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第一課

生命の分析−原田を知ること

るのです︒

＼

一

われわれは個人的な存在としての宇宙の創造者を見ることがで

きませんので︑創造物を通じて創造者を探究しなければなりませ

〝至上なる英知〟の具体的表簸であるからで

ん︒そしてこの創造物がわれわれが自然と呼んでいるものなので
す︒なぜならそれが
す︒

ノ因なる英知″から出た．結果″

であるため妃︑わ

前述しましたように︑創造者がすべてを包容し︑現われ虎創造
物が創造者の

れわれは創造者を見ることはできません︒

人が医師紅なろうとする場合︑人間の日や鼻だけを研究するの

ではなく︑人休の複雑な部分のすぺてを研究します︒これはあら

ゆる神経︑筋肉その他やそれらの目的︑機能などを含んでいます︒

この講座は先へ進むにつれて次第に深遠なものとなるでしょう︒ 医師にょっては更に人体を深く研究し︑自己の 〝意識〟をもっ

われわれが生命について話す場合︑それはあらゆる面の生命の表 て人体せ観察します︒︵訳注︒この 〝意識″の意味はあとで説明

因″を知覚レます︒こうしてあらゆる動脈︑筋肉︑各機関の目的

現を意味します︒はっきりいえば︑われわれは生命を探険しよう してある︶かくて医師は現象の奥にある不可視なものすなわち．
としているので す ︒

人間は宗教的または精神的な面を扱う際に︑自己の信念の如何 を知り︑各部分がどんなふうにして全身に関連しているかを理解

があります︒そうすれはわれわれは︑恩田をとりまいていて人間

われわれが自然を知るためにはこれと同じ研究態度を持つ必要t

にかかわらず飽から妨害されてはなれません︒われわれが神と呼 じます︒そこで一部分が故障するならば医師はその処置法を知る
んでいる創造者は︑人間に知られている︑またほ知られていない のです︒
万物を創造しました︒それで全創造物の父を知るためには︑人間
は父の創造物とその目的を探究する必要があります︒

創造者の最高の創造物としての人間はその責任を一任されてい を創造者から分塵した実体にしてしまったもろもろの不可解革か

ます︒その探究は︑画家の名が個人的に知られていないのに有名 ら解放されることになります︒そのときわれわれは原因と結果を

な絵画の注意深い鑑賞がなされるのと同様です︒探究がすすめば 理解するようになるでしょう︒われわれの精神的な感覚力は万物

すすむほど︑ますます人は絵画を描いた本入を理解するようにな とその目的を知覚するでしょう︒そしてわれわれは意識的忙現象

ゆえにわれわれは〝意識〟の助げをかりて心を発達させるの易

の奥にある因を理解するようになるでしょう︒
ならず︑同時に意識的な知覚力を拡大させるのです︒こうして心
と意識が一体化するとき︑それを通じてわれわれは創造者に直面
することになるのです︒
以上が進化した惑星の人間が訂己を発達させるのに用いている
方法です︒
われわれが常に考えねばならぬことは︑人間の心または各感覚
韓官は結果︵現象︶に額っているけれども︑一方意識はそうでは
なく︑それは結果を生み出しているという事実です︒
〝至上なる存在″の言語なのです

＼

理解力は急速に増進します︒そして完全な知覚力が起こるならば︑
の指令の二つです︒

始めは二人の自分が存在するような気がします︒心の活動と意織

誤りをおかすことを恐れてはいけません︒誤りをやったことに

気づいたならば︑できるだけ早くそれを訂正しなさい︒そうしな

いと進歩の障壁紅なります︒しかしくよくよしてはいけません︒

それはあなたを用心深くさせるからです︒常に記憶しなければな

らないのは︑失敗は誤った応用の結果であるということで︑それ

によってわれわれほ正しい方法を知るということです︒

われわれは善とか悪とかに分類しているけれども︑そのいずれ

にしてもあらゆる行為は完全であるということを記憶しなさいパ

って︑それは神として知られる

必要とするからです︒したがってあなたは行為と体験によって完

なぜならあらゆる行為はあなたの心︑肉体︑意識の完全な整合を

意識は無言のままで︑すなわち印象でもって語りかけるのであ
が︑一方心は音響という結果の言語で語っていますり

全な方向へ成長してゆくのです︒

イエスでさえも多くの不愉快な体験を経なガればなりませんで

したがってこの第一課は本講座中で最も重要です︒読者は結果
ばかりでなく原因についても研究しているということを今後の本

ました︒﹁他を審くな﹂と教えていたからです︒しかし誤りに気

したし︑寺院から両替屋を追い出したときは一っの誤りをおかし

てあなたの研究を完全になしとげるのに必ず〝心″と

づいたとき彼は寺院の前にひぎまづいて更に許しを乞うたのでし

譜座を通じて知らねばなりません︒今後本講座を研究するにつれ
両方を用いるようにして下さい︒そうすれば結果とその奥にある

た︒

舌代に生きていた人々よりも多くの物事で争っており︑多くの帝

〝意識〟の

原因が一体化しているのを見ることができるようになります︒こ
最初このことは容易ではないでしェう︒なぜならわれわれはこ

惑物を持っているからです︒それゆえわれわれが生まれた目的を

−ニミ

現代のわれわれはもっと大きな安住を有しています︒なぜなら

れまで心でもって研究するように教えられてきたために︑想念の

＼

の両方とも楽しい物事を得るのに必要です︒

異にある意識すなわち宇宙的な衝動にほとんど克づいていないか

われわれは何かの理由または目的をもって生まれたという事実

を必要とします︒

理解し︑それを遂行しようとすれば︑より大きな注意力と決心と

らです︒
しかしこれに気づいて︑それがあらゆる物事に応用されるとき

ょ誓

か

ヽ、
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に関しては疑問ほありません︒これが真実でないとすれば人間が

る原因を調べてみましょう︒

︵自我︶によって支配さ

れている精神労働者です︒そして心が学習の通巻にあるとき︑そ

一般の人間は︑原因の結果であるエゴ

人間の大きな目的は〝宇宙の英知″の無限の表現であるように

存在する必要はないということ紅なりますe
思われます︒他の動物がその可能性を持っているとは思えないか

自体を︶導きたがるのであって︑しかも心が理解していない物事

れほ︵心は︶多の物質的な結果︵現象︶によってそれ自体を︵心

ほ多く存在しています︒理解されない物ほ恐怖されきらわれます︒

らです︒しかしこれを達成するには創造物のあらゆる面が理解さ
れねばなりませんっそして最低の物から最高の物に至るあらゆる

そして各感覚器官︵すなわちエゴの心︶紅とって楽しい物事は好

生命は区別なしにあらゆる自然へ自らを貸していることがわれ

から妨げる障壁となります︒

まれます︒しかしときとして好ましい物事ほ人間を進歩的な学習

現象を理解する必要があります︒
全く等しい二人の人間ほ存在しません︒各人に授けられている
異な喀才能が相違を生じさせているからです︒しかしピアノの鍵
盤と同様に︑人が各晋を学んでそれをたたくならば︑それにつれ

われにはわかりますっ

覚器官から成り立っている心を詞整する必要がありますゥ

つまり

そこでわれわれは結果を究穣の解答とみなさないように︑各感

そしてどうやら人間の自由意志が生命の自

て実しい詞和ある旋律が生まれてきます？鍵盤を理解しなければ

然な表現から人間を分親してしまったように思われます︒

そこでわれわれほ与えられている能力を知ることによって自己

その蓮が生じることになります︒
を理解することにしましょう︒

何らかの結論に達するまでに結果︵現象︶の生じた理由を忍耐強
く分析するとよいのですっ

一つの結果である肉体を見ると︑

それが肉・骨・血液などから成っていることがわかりますり

あろうが他人またほ他の生命体であろうが何らの差はありませんロ

先ず︑人間とは何でしょう？

点は他のほとんどの動物と大差はありません︒しかし人体を形成

ー例として樹木をとりあげて︑それが生きるm的を分析してみ

るのと同様です︒しかし人間は人生において果たすべき役割を数

ょうど地球の三十億の人間が人間界という一大家族を形成してい

の利益と人体の維持のために全細胞は互いに調和していますJ

射されているエネルギーすなわち生命力を見ません︒その生命力

とすことによって地面を肥沃にします︒しかし人間は樹木から放

とがわかります︒多くの有用な品物が木で作られますし︑葉を落

て︑また何かを作るための材料として多くの面で役立っているこ

それが自我紅関連した個人的な結果で

している微小な分子は肉眼で見ることはできません︒無数の細胞

ましょう？その結果︵樹木︶を観察しますとそれは生きた木とし

えられないために

がなければ処女林地帯紅見い出されるような清浄な空気は存在し

この

で成っているからです︒各種泡は独立した存在ですが︑∵万共通

球全体の秩序に比較すればまだ小さいぼうです︒そうでないとす

なくなるでしょう︒樹木は炭酸ガスを︑生命にと︵一て基本的な必

ち

れば地球は大混乱状態になるでしょう︒そこでひとつ混乱の起こ

4 ＿＿

立サているのです ︒

家に関して持っていた経験た従っていろいろ変更の手を加えるか

べきかについて心に注意します︒設計図が描かれた後︑あなたは

安物である酸素に変えます︒そしてあらゆる種物ほこの作業で役 とを用いているのです︒このとき意識は家のデザインがどうある
樹木という結果︵現象︶を観察しますと︑樹木を生きものたら

しめるべく幹のなかを流れているいわゆる樹液と呼ばれている液 もしれません︒そのときでさえも︑あなたが知っている限りの家

体すなわち樹木の血液は︑われわれには見えません︒また地中深 には存在しなかっ尭デザインのできる部分があることを意識ほ指

を持たない物で︑あなたがやれる物事ほ存在しません︒あなたの

これは心の知能的な発達といってもよいでしょう︒背後に意識

くはっている板や︑地中からエネルギー源を吸い上げる際に棍が 摘するでしょう︒
果たしている役割をも見ることはできませんりまた樹木を形成し
ている細胞群は樹木の目的の遂行の方向へそれを︵樹木を︶導い

結果を生じさせろには︑心ほ意識を完全に信用し︑心は意識によ

起こすように印象を修正したりするかもしれません︒しかし良い

〝因″と呼闇れの指導に従うかによって変化したり︑善かまたは悪の結果をひき

ていて︑その際各細胞は語り合っているのですが︑その話し声を 心は︑心の英知に窺りながら︑またはいかにうまく心がその英知
聴くことはできません︒これらは結果の輿にある
てよいでしょう︒
さて︑われわれは一つの結果︵現象︶を見るときに︑一体とな

って現われている原因と結果を見るように自分自身を訓探する必 って導かれるのであることを心自体が認めねばなりません︒

﹁盲目的な信念に従いたくはない﹂とあなたはここでいうかも

〝意識〟を通じて原因に売づくようにならねはしれません︒しかしあなたの内部の奥深く自分でやれると感じる

要があります︒われわれは肉眼でもって結果としての二現象を見
ます︒しかし心は

いったい盲目同な信念とは何でしょう？

あなたが自分の家を

なりません︒あなたの目が一物体をチラリと見る瞬間︑意識はそ 物事を達成するには︑右の方法を応用する必要があります．
の物体の︵または生きものの︶内部の生命の印象を心に与えるで

ならその家はコンクリートやプラスターによる完成した家として

しょう︒そうするためにはイエスがいったように誠実になる必要 設計しているときには盲目的な信念を応用しているのです︒なぜ
があります︒

たとえれは盲目的な信念でもって遂行されます︒その結果がどのように

心でもって現象が見られ︑意識がその原因を洩らすとき︑われ まだ存在していないからです︒あなたが生活で何をなそうともそ
われは同時に目に見えるものと見えないものとを見ますっ

ば︑あなたが舐の上忙図面を措いて家を建てようという計画を始 なるかは全然わからないからです︒歩こうと︑革に乗ろうと︑そ

が︑確信は持てません︒実際われわれの生活の九十九パーセント

めるならば︑意識的な印象によハノて心にやって雪景初の結果を の他何をなそうと︑あなたはすぺてがうまくゆくことを望みます
あなたは生み出しつつあるのです︒あなたはl体化した心と意識

とに類りながら設計しているのであって︑いわばその二つの道具 は盲目的な信念に頼っています︒一パーセントは過去の産験に頼

ー

︑ゝ

／

★

す︒

意識とは何でしょう？

◎
J

の・敬い最も美しい物になるという事実の方へ本人を向ふわせるの

は本人の意識なのであって心ではありません︒そのダイヤは考え

ひとたびあなたの心が信念に頼られる限りのあらゆる色を放射するでしょうが︑そのためには忍

を見い出すまでに削り棄らねはならないゴツゴツした多くのでー︺

でむぼナ︺を削り取るたびに何らかの苦痛を伴います︒しかし多く

の苦痛紅耐えるてとができればそれほど石はますます立派虹なる

は人間は生きものとはならないでしょう︒そして人間においては︑

します︒そしてもし宇宙的な振動が完全に表現されればそこには

完全なダイヤほその表面につけられた各面から純粋な光を放射

のです︒

それを言葉であらわすの紅最上の表現は︑〝注意︵または警戒︶

欠点というものはありません︒

生命のあらゆる分野の過去と現在の教えに関するわれわれの思

考の習慣は︑この削り取らねばならない荒いキズのようなむので

〝本能〟として知られています︒意識が

用いる言語は︑人間がまだ体験しない物事について意識的になる

すなわち最初は容易でも楽しくもない新しい習慣が確立されるこ

た決意は望ましい結果をもたらすでしょう︒するとやがて光沢︑

す︒なかには除くのが困難な個所もあるでしょうが︑已的を持っ

﹁見たり開いたりしないで信ずる者はさい
〝

物質の蓄積に関して引用される．コケは︑人間が宇宙的な英知のな

転がる石にはコケがつかな︑いといわれています︒しかし人間の

とになり塵すっそしてこのすべてがなしとげられるとき︑人間と

われわれは荒地のなかのダイヤモンドのようなものです︒後に

の領域︑意識すなわち永遠の生命の海を表わすために用いら

なってダイヤモンドと判明する物質をだれかが最初に見つけたと

かに成長してゆくのを妨げていますゥむしろ転がる人間は他の石

因″

き︑本人ほ肉眼で一個の石ころを見るめですが︑そのとき本人の

︵諸問題︶に打ち当たることによって磨かれ︑かくてやI︺播ナ︺が

して知られている形態を通じて神の栄光が現われるのです︒

内部の何者かが﹁この石ころは他の石ころと違うのだ﹂と語りか

れた言葉です︒意識があらゆる現象を生ぜしめているからです︒

わいである︒その者は天国へ入るだろう﹂こ爪ニス国というのは

れを表現していますっ

場合に感じるところの創造者の言語です︒イエスは次の言葉でそ

ほ音響に頼る必要のない

の状態″といえますっこの状態は知覚砂状態ですっ動物において

るという以外に︑だれも的確に知っ．てはいません︒藩論がなけれ

それほ万物の創造者である生命力であ

なります︒そして生命の最大の神秘は氷解することにもなるので ぼナ︺があります⁚﹂れは楽な作業ではありませんっ大抵の場合︑

結果である人間のセンスマインド︵肉体の心︶は融合することに

は一体化して働くようになります︒すると因である神の意識と︑ 人間は荒地のなかのダイヤのようなものであって︑自己の純粋さ

るならば︑それは意識の指導に頼ることになり︑かくて意識と心 耐と多くの困難な作業とを必要とします︒これと同様にあらゆる

長のいない船のようなものですり

信念はあらゆる現象の基礎です︒信念のない人はカジまたは沿

確信は持てません ︒

るのですが︑それでも過去と同じ結果が生じるかどうか濫ついて けますっ もしそれを切って磨くならば︑それはこれまで見たこと

」
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とれます︒

ましょう︒このセンスマインド︵肉体の心︶は実際には絶えざる

さて今度は感覚器官で成り立っている心なるものを分析して・み

運転する件について説明しました︒

ていますー︺なぜなら人間の見得るすべては︑動物のからだに宿っ

学習を続けながら創造されてゆく過程にあります︵■それは結果︵

ケで覆われて見えなくなっ

ている寄生虫に似たコケだけとなっているからです︒このコケと

して犬抵の場合︑心のくだす結論は自然の法則と一致しませんり

現象︶の観察から印象類を感受する感光板のようなものです︒／そ

人間の立派な能力の其の実しさ注

は真実の人間を覆っている人間の各種の習慣を意味します︒転が

最も有力な部分ほ視覚です′■その次ほ聴覚で︑続いて味覚と臭

それを四つの部分に分けて考えることにしましェう︒

心の活動を更によく理解するため︑四人の異なる人々のように︑

る石が大きさが倍もある岩に突き当たって自己の一部を失ったり
しながらも︑それは転がり続げます︒そしてついには高度に磨か
れて︑色光や成分である無機物を示します︒石によってほ︑親和
の法則によって無機物が互いに結束する場合︑芙しいデザインが

伝える神経の衝動反応だといってよいでしょう︒各感覚器官はそ

もしれません︒それは感覚器官ではなく︑心に感覚器官の反応を

覚という順序になります︒﹁触覚はどうだ？﹂とあなたはいうか

これをなす虹は長年月を要するでしょうが︑忍耐と決意とによ

形成されます
って人間は絶えず増大する精妙さとともにこの美を表現すること

れぞれ別個に働いているのですが︑ときとして他の感覚器官と衝

たとえば視覚は実しい花を認めるかもし

のの不可視な支持者について意識忙洩らさせるでしょう︒それほ

れば心は過去に見てきたとおりあ形を見るのみならず︑形あるも

或る感覚器官は何かを好むかもしれませんが︑他の感覚器官はそ

破られていますC他の感覚器官についても同様のことがいえます︒

のであれば臭覚はそれを拒絶しますCですから心の統一はすでに

れませんが︑それが放つ炬泳いが臭覚にとってきわめて不快なも

突することもありますっ

ができるのです︒
そこで生命の探究者が先ずなさねばならぬことは︑〝原因と結

目に見えない動力発生部のすペてを充分に知覚しながら事を運転

果″についての絶えまなき知覚力を糞うことにあります︒そうす

するようなものです︒

それゆえイエスはあらゆる点で誠実であれと敢

えています︒い．いかえれば︑四つの感覚器官を奉仕の目的のため

心ある状態ですゥ

覚器官が或る物を好み︑他の感覚器官がそれを好まない場合ほ二

コて心では何をしてもだめだ﹂とイエスはいっています︒一感

が一緒果として苦痛と不愉快な状態が起こります︒

れを嫌うかもしれません︒そしてこのこと示起こっているあいだ
一人間の各感覚器官には長いあいだその状態が続いているのです

本講座をあなたはただ読むだけではあまり価値がなく︑むしろ

心とその成分

日常の刻々の実行が効果をもたらします︒

第二課

第一課では自動草の動力発生部を充分に意戯的に知覚しながら

㊨
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敬し合うように訓練しなければなりません︒現在そうであるよう

に結束させることであって︑蕃きに利用してはいけないというこ せん∂そしてこれをなすためには本人は感覚器官同志が互いに尊
とです︒そしてこれほ意識の指導によってのみ可能です︒な．ぜな

ら意識のなかには好き嫌いがなく︑しかも意識はあらゆる現象の に︑それらは互いに尊敬感を持たず︑そのため人は自己の存在に

ます︒それはち上うど心が意諭のなかで措かれて︑その着想の結

センスマインドが自らを訓練せず︑自身を意識に支配させない

目的を理解しているのですが︑心はそうではないからです︒あら 尊敬感を持ちませんっそのため人は自分を楽しませてくれる人々
ゆる現象は先ず意識のなかに描かれて︑次に結果の世界へ生まれ 以外の他人にたいして尊敬感を持たないのです︒

れたいのと同様に︑家族の各人をも尊敬しなければなりません︒

家族が幸福でぁろうとするならば︑家族の各人は自分が尊敬さ

ならば︑その状態は過去と同様に今後も続くでしょう︒

って導かれるのが容易になるのです︒そして心はあらゆる結果︵

そして主体となる両親を信頼する必要があります︒感覚器官につ

果として生まれ出るのと同棲です︒だから心が結果︵現象︶によ
現象︶が起こった理由も知識も持つことはなく︑好ましい物にも

心が楽しい社会を保とうとするならば︑こうした勝手な意見を いても同様です︒それらは人間の世帯を作りあげている家族のよ

錬な 物 紅 も 判 決 を く だ し て い ま す ︒

特にそうです■U自ら作りあげてきた多くの習慣に基づいている各

〝偉大な英知″感覚器官を元の正しい状態にもどすのほ容易でほないでしょう︒

各感覚器官の訓練

一緒果であるのですが︑もろもろの結果︵現象︶によって尊かれ

どうすれば各感覚器官を訓練できるでしょう？ 視覚ほ意識の

し︑報いを得るためにほ個人も何かをなさねばなりません︒

ているその視覚なるものは︑自分の見る現象の背後にある原因を

い出すかもしれませんが︑感覚人ほ体験によって学ばねばなりま 探究しようとほしま′せん︒しかしこれまでにあなたが第一課を充

センスマインド︵肉体の心︶の自尊心は▼苦難に満ちた過程を見

けるといわれていますが︑そのように︑望ましくない結果を修正

つかわりに︑責任をのがれようとします︒神は自ら助ける者を助

となって何もしません▼∪修正によって学びとろうという決意を持

そしてときとして心は最大の抵抗の態度をとり︑不活発な状態

誤ちを作り出した心にょってその修正法が理解されないからです︒理解する以外に方法はありませんJ

しかしわれわれが天国のような生活を持とうとすれば︑看めこ
が状況を修正してくれることを望みますりしかし多くの例でその
修正法が示されても人々はそれに応じようとはしません︒最初に とが達成されねばなりません︒生きるための理由を学び︑これを

神の亭にそれをゆだねようとします︒人々はこの

人々ほ︑目的を持って万物を創造した．全包容的な意識〟である

捨てなければなりませんゥ世の中のあらゆるトラブルはこのよ㌢ うなものです︒したがって各感覚器官も互いに尊敬し信頼し合う
紅して作られています︒そしてーラブルが大きくなってくると︑ ように指導する必要があります︒両親としての意識にたいしてほ

− 7 −
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ち意識という視覚で

という願望が起こるはずです︒そしてこれは︑第二の視覚すなわ

分に学びとっていれば︑当然︑各生物が創造された目的を知ろう

と衝突しないようにその特権を待たねばなりませんでしたU与え

れたとき︑︑私はそれをやりましたが︑どの場合も与えられる知識

その後のコンタクトで私が質問をしてよいという特権を与えら

私は忍耐力をもって︑知識を与えてくれる相手を信用しましたっ

られた多くの知識は当時の私の生活態度に適合しませんでしたが︑

教室にいる子供がよい例ですひすぐれた生徒は授業時間中に自

心へ洩らされます︒
分の意見を持たないで教師の指導忙従います︒あとで本人はその

識を与えてくれる相手を習えぎったとすれば︑高貴な宝石を失い︑

と︑話の全ぼケが明らかになってきました︺もし私が短気で︑知

めに︑与えられた知識を調べます︒ところが別な生徒のなかには

混乱だけを身につけたことでしょう︒惑星人の教師にたいして私

最初それはパ・ズルみたいでしたが︑ついに全部が組み合わされる

教師の話す事柄の内容をあれこれと批判し︑そのためにその授業

住んでいた世界のかわりに現在は宇宙の王国に住んでいるのですr︺

が子供のようになったとき︑私は多くの特権を与えられ︑かつて

授業の内容が正しいか︑生活のどの部分にあてはまるかを知るた

から遊離してしまい︑要点をのがし︑問題紅ついてハッキリした

やるならば

あなたは混乱を持たなくなるでしょう︒

意識ほ宇宙的な教師であって︑私が今までにやってきたよう紅

知識を持たなくなります︒︑最初の生徒は教師の数えから利益を得
ますが︑あとの生徒は得ません︒注意深い生徒の場合は聴こうと
して心を謙虚にしたのですが︑あとの生徒はケンカ腰となり︑価

識の教えは印象乾よってのみ伝えられるからです︒一物体を観察

自らを謙虚にしなければなりませんむというわけは︑こうした意

意識から学ぶために︑心は素直な態度で各要点をつかむように

とイエスはいっています︒天国とは因の国です︶また聖書紅は﹁

ょう︒﹁幼児のようにならなければ天国へ入ることはできない﹂

うしていたならば︑今日持っている知識を私は持たなかったでし

こまごました事柄を聞かなかったのかといいます︒しかし私がそ

多くの人は︑なぜ私がこれまでのコンタクトの際にあれこれと

しょうが物音を聴こうが︑印象は心とは別個に与えられます︺意

隠されている物は必ず洩らされる﹂と述べてあります︒

値ある要点を失ったわけです︒

識は心とは異なって習慣に支配されません︒たとえば私が最初に

また聖書には︑人間は多くの才能を持つと述べてありますり

しいタイプの建築なら特によい例になりますり先ず完成した建築

そこ

特に私の習慣的な生活と一致した物事を知りたがりましたゥ

で〝無限なる〟人間が与えられている才能や︑宇宙の計画紅おい

忍耐と信念ほこうした報いの基礎です︒短気な人は盤折しますゥ

し相手が私の心に印象づけようとした事柄すべてを感受する薄め

て人間が果たしている重要な役割を観察することにしまし上う︒

しか

紅は︑心をコントロールし︑沈黙の状態を疫ける必要がありまし

大ビルディングの工事を例としてあげましょう︒このビルが新

他の惑星から来た人とコンタクトしたとき︑私の心は多くの物事︑

た︒何が与えられるだろうかと私があれこれ思いをめぐらせたな
らば︑その会見の意義をつかむことほできなかったでしょう︒

︑・・J㌧
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ひとたび心がその絵を明瞭に見るならば︑その建築物のデザイン

物が意識によって人間の心のスクリーン上に描かれます︒そして

た︒鍛冶工場から来たために焼けたエプロンと汚い事を見せてい

でいました︒すると一人の銭冶工が仕事着のままで入っ・てきまし

技術者全員がその機会に適当な服を着て出席し︑名誉を待ち望ん

式で表彰し︑玉座の隣席にすわらせる旨を表明しました︒そこで

∵ノ

を保持するために︑印象類を図示した育写真が作られます︒家の

ました︒しかも彼は自分からすすんで王の隣席粧すわったのです︒

そこで青写真は建築物を具体化せしめるために有能な責任者

すゥ

これは一座に動揺を起こし︑出席者のあいだに不満の声があがり

設計図を描くときと同様に︑これは原因■にたいする最初の結果で
の宇にまわされます︒するとこの人は建築に必要な職人や資材を

ました︑︑

王ほ鍛冶工の方を向いて︑いかなる権利にょって自分でそこへ

調達します︒

すわるのかと尋ねました︵︸そこで鑑冶塁は立ち上がって他の技術

﹁それは君だ﹂とみなは答え・ました︒

者一同紅次のような間を発しました︒﹁あなた方のコテやコンパ

彼がやとう最初の職人たちはいわは最低の技能者です︒なぜな
しかしこの人たちがいないことには建物は建ちません︒

ら彼らは建物の基礎を埋めるためのミゾ頻り人夫であるからです︒

スはだれが作ったのか？﹂

すると鍛冶屋は続けましたっ

そ

の神殿を作ることができただろうか？﹂みなの答えは﹁ノウ﹂で

次にこれを完成させるために多くの技術者が使用されますゥ

の入口の内壁に描かれる壁画は歴史的な事象を表わした美しい絵

す︒﹁だったら名誉ほ私のものだ﹂と粟冶屋はいいました︒

﹁そんな道具がなくてあなた方ほこ

画で︑これが最後の仕上げです︒このために最高の芸術家が使用

る能力は創造者から創造物に与えられた贈物として尊重されてい

この平等さは金星や土星で守られています︒人間の持つあらゆ

されます︒しかしこの芸術家でさえも︑使用する塗料の顔料が必
の全能カをもってしても要求される作品を作り出すことはできま

るからです︒そしてそれはあらゆる努力の分野〜スポーツ︑芸術

要な精製過程把おいて充分に処理されてい．なかったならば︑本人
せん︒このことは彼が用いる筆その他の道具類についてもいえま

などの各分野で表われています︒地球人が示している競争意識な

しかもこうした道具がなければ彼の才能は価値のないものと

すっ

︵自我︶の心にほかなり手せん︒

﹁鳥はまくことも刈ることもしなぃ

のに︑女は彼らを奪っていて下さを﹂しかしこれは″意識〟紅た

日のことを思いわずらうな﹂

分に栄光を帰するならば︑それはむなしいものである﹂享た﹁明

イエスは次のようにいってこの真理を人々に伝えました︒﹁自

いして名誉を求めるのはエゴ

力のすぐれた発揮を求める気持を持っています︒仕事の達成にた

どほありはしません︒むしろ神の目的の遂行にたいして個人の能

ここ紅おいて最低の能力ほ最高の能力と等しいことがわかるで

なってしまいます︒
しょう︒このことからあなたは等しいという言葉が実際には何を
意味するかを知らねばなりませんっそれはその言葉の一般的な定
義とほはるかに異な り ま す ︒
これをはっきりさせるために別な例をあげましょう︒ソロモン
王の神殿が完成したとき︑そのエ事で最も功労のあったものを儀

ー10＿

いする強い信頼を必要とします︒なぜならイエスほ﹁命は食物に

ということに疑問の余地ほありません︒近年の新しい発明がこれ

とにすぐ気づくでしょう︒たとえば世の中には立派な人々がいる

を証明するからです︒エソクトロニケスの分野においても︑行な

まさり︑あなたがたのからだは着物にまさるではないか﹂といっ
ているからです︒これはすべての金星人が応用している法則です︒

彼方に打ち上げられて軌道をまわっているカプセル中の人間と連

われている物事は奇跡といってよいでしょう︒宇宙空間のはるカ︑

は各人が何らかの形で重要な存在です︒われわれがなさねばなら

すでにおわかりのよう紅︑いかなる人間でも日常生括において
ないことは︑進化した惑星の人間がやっているように︑各人の重

たむける際の心の可能性を示しています︒しかし現在の人間の持

絡する装置など︑こうした業績は人間の心が意識の指導に耳をか

つ知識のすぺてをもってしても︑人体を製作して生ける人間と同

要さを知ることです︒こうして個人の努力は他人に直接または間
♯に奉仕するにつれて尊重されるのです︒

しかし人体の内部には人間を作り■あげる知識が蔵されていて︑そ

様の機能を持たせることのできる人はこの世に一人もいません︒

を傷つけたりする連中についてはどうかと︒こうした行為は本人

あなたはここでいうかもしれません︒地球人の犯罪人や︑他人
の誤ちとみなされてよいでしょう︒なぜなら本人は結果︵現象︶

れほ無数の他の．動物についても同棲です︒

れは子供の出生という現象において日ごとに示されています︒こ

心が人

によって自分を導くようにと人々から教えられているからです︒

それゆえ心は学ぶために深入りする必要ほありませんゥ

体内部にひそむ知識にたいして自らを謙虚にするならば︑自分の

だからわれわれはみな誤ちをおかすのです﹁りしかしわれわれが賢
正するでしょう︒それで一つの教訓を与えてくれたその体験に感

明で︑理解を望むならば︑誤ちをおかした理由を知り︑それを修

これまで語られた実理で右

妊娠している女は自分の体内に妊娠の状態が起こっていること

人体の創造

の言葉ほどに偉大な実理はありませんら

則にょって支配されているからですじ

葉がどこから起こったかがわかります︒あらゆる創造物はこの法

﹁自分自身を知れ︒そうすればすべてがわかるだろう﹂という言

宿っている人体から何かを学びとることができるのです︒ここで

謝してよいのです︒この体験がなければ︑更によい方法がつかめ
ないからです︒
歴史ほ必ずしもくり返す必要はありませんし歴史を作るのは人
間の行為であるからです︒今後これについてはもっと詳細に説明
〝心″について解説を続けまし上うっ

われわれはこれまでに︑心こそは人間であり知る着であると教

しますが︑さしあたって

えられてきましたゥしかし心は一つの結果︵現象︶ですから︑こ
〝知る

を知っていますが︑彼女の

の教えは真理どころではありません︒だが人間の内奥には

者″が宿っています︒もし心が自らを謙虚にして万物にたいする

が行なわれるかを知ってはいません︒何度も彼女は

﹁どうなって

〝心″は新しい人体の創造について何

戟察者になるならば︑心はいかに物事を知っていないかというこ

︑■．︑︶
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⑳
いるのだろうか﹂と考えます︒胎児を生長させている英知を正確

㌦

かわり忙歴史をくり返しています︒歴史的な改善もいくつかあり

ないためです︒心は過去の行為によって自らを支持し︑前進する

尊大になってしまい︑その両弟である意識にたいして患いを寄せ

る青写真がすでに作られていることは事実ですが︑刻々と新しい
ますがY

′心″はこの世紀存在しません︒妊娠から出生に至

人体を作りあげている英知の写真は操られていません︒この英知

に知っている

は人間の心︑母親の心などを超越したものです︒人間の心は体内

は意識の指導に従うことによって︑毎日訝新さをもたらす機会を

過去の上を一歩も出ないで依然として過去に根ざしていますク心

いていますっなぜなら︑心ほ変化しても︑次の瞬間にはどのよう

心は知識と信念の欠乏によってひき起こされる恐怖を通じて働

待っているのです︒

しかし人間の行為は戦争におげる人間の抹殺のように︑

で何が行なわれているかを知らないからです︒このことは心が或
る偉大な英知に従属していることを証明しています︒しかし心は
この英知の指導に身をゆだねるならば英知と等しくなる可能性を
持ってもYるので す ︒

この偉大な英知とは何でしょう？∴Jこで再び定義として意識

いて︑何らかの診で地球上のほとんどあらゆる人間を支配してい

ます︒恐怖が支配的な要素になっているということに気づいてい

になるかを心自体が知らないからです︒恐怖は心の主人となって

の意識は︑平常は妊婦の好まない或る蓮の食物をとるようにと彼

る人はほとんどいません︒これは人間が長いあいだ恐怖という家

なる語を持ち出す必要がありjタ︒というわけほ︑ときとしてこ

です︒そしてこの英知は妊婦の体内に運動を起こさせます︒指示

女の心に印象づけるからです︒この食物は胎児の発育に必要なの

ら意識はわれわれが知っているような音響を用いないからです︒

こったことを知ります︒・これは印象によってなされます︒なぜな

研究にょって学ぶことはできません︒これらはほとんど恐怖の指

われわれはこの諸法則を結果︵現象︶の研究︑特に人間の体験の

とは生命を支配する諸法則にたいする理解力の欠乏にすぎません︒

人間は自分が恐れているというととさえ気づいていませんっ恐怖

族の子供であり︑それを当然の生き方だと患っていたからです

胎児の創造者すなわち製作者はこの意識であるといえます︒そし

令の結果であるからです︒

の声が聴こえるわけではありませんが︑妊婦の心は或る変化が起

てこの製作はすぺて心とは別個になされます︒それでもなお心は

甘一・■D・ルーズゲエルトはこれを次のように巧みに表現してい
ますい

やつて来る印象類に反対することによって意識と衝突するかもし
れません︒しかしその食物をとらなければ︑不完全な子供が生ま

怖は恐怖を促進するからです︒故ケネディ一大統領は次のように

えられている印象類を敵視していて︑避けることのできた多くの

以上妊婦を例にあげましたが︑一般人も日常︑意識から心に与

ころです︒﹁神があなたに何をなすかでなく︑−あなたが神に何を

たが国家に何をなし得るかが問題である﹂私ならこういいたいと

いっています︒﹁国家があなたに何をなし得るかではなく︑あな

﹁恐怖そのもの以外紅︑恐怖すべきもの

れるでしょう︒

不完全な行為を起こしています︒これは全く︑心が多年のあいだ
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なすのか？﹂と︒神とは人間の意識です︒そこで次のようにもい

意識です︒意識は宇宙的性質を帯びていますが︑心は世俗的です︒

その融合をなすためにほ︑あらゆる行為の背後忙ある原因につ

えますっ ﹁意識が心に何をなすかでなく︑心が意識に何をなし得世俗的な心は︑創造者を伴う一致和合が実現するまでに︑宇宙的
るかが問題である ﹂
な意隷と融合することを知る必要があります︒
われわれはみな人生を難儀な目紅あいながらすごしています︒

いて心に考えさせる習慣を養うことが必要です︒そして各行為が

間が達成しようと努力しなければならない宇宙的な性質のものか

心︶の欲望のあらわれであり︑自己中心的な行為か︑それとも人

単把過去の体験から来た習慣で︑純粋紅センスマインド︵肉体の

しかしいまや意識という中央通りに落ち着く時がきています︒そ
して心という側道は避け粗ければなりません︒中心のバランスが
生活をはるか紅容易にするからです︒
この中央通りで万物が創造者の英知を表わしていることがあな
たはわかるでしょう︒意識は砂一粒の生命でもあるからです︒意

表現されるものが何であろうとも︑その表現の生命として意識

を調べる必要があります︒

を心紅認めさせ︑尊敬させねばなりません︒意識は万物や人間を

識は万物とは独立しているものなのですが︑しかも万物を生かし
ています︒それはわれわれが印象と呼んでいる言葉﹂無言の言語

尊敬するものではなく︑それはあらゆる行為にたいして自らを貸

の宇はわれわれが善と呼んでいるものへ常虹差し向けられていま

しているだけです︒意識自体は善も悪も知りませんがーその指導

を語っていますが︑いかなる音響よりもほるかに大きなカをもっ
て働いています︒そしてあなたも私もその最高の現われです︒意
識がなければ心は無になるであろうからです︒
テレビ受像機があれは動く蘭像が室内で見られるほどに︑そし

が失われ︑感覚器官のすぺてがきわめて鈍くなりながらも︑憩識

われわれは肉体が死んだと考えます︒ところが︑人間の心の機能

以外の感覚器官でもそうです︒しかし意識が肉体を離れたなら︑

けるほどに人間のセンスマインドは発達しています︒視覚や聴覚

して苦しい日にあいます︒しかし彼ほこれがつらい学習法であっ

しかし子供はそういわれることを望みません︒そこで亭にヤケド

れるとヤケドをするぞと教えられている子供のようなものです︒

自分勝手に行為しています︒或る場合の心は︑熱いス・トーヴに触

い結果を与えます︒大体に心は飽から指令されることを好まず︑

意識から来る印象類にたいする心の誤った解釈はわれわれに悪

す︒

が存在する限り本人ほ生きものであるという例があります︒これ

たにしてもその体験を持ったわけです︒

てまたラジオという増幅器があれは空中を流れる音響や音楽を聴

でもって意識は心とは別個に存在し得ることがわかりますが︑心
は独立して存在することほできませんロ人間のこの二つの面を考

なたが︑意識である神の指導によって学ばないなら雫

苦しい詰

えてみますと︑それは丁人が他方に調りながら一軒の家に住んで

果をもたらすところのあなた自身の．心の意志■紅よってあなた

．神の意志″というのはしばしば用いられる言葉です︒もしあ

いる二人の人間にたとえることができます︒−方は心で︑他方は

㍉匁
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を学ばせます︒ゆえに神はあなたの体験に責任ほないのです︒
第一課を学んだ人たちから報告が寄せられていますが︑それに
ょれば︑真に熱心な人々はすばらしい結果を待つつあります︒こ
れは驚くべきことではありません︒かつて発生したあらゆる物事
は意識のなかに記諒されていて︑人間の心が注意深くなるときに

一

世界終滅の虚説

ニー

﹁大変な情報が私の手元に入りました︒それが真実と認められ

C・A・ハ

以上が︑この哲学がブラザーズによって簡約されて伝えられた

るならば︑それは空想科学小説を顔色なからしむるものであり︑

れたことがあります︒

理由であり︑これまでに出たいかなる哲学とも異なる理由です︒

この地球上に住むわれわれにとって最も重大な意味を持つもので

それが引き出されることがあるからです︒

その簡約されたかたちのなかに︑研究者に必要な真髄の大部分が

︵ハニー注︒

す︒この情報は大至急に米国の各新聞社に伝える必要があります

が︑その取捨選択については適当に処置して下さい﹂

与えられています︒
創造者の法則はきわめて簡単です︒そうでないとすればイエス

以上は七ページにわたる手紙の一部にすぎません︶

〝サナンダ″ と称する宇宙人とコンタクトし

クの住人ドロy−・マーティン天人から出たものです︒マーティ

ラーフェッド博士の情報というのほ︑シカゴの市外オークパー

病院を辞蔵するように要求されました︒

ッド博士によ︵一て書かれたもので︑本人は事件が一段落する前紅

この手紙ほミシガン州立大学付属病院の織員C・ん・ラーフェ

が﹁幼児のようになれ﹂という筆はありません︒子供は他を疑わ
ず︑純粋です︒
これまで人間は自分の心でもってあらゆる物事をあえてむつか
しくやってきました︒そして神秘に次ぐ神秘を借り出しましたが︑

︵第二課終わり︶

実際にはどこにも神秘は存在しませんし︑不可能な物事もないの
です︒

ン夫人は或る惑星の

たと主張しているのですが︑そのサナンダが自分はかつてのイエ

ス●キリストだと告げたというのです︒ところがサナンダからマ

によるものであり︑一九五四年十二月

ーティン天人に送られたメッセージは ′自動書記︵訳注︒霊界通
信に用いられる一方法︶″

二十一日に大変動が発生するという内容のものでした︒この変動

は米大陸の西部沿岸から東部沿岸紅まで及び︑舌代のアトランテ

ィスとミューの両大陸が海中から出現するというのです︒シカゴ
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〝キリストの再来″と

〝世界の終減″の予言

海中に没し︑米国は二つに切断されるともいっています︒
このメッセージは

ソタ大学社会科学研究所の職員レオン︒フェスティy才一︑ヘン

リー・W・リーケン︑スタンリー・ジャハダーの執筆把なり︑も

この書に記録された事件が大詰めに近づいた頃︑マ夫人の団体

とはミネソタ大学出版部から刊行されました︒

のイエス・キリストであったサナンダほアダムスキー氏が一九五

めの準備をしていました︒彼らほ自分の衣服に付属している金属

の会員一同は各自の財産すべてを売り払い︑円盤に救出されるた

と共に各新聞社へ送られました︒マーティン夫人によれば︑もと

いうことになっでいます︒もちろんこの情報のすぺては大デタラ

二年にケァ州の砂漠で最初に会った金星人のオーソンでもあると

しょう︒当時それが大々的に報暮されたからです︒ところでこれ

多年円盤問題を研究された方は右の事件を記憶しておられるで

ます︒会員一同拭まじめな人々で︑高度に進歩した惑星の人間と

ときの模様を直接に凝集した詳細な手記が右の蕃に施載されてい

のエの字も現われなかった︶彼らが結局だまされていたと知った

類のすぺてを取り除いて︵訳注︒円盤の磁気で金属ほ障害になる

紅ついて大菰の人の知らない事実があります︒それほミネソタ大

自分たちはたしかにコンククナしているのだと信じていました︒

メなのですが︑マーティン天人とラーフェッド博士は盲目的にそ

学の数人の穐員がマーティy天人↓派のグループに何食わぬ顔で

メッセージをホンモノだと信じたのです︒今日多くの円盤研究グ

というわけ︶︑円盤を待ちに待ったのです︒︵訳注︒しかし円盤

正規な会員として参加し︑他の会員には知られないようにして右

ループがこれと同磋の誤った状態におちいっています︒だまされ

れを信じました︒

の事件の全紡かを克明に記録していたという事実です︒

ていたという確実な証拠があがった場合︑会員はどうなるでしょ
そのことは右の書の

〝実現しない予言とあてはずれの救世

う？

〝予言が適中し

ないとき〟と題して出版されています︒記事中ではマ夫人とヲ博

主″と題する第．一章に述べてあります︒

この記録は日下ハーバー︐アンド・ロウ社から

士その他の人物や場所は仮名で登場していますが︑内容は事実そ

見では円盤問題研究者にとって必読の書であり︑私がこれまです

これまで私は多数の書物を推せんしましたが︑看の書は私の意

た叫虻顎り返しのつかない行動をとったとする︒ところがついに︑

とする︒そしてこの信念に一つの理由を持っているとして︑その

道をはずれてしまうのである︒かりに個人が真剣に何かを信ずる

﹁しかし人間の思いつきのうまさは︑単なる信念の防禦から軌

すめた書物中では最も重要なものです︒なぜなら各種の円盤研究

それが誤っているという明白な否定できない証拠を突きつけられ

のものの記鐘です︒

団体がマ夫人やラ博士と同様のケースを体験していて︑同様な転

て︑自分の信念が間違っていたとすれば︑どうなるだろう？

人はムキになって断固たる態度をとるばかりか︑以前に庵まして

本

落の道をたどっているからですっ
あなたがこうした心霊勢力の犠牲者にならないために必要な知

自分の信念の真実性を確信するようになるだろう︒実際本人は他

・︸

識を望まれる場合は︑ぜひ右の書を読んで下さい︒この書はミネ

l
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主義者になおかつ身をゆだねるだろう﹂

・．リノ

人を自分の意見に改債させようとして︼そうの情熱を示すだろう︒

1い一

反証紅たいするこうした反応はどのようにして︑またなぜ起こる

今日いかに多数の人が︑前記の書物中に述べられた人々と同じ
ことをやっていることでしょう︒その大半は他の惑星から来たと

自分の信念が誤っていることが指摘された場合︑本人の情熱は

うのは実は地球人の心の産物にほかなりません︒現在︑仮空の宇

自称する仮空の人間に盲従していますが︑その仮空の宇宙人とい

のだろ
破壊されるどころかかえってすさまじく高揚することは歴史上の

宙人として知られているものに次のような名が出てきます︒

金星人といわれるエーセリウス︑もとはイエス・キリストだと

事実です︒この理由は右の書で詳述してあります︒これをお読み
になれば︑多くの円盤研究グループや宗教団体が繁栄し続けて︑

いうサナンダ︑火星第六編隊の宇宙絵師︵見事なナンセンス！︶

霊媒の心中に存在するだけです︒またコレンドーという惑星から

その指適者の信念が誤りであることが指摘されたりインチキ性が

来たと伝えられているコレンディアンと称するイカサマ宇宙人も

惑星名が出てくるアシェクーなどがいます︒こんな者ほ地球人の

今日なおもトランス︵恍惚状態︶または自動書記によって受信

います︒或る作家は最近自宅のテレビによってコレンド一人とコ

更にあげれば火星人と称するモンカ︑霊媒忙よっては各亀の出身

されるメッセージ頚を信じたり︑その指示に盲目的に従ったりす

ンタクトしたと主張しています︒ところが奇妙なことに多数の人

でしょう︒だからこれは必読の書なのです︒

る円盤研究団体があります︒ときとしてこれは︑他の惑星につい

がこの物語を信じてそれを吹聴しているのです︒

暴露されたりした後も団体がますます強固になる理由がおわかり

て確固たる具体的な事実を一般へ伝えるための啓蒙運動を熱心に

プから流されたヂタラメな宇宙人名や団体名を次忙あげることに

多くの読者がこれについて質問してきましたので︑心霊グルー

続けてきたわれわれにとってウンザリするような存在です︒以下
はオーストラリアの8APリーダーが月刊機関誌に戟せた記事の
一節です︒

るものであるし︑政府が依然として調査している円盤問題とは何

意味を知るべきである︒それほわれわれの立場とはまるで相反す

プポウ・シティー︑カレン・リ︑ヴエレン・ホル︑エクサン・デ

ムル︑アラマ・マヲ︑チョンソ︑yエルカ︑ラマ・デスカ︑レイ

ジャスタ山の大白光教団︑セヴン・レイズ友好協会︑アラム・

しましょう︒これはあなたの判断に役立つと患いますっ

の粥係もないことである︒多数の人が︑自分の意見で判断すべ虐

ル︑﹂りり′・エルリ︑8t￠︒

﹁読者はわれわれがサイキック︵心霊的︶といっている言葉の

事柄を相変わらず歪曲し︑宗教的なコンタクト物語を語り続け︑
円盤に関する心霊的な情報を読めとすすめたりしている︒こんな
町かどで何か

〝新しい哲学″を説いているポロをまとった竜神秘

連中はたとえ真実の惑星人の仲間に加わる幸運を持ったとしても︑
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C．A●ハニ＿

て何かを計画していますか︒︵テキサス州︑A・C︶

答一九六四年から一九六七年にかけて多くの新しい知識が公開

あなたが出している資料は円盤が実在するという証拠を含

法廷において二人の目撃者が或る人を殺人罪で絞首刑にするこ

すJ

とはできますが︑どうしたわけか円盤を見た数百の信頼し得る目

撃者は信じない人にょって疑われてい■ます︒写真類は認められて

いません︒金属片も認められませんし︑個人的な目撃体験も認め
られてはいません︒

米政府は円盤を捕えてそれを子細に調査したことがありま

あなたは先ず一般人にむかって﹁なぜ酒を飲むのか？﹂と尋

を飲むのですか︒なぜ神ほ人間がそれを飲むのを妹うのですか︒

に現在もそれを多量に飲んでいます︒なぜ人間ほこのようなもの
苔

ねる必要があります︒相手によって異なる答えが出てくるでし上

円盤ならずとも何事に関しても信じない人が要求するような う︒その味を好む人もあれば︑気分を好む人もあり︑健康増進の

揆

証拠として認められるものは実際にはこの世に存在しないからで ます︒

遊▼

・I

雲 褒

さえも証明することはできません︒提示きれるもので︑いわゆる 料はからだによいこともあり︑どの医師もこれを確証すると思い

証拠というものは存在しません︒この種の証拠は自動革の存在を ために少量をたしなむ人もあります︒適当に飲めばアルコール飲

答

スコンシン州︑Ⅴ・ G ︶

んでいますか︒あなた自身はそ

問2

ません︒その宣伝では宇宙空間と他の惑星への有人飛行にたいす ています︒
る無用論をとりあげてそれに反ばくしており︑われわれの促進運 間4 数千年間ブド一滴や他の酒類が作られて︑人類は昔と同様
動を多数の人に信じさせる方向に動いています〇

ていますので︑この計画の一部はすでに発足しているのかもしれ 果については知りません︒この情報はいまもなお政府が塩秘にし

は期待しています︒米航空宇宙局がラジオで短い宣伝活動をやっ 六機の円盤が専門家によって調査されたということです︒その結

証する筈です︒今年米政府によって出される新しい教育計画を私 育

されるでし上う︒これは過去数年間に私の仕事から出た資料を確 すか︒︵ケァリフォーニア州マンテカ︑R・F︶
私が入手した情報によれば︑米国ではこれまでに少なくとも

間3

もしあなたがこの世の事物について絶対的な証拠と認められる
間∫ 他の惑星に人類が存在するという知識が近いうちに政府か 物を何か思いつくことができれば︑それを見せて下さい︒私ほ公
ら一般へ公開される徴贋がありますか︒各国政府はこの線に沿っ
開
しましょう︒現在まで︑宇宙人を含むあらゆる人間でその 〝絶
対的な証拠〟を提示できた人はありません︒

質疑応答
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＼∵ノ

一方︑飲酒を気苦労や安住からの逃避として利用したり︑深酒
筈

耶†′l†′潤くY

大地震︑津波︑その他の大変動が今後ますます世界中に起こ

をやったりする人もいます︒これほ本人にパカげた言動をなさし

つつあるぞ﹂と気づくほどに変動がひんばんになるまでにはまだ

るでしょう︒しかし最も疑い深い人が﹁何か大変なことが発生し

七年ないし十年くらいありますっ一九六四年中には多くの自然の

めるのみならず健康を害します︒これは人間の未熟さのあらわれ
であり︑責任感のなさを示しています︵−

慣を肯定したり否定したりする

いでしょう︒今年から自然界はますます変動が激しくなり︑﹁九

ィー︵世界的大変動︶につながる現象の出発点であるといってよ

変動が起こるでしょう︒それで今年は来たるぺき大力タスト・ロフ

記憶する必要があります︒神とは不可視のカー原理なのであって︑

七〇年の終わり頓になれば世界的な一大変動の発生時期紅たいす

神についての質問の件ですが︑あなたは神とは人間の信念や習

肉体を尋つ生きものではありません︒聖書にはイエスが発酵した

る推測が可能となってきます︒

二個人〟ではないということを

ブド一宿を作って飲んだと述べてありますが︑これは過度紅飲め

︵編者琵︒右ほハニー氏の機関誌

ば酔っぱらう性質のものです︒しかるに聖職者のなかには聖書中
のこの記事をねじ曲げて︑イエスは単なるブドーのジュースを作

︵ハニーは︶シアトルの貰エGA

Xn︺×0×︵U X︹U

〝サイエンス・バブリケイジョ

っただけで︑それは発辞していない甘味飲料にすぎなかったとい

ハニーは次のような報告を寄せてい■ます︶

ン・ニューズレター五月号紅梅乾された記事で︑これに関連して

になっています﹄﹂

ンチ隆起したことを報じております︒いまや変動はますます強烈

テキサス州のヒユースト・ン市全体がアラスカ地震の発生時に匹イ

虎︒メキシコ湾の変化はそのことを示しています︒本日の新開は

す︒あの大地震ほ地療の自転軸の急激な傾きにょって起こりまし

﹃アラスカ大地震後︑当地域の人はみな神経過敏になっていま

受けとりました︻﹀

P︵空中現象調査委負会︶のロバート・グリブルから次の報告を

﹁アラスカの大地震後に私は

nU

う人がありますが︑これは飲めば酔う筈のプドー酒の意味で書か
れた元の記述を曲解したキ弁ですQ

これの別な証拠は親切なサマリア人の物語に出てきます︒そこ
では強盗に襲われた徳性者の傷口を消毒するためにブド1酒が用
いられています︒︵訳注︒ルカによる福音書第十孝三十i三十四
節︶それが発酵しておらず︑アルコールを含む性質のものでなけ
〝ブドー酒″という語は婚礼の宴会の物語転出てくるブド一滴と

れば︑消毒用に用いられる筈はありません〝．この物語に出てくる

この地球上で遠からず発生すると思われている大変動につ

いう語と全く同じです︒︵訳注︒ヨハネによる福音書第二章一−
十節︶

間5

いてはどのように．お考えですか︒一︵ジョージア州アトランタ︑E
・B︶
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毒r√一．対官軍孝東宮

円盤紅官憲おびえる

いまだに円盤は出るということ

ー・l−

の物体のまわりに生命を持つ形跡はなかった︒上昇してゆっくり

と飛び去り︑やがて視界から消えたというのだ︒円盤の近く紅二

者の白い作業衣らしきものがうごめいているのを見たが︑円盤内

に人間が乗っていたかどうかほわからない︒物体は自動草ほどの

そこは円盤にとって

高さで︑自動革よりも大きくて︑きらきら光るアルミニウム次の

︹ソコーロ ︵ニューメキシコ州︶汀二pこⅠ︺

絶好の場所なのだ︒広漠たるニューメキシコ砂漠のホワイトサン

材料でできているようだった︒百ヤード以内まで近づいたとき飛

アルブタエルクのカートランド空軍基地から二名の調査官が日

び去ったとずモヲほ語っているっ

ズ⁚︑︑サイル発射場の端︑世界最初の原爆々発の位置からち上う

ホワイトサン

ソコーロの警官ロニー・ザモラがそれを目撃したというのだ︒

ど三十マイル北方の個所である︒
警察も軍部も彼の証言を信用しているようであるっ
■

デイブイッド・ムーディー軍曹ほ現地でガイガー・カウンターを

曜日に現場へ派遣された︒その二人︑ウィリアム・コナー少佐と

使用して調査した︒異常な物体が存在したという唯一の証拠とし

ズ・スタリヨン・

て草むらが焼けており︑地面■には四つの小さな穴が残っていた︒

軍大佐によれば﹁ザモヲはきわめて信頼し得る目撃者である﹂と
いう︒ザモヲが金曜日に円盤を目撃したと報告してからホルダー

会しね痢︑そのいずれの基地もずモヲが目撃した物体に比較し得

ホルダ1大佐はホワイトサンズと付近のホロマン空軍基地に照

れた︒

という︒草むらが焼けたのは円盤から出た排出物によると推定さ

ザモラによれば︑その物体は田本の脚で地上忙支えられていた

は地区の警察へ召喚された︒ホルダーの本部はこの中央ニューメ
キシコ州の町の付近にある︒
部保安官補ジェイムズ・ラキーは﹁その物体ほ何か特殊なもの
で︑これまでほとんど人が見かけなかった物だと思う﹂と述べた︒
事柄を教えた︒つまり︑またそんなことがあったら︑金曜日忙や

るような物を使用していないことが判明した︒政府は引き続き調

﹁とても恐ろしかった﹂とザモヲはいう︒この体験は彼に一つの
℡たのと同じようにやはり逃げ出すということだ︒しかし今度こ

︵アナハイム・ブレティン準六四年四月

査を続行する．と甘うーリ
二十六日付︶

そはだれにもしやぺらないといっている︒
−九大四年四月二十四日の白底︑ザモヲはソコ一口から一マイ
ル南寄りの砂漠上で一個のクマゴ塾物体を発見したのである︒そ
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彗ノ

不思議な物体︑なおも調査中
︵ソコーロAP︶ソコ一口の替官が目撃したというクマゴ塾飛

それらを線で結ぶと大体正方形になる︒それぞれ約四インチの深

巡査部長サム・シェイプズは﹁たしかに何物かが着陸したのだ﹂

さがあった﹂という︒

とだけいった︒連邦検察局ほ現場へサ係員を派遣したが︑あらゆ

る質問の回答はホルダー大佐にまかせてしまった︒カートランド

行物体を陸軍と連邦検察局が土曜日に調査した︒
市警のロ：−・ザモヲのいうにほ︑このソコ一口の町付近で金

空軍基地の情報官ジム∵ハーグ‡イほ﹁カートランドであの事件

ハーヴェイによれば︑空軍は垂直に離着陸する

・L・レイプ中佐は︑キヤノン基地は目撃者ザモラの話に合うよ

を使用しているという︒またクログィスのキヤノン空軍基地のG

飛行機を保有しているけれども︑それにはコンクリートの着陸場

エルクで語ったっ

の原因になるようなテストは何もやっていなかったLとアルブタ

ロの皐を追跡していたとき︑爆発音らしきもの

曜日の午後遅く
を開いた︒町の；イル南方にあるかれ谷から百五十ヤード以内
●●

二台の転覆した皐と二人の

に来たとき︑そのかれ谷の中にひっくり返った革のように見える
物を彼は見つけた︒最初の印象では
若者″のようであったという︒
﹁職工の着るような白い作業衣らしきものを着た二人の人影を
見ました︒丘の直にそれを見失いましたので︑更に接近して再度

六四年四月二十七日付︶

うな航空機を所有していないと言明したっ ︵ザ・ソジスタI紙︑

撃事件を調査した著名な天文学者は﹁まだ解決の手がかりがない﹂

︹パルティモアAP︺ニューメキシコ州のl警官にょる円盤目

天文学者︑円盤に首をひねる

私は革を停めました﹂とザモラは語る︒
そこで彼は物体からニー百フィート以内まで歩いて行き︑再びブ
1yという音を開いた︒すると︑きらめく白色の金属製の物体︵
自動車はどの大きさ︶が上昇して地上約二十フィートのあたりで
停止し︑続いて西方へ飛び地めて次第に上昇して行った︒
﹁私は恐ろしくなりました﹂とザモラはいった︒ホワイトサン
いるが︑発射場及びホロマン空軍基地の代表として現場へ行った︒

士は︑管官ロニー・ザモヲの報告を調査するために先週ニュ1▼メ

ノースウェスタン大学の天文学部長J・アレン・ハイネック博

と述べた︒

﹁ホワイトサンズもホロマンも︑その当時事件の物体に類似した

キシコ州のソコ一口へ派遣された︒﹁目下は不可解だ﹂と博士は

ズ⁚︑﹁サイル発射場の筑・T・ホルダー大佐はソコ一口に住んで

兵器を使用してはいなか︵一たと私は上司に報告した﹂とホルダ︑−

いう︒﹁報告者︵ザモヲ︶は信頼できるようだ︒もし彼がもう一

事件は一日の長さと同じほど確実になるのだがー﹂

人の目撃証人を得たか︑または映画撮影機を持っていたならば︑

は土曜日の夜語った ︵ 一

ホルダ㌢によれは﹁焼けた現場には四つのクサビ塾のへこんだ
穴があり︵各穴はそれぞれ九ないし十五フィート離れている︶︑
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博士望一戸によれば︑特に不思議なめはレーダーが円盤をとらえ

﹁最初一同はそれが給水塔だと思ったのですが︑近寄るにつれて

グズ夫人は次のように語る︒

頂上にその物体が着陸しているのを彼らは見た︒グロリア●ビッ

山あるのに﹂と残念そう︒同地区のレーダーは地上の自動車をキ

まだ見たことのない物であることがわかりました︒私と夫と私の

得なかったことだという︒﹁ニューメキシコ州にはレーダーが沢
ャッチできるので︑例の円盤が低く飛んでいたのなら当然それも

茶色がかったドーム型の物を約五分問見ました︒続いて一同がち

母︵アイレス天人︶は車が走っているあいだ︑そのすべすべした

﹁私がこれまで聞いたなかでは最もすばらしい物語だ︒だがど

ょっと目を離した瞬間に物体は頂上から消えていました︒頂上に

キャッチできた筈だという︒

うしようもない︒あの督官をウソつきだとはいえない﹂と博士は

それがいたという唯一の証拠は︑地面に大きなくぼみが残ってい

ノースウェスタン大学の天文台長でもある博士の話によると︑

語った︒その物の正体については全ぐ見当がつかないというウ

ネリス空軍基地の係官は︑その報告と目撃事件の調査はケァ州

たことです﹂

のエドワーズ空軍基地によって扱われることになろうと言明した

これまでの円盤目撃の報告類が流星のような自然現象であるかど
ぅかを調査するようにとライトパタソγ空軍基地から博士ほ依頼

が︑エドワーズのスポークスマンは何もいえないと語った︒

ラスベガスへむかって皐で旅行していた三

〝砂漠電撃作戦演習〟

の範囲内であった︒

こうした事件の舞台は水曜日の夜にモンタナ州へ移って︑ヘレ

青年が︑頭上百フィーーの高度を飛ぶ一物体を銃で︑フった︒

部である︒一例としてアルブクエルクの東方モリア−ティーの一

ーメキシコ州の各地で発生しているが︑そのほとんどは同州の北

少なくとも五件に及ぶ類似の目撃事件が︑その後数日間にニュ

付近の︼警官にょ︵一て目撃されている︒

右と同様の塑の円盤が先週金曜日にニューメキシコ州ソコ一口

陸軍の

ビッグズー家による目撃地点は︑五月下旬に予定されていた米

を受けたので︑調査したところ︑この種の目撃例の大部分は驚く
ほど簡単な物︑たとえば気球のような物の見誤りであることが判
明したという︒︵ロサンジェルス・タイムズ祇︑六四年五月六日
付︶

P︺

ドーム型円盤出現す
︵ラスベガス1

人のケァリフォーエア州人が︑四月三十日に不思議なドーム型の
物体を目撃したと報告した︒それは飛行槍ほどの大きさで︑三人

な円盤を目撃している︒この円盤はニューメキシコのそれらと同

ナの東方にあるキヤニオン・フェリー潮付近で一少女が同じよう

フォンタナ出身のガス・ビッグズ夫妻とローレシ・アイレス天

様に︑地面にくぼみを残したが︑それはあたかも着陸ギアーが地

がちょっと日を離したすきに消えたという︒
人の三名が官憲に語ったところによると︑ケァ州ベイカ1の西方

面にめり込んだかのようであったっ

︵ザ・レジスター紙︑六四年

十マイルの地点︑米国ハイウェイ九十言す線から少し離れた丘の

⑱

＼
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五月一日付︶

ラン

カシ

ャーの円盤

1⁚．一

一九六三年七月二十二日に︑英国はランカツヤー州のパール市
レゾイダイナ車道に沿ウた荒地のごみ捨て場の上空低く滞空して

・J

雲は風に逆らって動いていて︑その飛ぶ幾枚は或る距離に達する
なくなった︒

までその雲の中にとどまっていた︒やがて穏械は雲を譲れて見え

最初は疑われた

ウィリアムとその仲間は︑それまで空飛ぷ円盤と称されている

蒜 ＼
＼

ビで円盤に関する

たが︑のち紅テレ

笑ぃたくなりまし

○ての雷を開いて︶

が帰ってきたとき︑

﹁はじめに息子

た︶

らかにおびえてい

いたが︑息子は明

．子供の話を疑って

ると︑夫妻は当初

語りたところによ

yド夫妻が記者に

ーガレ ット：ホラ

ウィリアム及びマ

その少年の両親︑

描いたスケッチによると︑その型はてれまで円盤を見た多数の人

いる一個の奇妙な物体を三人の少年が見た︒レッドゲイ一事道四 物の写真や絵などを見たことはないといへ一ている︒しかし少年の
二のウィリアム・ホランド︵十二才︶と二人の友人ポール：フィ

ピ

！ L J

ーフット及びキース・カーフットは牛後八時三十分頓にごみ捨て によって描かれた図とよく似ている︒
らほ 認 め た の で あ る ︒

揚で遊んでいたが︑そのとき空中に一個の輝く物体がいるのを彼
マイクル・ホラyドは自分の体験を次のように述べている︒﹁

最初ぼくたちはあの物をずいぶん高い所に見つけたんだ︒そした
たりに停止した︒てっぺんには赤いせん光がついていて︑警察の

ら猛烈なスピードで降下したよ︒そして高度約七十フィートのあ
︳●

自動車のてっぺんについているやつと同じように光ってるんだ︒
最初降下したときはコマみたいにグルグル廻つていたけど﹂それ
がと ま っ て ︑ 赤 い ラ
と︑底の所で何かがスッと引っ込んでネ︑潜皇統らしきものが出
てきて︑あたりをグルグル見過していたが︑ぼくたちの方へ狙い
をつけたんだ︒するとそれが引っ込んで︑その物ほものすごいス
ードで上昇して雲の中へ入ってしまったよ﹂
少年が記者に語ったところによると︑その物は銀色にキラキラ
輝いていたという︒それが突入した雲ほ異常な色を呈していたが︑
彼はその色合いを正確に述べることはできなかった︒しかしその

−−−一二

ーし私たちをからかっているのなら︑おまえが笑われるんだぞとい
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父親はいう︵−﹁息子と仲間たちは明らか妃本気です︒おまえがも

一説明を開いてから息子の話に閲し七私の意見が変われました﹂と

反抗的な声は現在あまり聞かれない︒これは特に目撃者が年少で

て相手にしなかった傾向があったことは注目に価する︒こうした

や他の著名な報告類に載せられた図をまねて描いたのだ﹂といっ

〝消されて〟しまったためである︒したがってセントヘレンズ地

マーガレット天人殺︑▼一般人の嘲笑︑円盤問題忙関する政府の隠蔽策などによって

い聞かせてやりましたが︑そんなことはない︑自分もキースもポ ある場合︑一九五十年代初頭の各種円盤目撃事件は︑新聞社の黙
ールもその物を見たんだといってききません﹂
も︑月曜日︵二十二日︶に子供が家のなかへ売り込んで来たとき

というのは先ず間違いない︒一九五三年ないし五四年頃ならば︑

は明らかにおぴえていたと語っている︒﹁顔には色がありません 区の少年たちがそれまで円盤の図などを全然見たことがなかった

十二才の少年がアダムスキーーの写真を見る機会はあったことだろ

でした﹂と彼女はつけ加えた︒
少々古くなったこの目撃事件に本誌︵フライイング・ソーサー

うがー︒︵フライイング・ソーサー・レヴュー誌︑六四年五月・

〝穴あき事件″と関連がありそうな点を六月号︶

事件の全烙ケが最近明るみに出たのは︑フェリーニヒγグ︵訳

フェ㌢−ニヒングへの路上の夜はふけて

・レヴュー誌︶は注目している︒一九六三年七月のウィルトジャ

ー州に発生した不 思 議 な

見逃がしてはならない︒ウィリアム・ホランドの描いた物体は底
の中央に突起物を持っているように見える︒したがってもしそれ
るのである︒ゆえ聖二本の．脚″がロイ・ブランチャード氏の畑

注︒南アフリカ︑トランスプアールの首都︶地域の多数の住民が

が実際に地面に着陸すれば︑地面に穴をあける可能性も考えられ
にあの奇妙な傲射状の痕跡を残したとみてよいだろう︒︵訳注︒

ぐわかった︒︑次いで新聞社は﹁フェリーニヒyグとハイデルベル

ボタージュではないかと考えられたが︑爆発現象でないことはす

や新聞社へ電話をかけたときである︒調査が始まった︒最初はサ

この事件の詳細はフライイング・ソー・サー・レヴュー誌一九六三その夜目聾した一つの神秘的な光体について知らせるために警察
年九月・十月号忙掲乾されている︶
パールという土地はー﹁一−−ンウォールにも似たような名の瘍所

が虜るからそれと混同しないようにーランカyヤー州セン・卜へレ

た︒

だがそのときフェリーニヒングから来た

アーク■舐の二人の友人がわれわれに近づいて︑その同じ夜に彼

〝ディー・ブランLrプ

γズ付近の︼教区である︒この目撃事件は英国内各新聞の注意を ク問の山中へ飛び込んだイン石にすぎない﹂ とかたづけてしまっ
ひ加なかったようであるが︑一九六三年七月二十七日付の．セy
†へ∴レンズ・リポータI紙″に報導された︒

十年前︑円盤の目撃者たちが見たと称する飛行物体の写真やス

ト㌧≠

ケッチ類を発表したとき︑疑う人は﹁本人はアダムスキーの書物 らが体験した事件について語ってくれたのである︒﹁だれもわれ

⑬
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管用㌦

われのいうことなど信じないだろうが︑これは絶対に真実なのだ
ー﹂
宣誓陳述
者の二名︑甘・†−▲・＝︑ユーラーとレズリー・イメルマン氏は宣

誓官の前で宣誓し︑円盤以外の何物でもないと思われる物体の奇
怪な行動について陳述した︒

・一

ミューラー君が二度目に亭をターンさせたとき︑あたりl帯が

突然パブと明るくなったのに気づきました︒あまり明るかったの

で地面の石や穴などがくっきりと浮かびあがったほどです︒辛が

アスファルトの道路上をちょうど逆もどりしたときですが︑まる

すると突然一個の奇妙な光る物が前方に現われて︑すさまじい

で夜が屁にかわったようでした︒

スピードで亭の方へ直進して来たのです︒皐にぶち当たるのでは

ないかと思いましたので︑私は無我夢中で外へ飛び出ました︒ミ

ューラー君も飛び出ましたっ宰のそはに立ったまま二人はその物

〝イン石〟がマイアルト・y付近のカイ

ダーシユタロープ上空で見られたのと同時刻紅︑ポチェフジユナ

この奇妙な物体は︑例の
ロームの道路上で見られたのである︒

すめた︒すると専の上空五十フィートばかり中位置でそのものは

ピードで飛び去ってから︑急にコースを変えてまたも車の上をか

イメルマン氏の話によれば︑その物体は信じられないほどのス

体が頭上をかすめ去って空中へ上昇するのを驚いて見つめました﹂

グァーズ・区のレズリー・・イメルマン氏はいった︒﹁私は幽霊やお

突然停止し︑少なくとも二分間ジッと浮かんでいた︒そのために

﹁次のように断言しましょう﹂フェリーニヒング市スリーーリ
パケ︑その他これに類するパヵげたものを信じません︒だが私が

二人は詳細紅観察する掛金を得たのである︒それはまるい物体で︑

放って輝いており︑一方の端紅強烈な青い光を放っていて︑そ揖

見たその物体は私に大きな感銘を与えました︒過去に私は空飛ぶ

光があたり一帯を昼のように照らしたのです﹂とイメルマ㌢氏は

円感の存在説を嘲笑したものでしたが︑いまは私が笑われる脊で

l九六三年十二月十四日土曜日の胡︑イメルマン氏とミューラ

いうっ

直径は五十フィートばかりあった︒﹁その物はオレンジ色の光を

ー氏はポチェフジ㌧トロームからフェリーニヒング市へ車を飛ば

れが電気の火花のごとき明るい光を放っていた︒

す︒白倉でそれを見たからです！﹂

していた︒その日の午前一時頃︑パリスから十二マイルほどの地

た物を見ました︒ミューラー君が革を運転していましたが︑われ

イメルマン氏は宣誓陳述で続ける︒﹁私は道路上で雄ジカに似

不思議な物を見つめ競けましたが︑友をひじでつついて．話しかけ

いう音に気づきました︒熱はありません︒私はおったまげてこの

﹁空中にジッと浮かんでいるあいだに︑私はかすかなブーンと

この青い光から長い火のようなジッポが突き出ていて︑そ

点へ来たとき︑この不思蕾な劇が演じられたのである︒

われは引き返して調べることにしました︒とこ．ろがそれは途方も

と彼は答えました︒

ました︒﹃あれが見えるかい？﹄

﹃うん︒だけど信じられ潅いな﹄

けてフェリーニヒングへのドライブを続けました︒

なく大きな犬であるよう紅思われましたので︑再び革を前方へ向
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プ夫人が

ルーガーシュドルプ市のメイン・リーフ通りに住むA・シュL・−

の朝東方からやって来る大きな爆音を聴いた︒彼女はペソドから

突然それは再びパリスの方向へ急速に飛びましたが︑途中でコ
ースをポチェフシュトーロームの方へ変え1ました︒しかしまたこち

飛び出て窓ごしに外を見た︒﹁青い色を帯びたまぶしい光体が見

〝ファーダー・エフン︐ト″紋に知らせたところによると︑そ

は引き返し︑われわれの頭上をかすめてから遠ざかって見えなく

らへ引き返して自動車の上を低く飛び去りましたゥ五︑六庶物体
えましたり

ちょうどだれかが強烈な光体をあちこち振っているよ

なりました︒いっときほその物は賓の横に停止したまま道路上に

うでした︒約一分間続きましたが︑その間付近一帯は明るく照ら
し出されました﹂と彼女は語った︒

ジプとしていまし た ﹂
﹁ねえ﹂とイメルマン氏は続ける︒﹁私は当初この体験を秘密

以上の人々は何を見たのだろう︒ォディー・．フラントゲ7−ク■

紙の調査に上って︑多数の人が急に空飛ぶ円盤に興味を持つよう

〝ダ

ダブリーク〟紙にマイアル付近のイン石に関する記事が出たとき︑

妃なり︑その実在を信じている事実を発見して同紙は驚いた︒多

忙したんです︒嘲笑と不信を恐れたからです︒しかし翌日の
私揉公表することにしました︒私が見たことに聞達いはないので

数の住民は実際に円盤を見ているのである︒︵フライイング・ソ

口の所に立っていた︒﹁突然何もかもが月光よりも明るく照らし

ゆる調査は再故討されねばならない︒なぜなら金星上紅は思いも

金星に生命が存在する可能性についてこれまで行なわれたあら

金星紅多量の水分を発見︑生命存在説高まる

ーサー・レヴュー誌六四年五月・六月号︶

すから1﹂

これがほんものの円盤でないとすれば︑いったい何だったのだ
同じ夜︑かイダーシュクローフ付近の農場の職長ゲーリッケ氏

ろ六ノ？

出されたんだ︒上空を見上げると︑地平線上を低く飛んでゆく燃

よらぬ多量の水分が存在するからだとジョンズ・ホプキンズ大学

も妙な物を見ていた︒彼ほ乳しぼりの監督紅忙しく︑牛小屋の入

えるような物が目についた︒するとその光体は分解して甲万八方

パルティモア大学の実験物理学教授で同大学の天文気象研究所

の一天体物理学膚如土曜日︵一九六四年四月十−日︶に報告した︒

・︶

一九六二年十二月に金星に捷近したジェアニ卜推進研究所のマリ

らず生命の存在について再評価しなければならない︒

の畳忙匹敵するという︒したがって金星表面の温度如何にかかわ

ると言明した︒それにょるとその量は他項の大気圏上層の水蒸気

長であるジ一ヨソーストロングは︑金屋には多量の水蒸気が存在す

に散ってしまうように見えて︑火炎があたり一面にひろがったあ

ク

ミ再び暗黒になったよ︒最後紅ドカンという音が聞こえたナ﹂

大きな爆音
だがこれだけではなかった！一九六三年十二月二十日金曜日
に︑不思議な光と二つの大きな爆発音がクルーガーシュドルプの
数名の住民を耽りから覚ましてしまった︵−時刻は午前三時頃っ

⑳

＼

25

ナ†二号は︑金星の表面温度がカ氏八百度であることを発見した︒

定の方向に転じて︑望遠鏡が自動的に金星忙向けられるのである︒

イムスイッチによって開かれ︑太陽感光板によってゴンドラを一

J

ところがス一口ング博士によれば︑金星に水が存在する証拠は︑

数時間後にパラシュートが自動的に開かれて︑カールスバッド

明したという︒その調査は空軍の許可のもとにジョンズ・ホプキ

最近行なわれたロボソート望遠鏡装置を持つ大気球打上げの結果判

﹁ゴンドラが集めた情報を分析するのに三選問かかった﹂とス

から六十マイル離れた地点の山中にゴンドラが降下した︒

トロング博士はいった︒﹁結論として︑金星の大気圏の上部には

ンズ大学の宇で行なわれた︒金星上の水蒸気に謁する問題はこの
気球の打上げにょって解決したとストロング博士はいう︒多数の

ス・タイムズ紙︑六四年四月十二日付︶

していたようにホコリでできているのではない﹂

︵ロサンジェル

金星の雲は水分でできているのでぁって︑多くの天文学者が想像

多量の水蒸気が存在する︒それが太陽光線を反射するのである︒

﹁金星の雲の上層にある水蒸気の量はかなり正確に判明した﹂

天文学者は金星の大気が完全に乾燥していると信じていたのであ
る︒
′
と博士はいっている︒もし金星上の水全部が均一な層となって金
星上全体にまかれたとすれば︑それは数千分の一インチの厚さに
すぎないだろうが︑そのことがわかれは︑この場合いかに正確な
﹁だから地上の天文台から正確に水が検出されなかったのだ﹂

と思われている通信の九十五パーセントは実際にはこの地球上で

の弟五課は特に重要です︒なぜなら今日他の惑星から発せられる

︵32ページより︶感受する理由を説明することにしまし上うQ次

とストロング博士はいう︒﹁現代の観測は地球の厚い大気圏を通

科学を必要としたかがわかるだろう︒

して行なわれねばならなかったので︑金星の大気中に水蒸気が存

発しているのであって︑それらはニセモノの知識を伝えている事
実が指摘されるからです︒

今年二月二十一日に行なわれたジョンズ・ホプキンズ大のこの

大抵の人は何かの特殊な事柄に関しては或る一定のきまりきっ

在することをだれも確信できなかった﹂
気球打上げにおいて︑一台の望遠鏡が地上八万七千五首フィート

て︑容易に変化しません︒一般人の心に根深く染み込んでいる考

た考え方や概念を持っているだけで︑通常それは固定してしまっ

え方や習慣的想念に類似した性質を持つ想念波のみが一般人に感

の高度まで運ばれたのである．︒これは塩微量の地球の水蒸気をも
こえる高さであるとストロング博士は報告した︒

受されているだけです︒しかる紅それを感受していてもそれが自

分以外の他人から発せられた想念波だということ．笹気づきさえし

この気球は直径二百フィ・・し﹁︵六十メートル︶で︑三万二千立

ゴルド付近のホロマ．ン空軍基地から打上げられて︑正午に最高高

方フィートのヘリウムを含有している︒ニューメキシコ州アラマ

別な考えがわき起こった﹂と思うだけです︿﹀

ません︒それがいかなる問題を含んでいても本人はただそれを﹁

︵第四課終わり︶

度に達し︑四時間そこに滞空した︒ゴンドラ側面の各ドアーがタ

第

四

課
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両

て理解できないでしょう︒そのため私ほ前回の講座で月並みな理

応用しても心霊現象の説明はできますが︑初学老にはむつかしく

論を解説したわけです︒この講座を深く理解された人紅は︑いず

れ先へ進んでから︑自然のあらゆる物質を構成する分子の真の性

質について︑知られている新しい知識をお伝えすることにします︒
磁性を帯びた物質の良否

原子核の周囲を電子がどのようにして旋回していろかについて

はすでに学びました︒一元葉の多数の原子が他聖冗薫の原子団と

正しく結合するならば︑分子となってそれは物質を構成する〝ブ

ロック．の役割を果たします︒こうして酸素の一原子は水素の二

前回の第三課では滋気と電気監ついて少しばかり説明しました 原子と結合して水となります︒いわば電子同志が手をつなぎ合っ
が︑その解説は多くの参考書に述べてある月並みな理論の要約に て分子が生じるのですが︑この点に関して興味をお持ちでしたら
すぎませんでした︒原子力時代が始まっ／て以来︑かつて科学界が
他
の良参考書を研究されることをおすすめします︒
認めていた概念とは多くの阜で異なる新しい理論がとなえられて
ありふれた理論にょりますと︑普通の鉄片申の電子ほ︑各原子
います︒しかしここで忘れてならない重要なことは︑月並みな理 に関する限りてんで勝手な方向にまわっています︒また或る原子
論が新しい発見によって時代遅れとなっても︑或る種の現象の構 をその電子団が同一の方向にま

ォースフィールドを生じます︒良質の磁性を帯びた物質中では︑

一個の電子が運動をすると︑前回に述べたようにその周囲にフ

造を理解するのにきわめて役立つということです︒電子その他の りの原子の電子団は異なる方向紅まわることもありますが︑これ
物質の性質紅関して新しい理論は異なる概念を与えていますが︑ は一個の原子がそめ隣りの原子よりも異なる角度をなしているた
電子が粒子か波動か︑またはそれ以外の助かは別として︑電子が めです︒
与える影響に関しては興味ある様相を呈しており︑その構造如何
にかかわらず影響そめものほ変化することはありません︒

各種のいわゆる心霊現象ほ電磁気のありふれた理論を応用して でたらめな方向よりも同じ方向にまわる電子が多いのです︒電子
完ぺき紅説明することができます︒もっと進歩した高度な理論を 団が同じ方向にまわるとき︑そのフォースフィールドは互いを整

㊨
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第3図は磁気がどのように発生
するかを説明しています︒各電子
が旋回する際に生じるフィ・1ルド

︵両

ほ小さな磁石であらわしてありま
︵北極︶とS

夜︶を持っています︒全体の合成

す︒各磁石はN

フィールドは︑個々の麺石が相設
し合うために小であることに注意
してl下さい︒全部の小磁石はそれ

ぞれ好き膵手な方向を向いて心ま
すっ
第4図を見て下さい︒そして左

第 3 図
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さて第4図が︑左右両片に分離

できますゥ

している様子を見て下さい︒両片

ともSとNを持っていることに注

意して下さい︒これをどんな紅こ

け良二竺討とSとを持っています︒

まかく砕いても︑やはり個々のか

一つの塩だけを持つ磁石を作るこ

とは不可能なのです．︺同様に電磁

石の周囲のあらゆるフィールドや

異なる二つの塩を持っています︒

すぺてのフォースフィールドは相

或る種の物質中では︑こうした

小さな電子旋回麓石を整列させる

ことは容易です︒これはその物質

を強力な磁場のなか紅置くことに

よってできます︒この外部の磁場

ほ︑小きな個々のフ十−ル†忙バ

ランス点を求めさせようとする吸

その結果︑個々の小さな磁石より

ています︒甜はSを引き寄せます

同じ方向になっていることを示し

の小磁石は整列して電子の回転は

磁化されない物質も多く存在します︒

が︑これは長期間その物質に磁気が残早からです︒もちろん全然

なってい一ます︒こうして磁化された物質は永久磁石と呼ばれます

一度行なわれれば︑外部の磁場を取り去っても磁化されたままに

或る物質ではこの整列が容易に行なわれないのがあり草すが︑

引と反発のカによって各旋回を同じ方向に向けてしまいます︒

U用い
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もはるかに強力な一個の犬磁石が

なると考えて下さい︒いますぺて

右の二片が結合して一個の磁石に

ミニニ￣−：

列させて︑各電子から生じる個々のフォースフィールドよりも強

二

−∴、．干￣−￣ 二

匹］ 匡耳N童

力なl大合成フォースフィールドが生じます︒
永久磁石中では1もしかかる磁石が実際にあるとすればーすべ
ての個々のフォースフィールドは互いに助け合い︑旋回するすべ
ての電子は同じ方向にまわり︑その磁石は周囲に一つの強力なフ

二、＿− ニー、 −l

ォースフィールドを示すでしょう︒

＝−ニー￣、
・
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〝全英知″はそのフォースフ︑イ！ルドの一部です︒このフ

︵塾︶に従って一定の法則︵複数︶のもとに作用します︒これ

遥ヱ虚的な法則〟を形成しますが︑そのよう

のどこへ行こうともその存在の根拠を見い出すからです︒

紅呼ばれるのはこれが普遍的に適用されて︑われわれが宇宙空間

らの法則はいわゆる

ン

ォースフィールドは純粋のエネルギーであって︑規定されたパタ

含する

それは万物や時間・空間のすべてをとりまいています︒万物を包

めも終わりもない巨大な一つのフォースフィールドとなります︒

ょう︒その結果は︑人間の心で理解できる︑宇宙に遍満した︑始

磁石︶忙似た状態ですべてが一体となっていることがわかるでし

するならば︑第4図中の小さなフォースフ．イールド︵この場合ほ

．

軟鉄ほ磁化されますが︑外部の磁場が頼り除かれるとすぐに元

ノの巨大なフォースフィールド︵英知ある

存在するフォースフィールド︵複数︶や︑自然界のあらゆる物体

これを更に説明しなおしましょう︒もしあらゆる人間の周囲紅

一部分であるということ紅なります︒

力︶と考えるべきであって︑そのなかにあってわれわれは小さな

ば︑万物と創造者 を

せた無数の微小な磁石からできています︒これを別なふうにいえ

磁石の中に位置する一個の磁石にほかなりません︒そして個人は

フォースフィールドを持つ各個人ほわれわれが宇宙と呼ぶ巨大な

は十僧分の磁場が結合した一周の磁石として作用します︒同様に

ところがこの中から十個の小さな磁石を取り出しますと︑それ

ができることにな り ま す ︒

ゆくとしますと︑ついには万物の電気的な性質に似た一個の磁石

石をくっつけて並べた上︑次第に大きな一個の磁石を作り上げて

の大きな磁石にするためです︒こんなふうにして無数甲小さな磁

きわめて接近きせたまま紅置くことにしますが︑これは全く二偶

鱒小さな銅の永久磁石であると仮定しましょう︒そしてそれらを

弟4図で電子の回転をあらわしている小磁石︵複数︶が実際に

ている

英知ある一大フォースフィールドが万物と全空間に満ち

一

jll

の周囲に存在するフォースフィールド︵複数︶が肉眼で見えると

川用
ほ用

〝全英知″また

〝不可視の霊″となっていますが︑われわれはその

〝結果″

ているのであって︑オシログラフという装置で測定できるし︑図

作用をすることを知っています︒この神経には実際に電流が流れ

ょう︒ほとんどの人は人体内の神経が電気の回路の針金のような

さてここで再び想念はエネルギーすなわちカであると申しまし

想念はエネルギーすなわち力である

を観察したり︑それから多くの推論をしたりすることはできます︒

えない

は神と呼ばれます︒聖書ではこの力すなわち 〝父″ は人間には見

創造物のすぺてを生み出しています︒このため紅

すなわち神と同一物です︒このカがあらゆる電子︑あらゆる原子︑

∴一二

■二一−
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日用
相川

の状態紅返ります︒磁化するのが容易な物質は強磁性体と呼ばれ︑

出潤

謂

闇胴

さびやすい点が共通 し て い ま す ︒

Ⅲ沌
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川…
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面上紅記録することもできます︒また脳の専門学者は人間が思考

図で説明したように針金中を電子が一方向に浮動することです︒

しょうが︑意味を理解している人は少数です︒DC

︵直流︶ほ先

するとき脳中の源泉から発する微弱な電流を記録することもでき

この浮動はいつもマイナスからプラスへと行なわれます︒直流の
源泉は電池または発電磯です︒

さて電流の流れを定期的に逆にできるように直流回路にスイッ

普通の針金を電流が流れるとき︑導体りまわりにはフォースフ

ます︒

ィールドが発生しますが︑これは空間に放射され︑適当な装蔵に

ースフィールド︵磁場︶ができます︒ところがスイッチを換作し

チを頼りつけこ匂とします︒すると始めに直流ほマイナスからプラ

て電流の流れを逆にしてやりますと︑フォースフィールドは消滅

よってキャッチされます︒この方法によってラジオやテレビのセ
この純然たる科学的な原理と類似した方法で︑想念も人休から

スへ流れて︑電流が流れている限り針金のまわりには一定のフォ

空間に放射され︑適当な受信者がいればそれをキャッチすること

して電流は以前の方向へ流れるのをやめ︑新しい電流が逆に流れ

ットは信号を受信します︒

ができるのです︒

ルドは元のフィールドにたいして薙が逆になっていますが︑これ

て連の方向にフォースフィールドができます︒この新しいフィー
エネルギーを持つ想念波はどのようにして信号を伝える

は電子が針金中を逆に運動するからです︒

この想念凌がどのようにして信号︵情報︶を伝えろことができ

フォースフィ−ルドも出現したり消波したりします︒このように

るならば︑針金中を流れる電子の方向も交互に変化して︑同様に

右の説明をよく理解して下さい︒定期的にスイッチを入れ換え

ヽ一
刀

るかを説明するために︑再び電気の理論に返ることにしましょうっ

︵交流︶と呼

して針金中を交互に方向を変えて涜れる電流はAC

第5図中の水平な鰻はゼロを︑すなわち交流回路中に電流が流

しています︒

第5図では回路中を交流が流れる場合に発生する運動をあらわ

ばれてい．ます︒

ここでは電波を想念波にたとえて解説することにします︒
ダイアルの一︑000でもって番組を放送しているラジオ放送

局があるとします︒一︑000というのは放送局が一︑000キ
ロサイクルの周波数で放送していることを意味します︒〝サイク
〝キロ■は一︑000を意味しますから︑この

わすのに用いられることもあります︒曲線は電流をあらわし︑そ

れない瞬間せ意味します︒この線はときとして直流の流れをあら

ル″につけられた

周波数ほ一秒間胃万サイクルです︒ここで何をいっているかほお

第5図中で電流をぁらわす線は実際には時計の針が動く方向と

の山型の頂上は頂点を意味します︒

わかりでしょう︒周波数とサイクルの定義です︒
じです︒大抵の人はこの用語を聞いたことはあるで

電気に関してわれわれは二つの共通の用語を持っています︒そ
れはA￠とn

30
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さい︒つまり端の

ことを想像して下

く点の軌跡である

⁚は逆の左過りに動

サイクル︵周波︶という語の意味ほ明らかになってきますしそれ

ゼロへ返り︑今度は反対の方向へ同じ道勒を行ないます︒そこで

ことがわかります︒すると電流は九〇度の頂点に達してそこから

描くことは容易です︒たとえば○度紅おいて拭電流はゼロである

前述のラジオ放送の件に返りますと︑この周波数は一秒間に百

はプラスの波型一つとマイナスの波型一つとから成るわけです︒

万サイクルないし︑二百万サイクルということになり す︒高周

方から見ればそれ

波は低周波よりも一秒間に多くの周波数を持っています︒現今の

フリークエンスィー︵周波数︶というのは一秒間紅くり返される

かって動いていま

はあなたの方へ向

レーダー装置では︑一秒間に百万の一万倍サイクル以上の高周波

は中心のまわりを

すが︑側面から見

を持つのもあります︒これからわかるように周波数紅ほ制限がな

この周波の数です︒もし一秒間に一周波だけが起これは︑これは

れは図のように交

く︑可視光線に至るまでに注ぼう大な数字の周波数が多く存在し

円運動を行ないな

流は波型に見えま

ますので︑そうなると心中に描いたり言葉で表現したりすること

一サイクルといいますが︑一秒間に六十回の周波がくり返されれ

す︒第5図にある

はできなくなります︒想念波はかかる現象を更に違えたものです︒

がら回転する点で

ように点は三六〇

ば︑その周波数は六十サイクルです︒

皮の完全な円運動

第6図をごらんになれはおわかりでしょう︒そのなかの旦図は

あり︑同時にそれ

を行なってからゼ

周波数を持たないことを示す線︵直流︶です︒b図は一サイクル︑

簡単にするために角度その他の説明は省略してあります︒われ

旦凶は二サイクル︑d図は三サイクルを示していますゥ

●●

ロへ返ります︒
さて交流︵正弦

われはこれを交流と呼びますが︑それは電流が一定の周期をもっ

波︶をあらわす波

てその方向及び大きさが交互に変化しているからです︒

元の論点に返りましょう︒かかる波動がどのようにして空間へ

をも選び出して︑
それを元の出発点

知的な信号を送り出すことができるのでしょうか？ 次の図はそ

型のいかなる部分

からの或る角度で

．︺

＼
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音声電流

変調波

変調波

弟 β 図
第 7 図

誓 れを理解するのに役立ちます︒

音声電流

二
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謹上送波
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第7図をごらん下さい︒包囲は或る周波数の電波を示しますが︑

このような純粋な電磁波ほ搬送波と呼ばれます︒送信アンテナか

ら発射されてそれに音声電流をのせるための波動であるからで葛

この電波の撮幅は各周波の強さ︵各波遡のプラスの頂点かろマイ

ナスの頂点までの幡︶です︒b図は穀送波に混ぜるための音声電

流です︒次に￠図を見て下さい︒知的な信号︵音声電流︶が顔送

波に混ぜられると︑各周波の致さを変化させますので︑撮暗は送

波の高さ︑すなわち重さは混ぜられた信号︵音声電流︶に応じ

膚される音声電流に足並みをそろえて変化します︒

て変化Lますが︑周波数は元のままであること忙注意して下さい︒

搬送波に音声電流を混ぜることを変調といいます︒

波を変調したわけです︒いかなる波動でもー想念放でさえも1そ

れに信号を混ぜることによって変調されるわけです︒

第β図も同じ状態をあらわしていますが︑ただ養うのは搬送波

を変調しているのは純然たる交流電流であるという点です︒毅送

波を盲パーセント変調させるかわ打に︑五十パーセり′トだけ変調

からして︑一つの波を弱くも強くも変調できる様子が理解できる

させているのですから︑その相違はおわかりでしょう︒このこと

筈です︒第7図の旦図と第β図の￠図の各波型︵プラスとマイナ

ス︶の頂上が搬送波を変調するため把用いられる音声電流の波型

をそのまま措いている点を見て下さい︒

第β図のb図は正弦波交流といわれるもので︑おわかかのよう

虹上下が同じ曲線を描いています︒搬送波も正弦波交流です︒た

だし音声電流は波型として正弦波をあらわさず︑きわめて複雑な

形を描きますが︑第7図のわ図は︑混乱を避けるためと理解を窄

−32−

に第7b図は不規則な波型が描いてあります︒

第gb図の正弦波とのあいだの主な相違をわかりやすくするため

易にするためにわぎと簡単に描いてあります︒同時に第7む図と

知られ竃〝英知″は︑常にそれ自体の内部に起こる万象について

ます︒すなわち︑﹁万物を包含し︑万物の父性原理︵神︶として

ては︑いま述べないことにしますが︑次のようにいうことはでき

的をはずれていますが︑読者はこれでかなりおわかりになったこ

が大海であって︑あなたがその大海の一滴であるようなものです︒
あなたはその大海中のすぺての物を知るよう紅なる潜在能力を持

してのあなたは︑この

意識的な知覚力を持っている﹂万象のなかの微小た一個の原子と

とと思います︒戯送波は送信アンテナから空間へ発射されます︒

っています︒これが﹁あなたがたが神であることを知らないのか﹂

実際紅は︑以上述べた事柄を詳細虹説明することは本講座の目

テレパy−の場合ほあなたが送信アンテナです︒この逓送波の強

〝全英知″の一部です︒それはあたかも神

さ︵摂暗︶は︑それに混ぜるメッセージに応じて周波ごとに変化

とイエスがいった理由で空このことにつ車ては後嘉細に説明
しましエスノ︒

〝波

ブチします︒しかし前に述べたように︑高次の想念波は一般人の

その段階に近い程度の発達しかしていない人は容易にそれをキャ

人の想念波ほ相対的紅いってきわあて低周波かもしれませんので︑

のと同様に︑人間も異なる周波数の想念波を出しています︒或る

ラジオの放送において各局が異なる周波数の電波を出している

すべての想念波が同じ周波数を持つとは限らない

します︒
宇宙空間内の 波 動

〝周波数″また沌

ラジオの電波や︑遠方へ通信するのに応用される方法を調べて
みますと︑あらゆる想念波は宇宙空間内で

動″として存在するということを理解するのが容易になるでしょ
様に︑想念波もあらゆる人間から外方へ放射されます︒最大の相

う︒ち▼ようど送信アンテナから電磁波が外方へ放射されるのと同
違は︑想念波の場合は送信の周波数がきわめて高いために︑高度

段階をはるかに超えていますので︑それをヰヤγチすることは至 ＼

一個人の発達の程度は︑本人の心がいかなる段階の想念波を感

難です︒

また電波と想念波のあいだには別な大きな相違点があります︒

受するかにょってきまります︒高い発遠とは自分の方へ来る高直

に発達した人かまたは印象にたいして．感受的″と考えられる人

電波は光速︵秒速十八万六千二百四十マイル︶で進行しますが︑

っと深く調べて︑いわゆる心霊通信の源泉せ究明し︑今日多数の

な想念を感受し得ることを意味します︒次の第五課ではこれをもっ

以外には受信がほとんど不可能であるという点です︒

想念波はかかる制限を持たないということです︒それはいかなる

︺

人がこの心霊的な通信によるメッセージなるものを︵25ページヘ︶

遠方紅でも時間の遅れなしに同時に到達する
なぜ想念波がスピードを持たない同時的なものであるかについ
a

⊥編集後

記T

◎ 今号からアダムスキーの 〝生命の科学″講座を連載します︒
これはプレパン﹂りにまざるとも劣らぬ名請で︑ア氏の 〝コズミ
ック・ブレティン″第三号︵次号に掲載予定︶によりますと︑
これを読んで実修した人たちのなか紅は種々の奇跡が発生しつつ
あるということで1今後の成果に期待がもてます︒目下桶者の手
元には第五課まで到着しています︒次号にほ琴二課と第四課を載
せる予定です︒

り︑本年五月忙はワ∴yり／1﹁ソで講演を行ない︑政府関係者に多大

アダムスキーが円盤研究界で注目の的になってから年久しくな
り︑その間多くの論争が展開されましたが︑彼はなおも健在であ
の感銘を与えています︒また世界的円盤研究誌として最高権威を
誇る英国の円盤研究誌〝フライイング・ソーサー●レヴュー〟も
依然としてアダムスキーを重視していることは同誌慰問のW●R
・ドレイク氏から編者宛の書簡によって察知できますし︑過去数
年間に同誌に戟った十一篇の主要記事中に︑アダムスキーの．象
形文字″解読に関する記事が含まれていることからみてもわかり
一計す︒﹁アダムスキーなんてー﹂と一笑に付することほ自由です
が︑世界円盤研究界最高∽知性の集まりであるフライイング●ソ

せっかくここまで食脈を保っできたのに︑．いま廃刊するのは何と

加うるに資金難のために会の運営が困難となり︑このままでは今
後隔月刊として順調に発行できるかどうか︑いまのところ見当の
っきかねる状態にあります︒印刷襟帯入計画は実現にはるかに遠
く︑印刷は専門家に依頼しています︒これまでの各方面からの多
大な御援助には心から感謝しておりますものの︑創刊以来満三カ
年︑国内の数少ない円盤研究誌の一つとして︑しかもアダムスキ
ー側の情報を伝える唯一の機関誌としての稀少価値を持ちながら

しても残念なことです︒そこで甚だ恐縮ながら本会誰続のための
基金としていくぼくかの御寄付を仰ぎたいと思いますが︑いかが
でしょうか︒もちろん真理の伝達は金銭と交換でなされるぺきも
のではなく︑望まれる方にほ無料で謹供されるぺき性質のもので
はありますが︑この世界ではいかに高遠な理想主善活動を行なう
にしても︑およそカネというものがないかぎり不発に終わる仕組
みになっています︒病者自身がもっと収入のある職につけは自費
ででも出版はできるでしょうが︑或る事情のため紅しばらくはそ
れも不可能です︒そこで恥をしのんで御援助を要請するわけであ
りまして︑会員諸兄姉の御賢察のほどをお願い申しあげる次第で

すむ一応振替用紙を同封しておきました︒︵久︶

ユYシ04﹁之月●6月
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ーサー・レヴュー誌礪集障の態度に見られる〝何か〟を考察する
ことも必要であると思います︒
◎ ハ：−からの最近の連絡によりますと︑その後米国ではニュ
ーメキシコ州その他にひんぴんと円盤着陸事件が発生しっつある
けれども︑官竃は目撃報告類の隠夜策に太わらわであるというこ
とです︒
今回は発行が遅れて申し訳ありません︒精一杯の努力をした

っもりですが︑何かと支障があって計画通りにゆきませんでしたJ

◎
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