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お買上げありがとうございます。 
「言霊∞」はあなたのための、アファーメーション、特別な音を鳴らし続けるユニークな機器です。聞くだ
けで効果を得られる音を選んであります。 
 
ジャックにスピーカーを差し込んで音を聞くこともできますが、長い間聞いていると苦痛になってきます。 
そこでスピーカーをはずすと微弱な電磁波として「聞こえない音」をコイルから発生します。この方法に
効果があることは、シューマン周波数発生器などで証明されています。 

さらに「言霊∞」は音声よりもはるかに低い周波数のシューマン波（7.8Hz）も別のコイルで発生しつづけ
ています。 

内容物 

• 言霊∞本体 

• ACアダプター 

• スピーカー 

• マイクロSDカード2枚 
（1枚は本体にすでに装着されています。もう一枚は電池ボックスに入れてあります） 

マイクロSDカード1(青:�本体装着) 

これには、言霊を発する言葉は10種類の音声、6種類の音を用意しました。 
音声は聞いて心地よいナレーターに読んでもらった音声です。 

1.「ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています」 

2.光明真言 

3.「ありがとう」 

4.「すべてはうまくいっている」 

5.一二三祝詞 

6.「嬉しい�楽しい�幸せ�ありがとう�感謝してます�愛してます�許します�ついている」 

7.「ハルチ�ツズチ�ウムチ」 

8.「天照大神」 
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9.般若心経 

10.大祓祝詞 

11.ホワイトノイズ 

12.ピンクノイズ 

13.波の音 

14.雨音 

15.クリスタルボール 

16.4096Hz�天使の周波数 

2,5,9,10などを除霊に使う場合は、スピーカーで流してください。 

解説 

1�「ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています」 

「セルフアイデンティティー・スルー・ホ・オポノポノ(STH)」で唱えられる4つの言葉です。ハワイの伝統
的な「ホ・オポノポノ」とは違います。 
STHでは人生で起きる問題の本当の原因は、あなたの内にいるもう一人の自分がもっている記憶だと
します。これらの言葉を唱えることで、ネガティブな記憶がクリーニングされるとします。 

2�光明真言 

真言宗に伝わる呪禁（マントラ）です。弘法大師空海�自ら伝えられました。 
一心に唱えることで、すべての災いを取り除くことができるといわれている、かなり強力なパワーのある
真言です。霊験は数多くあります。 
これを鳴らし続けて、災いが消えたというフィードバックもいただいています。 

3�「ありがとう」 

よく言われるたくさん唱えることで幸いが訪れるとされています。鳴らしていると楽ですね。 

4�「すべてはうまくいっている」 

これは世界中で唱えるといいと言われています。英語だと"Everything is all right"です。 
潜在意識に話しかければうまくいく、ということです。 

5�一二三祝詞 

神道における祝詞です。「ひふみ」から始まる日本語の清音47音が、全て重ならないように作られてい
ます。 
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その一音一音に言霊が込められおり、47文字のひふみ祝詞の中にとても深淵な意味が隠されていると
されています。 
意味はいろいろ言われていますが、ひとつの解釈が以下のものです。 

『ひふみ�よいむなや�こともちろらね』 

宇宙間の生物、森羅万象は、恩顧（すべてのものに恵みを受けとること）により、生を享（身を捧げる）くるものなり 
我々は、日常生活の就中にはすべて、日の神、月の神の慈しみによること、至大なり 

『しきる�ゆゐつわぬ�そを』 

日月の神は常に、死・老・病の苦悩を去らしめ、悪神をして、憑依する能わしめ（永遠の生成化育の発展を計り給
う） 

『たはくめか�うおえ�にさ』 

陸の耕地は、年々豊かに富ならしめ、海の魚は、日毎に獲物あらしめ給う 

『りへて�のます』 

老若男女を問わず、黙々として悦びて、働き以って、日月の赤子をして相和し、悉く（ことごとく）餓ゆること無から
しめよ 

『あせゐ』 

朝に出て、日に背に汗し、夕に帰りては、陰陽和合の喜びをたのしみ 

『ほれけ』 

常に熱烈に、日の神、月の神の出現を祈り、かつ拝せよ 

6�「嬉しい�楽しい�幸せ�ありがとう�感謝してます�愛してます�許します�ついている」 
斎藤一人さんによるもので「天国言葉」と呼ばれています。 
前向きな言葉を使う習慣をつけることで、人生すべてが開いていきます。 

7�「ハルチ�ツズチ�ウムチ」 

本番で唱えるべき強運を呼ぶ言霊としても有名です。大本教の出口日出鷹先生の著書「信仰覚書」第
4巻に「張るち�うむち�つずち��何ごとをするにしても、この言葉を繰り返し唱うる時は、よき実りがあるな
り。」と書かれています。 

8�「天照大神」 

「あまてらすおほみかみ」という言葉は十言神呪（とことのかじり）と呼ばれています。 
「あらゆる悩みが解消する」「はかることができないほど多くのご神徳を得られる」といわれています。 
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9 般若心経 

最後の真言： 
羯帝 羯帝 波羅羯帝（ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい） 
波羅僧羯帝 菩提僧莎訶（はらそうぎゃてい ぼじそわか） 

にこそ意味があるという説があります。 
この真言は、どんな願いも叶えてくれる、病気も家庭不和もたちまち解決する力をもっている。 
公開された秘密経典だといいます。  
再生している間に、悩みの解決、願望を願ってください。秘密経典の真言により叶えられることでしょう。 

10 大祓祝詞 
オールマイティな祝詞です。中臣の祓えともいい、平安時代は毎年六月と十二月の月末の日に、犯し
た罪や穢れを祓うため、祭祀官、中臣氏が朱雀門で奏上していたといいます。 
唱えることで、自分の持っていたよくない気を消し去ることができ、そこから、開運や運気の上昇につな
がると考えられています。 

11 ホワイトノイズ 
人間の耳に聞こえるすべての周波数が均等に混ざっている音です。 
したがって他の音をかき消す「サウンドマスキング」ができます。 
たとえば部屋を静かにすればするほど、ちょっとした音が気になります。しかし道路沿いなどある程度の
騒音があると、特定の音は気になりません。 
安眠できない方は試してみてください。 

12 ピンクノイズ 
ピンクノイズとは、周波数に反比例し、高い周波数の音ほど弱くなるノイズです。1/fのゆらぎを作り出し
ています。ホワイトノイズより低めの音に聞こえます。 
ホワイトノイズと比べて使いやすいをほうをお使いください。 

13 波の音 
やすらげる海の浜辺の音です。1/fのゆらぎをふくみ、波の音は母親の胎内音に似ているそうです。 
リラックス、無心になる、安眠が期待できます。 

14 雨音 
雨の音は、水が落ちて流れる音です。そのため、雨の音によって水で洗い流されるイメージを持つこと
もできるでしょう。 
心や身体的な疲れなどを洗い流してすっきりした気持ちになれるため波の音同様の効果が期待できま
す。 

15 クリスタルボール 
瞑想用にこの製品のために演奏された演奏です。 

16 4096Hz 
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4096Hzは天と地を結ぶ「天使界の扉」を開く音とされています。癒やし、パワーストーンの浄化、場の
浄化などが可能とされています。(出典不明） 

マイクロSDカード2(ミドリ） 

このSDカードにはソルフェジオ音階がふくまれています。 

1. 174Hz 
2. 285Hz 
3. 396Hz 
4. 417Hz 
5. 432Hz 
6. 528Hz 
7. 639Hz 
8. 741Hz 
9. 852Hz 
10.963Hz 

ソルフェジオ音階とは歴史的に、11 世紀にグレゴリオ修道士が瞑想の詠唱で使用した瞑想音楽に関
連付けられているグレゴリオ聖歌は、元の 6 つのソルフェジオ周波数 (396hz – 417hz – 528hz – 
639hz – 741hz – 852hz) に基づいていました。元のスケールは、Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La に割り当て
られた 6 つの上昇音符でした。 
ソルフェジオ音階を使った曲は、潜在意識と意識に影響を与え、エネルギーのバランスを取り、宇宙と
の癒しを刺激すると信じられている周波数に基づいています。 

実際、グレゴリオ聖歌は人間の心理と生理に測定可能な影響を与えます。インペリアル・カレッジ・ロン
ドンの神経科学講師であるアラン・ワトキンス博士によると、聖歌を歌う人は、歌っている間、その日の
心拍数と血圧が最も低くなります。他の研究では、古代の曲を歌うと疲労が軽減され、うつ病が軽減さ
れることが示唆されています。 

1974年、医師で薬草学者のジョセフ・プレオ博士によってソルフェジオ周波数が再発見されました。彼
は直感的に数の書 (ヘブライ語の聖書) に導かれ、ピタゴラスの数削減法と呼ばれる数秘術の手法を
通じて、6 つのコードの発見につながりました。 

1988 年、生化学者の Glen Rein 博士は、ソルフェジオ音階を使ったグレゴリオ聖歌をスカラー オー
ディオ波に変換して録音しました。 
結果は、DNA 影響を与えるテストとして再生されました。紫外線の吸収を測定することで、Rein は音
楽が DNA に与える影響を記録することができました。 
歌は光の吸収を最大9％増加させ、Reinはソルフェジオ音階の音の周波数がDNAに共鳴を引き起こ
し、治癒特性を持っている可能性があると結論付けました。 
これがソルフェジオがDNAに効くといっている根拠の研究のようです。 
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各周波数の説明です。海外の情報を集めていますので、日本での説明と違うかもしれません。 

1.  174Hz 
筋肉をリラックスさせ、緊張を緩めます。呼吸が自然とゆっくりとなるはずです。瞑想に入りやすい状
態となります。 
痛みと緊張を緩めることについては、ある大学病院の研究でこの周波数を流して音楽を聞くと、患者
の回復が早くなったり精神状態の改善が、聞かない人よりも、みられたということです。 

2.  285Hz 
心の安定をより強固なものにするために、自然治癒力を促し心身を整えるといわれています 
安全を感じるルートチャクラに関連しています。 この周波数は、損傷した臓器や組織を再構築する
ようメッセージを送ることで、組織の治癒を助けると言われています。 

3.  396Hz 
罪悪感、トラウマ、恐怖心、不安の感情を緩和させるといわれています。 
また、個人的な目標を達成する道を塞いでいる罪悪感や否定的な信念を排除するのにも役立ちま
す。 
マントラを唱えてハーモニーを得ることもできます。 

4.  417Hz 
意識と無意識に働きかけ、回復力を高める助けとなります。 
仙骨チャクラに関連しています。過去のネガティブな記憶や否定を取り除き、前に進めるように促し
ます。 
安心感を感じられるでしょう。 

5. 432Hz 
これが自然に存在する普遍的な周波数です。 イタリアで実施された 2019 年の研究では、この周
波数にチューニングされた音楽は、440 Hz と比較して心拍数が遅くなることが示されました。  
この周波数は心に安らぎと幸福感をもたらし、ヨガ、瞑想、または睡眠に最適です。 

6.  528Hz 
変容と奇跡、DNAの修復により、エネルギー、意識、明晰さが増し、スピリチュアルな悟り、目覚め、
創造性が活性化されます。 
病気や病気を浄化します。  
日本の2018年の研究では、この周波数に合わせた音楽が内分泌系と自律神経系のストレスを大
幅に軽減したことが報告されました。  
また、この周波数によって細胞寿命が約 20% 増加したことも注目に値します。 

7.  639Hz 
対立するものを統合し緩和させることから、人間関係の向上が期待できるといわれています。 
自分自身、自分の人生、そして大切にして愛する人たちについて瞑想することで、人間関係を癒し、
再度よい関係を作ることを助けます 

8.  741Hz 
本物の表現力・解決力、クリーニングを支援し、心の世界の広がりにより新しい自己表現方法を発見
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することにより、感情の安定性を向上させます。 
それにより問題解決、体の浄化、直感を目覚めさせ、明確に思考に集中できるようにします。 
より深い直観を得ることができます。 
  

9.  852Hz 
宇宙とあなた自身との調和を生み出し、精神的な秩序を回復するのに役立ちます。  
これは、不安や緊張を感じている場合にとくに勧められる周波数です。 
あなたを落ち着かせ、ネガティブな感情をポジティブな感情に置き換えるのに役立ちます。 
直感を高め、スピリチュアルな存在と調和させることができます。宇宙に遍在するスピリットとつなが
り、自分自身に調和を取り戻すことができます。 
  

10. 963Hz 
一体感、団結、悟りの余地を生み出し、純粋で明るいビジョンと思考を可能にします。 
純粋で明るいビジョンと思考が心に浮かびます。 

ソルフェジオ音階の使い方 

最初にお断りしておきます。当機器のソルフェジオ音階はほぼ同じレベルでデータを作っています。 
しかし、周波数が高いほどスピーカーに送り込まれる電流が増えるため音が大きくなります。 
逆に周波数が低いと聞こえにくいのでボリュームをあげてみてください。 

どの周波数をどういう順番で聞くかといったことについて特定の方法はありません。 
直感に耳を傾け、あなたに共鳴するものを見つけてください。通常、あなたにとって最良の選択は、最
初に頭に浮かぶことです。 
しかし、ヒーリングが必要だと特定の目的を感じた場合は、上記の説明からどの音を聴くかを決めるこ
とができます。 

別にヨガの瞑想的な姿勢で聞く必要はありません。横になったり、あぐらをかいて座ったり、立ったり、自
分に合った方法でバックグラウンドミュージックとして、これらのヒーリング周波数に身を置くことをお勧
めします. 

音楽を一緒にかけてもかまいません。 

それでも同じ周波数がずっと聞こえているのは苦痛になってくるかもしれません。 
その場合、マインド・クラフトの製品はスカラー波で該当周波数を発生する機能がありますから、お使い
ください。 
冒頭の「1988 年、生化学者の Glen Rein 博士は、ソルフェジオ音階を使ったグレゴリオ聖歌をスカ
ラー オーディオ波に変換して録音しました。」ことでDNAへの影響を発見したことを思い出してくださ
い。有効な方法なのです。 

ソルフェジオ周波数の癒しの特性を感じるには、さまざまな経験した人の意見より、週に数回、4 週間、
15 分間のリスニング（再生）をお勧めします。 
できるならば自分がどのように感じているかを記録し、1か月前との違いを感じているかどうかを記録す
ることをお勧めします. 
ご存知のように普段の私達は一ヶ月前の自分の状況など忘れてしまっていますから。 
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操作方法 

パネルをご覧ください。（ボタンを見やすくするために色をつけています）

 

電源スイッチを上にあげると再生が始まります。音量は左ボタンか右ボタンで調整してください。 

音源は「音源選択ボタン」を押すと順番に変わります。 
どのボタンも長く押しても、短く押しても機能は同じです。 
10秒以上同じ音源を再生すると、電源を切っても次回に電源をいれても、その音を再生し続けます。
(メモリー機能) 

添付のスピーカーはピロースピーカーです。枕の下に入れて使うことができます。 

大きい音で聞きたい場合は、アンプ付きスピーカーを別途ご用意ください。 
「テレビスピーカー」と呼ばれているジャンルの製品がオススメです。 

たとえばこれは、JVC SP-A35M-S ポータブルスピーカーという機種です。 

スピーカーをジャックから外すと、内部のコイルで再生されます。 
1~10までの音源は音がでなくても波動だけで意味があるかもしれません。 

また、音源にかかわらずシューマン周波数の7.8Hzを別途、発生しています。 
シューマン共振は電磁波の影響を防ぐだけでなく、心を落ち着かせる効果や、リラクゼーション効果が
あるようです。 
また、ステレオのそばに置くと音の質が劇的に変わることはしばしば確かめられています。 
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＊ACアダプターを使用する場合は、電源スイッチを一度切ってください。 

SDカードの交換 

「言霊∞」からマイクロSDカードが交換できるように、ケースに交
換口を設けてあります。 

装置の電源をオフにします。SDカードを指のつま先で押してカ
チッという音がしたら指を静かに戻すとSDカードが出てきます。 
取り外したら別のSDカードをカチッというまで押し込みます。 

不幸にしてカードが装置内に入ってしまったら、プラスドライバーでネジをはずし、そっと開けてくださ
い。丁寧に扱えば壊れることはありません。カードを取り出したら元通りにネジを締めてください。 

ご自分のSDカード 

この装置は汎用的に作ってあるため、ご自分のオリジナルの言霊ファイルや音楽を入れて使うこともで
きます。 
例えば、音声ファイルを早い再生速度にして音源ファイルとしたい場合、AudacityというMP3加工ソフ
トで再生速度を早くすることが可能(https://audacity-mp3.xyz/saiseisokudo/)です。 

マイクロSDカードをご用意ください。あまり大きい容量のものは避けてください。標準で添付しているも
のは8GB(8ギガバイト）です。 
音源のファイル名は0001.mp3という感じでつけてください。音源ファイルをコピーして名前を変更すれ
ばよいでしょう。 
ファイルはフォルダーを作らずにそのままコピーします。 
再生の順序はコピーした順番になり、ファイル名の順番では関係ないのでご注意ください。 

以上、 
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