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多くの人が求められている
けれどち選ばれている人は少ない

ています︒それは

∴J
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父″を知っているからです︒しかし
心

心

は

の知らない物事を恐怖するよ

心″自体に奉仕をしたがっています︒それはまだ〝父″を見た
ことがないからです︵﹀慣習は

万人が創造された目的を達成するように要求されているのです

ぅにと〝心″に教えてきています︒

けれども︑奉仕することを選んでいる人は少数です︒この少数者

でさえも自らの運命の完遂にむかって前進する人はまれです︒彼

その証鰍は存在しています︒というのは

心

は自らがなす物事

らがもつている信念ば魂のそれではなくて大抵は心の信念です︒

心

は自身の安全性が存在していると自ら感じてい↓欄慣

のすべてに功績を帰したがるからです︒もし名誉を与えられない
ならば

習的・因襲的な生き方に立ち返ってゆきます︒いいかえれば︑

を獲∴

父″が万物の贈与者なのであって︑人間で

は人間を信じているのであ三し神を信じているのではないの
です︒しかし神なる

心

はありません︒そこで人間は額に汗していわゆる〝安全性

得し続け︑白身と同じような他人の〝心″の奴隷になつているわ

地球の人間は二重人格者として生きています︒すなわち〝心〟
である現世の結果をより多く語り︑

魂″である宇宙を云々する

ことば少ないのです︒そのために自分を現在の混乱の状態におい

ブラザース

が来訪して︑一多くの人がそれにこたえましたが︑

絶滅の危検が我々すべてをおぴやかしていた最も危険なときに

けです︒

ています︒これは長いあいだ〝心″によってつくり出された慣習
心〟

悲しいことにそれに関心をとどめた人ほ少数でしたっ多数の人は

と因襲に人間が従う場合︑特に真実なのであり︑それらは

それ自体と同じほどに誤ったものです︒要因を支配している恐怖

この世の報酬と安全とに立ち返って︑これまセに人間の手のなか

l

を受けたと称す鴻人

におかれた最も輝かしい宝石を捨ててしまつたのでした︒

が個人の魂に魂自体をあらわす織会を殆ど与えていません︒
あらゆる生命はその残存を宇宙に頗三しいて︑その報酬として

これら暗黒の時代にキリストからご嬰不

たちでさえも︑心の意志といぅあのムチひもにょって方心″の栄

を受けてきました︒ところが人間は供給を人間に腐って

おり︑その結果恐怖が欠乏と疾病を通じて人間の生活を支配して

光と安全を求めて横道にそれています︒このために︑本来の目的

〝供給

魂″は神なる〝父″に塞仕をしようと大声で叫び続け

います︒

を筍守している我々は︑それを遂行するのに必要な援助を得るこ

吉の意識″にょって与えられるからです︒

際にはこの荏の啓示以上に大きな真理はありません︒それは伸二子

毎日供給がありました︒私は地上の如何なる富や安全よりも偉大

たことはないのですが︑べつに困ったこともありません︒私には

して小て︑外観は我々と異なりませんので︑この質問に答えるの

ものです︒他の遊星の住民は我々の創造者と同じ創造者の似姿を

以下の文はプラザ㌧スの見分け方に関ナる多数の照介に答えた

ブラザーズを見分ける方法

とができないような状態にたち至っています︒

それゆえ再び申しますと︑〝ブラザーズぷを通じてもたらされ
た神なる〝父″の教えは︑この世の黄金と一時的な心の満足との
ために売られてしまつたのです︒

父〟

七十一年の生涯を通じて私は地球人が富と考えている物を集め

な永遠の知識を得ています︒私は自分を生み出してくれた

も私を

それとも他の世界から来た人かはわかりますゥ

した

しかしそのときで

がって誰かに話しかけてみさえすれば︑その人がこの世界の人か

宇宙の事象について彼らは我々をはるかに凌駕していますっ

知識ということになれば︑地球人がこれから学ばねばならない

は容易ではありません∩﹀

にたいする確蘭たる信念をもつております︒そして〝父

無視したことはありませんし︑私のあらんかぎりの力をもつて
は私を見捨
心〟は．失望以外の何物をも

父″の目的に奉仕するかぎり︑これからさきも〝父

は私を決して失望させたことはありま

ありますので︑斬を下すことば困難でナゥもし人が理解力をもた

父

て拾うこともないでしょう︒人間の
もたらしませんが︑

ず︑自分や自分の創造者にたいして誠実でなく︑この世界の人々

さえも︑我々といえども字書ほついてはきわめて多ぐを学びつつ

あなたがたはいぅかもしれません︒﹁しかし︑神ば自らを助け

の幸福や改善に関心がないとすれば︑当人ほ文句なしにバカにさ

せん︒

る者を助けるのだ﹂と︒これもセンス・マイント︵感覚器官の心︶

私がパロマ・・山に住んでいた頃の或る夕方︑一同が夕食のテー

を守るために伺いられている曲解なのです︒ほんとうの意味は︑
意志がなきれるのであ

れるでしよう︒ここに一例があります︒
︵神の︶

﹁神は︑神の意志を行なおうとして計らを助ける者を助ける﹂と
いうことにあります︒﹁ゐなたの

なは聞きました︒︵そのときはひどく雨が嘩っていました︶

ブルをかこんで慮っていたとき︑ドアーを軽くノックする音をみ

人々にひとつ質問をしてみましよう︒﹁啓示を受けたというの浪

掛立っているのです︒彼は地球人となんら異なるところはないよ

でドアーをあけると︑私を訪ねて釆た一人の背の高いきれいな男

そこ

って︑私の意志がなされるのではない﹂

真実であるならば︑一体なぜあなたがたは地上の報酬または他人

うに見えました︒なかへ入って一同のテトフルへ一緒につぐよう

というのが真実の意味で

す︒これを企てるまえにキリストから啓示を受けたと称している

の意見とひきかえほその啓示を投げ槍ててしまうのですか？﹂実

J

にとみなはすすめました︒車は見当らず︑どうしてここへ来たの

しないでしょうし︑結局自我の好奇心を満足させるだ骨のことで

洩らしたところで教育のある人々は私たちの正体を信心ようとは

しょぅ︒そんなことをするために私たちは地球へ来るのではあり

か私にはわかりません︒彼の質問は誰もが発するような性質のも
のでしたから︑そこで一同は宇宙問題の話に入ってゆきましたが

奇蹟的な現象を見たがる人々もありますが︑それは魔術師がや

ません︒

みて︑私たちはこの人は地球人ではないと断定しました︒という

って見せてくれます︒一体どうしたら私たちの正体を見抜くこと

これは少なくとも一時間続きました︒ところが彼の話しぷりから
のは︑彼の答えは宇宙に関する地球上の如何なる文献にも見当ら

ができるのか︑という質問にたいしては︑一つだけ回答があります︒

それは︑あの夕方あなたが私にたいしてやったように︑意識を融

ないような内容のものであつたからです︒
会話のなかば頃になつてその人が絶対竺千首人であると私は感

合させることなのです︒なぜなら意識のなかに私たちほ．真理を見

との最近の会合で私はは

じましたが︑居合わせた人のなかには後になつて疑惑を表明した
老もありましたっしかし〝ブラザトス

球では人々が真理についての知識を得ようというまじめな願いよ

私たちのノ宇宙船に地球の人々を同乗させる件ですが︑これは地

出すのであつて︑心のなかに見出すのではないからです︒

ジュールの責任者であつたことを知ったのです︒彼はあの夕方の

りもむしろ好奇心から乗りたがっています︒これは私たちが必宴

からずもその人に会い︑実は本人が当時土星の宇宙船の香煙スケ
ことを私に思い出させましたが︑以下は披が語った話です︒

だけは多くの理由によつて同乗の資格が与えられています︒地球

とする奉仕にとつては価値のないことです︒ただし特定の人たち

容からみればさほど大切なことではなかったのですが︑あなたの

の殆どの人の肉体は長途の宇宙旅行に耐えることはできないでし

﹁あなたがあのとき私の正体を見抜いた動機は︑私の語った内
魂と心は一体となつていたために︑あなたの魂が私の魂に気づい

ょぅ︒自分の意識を二千苗の意識

と融合させることのできる人

たのです一︒これ塘意識に気づく意識なのであつT予心に気づく心

ことが必要なのです︒しかし喜んで自分の意識を

がきわめて少ないからです？快適な宇宙旅行を行なうのにはこの

きたがか人もありますが︑それはできません︒たとえ私たちが正

のなかほは私たちがブラザー・ズであることを直接に私たちから聞

相を知るために私の魂と融合することをしなかったのです︒人々

らです︒そこでは心がその創造者にたいして召し使いになるので

自我

ですっ

と融合させようとする人が一体どれほどいるでしょう︒ごく少数

全体の意識

なのではありません︒居合わせた他の人たちは自分の心でもつて

徳を洩らしても人々はそれを信じないでしよう︒私たちはこれこ

＋

私を判断し︑私の正体と目的とに疑問をもちました︒こうして真

紅の遊星から来た人間だと言葉で語ったりしながら︑あなたが期

にぁり得るのではないのですっ

す︒あなたの世界ではそうではないのですが︑心は心自体のため

︵センス・マインド︶

をいけにえに捧げることを意味するか

なぜなら︑これは意識の命令にたいして個人の個性または

待する方法で自分の正体を明かすことは許されていないのです︒

∴

あなた自身のグループのなかにはそのよい例がありました︒人
々は私たちとの個人的なコンタクトを求めてわり︑人類の改善運
と融合させることを

動にのり出すまえに私たちから指示を得たがっています︒しかし
人々はまず自分の魂の意識を二子苗の意識
知る必要があります︒あなたは私たちと同様にそれを信念にょっ
てやりました︒この地球へ来るたびごとに私たちは信念をもつ必
要があるのです︒宇宙ほは多くの危険があるからです︒信念がな

質

︹質問こ

疑

応

答

C・A・ハニー

あなたむニューズレタ！第三号の七貢に︵注

ハニ

真実の生命または幸福を知ることはありません︒意識が真実の人

﹂とあります︒それが事実とするならば我々ほアダムスキ氏の物

であるといぅ声明に署名をするようにと五万ドルを差し出された

﹁アダムスキ民は彼の著書がでつちあげ

間なのであつて︑心ではないのです︒意識は心を含む万物の父母

語を信ずるのに或る種の根拠をーただの根拠ですが・−もつこ

ければ真理▼は決してあらわれ︑ないでしよう︒信念をもたない人は ！民のニュトスレター︶

です︒肉体の心が自らの利益のためにのみ働くなちば︑それは〝

とになります︒それゆえひとつ差出人の氏名︑職業︑住所その他

ィートの位置に滞空してい

同じ線に沿って︑我々多くの者は長いあいだ次の各事項に関す

我々もその声明の真相をもつと詳細に訝奄できると思います︒

の重要な事項を知らせて下きいませんか︒そぅすれば関係者外の

至上なる意識″に対抗していることになります︒
〝至上なる意識″は肉体の心が知つているようにほ恐怖という
ものを知りません︒なぜなら真理があるところには恐怖はないか
らです︒そして存在する唯一の真理は意識のなかにあるのです︒

る説明を求めてきました︒㈲地上数フ

た円盤の近くに立っていた例の有名な金星人と合図

私たちのために役立とうと望んでいる人は︑少しつつでもよい
のですから自分の魂の意乱を芋苗の

合っているアダムスキ氏を双眼鏡で実際に見た目筆者は誰々か︒

全体の魂〟のなかに溶け込

ませる必要があります︒そぅすればその人は私たちと会ったとき

によつて投げ落とされた金属片を分析して非常な興奮と驚きとを

掛或る夜砂漠上で円盤内の装置を修理していた塔上員たちの一人

示んた冶金学者というのは誰か︒時アダムスキ民の有名な円盤写

にこちらの正体に気づ′＼でしょう︒地球では多数の人々が気づか
以上が一人のブラザーから直接ほ与えられた回答です︒この内

真類を現像して焼きつけた写貢師や専門家たちは誰々か︒・︵マサ

ないで私たちに会っているのです︒﹂
容を忘れないようにして下さい︒かかる教えは直接に示されない

チューセッツ州

一九五八年にアダムスキ氏は右質問の最初の部分と類似

ローレンス︑シル神父︶

ことほは自分でこのことを学びとることばできないからです︒

︹答︺

した出来軍について公表したことがあります︒ただしこの場合は

y

アダムスキ底の主張が正しいという確定的な情報を有していると

れないと言明した天文学者蓮もいます︒

に基づいて︑他の遊星群にも地球と同様の大気が存在するかもし

を発見したと声明しました︒また学者が温室効果と名付けた現象

︑．⁚J

へ照介したところ︑同省はそのような手紙をア氏冤に出した事実

述べた国務省のストレイス書簡がそれです1．そこで人々が国務省

実見記︶少し読ん

で見られれば︑砂漠上でア氏と一緒にいた目撃者たちの氏名はお

シル師がアダムスキ氏の最初の著書を︵注

わかりになるでしょ・う︒これは全然秘密ではなく︑数年間公然と

はないと否定しました︒五万ドル事件の場合も︑もし
人の氏名を公表すれば︑おそらく関係者側はそれを否定してよけ

知られていました︒彼らの現住所については︑長いあいだ私のほ

いなトラブルを起こすことになるだけでしょうむ

かかる状態におちいらないようにするために︑我々は或る種の

の認否官が徹底的に詔べていますので︑円盤問題について最近や

つと興味をもつようになった少数の人の〝気まぐれ″を満足きせ

うから連絡を試みていませんっしかしこんなことはすべてその筋

るために再びそんなことを掘りかえすのは時間と労力の浪費とい

出来事︵複数︶を秘密にしています︒こぅした事件に関する我々
でいるわけにはゆかないのです︒人々は地球が平たいと信ずるL

うものです︒

の別の声明を誰もが信じてくれるかどうかについて︑私は不注意
ともあるかもしれませんが︑そんなことなら私はいささかも気に

れなかった我々の側の声明を確証する情報が流れ出ているのです︒

たときほのみ発表するつもりです︒現在本人やア民の体験を確証

た場合︑及び円盤問題に関する政時の秘密情報がすべて公開され

々は極秘にしています︒これは本人が結果を認めることに同意し

例の冶金学者の氏名に関しては始めに述べたのと同じ理由で我

これはひんばんに起こつていますので単なる遇然の一致ではあり

している他の学者連は国防省の保護を受けています︒

やっておりますから︑適当な時期が来るたびごとにかつて立証さ

するものではありません︒ゆつく・りとしかも着実に事をすすめて

ません︒右の質問から見てシル神父はアダムスキ氏の著書を注意

写真師の氏名と住所は彼の宣誓書とともに発表されており︑数

深く読んでおられないことは明らかですから︑科学上の傍証を少
しあげてみることにしましー⊥エフ︒川月面ほ存在している大気層︑

初に語った言葉と全く同じことを現在もl賞して述べています︒
︵注

年前に官憲にょ三し調査されました︒彼は例の写真頬について当

る︶しかし彼の言葉を葬り去ろうとして

ヴアン・アレン帯︶︑

うデマが流された事実があります︒例の写真類について披が果た

闇地球をとり巻いている大政射線帯︵注

た︒㈲宇宙空間に存在する巨大な電流の層︒以上の各事実の発見

反射していたのもあるし︑自ら螢光を放って輝いていたのもあつ

した役割は公然と知られていますし︑その件でわずらわされ去こ

ア氏の円盤写真が真実なものであると語ったことを意味す

です︒これらほアダムスキ民の著書やパンフレットに述べられて

とを彼自身も望んではぉりませんので︑私は彼の住所を知っては

掛宇宙空間に存在するホタル火を放つ物体群︒そのなかには光を

おり︑科学的に発見されたときよりも以前に書かれた事柄です︒

﹁写莫屋は死んだ﹂とい

今週も天文学者達は土星の大気由に地球のそれとよく似た水素

■

いますが公表ほしないつもりです︒

私はそれらが月を横ぎるのを追跡したが︑そのとき編隊は黒′︑▼

そのシルエットから私は物体の形をたしかめることがで

見えた∩﹀

天文学者達は絶えず空を見ているのに︑なぜ円盤や

︹質問二︺

鏡にとりかえた︒すると幸運にも月からかなり難れた放置に再び

編隊が通過し終わってから私は望遠鏡をつかんで二百皆の接眼

がら西から粟へ進行していた︒

して々／ルンティウスとキャブ7ルリウスの噴火口の上を通過しな

再び数をかぞえてみると︑全部で十八個あることが判明した︒そ

きた︒すなわち︑それらほ平たくて由央部が突出しているのだ︒

しかし一般大衆は天文

実は天文学老も円盤については多くの目撃をしており︑

︵F・N︶

その他の異常な物体を目撃したという報告をしないのですか︹︶

︹苓︺
それについて報告書を書いているのですっ

不文学者は観測由に何も見はしない﹂といったところでそ

学老の特殊な論文を読んだりしませんし︑またいわゆる〝権威者
が

それをとらえることができた︒そして∨字形のこちらに近いほう

非常にすぐれた著書ほ〝月面上の不思議な出来事″と題する葦が

小型が三周といった順である︒冬大型複に明るい五つの窓がある

その列には八傾が並んでいた︒小型のものが二面︑大豊が二偶

の列をなしている物体群のすばらしい光景を眺めることができた︒
︶

のが見えたし︑また小型機の突出した部分の同封に明るく輝く小

H・2・ウイルキンズ博士によつて書かれ︑英国で出版された

れは知らないからそんなことをいぅのです︒

あります︒︵注

さな九窓が並んでいるのも見えた︒

H・パーシー・ウイルキンズ著〝我々の月

のなかで彼は多くの奇妙な不思議な物体が専門の天文学者達によ

し︑またジェット機や飛行雲なども見なかった︒しかし観測の終

私の観測は約八分問競いたが︑．そのあいだ物音は聞かなかった

別として︑全部の物体は外観上同じ型であつた︒

小塔またはドーム形をしていることがわかった︒大きさの相違は

この突出した部分については︑二百倍の接眼鏡に︑よつてそれが

生前ウイルキン．ス博士は月に関する名高い学者でした︒その著書
三し観測される事実を述べています︒・ての雷は現在入手難となつ
ていますが︑どこかの州立図書館にはぁ
その報告書の

一九五四年五月十五日に英国サザンプトンのW・オリヴア1氏
一風を掲げることにしましよう︒

にょってなきれたすばらしい目撃体験がありますゥ

月を観測し始めた︒・i各種の高倍率の接眼鏡を試みた後︑私は

輝かtい青い光には何の影響もなかった︻︸その距離が遠くなって

めいた！おそらく何かの合図なのだろう︒だがドー▲ムの中心の

わり頓になつて︑突然先頭の飛行物体のドーームから赤い光がきら

四十五倍に切り変えた︒十二時二十七分三十秒かつきりほ私は一

月せ研究している別な或る天文学老が︑十二インチ望遠鏡にょ

正應な観測がで計なくなるまで私はこの編隊を見つめ続けた︒﹂

﹁一九五四年五月十五日︑土曜日の午後十一時三十分頃︑私は

の光点群は∨字型の編隊を組んで飛んでいた︒そしてその物体が

って二十五分間鶴弥した事実もありま

群の鮮明な青色の光点が月に接近しっつある光景をとらえた︒そ
十四個あることがわかった︒

︐ノ

八日のことで︑．午後九時三十分から九時五十五分にかけて発生し
ました︒ここに本人の報告の大要を記すことにします︒

宅山
ロ

しかし光点群の動きが激しくなるにつれて十二インチ鏡で観測

するのは困難になってきたので︑主鏡を傾けようとしそ調整して

いるうちにそれらは視界からはずれてしまった︒ただちにその位

私が受けた印象にょると︑その現象は非常な高空で起こつてい

が出て来たため︑九時五十五分に観測を打ち切った♂

﹁私は南方の空の約五十五度の高度に︑金星に似た明るい星の
そして何よりも金星は日の沈んだ空に低

置を珪素し続けたけれども再び発見することはできず︑ついに雲

っと明るく光っていたっ

ような物体を発見した︒しかしそれはあの輝かしい金星よりもも
く嘩りていた︒それで新星が出現したのではないかという考えが

接眼鏡のはるかに狭い視野のなかに空由のその位置をとらえるこ

方星″はファインダーでは容易に見ることができたが︑︑高倍率の

私は十二インチ望遠鏡を操作するために天文台を開いた︒その

それらはあたかも金属の表面が太陽の光線を反射しているかのよ

そのなかの二個の物体は筆舌に尽くしがたい光景を呈していた︒

群は五十倍で見てちそれとわかる形を示さなかったからだ︒特に

あろう︒なぜなら闇間のなかに見えたその小さな星のような物体

たようである︒たぶん成層圏の上層辺かまたはそれ以上の高所で

ファインダーとは十二インチ主鏡に付

急に私の心にねらめいた︒

とはできなかった︒︵注

と

うに︑旋回するにつれてきらめいたのである﹂

イエンス・レヴュー・㌣誌の一九五五年二月号に〝空飛ぷ円盤

以上の報告は二つともデスモンド・レース‖ソ−1が〝ワールド・サ

属している小型の補助望遠鏡︒六インチ程度の反射望遠鏡でもこ
貴重な時間を浪費するのを避けるため

に︑私は低倍率の広角接眼鏡︼−五十倍︑二十五度∵−∴に頻らね

ぅしたことがよくある︶

大鑑の天文台の望遠鏡は宇宙のはるか彼方に向けられていて︑

題して寄稿した記事由の一部です︒

私が見たものは思いもよらぬ驚くべきものであった︒妙な形を

きわめて狭い視野のために︑空間のほんの一部分しか見ることは

ばならなかった︒

なる小さな光休のように見える一群の物体が集まっているのだっ

天文

した一個の銀色に輝く物休がいて︑その左方にそれぞれ輝度の異

いていかのではなく︑望遠写真を撮影しているのです︵注

できません︒加うるに殆どの職業天文学老は望遠鏡を絶えずのぞ

台の望遠鏡は二種の巨大なカメラである︶︒したが三﹂フイルム

その光点群はたがいに各自の位置を変えたために正確な数をかぞ
えるのはきわめて困難だったが︑大体に十五発いし二十個くらい

いでしょうっ

には物体が通過してもただの流星の痕跡のようなものしか残らな

全体の光景はそれらが一つの大きな活動をしているような印象

あつた︒
を与えたが︑とにかく私がこれまで空ぬで観測した如何なる物と

ト・F︶

この太陽系内の衛星のいずれかまたは全部に人類が
住んでいますか︒︵アーカンソー州

︹質問三︺

も全く異なっていた︒私の萎も十二インチ望遠鏡にょってその光

︹答︺

プラザ㌧スは我々の月に基地をもつていますので︑そこ

景を確証した︒

には人間が住んでいるといえます︒他の衛星︑たとえば木星や土

り否定したりしているこうした物事をブラザーズは個人的にテス

ているからなのですゥ人間のとなーむる説として我々が受け入れた

トすることが可能なのですtU多数のブラザー㌧スは彼らの遊星で死

星などの衛星については私は知りません︒人間がいる可能性はあ
りますが︑それに関して私はブラザーズヤアダムスキ氏のいずれ

んだ瞭に自分の生まれかわる場所を選ぶのであつて︑また前世の

プラザ㌧スのなかにはこの地球の人類にたいする〝守護の天使

からも知識を与えられてはいません︒大鑑の人が考える以上ほは
察には我々は表面をホンの少しかきまわしただけのことなのほ︑

″として働いてきたのもあり︑地球人が幼児から高度に進化した

生活について完全な意識をもつたまま生まれかわります︒

多数の人々は私やア氏があらゆる回答を用意していると思ってい

遊星における大人にまで生長してゆくのを見守っています︒地球

るかに我々は宇宙やプラザ㌧スについて知っていないのです︒実

るように見受けられます︒

のだと説いても︑本人はウソをついているのではありません︒本

の人類に一よつて

と称される人々が霊界は存在する

︹質問四︺

人たちはまじめにそのことを信じているのであり︑﹁自分にとつ

このニユ㌧スレタⅠせぉ読みになる方はすべて各記事の内容を

偉大な導師

いることに対して私は全然同意できませんり物理的な装置が高次

すごした生活のタイプにしたがって霊界の各層で生きるために肉

自分で評価し︑何を信じるべきかについては自分で決めるべきで

ブラザーズが霊界は存在しないと絶対的に否定して

の霊的波動をキャッチしないからといって︑かかる波動が存在し

ては貫理である物寧﹂を伝えているのですから・1・−・︒

サ

ないといぅことにはなりません︒死後人間の意識と霊体は地上で

か︑または別な遊星で生まれるのだと思います︒私のこの信念と

体を去つて行き︑本人のカルマに応じて再び地上で生まれかわる

アダムスキ民はこのことを実証することができます︒彼らも自我

にきえも盲目的ほ従うのはよくないことです︒或るブラザーズや

す︒我々は誰のあとをついて行ってもいけませんし︑ブラザー．ス

ること及び永遠の苦から存在していたことを伝えた事実に基づく

ほとらわれると地球上の大多数の人間と同じ程度になるのです︒

知識は︑少数の進化した人々が死後に生き返つで︑霊界の存在す
1・D︶

︵ロサンジェルス

すると彼らといえども地球の人間に〝誤った

ものです︒
︹答︺

相手の忠告を受け入れるかそれとも自分の判断に従うべきかを自

忠告をするかもし

いかは全く各人の自由です︒もしイエス・キリストが再現して何

しょぅ︒それゆえ︑ブラザー1．スに話しかける場合すらも︑我々は

れませんし︑それに従うのは大きな間違いだということになるで

ブラザー．スが我々に事実として語る話を信ずるか信じな

かの問題について語るとしても︑それを受け入れるか投げ槍てる
かば我々の自由です︒

あり︑それぞれが個々に進化しっつありますので︑自分が信じた

分で決める必要があります︒各人はハ
るのではありません︒ブラザーズが否定するのは霊界が存在しな

り信じなかったりする物事に関しては少しつつ相違した意見をも

ブラザーズはただ議論を起こすために霊界の存在を否定してい
いからなのであり︑我々の考え方が進歩するのを援助しよぅとし

ノ

ますか︒

1
M︶

ブラザーズから何かの印刷物を入手することができ
︵イリノイ州

はガ

ベてあったところで︑牒なたはそれを信じますか︒内容にょって

のみ判断するよりほかに方法はないでしょぅ︒このことについて

はかつて長い記事で詳説したことがあります︒それはなぜ準備の

できている人にだけ知識が与えられるのかという理由を示してい

ます︒或る人々はこのニューズレターから殆ど何も吸収しないの

に︑或る人たちは記事の内容に関して前者とは全く異な．る概念と

︹苓︺

棚を謁奄する労を惜しまぬ人なら確かめることができます︒

来た間遠いのない実際的な発見ほよるものです︒これは図書館の

はイエスの存命由かその死後に起こつたのではないのです︒
このシリトス中の知識は︑宗教的及び非宗教的な史書から出て

リストから出たと称している現代の各宗教のほとんどは︑実樺に

に洩らしてあるのではないのです︒

異なる解釈をしています︒各記事由には多くの要点があかうさま

し

を一体どうして認めることができますか︵−彼らは我々が使用して

1

C・A・ハニー

このシリ！ズは如何なる宗教団体をも非難するものではぁりま

特別に受けたと称してや三﹂います︒私は次の点を結適したいと

神からの啓示びを

思っています︒つまりこれらの各団体はイエスとともに始まった

いるのです︵︶さまぎまの教会や宗教団体は︑

せん︒誰で．も自分がこれはよいと思う宗教を信ずる権利をもつて

として崇拝されていたことを知っていますか︒イエスが生まれ

じて伝えられてきて︑しかも現代の宗教から異教徒といぅ汚名を

のでもなければ︑神とともほ起こつたのでもなく二長い時代を通

着せられている教団の教養と同じであるという点です︒我々はこ

く︑歴史上の事実を記録しょぅといぅのでぁって一それらが神か

れらの各教義が頁実であるか間適っているかを云々するのではな

か︒イエスよりも四千年も以前に︑現代の宗教的な儀式の八十五

よく知らない人には奇妙に思えるかもしれませんが︑もとはキ

たことを知っていますか︒

パーセントまたはそれ以上が本質的には同じ形式で行なわれてい

ての十字架が広く教えられて信じられていたことを知っています

る数百年前に別な聖母︑別な幼児キリスト︑及び信仰の象徴とし

イエスが生まれる数百年前に︑別な〝救世主たち″がガ称の子

・序

現代の宗教の起源

かしそれがブラザトスにょって書かれ︑発行されたのであると述

物を作るとすれば印刷して配布しなければならないでしょう︹︶

いるような舐や印刷機を用いませんので︑−もしこの遊星上で印刷

ブラザーズから出されたホンモノの印刷物だということ

︹質問五︺

を昇ることになるでしょうか

つでしょぅ︒それはそうあるべきでしょぅが︑いずれは同じ段階

、

−1ロ ー
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古代のキリスト教神学者テルトクリアヌスはいっています一︶

メキシコを征服したスペ

﹁悪

ら出たものか人間から出たものかは読者の判断におまかせしたい

魔が自分の偶像の秘数億式にょって︑神の秘数億式の大部分をき

︵注

と思います︒︑

コルテスほ

インの軍人︶︑神がキリスト教徒に教えたのと同じことを悪魔が

えもまねているのだ﹂

すので︑現代の宗教の教義と聖書に見出きれる教義とのあいだの

たぶんメキシコ人にも教えたのだろうとぼやいています︒

キリスト教系の各宗派は指標及び典拠として聖書を用いていま
相違点を結適するために︑聖書から多数の個所を引用することに

の

今日多数の教会は︑自分たちがもつているのと同じ信仰を古代

念を裏書きしているとかいうわけではありません︒ただ持ち出さ

イエスとその生涯につきまとうことになるかを悪魔は予知してい

ような説明の仕方を用いています︒彼ら教会は︑如何なる事実が

しましよう︒しかしこのことは聖書が正しいとか︑それが私の信
れる多くのポイントの説明に応用されるだけです︒また必ずしも
ラザ㌧スの会つた古代の予言者たちにプラザ㌧スが与えた正しい

せて人々を迷わすために〝真実 を模倣したのだと考えているの

たために︑悪魔がこのような類似性をひき起こし︑混乱を生じき

異教徒″ももつていた理由を説明するのに︑依然として右の

聖書の内容が誤っているといぅわけでもありません︒なぜならプ
哲学を多くの例において筆書は述べているからです︒二千苗的性質

です︒

ことでした︒幽霊︑魔法使い︑その他の妖怪を容易に信じた昔の

て発見されていなかった地域にこの間じ教義が発見されたという

かかる大きな混乱をひき起こすおもな亭は︑昔の探検家によつ

を帯びたこの真実の管掌の多くは翻訳による毀損をまぬがれまし
ゎノます︒

異教徒″の信仰ともとはキリストから出たと称

たが︑なかには元の意味がくずれてしまつた部分も少なからずあ
さきに私は︑

教会のり⁝ダ1たちにとつて︑このことば〝模倣の″信仰をひろ

の教義との類似性について述べましたが︑この

する教団︵複数︶

新約聖書を読んでみますと︑・苗代の初期の教会は︑今日キリス

めた張本人が悪魔であるといぅ証明になつたわけですひ

と議論とをひき起こしました︒

類似性はキリスト教が発展しつつあつた初期の時代に多くの混乱

なかで次のように述べています︒﹁古代の伝説とキリスト教の口

彼の時代の宗教組織を攻撃し︑ムチをさえとつて寺院から両替屋

などにおいてはるかに異なつていたことがわかります︒イエスは

トにょって創立されたと自称している教団とはその信仰及び儀式

伝による信仰との類似性はきわめて大きなものがあったので︑異

を追い出しましたっトーマス・ペイ︐ンが米国の初期にたいして急

エドワード・カーペンターlはその著〝異教徒とキリスト教″の

だしキリスト教徒はそれをどんなふうに説明したらよいかわから

教徒は初期キリスト教徒の注意と激しい怒りをそそった︐⁚⁚た

でした︒ペンがすすむにつれて前記の相遵を謁べてみることにし

進的であつたように︑イエスも彼の時代にたいしては全く急進的
ましよう︒

なかった︒そこで彼らは︑大昔に悪魔が異教徒に一定の信仰と儀
式とを採用させたのだという説に落ち着いてしまつた釘である﹂

−11一
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ここで再びエドワード・カーペンタ．1の著書から引用しましよ
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艇▼

奄

ているイエスの出現の時代と︑それ以前の数世紀のあいだ︑多く

ることはぁらゆる研究家の熟知しているところである︒記録され

もに逃げ去ったということである︒しかしこれが事実に反してい

ないのである︒一般の概念は︑昇教の神々はキリストの出現とと

れと混同されていることなどに気づいている人は現在ほとんどい

と同じ基礎から出発していること︑教会の教義と儀式は異教のそ

ちながら︑このことを人類に訴えてきたためほ︑結局教会が異教

教会こそが独自な神の啓示を表明しているのだといった態度を保

て解説する予定です︒
ところでキリストの教えといわれているものがなぜ二千前間も

も数千年前に存在していました︒いずれその儀式や信仰を列挙し

であったこともわかっています︒しかしそれはイエスの時代より

信仰がイエスによつて始あられたといわれている教義と殆ど同じ

世界の各地に存在していたことを知っています︒またこれらの各

拝式にそれが具体化きれている﹂
歴史の記録によつて︑これまで我々は類似した儀式類と信仰が

遠い昔からあったもので︑古代のあらゆる宗教に流れており︑礼

ます︒﹁世の救済のために神がその子をつかわすという考え方は

カーペンターの同じ著書の一二二二真には次のようにもいってい

の生涯をきわめてよく似ている﹂

の神々に捧げられた神殿があった︒ギリシア人のアポロまたはデ

続いてきたかを理解するのはきわめて容易です︒これはその教義

う︒﹁キリスト教会は異教の評論から自己を厳密に分離させて︑

ロニア人のバー一山とアスタルテ︑その他多くの神々にである︒そ

イオニソス︑ローマ人のヘラクレス︑ペルシア人のミトラ︑バビ

って生ぜしめられたのではなく︑むしろキリストの生誕より四千

我々は一つの避けられない結論に達します︒すなわち︑各教義は

注意深く調べてみますと︑古代の各国家の教義や証拠によって

年以上も前に人間によつてつくられた儀式と信仰の存続なのです︒

が神から出て他の多くの教義と同様に保護されたといぅ事実によ
全

してここで一つの著しい現象が明らかとなってくる︒すなわち︑
−

ー著しく類似していたということであ

な相連などにかかわりなく︑各教義と儀式は大体において

地理的な邑だしい距離︑宗派聞及び礼拝式の内容における民族的
く同じではないにしても
る﹂

彼らは人間の姿をした神であると信じられ︑暗黒の力に打ち負か

は光をもたらす者︑癒やし手︑仲立ち︑救世主などと呼ばれた︒

処女の母から生まれて︑人類のために苦難の生涯を送った︒彼ら

国の十一体の神々はクリスマスかまたはその前後に地下の洞穴で

させられた御使いたちの窮三番冒が︑あらゆる逃げ道を断たれて

或る伝説が含まれていますが︑それはルシフアし︵悪魔︶と集合

てきます︒
聖書には歴史の記録が存在するようになるずっと以前にあった

際にそうだったのですが︑これはこの稿がすすむにつれてわかっ

﹁数カ 共通の起源をもつていたにちがいないということです︒そして実

されて地獄すなわち下界へ墜落し︑人類を天空の世界へ導くため

地上におろされる状態について述べています︒このようなことが

カーペンター・はさらに次の意味のことを述べていますり

にその先駆者となった︒インドの神クリシュナの場合もキリスト
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生活状態から下りて束て現在の世の中に見られるような状態のタ

から起こつてき

ネをまいたわけです︒

人類の記憶

たといえるでしょぅ︒この伝説ははるか遠い過去に発生した事実

まもなくこの人々のあいだにリーダI群が現われましたが︑こ

実燦にあるとすれば︑右の物語は

に基づいているからです︒この事実︵︑複数︶は︑ききに述べた信仰

れはすでに各人の出身遊星別にしたがつて種族を編成していた首

例もありました︒数百年が過ぎてから彼らが残したものは︑彼ら

と儀式の共通の起源を謁べようといぅこの稿に直接の関係があり

が天空からやって来た民族であるという伝説だけでした︒宇宙船

略しよぅとしたのもあり︑既知の世界のすべてを支配下に入れた

現代の人類の祖先履他の遊星や他の太陽系などから宇宙船で運

長がなったのでした︒リー・ダ1のなかにはしばしば他の種族を侵

ばれて釆ました︒人間というものは概して平安と調和のなかに生

がときたま来ることもありましたので︑まもなくこの時折の来訪

ますので︑音の恵想の方向について続ける前ほこのことに関して

きることを好むのですけれども︑なかには貪欲で利己的なのがい

たち

も二二大空から来る神々

少し書き加えておくほぅがよかろうと思います︒

て︑個人的な自我と侵略主義を身につける像合があります︒宇苗
かかわらず︑これはときとして他の遊星にさえも起こるのです︒

らの訪問者にょってコンタクトされることがありまレたので︑そ

進化して自己のレッスンを学んだ人たちは︑ときどきこの事古か

と考えられるようになったのです︒当時の地球人のなかで

または〝地球を訪れるために来る∵天使

の法則にしたがって生きるこ▲とを人間にさとした教えがあるにも
大昔︑他の諸遊星の知恵の導師たちが会合して︑かかる利己的

の結果大衆から神の汀予言者

とみなぎれました︒大衆は迷信と

独裁のもとに生きていたために︑一般人よりも頭のよかった連中

各リーダーは神の象徴とみなされて︑後には神自身と考えられ

へ輸送することにき

ました︒披らは太陽︑月︑或る穐の動物といケた自然の物象と同

な人々を生命の維持できる別の遊星︵複数︶

られた人々は太陽系の内外の多数の遊星から釆た〝厄介者″だっ

視きれるようになつたのです︒この古代の民族のほとんどすべ

はこの迷信につけこんで大衆を利屑したのです︒

たわけです︒この人々のすべては倣頗な性質をもつていて︑詰も

ては大場と月の崇拝者であり︑自分たちの理解できなかった物の

ばれました︒この太陽系中で最低の遊星は地球でした︒連れて来

他人に一歩もゆずろうとしなかったために︑みずからの運命と譜

ために神々をつ′︑∵久り出しました︒彼らは自分たちの出身地と地球

めました︒発達の段階において最低の遊星がこの目的のために選

和とを開拓するようほ仕向けられました︒以下は発生した事実で

の栄光よ・ワもはるかに偉大な栄光が地球外釘空間にあることをお

ぼろげに記修しているようでした︒しかし堕落した地位から天空

この尊大な人々は何らの器具も家財・ぃもたせられないで移住さ

す︒
せられたのですが︑これは自分たちの知識と性質だけをもつて自

逆に利用されたのです︒

の世界へ復帰しょうという彼らの内なる欲求も僧侶階級にょって
であつて︑高密の

分自身の能力に頼るように仕向けようとして行なわれたのですっ
この人々が聖書でいうところのヱ盟落天使
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古代．バビロニアの土地

救世主

が生ま

現在の学者によつて翻訳された記録によりますと︑彼女は死ん

思い出して︑こムロッドの唱えていた太陽とへどの崇拝教を救世

だ．夫の二ムロッドをこの救世主に仕立てあげることにしました︒

地として知られており︑ティグリス︑ユ﹂フラテス両河の下流に
いた世界の殆どすべてを包括していたのでした︒そして世界の最

けて自分が一大庵力を獲得しようとしたわけです︒ニムロッドの

初の大君主であるニムロッドがその妻セミフミスとともに人々の
残存している最古の記録によりますと︑この古代の原始宗教は

名は民衆のあいだに広く知れわたっていましたので︑彼の死はそ

そして超自然的に生まれかわった二ムロッドの母親の如く見せか

もろもろの生命力にたいする崇拝をもとにして築かれたといぅこ

ッドを記憶にとどめようといぅ民衆の強い欲求の太めにセ︑三フミ

の後数百年間も儀式などにおいて悼まれていました︒この二ムロ

スは自分の計画をさわめて容易に達成することができたのです︒

とです︒万物の尺度である人間はこれらの力を産出と再現の霊︵
といぅか

生前二ムロッドの臣下の殆ゼは彼を神として崇拝し︑彼の勢力

は当時の世界の殆どに及んでいました︒死後セミラミスは妓を人

類の救世主ほしょうとしました︒しかしどうしてこれができたの

したが︑後には人間の姿をした神自身と考えられました︒このバ ビ でしょう︒彼女は莫しい女であ三し︑彼女と二ムロッドの容貌は
ロニア王国の閤辺の各国も神や女神についてこれと大体に同じ
すでに民衆のあいだでよく知られていました︒

この古代民族の大支配者たちは神々の代理人とみなされていま

すなわち男︑女︑子供と考えられたのです︒

たちで加えられていました︒これらの古代の神々は二二位丁体″

しました︒そして三番冒の象徴が幼い男子の神︵子供︶

複数︶︑人間の家族におけるような男と女の霊といぅ言葉で表現

支配者となりました︒

軍の出現思想と結びつけて両者を融合きせようとしまんた︒

ニムロッドが変死をとげたとき︑セ︑三フミスはこの古い教義を

れて来ることに・なっているという考え方があったことです︒

での著しい特徴は︑あらゆる人類を救うために

た神の生まれかわりとみなされていたわけです︒この古代の宗教

の代表となつていました︒二人は神聖視きれ︑▼人間の肉体をもつ

神の象徴として鞘いられており︑ニムロッドとセ︑三フミスは人民

囲の版図を一手に収めました︒当時は太陽とへどが殆ど全般的に

二ムロッドは次第に強大な権力をもつようになり︑まもなく司

名前をつけていました︒

考えをもつていましたが︑各種の神灯たいしてはそれぞれ異なる

遜

J

位置していました︒この文明はその全盛期に︑粗いて当時知られて

いなる文明を築き始めました︒シャイナⅠは古代バビロニアの土

現在シュメル人として知ちれている人々がシャイナ1．の土地に大

あらゆる文明の古代の文献ほ記録されているあの大洪水の後︑

第一部

ることにしましよう︒

事が展開し始めたわけです︒以下各種の信仰の起源をたどつてみ

複数︶高が起こ

この背景から我々の史書に載っているはぅな古代の〝大文明︵

「
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スの優にとつてかわり︑それが礼拝されましたが︑そのことはセ

した︒参加者だけに知られる神′秘的な像がニムロッドとセ︑＞︑ラミ

とあがめられてぃた亡夫のオめに栄光をにない︑やがて両名はレ

ミラミスや僧侶たちには問題ではありませんでした︒いずれにし

﹁かくて巧みに企てられた策略は功を奏した︒セミラミスは神
ア及びニン︑すなわち女神なる母とその子という名のもとに信じ

ても黄金の供物が彼らのところへ采たからです︒

この儀式が古代バビロニアの神秘儀式の土台そのものになった

られないほどの狂信状態で崇拝され︑その肖像はいたる所に安置

のです︒この新しく生じた宗教の儀式に参加する人は︑原初カル

︵生前のニムロッド︶

た場合に必要なことは︑新しい王子二ヌス

ドゥ⊥語で〝ペテルⅧと呼ばれる称号をもつた司祭長によつて神

きれて礼拝されたのであつた︒ニムロッドの黒い顔が障害になつ
は未亡人の腹から超自然的に生まれた︑きれいな顔付きをした︑

︵バルクルストのヘブライ

スとニムロッドを礼拝しているといぅことを知らないでいるまま

語辞典による︶︑本人の仕事は儀式の参加者が実際にはセミラミ

〝ペテル″とは説明者を意味する語で

秘的な神像︵ヘビ︑黄金の子牛なぜ︶の意義を説明されま⊥たっ
ップ

父の死後に生まれた子であって︑これこそニムロッドの生まれか
わりなのであると大衆に教え込むことだけだった︒︵ヒスロ

バビロンの僧侶たちはこの母なる王妃と王寺は直接神につなが

著三一つのバビロン″六十九貢より︶﹂

に参加者へその神秘儀式を説明することにありましたゥ

キリスト

る導管であると民衆に教え︑それは文句なしに信じられましたゥ

ル

よりもだいぶ以前にローマにいたのはこの説明者すなわち〝ペテ

たちの一人だったのです︒彼はキリストの時代の使徒ペテロ

セミうミスは神の霊によつて子をはらんだのだと僧侶が説き︑そ

変わ．n﹁ゆく世界の各地へ民族が四散するにつれて彼らは新しい

と混同きれていました︒

かわったのであるといわれました︒そして彼の生活にまつわって

宗教的な儀式を伝えてゆき︑へんぴな地方できえもその土地の言

の肉体をもつた神の化身として︑ニムロッ∴卜が超自然的に生まれ

れを民衆は受け入れたのです︒幼児が誕生したとき︑それは人間

起こつた種々の奇蹟的な出来事に関する物語が流布されて︑人々

なっていましたが︑それらは前記の二二位一体

葉でさまぎまな神の名をもつようになりました︒その名はみな異

からなる同じ神

に信じられました︒ところが実際には異なる時代に新しい救世主

と一致することが理解されていました︒

が続々と生まれたために︑これに類似した話がその後も長いあい
だくり返されることになったのです︒

アスタルテ︑ローマでシベレと呼ばれており︑ニムロッドはエジ

セ︑三フミスはエジプトでイシス︑ギリシアでケレス︑シリアで

てこの種の崇拝にたいして抵抗が起こつてきました︒︑皮相的な儀

ローマではバッカスと呼ばれました︒これについては大体学者に

プトでオシリス︑フェニキアとアッシリアでタムツ．．ギリシアと

しかし大衆のすべてが盲目であつたわけではありません︒やが
式主義は儀式の慣例をつくり上げてしまつたために︑民衆は神殿

よつてよく知られていますが︑こうしたことにくわしくない人に

のなかで礼拝をする際に実瞭には何が行なわれつつあるかを知ろ
ぅとしなかったのです︒神秘儀式と古代の友好主義が生じてきま

︑rこ

バ ﹂
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ア人はデルフナイの神殿の秘密の儀式に参加させられた︒秘密を

J
とつて︑Lれはセ︑三フミスとニムロッドのとなえた．教義が如何に

守るようにと命じられたあらゆる事に関する信者の沈黙は︑偽誓

式後の強制的な会衆丁彼唱和による 告白″

毒それはすなわち

が発覚した場合の刑罰の恐ろしきによつて保たれたし︑また入信

各地へ広がり始めたかを示しています︒

各種の神々が実際には異なる倉前のもとほ同じ実体を表わして
いたという証拠として︑別掲の大英博物館所蔵クサビ文字原本の

の恐ろしさがもつと大きいといざ感を起こきせるような告白式な

会衆の無分別を恐れる翠由を僧侶に述べるよりも︑僧侶の無分別

ここでは省略︶別な原本ではニ

﹂

﹁信者の秘密の欠点︑短所︑罪などのすべてを本人に告白させ

のであった︒︵ヒスロップ著二一つのバビロン″九頁より︶

翻訳文を参照して下さい︒︵庄
このようにして一つの神がしばしば異なる都市で異なる名の

・ムロッドが各種の神々に変化していることを完全な真にしていま
す︹■
もとに姿かたちを変えて崇拝されたのです︒原本中の或る個所で

の権力のなかに民衆を薯達することにあつた︒

告白式を発展させたやり方に基づいて︑この古代の

あるととなえたのですっ

僧侶は自分たちこそ神の秘教に関する英美の知識の唯一の垂直で

︵右の十頁︶

明けた相手︵僧侶︶

は二ヌルタとオーiル神々の集まりが等しいことさえも示しており︑ る大きな目的は︑自己の魂の内奥の感情や最も重要な秘事を打ち
はニヌスすなわちニムロッドを意味します︒

他の細々は単ほ彼の体の一部にすぎないとしています︒ニヌルタ
神
説明者た

如何なる名前で知られていたにせよ︑各国でセミラミスは
の聖母″となり︑そのままで崇拝されました︒彼女の

私はかかる習慣を必ずしも非葵するものではありません︒ただ

これが聖書やまたはキリストの時代に起こつてきたものではない

はまもなく聖なるもの不敬なるものの両方にわたってあらゆ

る知識を独占してしまい︑その秘教に入信した人だけが知識を得

ということを示しただけです︒バビロニアの各種の起源から流れ

ち

ることを許されました︒バビロニアの人民はやがて僧侶階級によ

のです︒自己の宗教を変えるのが容易でなかった新し小帰依者の

を汲む改宗者が教会へ殺到して︑そのような習墳が教会へ入った
救われる

って完全に支配されるようになりました︹−彼ら人民は僧侶階級に

″ために何が必要かを教えられなかったのです︒

たいして盲目的かつ絶対的な服従を示さないかぎり︑

他の儀式や信念とともに採用されました︒これは︑鳳依者の首に

忠誠をもつと楽に獲得しようとして︑かかる告白の習翠が多くの

一本の剣がおかれて︑改宗者になるかそれー亡も死者になるかの選

この支配を保持するために僧侶によってサンゲ毒が設けられま
したっ

択権を与えられ■ることにょって簡単に改宗させられたのをみても

キリストよりも四千年以前のことです︒如何なる狂信的な

帰依者といえども僧侶にたいしてあらゆる行為をザンゲすること

中世では︑その告白が〝唱分の魂を救うことてを意味するもの

わかります︒

と思われた場合︑教会は誰をも殺したり責めたりすることは考え

を琴求きれ︑そのザンゲが行なわれるまでは完全な入信は認めら
ヴヱルテといぅのは明らかにバビロンに源を発するこの堅信礼を

れませんでした︒﹁かくてギリシアの儀式に見られるようなサル

ませんでした︒

︵以下次号︶

意味するのである︒デルファイからテルモビリ十に至る全ギリシ

ー1占 −

青

い

遊 星

軌道を三回まわサた後︑スコット・カーペンタⅠは

かし大気圏の最上層部はきわめて明瞭で︑鮮明な青い帯のように

現われていた︒これはレイリー散乱効果のためであを︒つまり大

気圏の上層部は太陽の光線の青色の部分の殆どを反屈する︑いい

きわめて鮮やかな繰がつく・られている︒とにかくカーペンターlの

その散乱現象は二丁丁マイルの高度でバッタリやんでいて︑そこで

かえれば〝散乱させる″のである︒だから空が青く見えるのだっ

かを興奮して語った︒簡の説にょると︑もし月から地

輝く青色を帯びた地球の地平線が如何に葉しく見えた

おかげで今後の宇宙飛布士は地球へ甘帰還に際して信頼し得る道

生 機

球を眺めると地球は明るい青色の輪のように見えるだ

発

路標識を見出すことになるだろぅ︒

力

ルムの各﹁一マの左半分を青色フィルター1で覆い︑右半分読ほ赤色

星という巨大なハカリがないとはかれない︒ところが目下メリー

原子核などの力と・ちがって引力はきわめて弱いために︑恒星や遊

も︑それはまた最もとらえがたいものの一つである︒電気︑磁気︑

ものは宇宙のあらゆる力のなかで最も明らかなものであるけれど

アイザックニーユー：トンの頭上にリンゴを落とさせた引ナ∵なる

引

ろうといぅ︒
ところがこれはただの莫的な表現なのではない︒カ
−ペンタトは大気圏外を飛行中に地球の地平線を六十
枚も撮影して︑そのフイルムはマサチューセッツ工科大学へ送ら
れた︒この大学ではかねてから月旅行から帰還する瞭の航苗路に
ついて研究していたのである︒

フィルターをかけておいたが︑この目的はそのいずれの部分に地

いに研究用の人工引力を作わ出すことができるかもしれないとい

ーフンド大学で具体化しっつある野心的な実験ほよると︑人間はつ

同大学の物理学者達ほカ王ペンクーが手首船に持ち込んだフイ

平線かよく写るかを測定することにあつた︒﹁パイロットが大気

︻フ■∪

圏内へ安全に突入するためにはたポニつの狭い通路だけがある︒

ウイーパⅠ博士の指導で行なわれているこの実験のおもな目的は︑

海軍兵学校を出て物理学老に転句した四十三才のジョーゼフ・

アルバート・アイン∴ソユタインの一般相対性原理を新たほテスト

とマックス・ビーターセン教授は説明した︒

そしてパイロットは地球と宇宙船間の距離を適確に知っていなけ
赤色フィルタ！で撮影された部分にはきれいな雲が写されてい

することにある︒そしてその特別な目標は︑はかない引力波それ

ればならない﹂

たが︑ピー＝クーセンによれば帰還するパイロットがこの雲の高度

自体︑すなわち引力のエネルギトの基本的な単位であるいわゆる

〝ゲラヴ・1トン︑″であ竜︒アインシュタインによれば︑相互に影

を知るのは不可能と思われるので︑宇宙船の位置を計ることもで
青色の．フィルタⅠの部分註は地球は暗くかすんで出ていた︒し

きないだろぅという︒

廿
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二重星からゴム球に至るまで

政符の援助のもとにウイーバー博士のグループの世界で最初の

遊星の軸の傾きがゼロになった場合は地球の十一8ほ相当し︑傾

㈲ソ連の科学者∨・コテニコフにょると︑金星の自転筍期はその

と︑一最近ソ連の科学者が金星の自転同期について電波の反射によ
る方法で得た天文学上の資料のあいだには驚くべき一致がある︒

引力波発生機を建造している︒これは真空の室内に入れられた零

きがゼロでない場合は地球の九日と少々に相当することが判明し

は引

さ八インチ︑長き五フィートの円筒からできていて︑操作にあた

者たちはいっている︒

金星の自転同期の秘密を知っていたほちがいない﹂とソ連の科学

以上の事実からして︑﹁おそらくコン⁚アィキ族の天文学老は

からなる二組の絵模様は金星暦のウルウ年を意味している︒

が︑これは明らかに金星の公転閻期に等しく︑別な二十五の文字

″の石造の暦は二十四の文字からなる十組の絵模様を示している

るだろうとコテニコフはいっている︒㈲∴プエルト・デル・ソル

たという︒かくて金星の一年は金星暦で二十四日ということにな

六五七回伸縮させるのでぁる︒︵以下省略︶

ティアファナコの不思議な機械
ペルーとポリプイアとの問にあるアン

の近くのティアファナコに古代の荒廃した都市が残

その象形文字はまた或る不思議な機械︵複数︶を表わしている︒
すなわちそれ．にはすばらしい

航空機会社にょって発表された宇宙旅行用のイオン・

く

ル

：て

び

す

モダンなぢエンジンの設計図が措

都市といわれており︑西紀前一万五千年から四万年のあいだに荏

かれてあるのだ︒川自動操縦の潜水蕗闇最近ヒューズ
である︒ソ連の考古学老

は太

ソーラー・エンジンと全く同じ型のエンジンなどであ

︵太陽の門︶

︵太陽の門︶

けプエルト・デル・ソル

プニルト∴アル・ソル

古に金星人と地球人が関係をもつていたこと︑コン・

かくて

る︒この情報はフランスの科学者によ三し確証された︒
天文学的な金星の

を明瞭に示す一連の象形文字が刻まれているのである︒
祇はその

す石造の証人なのである︒︵フランスの画報

ティキ族が宇苗飛行をマスターしていたことなどを示

暦について次のように述べている︒﹁その太陽の門の装飾壁に刻

より︶

ンド・エ⁚フ・ゲイト

ンカ以前の伝説的なコン・ティキ族から出たものであるが︑これ

まれた文字は約一万五千年前のものであることを示しており︑イ

ソ連の共産党機関紙〝コムソモルスカヤユノラウダ

一年

を発見した︒その門の上にある帯状装飾壁に

アレクサンドル・カザンチエフはこれが〝金星の暦″であること

このティアファナコのおもな記念物は古代の太陽の神殿である

設されたと考えられている︒

っている︒これはアイマラス・インディアンにょって世界最古の

00平方‰︶

デス山脈中の大潮︒海抜三︑八一五米︒世界壊高位︒面積九︑0

ティテイカーカ湖︵注

て

つてはその側面に撃合されたビエゾ電気の水晶によつて一秒間に

力波を発生するとなっている︒

響しあう如何なる物体1

＼
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害な訪射線が大気の上層に蓄績されるならば︑人間は絶滅の運命
け生きる

ことであり︑次に健康な生活を好む人をできるだけ多

をたどることになるからです︒そこで我々の手始めの仕事は先ず

く得ることであり︑そして如何なる国が核実験を行なおうともそ

れに反対する手紙を各自の政帝に送り︑政貯にかかる武器を所有

する国へ国民にかわつて抗蓑文を送らせることにあうます︒我々

るのならば︑この核実験は中止されねばなりません︒プラザ㌧ス

が生き．ながらえて現在もち得る生活上のよき物事を楽しもうとす

は我々に方法を教えてくれています︒それやぇ超高空︑深海︑地

下の如何にかかわらザ︑核実検反対運動を始めるようにGA2の

ただちに始められる必要がありますので︑ハニー氏のニューズレ

全リーダー及び社会一般にも呼びかけるつもりです︒この計画は

ターで二カ月にわたってその方法を述べることにしていまナ︒

あなたがこれまでに示して下きつた協力にたいして感謝します

とともに︑あなたのグルーtプが日本の同胞にこの知識卓実験の危

とを望むものです︒我々は家のなかに新しい家具をおく首えに先

険性を伝えるために全力をつくしてかなたとともに恵庭されるこ

私の土星旅行に関する記争を載せた文書をゐなたは受け取った

この次にとるべき段階についての情報をいずれお伝えするつもり

ことと思います︒私はブラザーズによつて指示されたのですが︑

ず掃除をしておかねばなりません︒ただしこの運動で暴力を用い

この情報はハニー氏のニューズレタ1を通じて一般及び各

ですっ

ることは極力避けるペきです︒

以上は編者宛に直接よこされたものです︒︶

一九六二年九月十一日

︵注

ジョージ・アダムスキ

国のGA2リーダーに流されることになつています︒これは円盤
とは関係ありません︒しかし健康な状態で生き続けよI㌢と望む人
ならば誰でも興味をもつはずです︒というのは︑我々や子孫がこ
の世界にいなくなるというのならば︑我々が人間らしく生きるた
めになにもこ伊世界の善を促進する必要はないから下すし︑だい
いちスペイス・ブラザーズが我々を援助しよぅとしているからで
す︒すなわち戦争があろうがあるまいが︑もし核実験が続いて有

− 19 一

遊

星

の 異 変

先般十月十一日付の毎日新聞に木星の〝感化現象″について詳

必要な物は与えられる

大気でおおわれていて明暗のシマ模様をつくつているが︑最近こ

す︒これは神が我々各人に地上で何らかの塞仕をするように割り

聖書によれば︑神は地球の人間に多くの才能を与えたとありま

㌔ヨージ・アダムスキ

れに大きな変化が起こり︑このシマ模様のうち南赤道シマ北組識

当てたことを意味するかもしれません︒これを我々は人間の運命

細な記事が出ていたのをご存知だろうか︒すなわち木星の表面は

と呼ばれるあたりに時点が突然見え始め︑南嵐識に向か三﹂急激

または目的といっています︒だからこそ多様な考え方が存在し︑

宇宙的な想念の型と個人的な想念の型とのあいだには考え方に

にひろがっているといぅのである︒この感化現象についての原因

太陽系の多くの遊星の表面もーせいに荒れ模様を見せていること

相違がありますひ宇宙的な型は宇宙的な才能を表わしていたので

同じものは一つもなく︑そのことが人生を価値あらしめているの

が観測者のあいだで知られていて︑たとえば金星の表面にも大要

あつて︑その才能をもつて人間はこの地上におかれたわけです︒

は不明だが︑今度のは非常に珍しい三甲赤道ジマ大かくらん″現

塊の如き模様が出現しているし︑英国の有名な天文学者パトリノ

個人的な想念は個人の自我を満足させていたのですが︑それは人

です︒

ク・ム⁝ア氏も土星の本体に見えるオビにこれまでになかった斑

象になる可能性があるらしい︒ところが異変は・木星ばかりでなく

点を認めてそれがさまぎまに変化している旨を報告した︒しかし

をなくして普遍的な言葉で考えます︒一例としては肉体の

宇宙的な想念とは何でしようか︒宇宙的な考え方をする人は〝

間の存在の目的に反しています︒

これらの異変の原因や模様の正体は天文学者問でも全くのナゾと

自己

苦痛を除去するための解決法を探究しながら研究室で不眠不休の

きれているという︒
ここで我々は﹁この太陽系全体に異変が起こりつつある﹂とア

努力を続けている医師をぁげるとよいでしよう︒彼は自分にたい

者︶

間へ伝えます︒そうすることによつて彼は自己の運命を遂行する

する報酬を考えてはいません︒解決法を発見したならばそれを世

太

︵編

ということが何となく頭にコピリついてくるの

ダムスキ氏がたびたび述べてきた言葉を思い出すとともに︑
陽の磁極の逆転
であるー∪

ー 2ロ ー

ためにもつて生まれた才能を応用しているわけです︒

者を信じないために︑現在は身の安全保障といぅ理由で平凡な仕

事をもつています︒かかる人も幸福を見出してはいません︒なぜ

なら本人の才能は個人の将来の旨的にかなつたあらわれ方を切望

一方︑個人的な想念は宇宙の目的からの分離をびき起Lします︒
というのは︑その想念がそれ自体を満足させることにょって才能

一九二六年に私は金持ちになるチャンスを与えられながら西部

するからです︒

で仕事をしていました︒ところが或る日私には︵百分が思い出し得

を誤褐しているからです︒これはあらゆる才能の授与者にたいす
る信義の欠乏をぁらわしています︒二例をあげましよう︒私は三

る限り︵り遠い昔にもつたことがあると熟じた宇富的な感覚がよみ

しかしこの転向の嶺会が訪れる日まで私は公衆の面前で所信を

つの才能に恵まれている若い女性を知っています︒彼女はすてき

述べる信念や勇気をもつてはいませんでした︒その・ときでさえも

がえつて・きました︒

女はこれらの才能のいずれをもすばらしいものだとは信じません

私は二週間もそれを無視したのです︒これはその転何の打滋を実

な声をもつていて︑或る楽器の音色を正確にまねることができ︑

でした︒彼女の個人的な性質はかかる才能を存分に発揮させるこ

現させる私の能力にたいして全く自信がなかったためです︒・㍍う

またダンスにおいて生まれついた才能を有しています︒しかし彼

による身の安全をはかることにょって才能砂発揮という前途を無

とが不可能だと感じたからです︒彼女は庇護老をもつために結婚

この個人的な演舞から如何なる結果が撃こるかを少し考えてみ

すが仕事にちょつとした出来事が撞こつて失敗してしまい︑私は

その保障はありませんでした︒しかし私の過失ではなかったので

るに私の仕事には経済的な保障がありましたが︑新しい分野には

ることにしましよう︒先ず第一に彼女は決して宰礪にはなれない

の後悔もしては．討りません︒なぜなら私はもつて生まれた才能を

やむなく新しい分野に入らぎるを得なノ＼なりました︒現在私は何

視しました︒

でしょう︒というのはせつかく才能が偽ったのほという哀惜の念

発揮しながら生を受けた目的を遂行しっつあるからです︒

は絶えず自分を苦しめることになるからです︒彼女が求めた身の
保障はたいしたことにはならないでしょう︒ところが︑役立たせ

いま私は財産というかたちでの保障をもつてはいませんが1．一

般人の考え方にょるいわゆる保障より・もはるかに大きな永積的な

るようほ与えられていた才能をもし妓女が発達させたならば︑そ
の報いは無限なものとなり︑身は確実に保障されることに一なった

た︒日々が必要な物をむたらしますし︑▼

保障をもつています︒私はこれまでに何も望んでほきませんでし

利己″という言葉と〝人間の宇苗的な潜在能力を信ず

︶

ること″という言葉で考えるときの相違です︒

以上が

の害的に役立つかぎりこのことは続くでしょう︒

私が全力をあげて創造者
ょって非利己的な奮仕をなしたかもしれません︒

かもしれません︒彼女は凍れ果てた人々に慰みをもたらすことに
次に別な例をみげることにします︒或る人は生命の神秘に関す▼
る知慮を求める人々にそれを説明する能力−創造者から与えら
れた一つむ才能−をあらわしていました︒しかるに才能の授与
り

編

集

後

記

心︽といぅ部

﹁私にとつて﹂価値があると思

あらゆる文献をできるだけ多く先ず読んで︑私の
屋のなかを二つに仕切り︑一方に

われるものを置き︑他方には価値のないものを置いてそれらを知

識として貯蔵⊥て云くだけにとどめています︒この場合ア感情

空飛ぷ円盤の巽相″に

◎

いて理論的にはア氏から教示を受けましたが︑身をもつてその範

という尖兵の干渉を極力抑制するわけです︒こうしたやり方につ

このほど音文吐から出版されました

っいて早速多数の絶賛と激前のお手紙をいただきまして厚くお礼

を示してくれたのほ私の親友である米人宣教師のR・E・カl一ン

を甲し上げまナ︒あの訳書ほ全訳ですから︑かつて本誌に連載し
ました簡略で意味不明の個所もあの書をお読みになればよノ︑おわ

ガム氏です︒私にと三しは常人とはまろで異なる人物のように見

えるこの人の円盤問題にたいする態度について書きたいことが多

かりになると思いますが︑惜しいことに校正のミスで誤字がかな

′︑ありますが︑紙面の都合でそれができません︒

というのが

りあるのが気になります︒たとえば貪欲︵どんよく︶

◎

︒

久
ケ汀

所

所

益

日

保
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昭和三十七年十二百・T日立空行

印

編集紫だり入

日本GA2ニューズレター

通巻第＋・三言−

タイプライター購入寄金及び諾代のご送金には亮蕃をご利用下さ

普通郵便に現金を同封してはいけないことになりましたので

おりの字でなくて全く校正の不幸ぎわによるもので恐縮しており
″も改訳新版を

多くの場合に貪欲︵ひんよく︶となつていますが︑これは原稿ど

ます︵一

アダムスキ氏著の︒テレパシ▼−︵椅神感応︶

鱒皆様方に呂を通し

今度は全面的に改訂が施

◎

してありますので︑これもぜび活字にして

出すベノ1日下或る出版社と交渉中ですっ

ていただきたいと念願しております︒これはア氏の二千雷管学″
と合本にするつもりでしたが︑そぅするとかなり分厚い本になっ
﹁多数の円盤関係の書物のなかで︑英男を述べた少数の書の

て不便になりますので︑やはり別々にすることにしました︒
◎

一つである﹂とア民が確証したフランク・スカリーの著書Beh；d
；e F‡⊃也SQ⊂︹er も遠からず原書を仕入れて内容を紹介したい

と考えています︒私は数年前︑この原審を手にと三しもみないう
ちから他人の罵倒の言葉が先入観となつて︑この苔の内容を頭か
は少な′＼とも全く間違っていたことを痛感しています︒とにかく

らインチキだときめてかかったのですが︑こうした態度そのもの

