音言語という特徴 

です。日本語では、自然の音を左脳の言語脳で把握します。「雨がザーザー降っている」「セミがミンミン鳴いている」という 

表現です。音だけでなく、様子についても、「雲がふんわり浮かんでいる」「太陽がぽかぽか照っている」と様態を母音で表し 

ます。 母音を人間世界の音、子音を非人間世界の音とすると、自然の音も含めてすべて母音の含まれる音で表す日本語 

は、自然そのものを人間的なものとして受け入れる言語だと言えます。日本文化におけるアニミズムは、この言語における 

自然の人間化と密接な関係を持っています。この外界を人間世界と同じようなものとして受け入れる発想から、自然に対す 

る繊細な観察眼が生まれました。 
 

日本人は、自然やモノを人間が征服すべき単なる外界の素材と考えるのではなく、人間に協力してくれる意志を持つ仲間 

のように考えます。例えば、針供養は、針を道具としてではなく、仕事の協力者として見る発想から生まれました。 

自然や道具に対するこの人間化した見方が、自然や機械と対話する日本文化を生み出しました。日本の工業製品の品質 

が優れているのは、人間と製品の間に、人間同士の間に見られるような対話があるからです。 
 

第二は、表意文字と表音文字を組み合わせて視覚的な理解を促す「漢字かな混じり文」という特徴です。 

日本語における漢字とかなは、脳の異なる部位で処理されています。漢字は絵と同じようなものとして認識されているので 

日本語の文章を読むと、文字が視覚的な映像を伴って処理されます。このため、漢字かな混じり文は、一目で全体を理解 

しやすいという特徴を持っています。アルファベットのような表音文字の場合でも、単語という文字の塊を⼀種の図形のよう 

に認識するということもありますが、日本語はアルファベット言語よりも、物事を理解する手段として有利な言語なのです。 

また、漢字が主に名詞として概念を表すのに対して、ひらがなは主に概念と概念をつなぐ媒介としての役割を果たします。 

中国語が語順によって概念と概念の間にある関係を表すのに対して、日本語は語順ではなく、漢字と漢字の間にひらがな 

をはさむことによって概念相互の関係を表します。日本語は、表意文字の部分で理解力を高め、表音文字の部分で創造 

性を高めるという不思議な特徴を持った言語なのです。 

 

 



■神話の真の意味 

神話学の研究で有名なキャンベル・ジョーゼフは、神話の機能をこう整理しています。 
 

1．宇宙自然に神秘性を見出させる   2．宇宙の構造を示す   3．社会の秩序を支える 
 

 

そして、「世界中の民族がもつ独自の神話体系には共通の主題や題材も多く、私たちの社会の見えない基盤となっている」 

と述べています。古来から、親から子、子が親となりまたその子へ、つながれてきた命の営みは、物語のようにして紡がれて 

きました。また、反対に、「その民族の神話が語られなくなるとその民族は滅びる」とも言われます。 
 

長老たちの口から紡がれる物語が、自分たちの民族とは何か、どこからきて、どこへ向かうのかを伝え、その物語がまたそ 

の子孫へ伝えられることで、民族としてのアイデンティティを形成してきました。キャンベルは、「この惑星全体と同⼀化す 

るような神話が必要だ」とも述べています。月からこの地球を眺めると、国と国を隔てる境界線など何も見えません。 

現在は、時代の変革期です。今こそ、新しい時代の人類が持つ「神話」が必要なのです。 
 

世界の神話には、たいてい民族の起源や国土の創成や、神々や歴史の発生に関する物語が語られています。 

そこでは、「つくる」や「うむ」や「なる」といった基本動詞によって、その発生が説明されています。 

例えば、「つくる」はユダヤ・キリスト教やギリシャ自然哲学が重視した言葉でした。そこには造物主という単体の主語があっ 

て、そこから次々に系統的に国土や民族や習慣がつくられてきたわけです。ここでは創造の起源に想定されていたものが、 

主幹から分枝に向かって次々に分割されていったというように発生のプロセスが語られます。一神教の得意な文法です。 
 

ところが、日本の神話や風土記では、「うむ」や「なる」が多く使われていて、そこで何が起こったかといえば「そう、そこで、 

そうなったのです」というような説明にならないような説明ばかりが使われています。 

これは、一神教の神々の分割や分配とは異なる説明であると言えます。 

古事記伝・全44巻を著述しつくし、35年の年月をかけて「漢意（からごころ）」を排除して「古意（いにしえごころ）」を解き明か 

してきた本居宣長の言う「なる」「つぎ」「いきほひ」、そして「むすひ」という古語に注目した神話の世界が、古事記解義書で 

ある「言霊百神」に記載されています。 



■日本神話における天地統合 

日本神話の根源には、すでにお伝えした世界の争いの根源にある分離を統合する「産霊（むすび）」の働きがあります。 

古事記で言えば、「造化三神」や「先天十七神の働き」「国生み」「神生み」「国譲り」「天孫降臨」「天岩戸開き」それらはすべ 

て「産霊」の働きといえます。例えば、天地の分離であり統合の姿が描かれるのです。 

宇宙の根源であるような「産霊」であり、統合のエネルギーの発動が、今の時代に求められているのです。 

 

「神代正語常盤草」 
細⽥冨延（1783‐1828）作 
古事記の宇宙創造を表した絵図 

現代は、世界的な傾向として、科学至上主義の社会が形成されています。 
現代社会で、何が正しくて何が正しくないのかを決めているもの、それは「科学」です。 
しかし、その「科学神話」の限界もまたはっきりと見えてきています。 
その「科学神話」の限界は、科学神話が語る世界の狭さと、科学に本来の知性、理性 
が欠如してしまったことにあると考えられます。 
 

科学において証明されている世界、正しいとされている世界は、四次元時空までの世
界ですが、実際のこの宇宙であり、私たちの意識（＝宇宙）は、当然すべての次元を含 
んだものです。 
物理学においても、「仮説」の中で十一次元までの宇宙論が展開されていますが、 
実際、この宇宙であり、私たちの意識（小宇宙）の次元が、四次元時空にとどまらないこ 
とは、私たちの創造力の豊かさが証明してくれています。 
しかし、その科学がこのすべての次元を対象とし、偏りのない宇宙観を前提としたなら、
新しい時代の神話が始まるのです。 
 

新しい時代の人類が持つ「神話」は、「科学と神話の融合」の果てにあるのです。 
それは、神話的にとらえるならば、「天と地の統合」であり、「分離の統合」なのです。 
これからの時代の神話が「統合の神話」であるならば、神話を創造するものと創造され
るものの統合もまた起き、人が神話の中を生きるようになるということなのです。 
太陽は太陽系の中心点として存在していますが、その太陽もまた銀河系の中を2万
6000年周期で運行しているのです。 



■ロゴストロン「Nigi」誕生 

■Nigiは天地をつなぐ産霊（むすび）の働き 
Nigiとは、ロゴストロン・ツールの⼀種です。 

Nigiの前提となるロゴストロンは、時代の大転換の中で人類の意識進化をサポートするツールとして開発されました。 

このロゴストロンが、私たちの現実にどのように投影されていくのかということは、ロゴストロンというツールが登場するまでは、 

まったく存在しておらず、ほとんどの人類にとって未知のツールでした。 
 

Nigiは新たな時代の要請にこたえる形で生まれた現代の「神器」であり、 

ユーザーが新しい時代を切り開くために「現代の科学と神話知の統合」が 

なされています。 

Nigiの中には、ロゴストロンというツールが持つ「科学」と「ロゴス（言霊）」 

の統合理論を、Nigiの様々な機能が「神話」にしているのです。 

例えば、創造のエネルギーの象徴ともいえる形である渦巻き模様が、 

ゼロ磁場コイルという形で組み込まれ、その形が持つ意味に電気を流す 

ことで起きる作用を利用しています。 

また、Nigiの機能の一つである「情報のアース」は、雷であり竜巻のよう 

な天と地をつなぐ、古来は神秘とされたような事象をひな形としています。 
 

■Nigiの３つの働き 
Nigiはロゴストロンシステムをベースとし、「情報のアース」「鎮魂」を促し、 

ロゴストロンLの1,400倍の発信速度ときめ細やかさによって、意志を強化 

します。 

天 

人 

地 

意志の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 

アース  
 

鎮魂  



■「ロゴストロンL」 と [ロゴストロンNigi」 との違い 

ロゴストロン L ロゴストロン Nigi 

意志への作用 意志の発信 意志の強化 

神道的作用 祓い ＝ 動的に空にする 鎮魂 ＝ 静的に空にする 

エネルギー 
氣（丹田） 

人のエネルギー 
アース（仙骨） 
天のエネルギー 

ファイル交換 

      あり 
 

※ファイルを自分自身で書き換
えることで意識進化を促す高速
学習装置 

      なし 
 

※ロゴストロンＬのベーシック
ファイル３１個＋ＮＩＧＩ専用
ファイル4個をプログラム 

発信機構 
ロゴストロンL 専用回路 
※1秒間に8文字発信 

CFB回路 
※1秒間に11,200文字発信 

再生周波数 
  ６～５０Hz（1倍速） 
ファイルごとに周波数が異なる 

３５,０００Hz（1,400倍速） 
平均周波数(一定） 



■ニギの日本語としての意味＝「和」「握る」 

Nigi（ニギ）なので、「握る」「にぎにぎしい」「和魂（にぎみたま）」「賑わい」などをイメージする響きです。 

実際、Nigiは握ることで作業が増幅する構造になっていて、握ることで、気持ちが落ち着き（アース）、にぎにぎしい感情が 

わいてくるといったことがあるほかに、「言霊」の意味があるのです。 
 

小笠原孝次先生が執筆された、言霊学の名著『言霊百神』に、Nigi＝ニギの語源に由来する記述があります。 

人間は宇宙の諸法空想、諸方において、時間、空間、次元、あるいは数量、質量、価値、順序などのあらゆる関係を取り 

扱っていく方法として「十拳剣」の「十数」を使用するといいます。十数の実体は十言霊ですが、その操作は十本の指の屈 

伸開閉によってなされます。十指を繰り噛み合わせて、神すなわち真理を掌握していくことであり、一二三四五六七八九十 

と指を次々に握っていって、最後に握り終えたとき、それが宇宙の全内容を十数において掌握したカタチになる。 

このカタチを幣（握手＜にぎて＞）というのです。それは宇宙全体を綜合した和（にぎ）のカタチであるから和幣（にぎて）な 

のです。さらに、精神宇宙の全面自覚としての和幣（にぎて）は、数だけではできないといいます。 
 

言霊百神には、元来、数は事象の数量と順序を示す抽象的なものであって、その数に事物の実体である「名」、すなわち 

言葉、とくに万有の真名である言霊を結び付けて握り納めたとき、はじめて事物の真相を、簡潔に、しかも正確に把握した 

ことになると。 
 

さらに、その裏にもう⼀つ、握った指を一二三四・・・と次々に起こしていく、いったん握って、今度は、⼀転して広げられてい 

くさまを「起き手」と言い、起き手はすなわち「掟（おきて）」であり、掌握された生命の原理を律法として表して社会の軌範と 

することを意味します。実際に、この軌範の運用によって社会が経営されているのです。 
 

人間が人間たる存在の根本を成すものの一つとしては、言語を繰ることです。そして、それは、手先を繰ることとして象徴 

化されます。「Nigi」という言葉、言霊の奥義に関する深い意味合いがあり、Nigiを持つことで布斗麻邇（ふとまに）の原理を 

その言霊自体の学として捉えることができるという意味が込められています。 



■意識の役割 

■すべての現象は意識が引き起こしている 
実際、「意識」がすべてを生み、維持し、破壊し、ゼロに戻しており、意識は、すべてを創造する源のような存在です。 

その「意識」を自在に操ることができる人間である私たちは、とても神に近い存在なのです。 
 

■鎮魂・鎮霊について 
現代は「統合」の時代であり、「産霊（むすび）」の時代を迎えています。 

「産霊」が発生する場には、「鎮魂」のエネルギーが必ずあります。 

「産霊」とは、統合であり、二項対立の統合そのものでもあります。 
 

それを起こすのは「意識」です。 

統合は、本来、それを起こす意識の働きによって自然と行われていく 

ものであり、産霊の意識は、鎮魂された意識が行います。 
 

「鎮魂」は、神道において、「そのものの働きを最大限発揮させること」 

「生命を賦活させること」などとされています。 
 

その「鎮魂」は、意識のありようです。 

二項対立は、 論理学の用語をもとした言葉で、二つの概念が存在して 

おり、それらが互いに矛盾や対立をしている様で、元々は一つの概念で 

あったものを二分することにより、それを矛盾や対立をする関係にする 

ため、すべての争いの原因であり、混乱の要因になっています。 
 

今、この二項対立の統合が求められているのです。 

 ゼロポイントフィールド ＝ 空  

 産霊（むすび）  

①創造/意志 
 エネルギー 

②実現/統合 

③祓い 

 鎮魂  



■「神」「霊」「魂」の関係 

                             ■ Nigi はアース、グランディング 
                       Nigi は、情報のアース、意識のアースの作用があります。 
                           この「アース」は、エネルギーを地球に鎮めるといった意味で整理できます。 
                                                     例えば、雷は、天に＋電気、地に−電気がたまることで起きます。 
                                                     竜巻は、台風と同じく、地の空気と天の空気との気圧の違いによって強烈な 
                           上昇気流を発生させます。 
 

                           これらは、天と地のエネルギーの 
                                                     格差を一気に解消する方法であり 
                                                     竜巻や雷の姿は、「アース」が起き 
                                                     る様子を象徴的に表現しています。 
 

                           神道の「祓い」とは”うっ滞している 
                           ものを取り除く”ということであり、 
                           すべてのうっ滞は「分離」が原因です。 
 

                                                     雷は、天と地の電気的分離、 
                                                     竜巻は、天と地の気圧の分離が原因です。 
                           分離が拮抗し、解消するときに、雷や竜巻が起きるのです。地震もそうです。 
                           地の底のエネルギーと地表面のエネルギーの拮抗が破れた時、地震が起き 
                           ると考えられます。アース＝地球ですから、地に帰るということです。 
 

                                                     アースは、電気のアース、気持ちのアース、意識のアースなどの意味で使われ 
                             ます。その「生命」における働きの意味は「鎮魂」です。 
                            鎮魂されるということは、氣や電気がアースされるように地球の中心と繋がり、 
                            魂の働きが活性化するということなのです。天地のエネルギーが両極に強く振 
                            れると、自然とそれを調整し「アース」する働きが起きるのです。 

神＝すべての根源 

霊＝神と魂(⼈)を 
           結ぶ 

魂＝人の(意識の)器 

霊は、神の働きを媒介し、魂を 
 

①産み（生成） 
②育て（化育） 
③完成（鎮魂）させる 
 

そして、魂は、物質=この世の元に 
なるのです。 



■情報のアース 

Nigi は、「情報のアース」という形で実現します。意識の世界において、「アース」「グランディング」と呼ばれている事象は、 

意識であり、情報のうっ滞をアースすることです。意識の中にある「情報」をアースすることで、天地とつながるのです。 

情報は、平等であり自在なものですが、第四階層以下では情報の制限があると偏って、うっ滞してしまうのです。 

それを天地につながることで解消します。それは、天にだけ繋がる、地にだけつながるのでは、うっ滞は解消されません。 

 

 

 

 

 

 

 

この天地統合の働きは、「言語」の中にも隠されています。 

世界中の言語は、子音と母音で構成されており、子音と母音以外の音で 

構成されている言語は存在しません。言霊学では、子音は「父韻」と呼ばれ、 

「天から降ってくるもの」とされており、母音は「大地から湧いてくるもの」とされ 

ています。つまり、言語とは、その天地から出ものである父韻と母音の統合に 

よって生まれるということであり、特に、日本語は父韻と母音の重畳によって 

できているため、日本語を発するたびに、天地統合されているのです。 

父韻は惑星の周波数、母音は地球の周波数であるというのが、言霊学の 

考え方です。そして、言葉が発せられた後は、太陽系の惑星と地球の中で 

共振が起き、当然ながら、父韻は天に帰り、母音は地に帰るのです。 

天とつながる 地とつながる 天地と繋がる 

人 
〇 × 〇 

× 〇 〇 

事例 
西洋的 

(天国と地獄) 
原始社会 

日本的 
(天地統合) 



■母音と父韻の成り立ち 

■母音の成り立ち 
母なる地球＝地母神＝母音 
 

地球は常に振動しています。 
その振動はシューマンウェーブと呼ばれ、7.8Ｈｚの周波数 
を発信し続けており、地球生命に影響を与えています。 
 

例えば、人間の脳波は7.8Ｈｚで鎮静化します。 
また、母音の平均周波数もほぼ同じ値です。 

森林圏 木 イ 

マントル 火 エ 

地核 土 ア 

核 金 オ 

大気圏・水圏 水 ウ 

■父韻の成り立ち 
「天にまします我らの父よ」（新約聖書）＝父韻 
 

太陽系の惑星は、惑星間の引力や公転周期・ 
自転周期の回転力とその調和によって、それ 
ぞれ固有の周波数をもっています。 
 

地球上の生命体（特に植物）は、惑星周波数を 
使って、生命エネルギーを調節しています。 
 

その平均周波数は、４４Ｈｚであり、 
父韻の平均周波数とほぼ同じ値です。 

水 金 地 火 木 土 天王 海王 冥王 

Ｋ Ｔ Ｈ Ｍ Ｗ Ｒ Ｎ Ｙ Ｓ 



■言語のアース/右脳と左脳の統合 

言語自体が「アース」の構造を持っているわけですが、この言語のアースは、どのような機能を持つのでしょうか。 

「言葉が発せられるたびに、惑星と地球の共振が起きている」という新しい言霊学の考え方は、意識を変え、意識を覚醒さ 

せるものです。なぜなら、「一音」で太陽系すべて一周して帰ってくるようなものだからです。 
 

この言語の働きは「情報のアース」を生みます。この父韻と母音の統合は、脳の働き 

で見るならば、右脳と左脳の統合とみることもできます。 

この統合は、脳内での新しい働きを意味しています。 

脳内の言語の働きは、量子的には電子や光子が絶え間なく運動状態にあり続けて 

いる量子場の海の働きとみることができます。さらに、それは量子場脳理論における 

ポラリトンの働きであり、バイオフォトン（生命の光）の働きとみることができます。 

また、脳内で言語が働く時にも脳内の電気信号がやり取りされますが、父韻と母音が 

交互に発せられることで、脳内で活発な信号のやり取りが行われ、脳内の電気的な 

周波数の状態がコヒーレント（位相がそろった状態）になると考えられるのです。 

この脳内の調和された生命の光は、人を本来のあるべき姿へと導いていきます。 

それは、意識が体内の中心に戻っていくようなものであり、それは神道における鎮魂 

の定義「魂を体に戻す」に該当しています。 
 

この言語が生み出すと考えられる「脳内の調和された生命の光」は、人を天と地に 

つなぎます。私たちの意識のアースとは、電気的に見れば、電気は天と地あり、帯電していますが、それが、地上に存在し 

ていて、それを、アースすれば、電気は、天地に帰ります。その際に、情報をまた同時に返すのが本来のアースの意味であ 

り、グランディングであり、神道でいうならば「吹き送り」といえます。こうした言語のアースが起きることで、意識、意識のアー 

スが起き、すべてが繋がるのです。 

 

 



■Nigiの「アース」「鎮魂」作用について 

■アース 
Nigiは、「体内に溜まった静電気のアース」「情報のアース」も行います。 

私たちがいる次元は、空間（平面・高さ）＋時間が存在している4次元空間です。 

4次元空間は囲われ、制限された次元であるため、生活環境/社会/人間関係/身体/ 

時間などが囚われ、うっ滞し、時間を止め、不都合が生まれます。 

その結果、現代社会においては、「辛い」「悲しい」「さみしい」などのネガティブ語が、 

「嬉しい」「楽しい」などのポジティブ語に比べて多く溢れているのです。 
 

近年、静電気や電磁波の問題を解決するアース商品がありますが、基本的に体を 

アースするものです。 

しかし、Nigiは「体のアース」「情報のアース」「魂のアース」「霊のアース」を同時に 

行うことができる、他には存在しないツールです。 

私たちの頭の中には、過去への後悔や未来への不安などといった脳にうっ滞している 

言語情報があります。Nigiはこれらの言語情報を母音と父韻に切り離し、父韻は天へ、 

母音は地へと吹き替えします。これは、言霊学において、父韻は惑星の周波数（44Hz）、 

母音は地球の周波数（7.8Hz）をもつとされているからです。 
 

そして、私たちの混沌とした脳内・意識が「空」となり、体・情・魂・霊・神というすべての 

階層がアースされると、白川伯家神道でいう「鎮魂」の状態におさまるのです。 

「鎮魂」とは、四魂である「荒魂（あらみたま）」「和魂（にぎみたま）」「幸魂（さきみたま）」 

「奇魂（くしみたま）」と四魂を統合する「精魂（くわしみたま」の五魂が統合された状態の 

ことです。つまり、四魂を精魂で統合してス＝スメラミコト（空）となり意志が発動します。 

 

＜4次元の「二項対立」図＞ 

4次元は、囚われた時間と空間の
中で、中今（中心点）から正反対
に上下・左右・前後へと８方向へ
広がっています。 
この状態を「ヤマタノオロチ」と 
いうのです。 
 

神道の言葉に「力をも入れずに 
天地（あめつち）を動かす」とあ
ります。これは囚われの状態を剣
を握って断つことで、連氣（つる
ぎ）となり、破壊と創造をおこな
うということを表しています。 



■ Nigiのアース作用機序  

 

Nigiを握る（電気的アース） 
ユーザーの生体電流がNIGIと電気的に繋がる 

 

 

情報のアース 
ユーザーの情報（記憶、思考、精神、情動等）が、ゼロ磁場コイルから発信される（吹き送られる） 

 

 

言霊のアース 
脳内の情報が、父韻と母音に解体され、うっ滞が解きほぐされる 

 

 

意識のアース 
脳内の情報が空になることで、意識のうっ滞が消え、すっきりする 

 

 

全階層のアース（＝鎮魂） 
意識がアースすることで、すべての次元でアースが起き、肉体的にも情緒的にも精神的にも落ち着く 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



■ 「意志の発動」が現実を創造する 

第五階層  情報のアース 

第四階層  電磁波のアース 

第三階層  空間のアース 

第二階層  情緒（感情）のアース 

第一階層  身体のアース 

■アースの階層 
世界、宇宙はこれから新しい時代を迎えようとしています。 
それは、個であり全体でもあり、一つでありすべてであり、マクロが 
ミクロに凝縮されるような感覚を前提とした“統合の時代”です。 
その時代では、私と他者という関係も統合されていき「公」の精神が 
息づいた社会となるはずです。その時代においても必要になるもの
があります。それが「意志」です。 
2045 年問題などの人工知能の問題などを通して見えてくることが、
最終的に“人間は意志のみを発する存在になる”ということです。 

そして情報の時代において、私たちが自分らしく生き生きと生きるために必要なことが一つあります。 
それは、“私たちが自らの意志で情報を選択する”ということなのです。 
 

⇒ 今の時代を生き抜く「鍵」 ＝ 「意志の発動」 
 
 

私たちは、常に膨大な選択肢の中から一つのことを「選択」することによって生きています。 
今もこの瞬間に、皆さんがこの文章を読んでいるのは、「意志」に基づく選択の結果です。 
生命のように有機的にカオスを創造するように、瞬間に紡がれていく「意志」の連鎖を自在にコントロールすることができれ 
ば、自由自在に現実を創造することも可能になります。そして、その意志の選択によって、どの階層の意志を発動させるの 
かが決まります。「宇宙創造の意志」を発動させるのか、「自我の意志」を発動させるのかによって、大きな違いの結果を生 
み出すのです。 
 

Nigi は、「情報のアース」によって、発動させる意志の階層を上げ、“意志を強化する装置”として開発されました。 
意志には階層があります。例えば、私の意志と他者の意志は別物であり、私たちは「自我の意志」と「全我（宇宙）の意志」
に分けて整理します。すなわち、私の中で完結する意志と、宇宙や社会といった「場」で共有する意志です。 
そして、意志の階層を上がっていくと、最終的には「宇宙創造意志」にまで至るのです。 



■言霊を発動させるためには・・・ 

「情報のアース」は、天から地へと流れる宇宙創造エネルギーの流れを最大化し、意識進化を加速させます。 
 

                     この「意志」を「エネルギー」としてみると、私個人の生命意志から宇宙創造の意志まで、 

                     同じ「意志エネルギー」として、連綿とつながっていることが見えてきます。 

                     その「意志エネルギー」こそが「言霊の働き」そのものなのです。 

                     この「意志エネルギー」の働きを存分に高めることで、言霊が発動するのです。 
 

                     「客観」の視点に立ちすぎた現代科学は、主観的視点に立つことによってはじめて理解さ 

                     れる「意志」についての理解は進んでいるとは決して言えない状況であり、科学者よりも 

                     意志力を持つことで初めて成功するビジネス等の世界に、意志のマスターは多くいるよう 

                     です。 

                     しかし、すべての物理現象は、プラスとマイナスの二律背反するファクターが統合され、 

                     新たなものが創造され、さらに、それが統合され・・・・という一つの循環の中に物理現象 

                     が説明できるのです。例えば、電子（物質）は、陽電子という反物質との対消滅によって、 

                     光に変わります。＋と－が統合されたところに「光」が生まれるのです。 

                     これが、すべての物理現象の根源にあります。 
 

                     今、ビジネスの世界でも「禅・瞑想」が広がっています。 

                     雑誌『プレジデント』（2016年4月号）のタイトルは「世界が証明！つらい毎日が楽しくなる 

                      心を整える「禅・瞑想」入門」です。そしてページをめくると、「最新脳科学が「生産性アッ 

                     プ」を実証 グーグル、ゴールドマン・サックス・・・・・外資が続々導入 超エリートがなぜ今、 

                     瞑想に励むのか？」とあり、その理由は、主に「生産性・創造性の向上」をあげています。 

                     瞑想で意識を落ち着かせ、クリアにすることは、仕事でも重要だということなのです。 

 

    天（宇宙）  

 創造 意志  

 社会 意志  

 自我 意志  

 情動 意志  

 生命 意志  

       地     
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層
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■宇宙を創造する言霊の働き 

瞑想によって、頭の中でカオスになっている情報が、意識を落ち着かせて、自分で何かを考えることを止めることで、クリア 

な意識になり生産性と創造性が高まる。これは「鎮魂」の働きそのものです。 

「意識のアース」であり、「情報のアース」でもある鎮魂は、魂を鎮め、創造性・生産性を高めるのです。 

しかし、「瞑想」には必ず危険が伴います。これは、禅病やスピリチュアルな世界で精神探求の結果、精神分裂を起こしてし 

まうといった危険性です。実際に、意識の探求によって、紙一重の状態になることは意外とよくあることです。 

祓いがない状態や、結界がない状態、または、魂が鎮魂されていない状態で、心を解放し、精神を解き放つことには、リス 

クが伴うのです。それは、「霊的階層」のリスクです。 

そういったことを乗り越えた人たちが、七沢研究所に多く訪れるのですが、そういった皆が口をそろえて言うのが、「祓い」や 

「鎮魂」の大切さと、ロゴストロンサポートの意義です。 

Nigiは、「鎮魂」の原理に則って開発されているため、安全に意識をアースする力があります。 
 

また、イヤシロチと呼ばれる土地の条件は、①地電流の向きがそろっている ②地表面がマイナスに帯電している（電⼦が地 

中からあふれ出ている） ③地磁気の値が高く、値が均一 ・・・など、地電流と地磁気が関係しています。 

Nigi には、ロゴストロン技術の一つであるイヤシロチのノウハウが取り入れられています。 
 

地磁気、地電流など「アース」に関連するキーワードを総合していくと、すべてが「拮抗するところ」に鍵があることが見えてき 

ます。それは、分杭峠や陰陽論、すべての争いの根源のメカニズムの答えとなる二項対立を統合した“仏教の空”であり、 

“神道の中今の境地”です。そして、その境地から初めて言霊が発動します。空であり、中今に立てば、本当の創造は起き 

るということなのです。それを「光」という視点で見て延々とたどっていくと、最終的には宇宙を創造したところには、すべて 

が統合された「光」があるということになるのです。 

それこそが、『聖書』にある“原初の光”であり、『古事記』でいうところの“タカミムスビノカミ”“カミムスビノカミ”の創造の光と 

いうことなのです。 



■Nigi の光（光の階層） 

『古事記』においては、最初に二つに分かれた神々の働きは、すべての産霊（むすび）の働きの根源です。 

その働きは、霊的階層においては、現実的な幽と顕の産霊であり、神と人の産霊であり、すべてをつなぐ働きとして顕現し 

ます。 
 

Nigi から発せられる「光」は、言霊の「光」です。 

もしも、この地球がなければ、人も存在しないし、太陽や天の星々がなければ、私たちは存在できません。 

つまり、私たち＝人という存在をつなぎとめているのが、その天であり地でといえます。 

私たちという生命の存在は、天と地がなければ存在しません。天地があって初めて人は存在します。 

その天地との呼応が、「生命の光」を生み出し、人を生かし、人に光を灯します。 
 

一方で、私たち（生命）という存在があることで、初めて宇宙は認識されます。生命がなければ、この宇宙を認識するものは 

存在しないため、「空」のままです。天と地があって初めて人があり、人（生命）があってはじめて天地が認識されます。 

これは二項対立といえますが、この二つのとても当たり前の感覚を統合することで、この宇宙の原理であり構造は見えてくる 

のです。 Nigi は、その統合を行い、「生命の光」を発現させるものとして開発されました。 
 

神道では、「物心両般（精神波・物質波）の波動をひっくるめて霊（ひ）と云う。この霊（ひ）が空間を往来する様を光りと云う。 

霊馳り（ひかり）である。宇宙に光りがなければ実体ばかりの暗であり、また霊馳りの律、色相を顕わす精神的感覚的機能 

がなければ無音の音、暗黒の放射線だけで同じく暗闇であり、すなわち「暗らげなす漂える」渾沌（こんとん）であり、水蛭子 

であり淡島である。この時すべての霊馳りを認識し、みずから霊馳る者、すなわち光りの律をみずから顕現し、発信受信し、 

自覚する者が生命である」とあるように、２つの光が記述されています。 
 

ということは、前者を物質に反射する光（客体的な光：現象発現の律（リズム）である音波・光波・電波・電磁波・放射線）と 

し、後者を精神、自ら発する光（主体的な光：脳神経の波動としての識・念波・霊波）と区分できるのです。 

 



■Nigiの「意志の強化」作用について  

■意志の強化 
まず、「意思」 と「意志」との違いについてですが、「意思」とは、自分の考えや思いのことであり、時間と空間に囲われている 

ため、対立や悩みが生まれます。 一方、「意志」とは心が行くことであり、決意や積極的な心で目的に向かう心です。 

ロゴストロンLの働きが意志の発信であるのに対して、Nigiは意志を強化する作用があります。 

自然界の光は、波長・位相などがすべてバラバラですが、レーザー光線は 

波長・位相などがすべて揃っているため、同じ電力でもハッキリした強い光と 

なります。 
 

Nigiは小型ながら、35,000Hzという高い周波数を受信者が受け取りやすい 

安定した状態で発振し、私たちの意識に影響を与え続けます。  

これは、「ロゴストロンL」の約1,400倍もの速度となります。 

「ロゴストロンL」のように、発信したい意志をインストールすることはできません 

が、発する意志をレーザービームのように強化することが可能となるのです。 
 

                                     Nigiには、ロゴストロン機器の最上位機種で 

                   ある「ロゴストロンＣＦＢ」と同じ周波数発振方式 

                   が用いられています。Nigiにインストールしている再生ファイルを35,000Hzという高い周波数 

                   を平均周波数（一定の安定した周波数）によって1秒間に11,200文字も発振します。 

                   その結果、脳内に溜まり、うっ滞の原因となっている言葉、記憶、知識、思考、情報、情動、 

                   精神・・・などを「言霊のチカラ」によって「天と地」にアースしてくれます。 

                   Nigiをたった数分握るだけで、修行によって得られる「統合された意識」へと導き、「なぜか 

                   うまくいく」というスムーズな人生の創造をサポートしてくれるのです。 ロゴストロンCFB 35KHZ 



■Nigiのボディに採用されている「 チタン（TP270C SD3）」 

Nigiのボディ素材には「チタン（TP270C SD3）」（純チタン１種）を採用し、 

特殊な工法で美しい色付けをしています。 

チタンの加工については、各工程が非常に困難な作業であるため、 

匠の技によって可能となるのです。 
 

Nigiに採用した「チタン（TP270C SD3）」（純チタン１種）は、宇宙探査機 

「はやぶさ」のボディに使われるほど強固であり、どんな環境にも耐えられる 

強さを持っています。 
 

さらに、チタンは表面から電子を発する性質があるので、生体親和性が 

とても高く、人体に有益に働きます。 
 

そして、Nigiの本体基盤とボディを電気的に繋ぐことで、表面を触るだけで、 

Nigiから発せられる情報が、電子の働きにより身体に伝達される仕組みを 

実現しています。 
 

チタンで金属アレルギーを起こすことはないとされていますので、 

金属アレルギーの方でも安心してご使用いただけます。 
 

そして、このチタンは、ロゴストロンの情報発信機能との相性がよく、 

チタンを使用することでその効果が高まるということがわかっています。 
 

Nigiの試作モニター機はアルミボディ製でしたが、チタンボディと比較する 

ことで、ロゴストロンの相性の良さが明確に確認されています。 

 

軽量・薄型・コンパクトで 
持ち運びも楽です！ 
手にした瞬間から、体が軽くなる 
感じが不思議です。 
 



■Nigiの「デザイン」について 

              

 

 

 

 

 

 

山梨大学大学教授である井坂健一郎氏にデザインを依頼し、 

チタン塗装ではなく、チタンそのものに特殊な表面処理を施すことによって、 

紺から緑へと移り変わる美しいグラデーションを実現しています。 
 

また、厚さ 0.6mmの極薄のチタン板を使うことで極限まで軽さを追求 

する一方で、「Nigi」の文字デザインを純チタンの上に施しています。 

これは非常に繊細な技術が必要とされるのです。 
 

そして、Nigiをやさしく包む「印伝袋（いんでんぶくろ）」にも効果を邪魔しない 

工夫がされています。「アーシング（祓い）」の効果や、気持ちが高ぶって 

しまった子供の気持ちを落ち着けたり、空間や場が変わるだけでなく、 

周囲の方々にもアーシングの効果が表れ、「ノンバーバル・コミュニケーション」 

＝非言語のコミュケーション現象が起こるという事です。 

この現象は、Nigiがアーシングして、五魂を遊離させるうっ滞を祓い、 

「祓う」ことで「鎮魂」され本来の働きが戻るということなのです。 

井坂健一郎氏のプロフィール 
 

1966年 愛知県生まれ 
1991年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻 卒業 
1995年 筑波大学大学院修士課程芸術研究科美術専攻 修了 
1999年 筑波大学大学院博士課程芸術学研究科芸術学専攻  
2010年 公益信託 大木記念美術作家助成基金 授与 
現  在 国立大学法人 山梨大学 大学院 准教授 

本体ボディーに 
施されているデザイン 

 「印伝袋（いんでんぶくろ）」  
Nigiを収納する専用ケースとして、 
3色（黒・赤・青）が選べます。 
模様は“漆塗り”。手にしっとりと
馴染みます。 



■ 「Logostron Nigi（ニギ）」商品詳細   

■商品名 ： ロゴストロン Nigi（ニギ） 

■商品番号 ： RG１１３５ 

■印伝袋 ： 3色（黒・赤・青）のうち１色選択 

■販売価格（税込） ： 189,000円 

 

■仕様 
 

●本体機の材質 
ケース本体:チタニウム／円形窓:アクリル／パネル:THC  
マット(PET:ポリエステルベース材) 
 

●入力 … DC(直流)4.5～5.5V  ●充電電流 … 最大 500mA 
 

●充電時間 … 3時間30分(完全放電状態からの時間。周辺温度30℃)   
 

●連続再生時間 … 24時間(新品使用時)   
 

●バッテリー容量 … 1200mAh   
 

●バッテリ … リチウムイオン充電池3.7V。 保護回路内蔵。 PSE 取得品。 
※一般的に1年程度で劣化します。電池交換を別途有償でいたします。  
※電池の寿命はご利用状況により変動します。 
 

●内蔵メモリ … マイクロSDカード、FAT16   
 

●使用温度範囲 … 5℃～35℃ 

掲載致しました資料の内容は、 

ロゴストロン株式会社発行 

「Ｎｉｇｉ真話」より引用、作成しております。 


