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ゴ▼ヨージは激しい人でぁる︒たて続けに数時間も話すので︑墟

の言ニーてぃることは事案なのだろうと畢㌢ようになるロするとま

いのに﹂と思う︒モして故に失望して去って行く︒するとたぷん

ド・レ■

数週間︑または数日︑数カ月たってから櫨由言ったことは・巽実な

モ∴J

筆者はアダムスキーの最初山薔〝空邦ぷ円盤実見記″の共著者

のだという確信を持つようになる︒例をあげよ一つ︒教皇ヨハネス

ス

であり︑英国の考古学者︑作家として著名な人物である︒一九五
四年にア氏と会見以来︑大きな疑惑に包まれながらもア民望言動

二十三世が死ぬ一︑二日前に硬はローマから・ロンドンに到着したJ

デ

たたきもしないで櫨はきわめて激しい︑がまんのならないような

ことを二言い出すので︑聞き手は﹁そんなことまで言わなくてもよ

を徹底的に調査してきた︒その結果現在は7氏の親友であったこ

私娃空港で彼を迎えた︒モめ甲は聖霊降臨黄道前日の土曜日であ

〝激

アダムスキーがロ﹂

してくれた︒すると何かの姓ずみで例の黄金凸メダル凸話が出た

たのであるじ披はうれLそうで︑旅行について一切を私たヰに話

船へ草で案内した︒その姶で一族の数名甲壱が週末をすごしてい

ったと思う︒モこからまっすぐに﹁二アイyズにある私の小型巡造

とな誇りにしている︒この記事はア氏の死去以前に書かれたも甲︺
⊥踊竜1

〝関心″

円盤騒ぎが起こってから十二年になる今日︑いまだに議論の的
になる人物がただ一人いる︒どうみてもこれほどの

二讐

凸で︑ついにゼヨージは語り始−学年‖
〝憎悪″などをひき起こしたコンタ

しい怒り〟 〝徹底的七重持″

マ教皇からもらったといういわくつきのもの︺・

﹁これは黄金のメダルで︑私以外のだれもこれをもらIコことは

クティトは他にいない︒しかしこの事はたぷん大衆にとって益と
なっているはずである︒とにかく大衆に何かを考えさせたのだか

望一つ空つとして後世に残るだろう︒闇古今未曽有の大空フ昧

世追人間どもを仰天させてから一年旗であるコ故は間違いなく次

にさほど利口にはなっていないn−私とがョージの共著軍書物が浮

私は丁九五四年にケ一′H二7ォーエアで墟と最初に会ったとき以上

この驚 くべき人間と十t一年にわたる親しい交際を続けた今でも

いた私は︑むしろジョーナシと対立Lた︒そこ七披はモカときの磋

死にかかっていて長いあいだだれにも会っていないことな知って

と尋由ると﹁教皇が昨日払にくれた凸＃﹂

と甲ないメダルである︒﹁どのようにしてそれを入手したのか？﹂

に私が調べたところによると︑それまで甘れにも譲り渡されたこ

静臼．込んだきわめて優美な小型の黄金凸メダルを葡り出したロ後

できないのだ﹂と言って︑裏面に教皇ヨハネ三一十三杜の肖像を

きロ甜菜も風変りなパカ︒闇エリヤ以来の最大の重要な人物￠一

らI−

l

人っ ︵注u 工針ヤは甘約聖書〝列王妃り〟に出てくる紀元前九世庖 子を語甘続けた︒墟は宇宙人凸指示に従ってゲアティ・カツへ到着

と答えた︒当時数量面■

一

一

一

二十三世の死の二日前に会ったらLい︒■そして教皇に封をした包

私元
の■
きな疑惑にもかかわらず︑どうやちジョー・・シはヨハネス
一し︑すぐに中へ案内書れ︑法衣空言られて教皇のマタラ
へ大苺
かれた︒その場で■墟は宇宙人か範渡されていた密封した包み物を

み．物を▼渡したようである︒

いと彼は答えた︒モれはヨーロッパへ出発する前にブラザーズ︹

そ虻包みの中に何が入っていたのかと尋ねたら︑自分旺知■らな

教皇に手渡した︒受け取った教皇の凍は明るく輝き︑﹁これこそ
私が待ち望んでいた物だ﹂と言った．︒ついで教皇はこのきわめて
特殊なメダルを与え︑謁見は終わった︒
ンスシュタータ女史王畠の信頼のできるルウであっ■た︒︹注︒英︑

られるはずだ﹂と申し渡されたという︒どうもブラザトズは他の

きいn

他の惑庭石兄弟︶から与えられたもので︑﹁教皇にそれを直しな

油︑仏︑伊等の各国語に熟達したルウが通訳として同行した︶そ

あらゆる場所と同様︑この宮殿内にも第五列︵在中

さて

れで私は妓女に照会してみたのであるじその返事によると∵t一人

で清野した三フンコ将軍側のス

スペイン内乱

そのためのあらゆる手配はぎァテイカy宮殿内でととのえ

はゲァテイカン宮殿へ行ったが︑私用出入口へ近づいたとき︑﹁

﹁ ー・ジョージの講によると︑その包みの中には忠生講にたいす

る指示と助言が入っているのではないかという︒後のその会議高

lジョIlジは叫んだ︺

あの男だ！﹂これに迎えられて中へ埴かれた︒lて三十分してか

語学すなわちキリスト教徒の統号ユダヤ人憎悪の解消︑その

首に紫色看つけた﹂﹂人の男が現われたU

らジョージ托二九五二年に砂滞票﹂行なわ■れたコンタクー拍直後に

他教会の維持に必要な常識的な処置を考えてみると︑モの包みに

﹁それをやり通せ︒さもなければ奉れ﹂これはも

乱撃看たちが述べているのと同様出興蕃と荘重の状態で再び姿を

のと思われるり

は実際には次の与コな文句が書かれたメッセープ掛入っていたも
故に会ったー﹂墟が謁見の模懐を

現わした︒故はすっか皇子頂天になっていて︑唖然としているル
ウ√に告げた︒﹁故に会った！

っとていねいな言葉で述べてあっ■たのだろうがf︒

以上はいかにも﹂yヨージらしいU．だれかがーこれ以上もはや彼

ル

しでプァテイカy宮腰へ入り込み︑高位凸人に迎えられるとはル

の語を信ずることはできないと決めると︑故は後になって結局は

支持されるような話を持ち出して・せまってくる古私はまた一九五

中にも考えられ鞄という︒故は宮殿内にいるあいだにたしかにす
ばらしい体験を持った苺である︒︵注じ

四年に放と一緒にいたときを思い出す︒そのとき櫨はケァン●ア

この点・については大体同

じ内容の書簡をルウが礪者宛によこしたことがある︶

の表面から数千マイ〃韓れた彼方に品る輝くはん点でぁるロ

レン帯︵注︒当時は未発見︶について残らず話してくれたじ地球
ったまげて︑そんなものは謹も特殊な事情のある人でないと与え

撃﹂の帯苧コち二つは発見された二二昔日は未発見だが．二千苗飛

後に乱が大儀苺院長打倒凸メダルについて話したら︑院長はお
られるはずはたく︑白身の知る限りではそれをもらった人はまだ

行士が月に向かって出発したときに発見されるだろう白

その
いないという︒

、

︑∧
〟︑．ヒ．■■篭中主∫■章王古書≡苫ノ‡l√L ．

l︑−．一−rlLtl
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これについては︑かつて私と櫨が

こと■である︒櫨は目で見たままの記憶な持たないし︑物事や場所
の記述はかなり混乱しているロ
一緒に旅行したときの模様を櫨が第三者に話して聞かせる際に
調べたことがあるじどうやら大きさ︑日時︑形︑包直どは故にさ
ほどの印象を与えないらしいコ・ゆえに︑たしかに彼の円盤旅行の
体廟記には遺憾な点が多い︒だからといって彼の体験記が黄葉で
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′■

のを聞いた人はいないだろう︒モれは全く佳境によって得たもの

的な話題がはるかに得意である︒たぷん披が蕪に打ち込んで語る

るのが困難なのだ︒墟がほんとうに打ち込むと抽象的︑精神文化

遊星血生物であろうと考えぎるを碍ないペ

それを製造し︑それを操縦しているものは地球人ではなく︑■他の

を二回ほど実見している︒もしあ幻空飛ぷ円盤が実在するなら︑

しかに実在ナシ匂ものだと思われるゥ現に私自身それと覚しきもの

ノ′■

︐J′

．
L

′

である□講演の際は故は神経質となり熱狂的となる︒櫨は疲れや

おり︑それが火星や金星等太陽系幻藷遊星の兄弟たちであるとす

伝える金星や土星などの人類の高度た精神︹即物質︺文明の桂子

アダムスキ1のいうと

すく︑薩摩に鯖神力に頼ろうとするりしかし一人きりになってゆ
〝意識〟が呼吸を始めたか爵ように

をみる時︑我らは目をみはり襟を正害ぎる盲碍ない崇高な思いに

ジョージについて言えば︑披が出現したことは世界が豊かにな

ないと思われる他界的存在がユーフラテ川甲上を轟横に運動する

旧約聖書な読むと︑エゼキエル昔には正しく空飛ぶ円盤に違い

こうした瞬間こそ私にと

ることでぁり︑櫨が去れば世界は貧しくなると私は思う︒驚くべ

場面をかいている白

かられる︒

き情況を伝えて人々の目を初めて実際に覚まさせたのは実に視で

ったなどという記事は︑空飛ぷ円盤の事を想起せしめずにはおか

族神なかかえて︑新しい大世界的■宗教への胎勤を示してその陣痛

ーマ世界であり︑インド世界であり︑その中で宗教はモれぞれ民

文あ中エリヤが火の車にのって天に帰ってい

あるG しかも墟は長い年月と批判のテストに耐えてきた︒この地

一九六五年一月

イエスやy

ない︒

を残念に思うことは決してないだろう︒

個人的に言って私旺ジョージ・7ダムスキー血走人であること

アダムスキー・の名は敬愛と名蕃との中に掘るだろうっ

球と他の惑星石見弟たちとの一体化が実現するとき︑ゴーヨージ・

っては忘れがた

殆ど人格の転換が行なわれるのである

しくなり︑その内部で神なる

るなら︑何とこ刀宇宙はすばらしい処であろう︒7ダムスキーの

空飛ぶ円盤は︑いくら考えても空想や幻想の所産ではない︒た

釘 官義 人

っ

娃ないというのではない凸 ただ披は目で見える物を言葉で表現す

新時代の宗教

臼

＿ 4．岬

どうも古い宗教由ワクの中よりも別に科学のワク町方が先陣を承

動をしてきたかに見える︒今のように科学が発達すると︑私には

散同視論を称え何とかして宇宙的帰一的宗教に帰ろうと新しい胎

のアメリカのニューソー■ トの連中だの︑日本の大串敦のように万

ぬか︑二〇世紀に入る頃より︑世界にはペルyヤのパハイズムだ

の大宇宙空間に他の生命望仔在を確信しだして来た︒モれかあら

派に別れて︑人の宗派の悪口をいってい■る状況下に科学の目はこ

年たち二二千年たった今︑■世界の宗教はいまだに夫々の宗派︑教

宇宙人たちとの交歓風景がよくでるのですが︑アメリカの作家で
はしばしば早速交戦状態です︒アメリカ・から入ってくる宍二耳マン

んでみても︑■ソ連の作家のものにはしばしば宇宙探険凸地球人と

く大ぎつ祀で子供っばい﹁裁判﹂ですがね︒例えば占F小説を読

の反応をみるだけでどちらが正し．いか判るような売がしますロhご

事び︑安寧王盛者は顔をしかめると思いますロ

るとき︑前述した与コな高度に発達した芋宙人がもしあるとして
放らが地球を訪問してくる時の軍曹考えるのですロ共寧三重暑政

ちなみに︑私は資宰王義と共華三重とどちちが正しいかを考え

れ得るモういうもので晶りたいと思いますロ

ってそういラ芋苗的宗教由門を開きそうな感じが■する︒前号にも

ガをごらんなさい︒いつセも宇宙人は悪人で地球を攻撃してきま

甲っめきを発し■ているのが彼ら聖者たちである︒それより二千

書いたけれど︑宗敦界が英軍王轟を唯物論だとか何とか毛嫌いし

筆者は大分市花届松七八大在住︒

宗教です二千苗の全生命と手を合わせて祈り合い︑生命を注ぎ合
う宗教です︒

・ともあれ︑今我々が近づき且っ把遷し■つつぁる宗教虻こういう

7タラツきには血がのほる思いがします︒

でL上う︒乱はアメリカ人は好きですが︑7メリカの賛宰王義の

した轟かつき︑地球上凸反応で何よりも早いの娃︑Ⅳ甘味あ暴落

号コいう宇富人へ

ている中に︑その唯物論の方が缶先に物心一如の統一的世界を感

す︒人をみれば敵と思えという意識のあらわれですロ空飛ぶ円盤
が実在する︒それは他の遊星から来たものだという辛が■ハブキリ

づきはせぬかと思う︒

現代は世界歴史の中でも︑時にすばらしい時なのです︒人類の
目が宇宙に開かれようとしています︒科学も政治も芸術も︑宇宙
を意識し宇宙を舞台とするのですっ我々の科学は火屋でも金星で
も通用する科学でなくて旺ならず︑我々の持つ政治は金星人にも
火星人にも見地の太陽系の住人たちにも通用するすぐれた政治形

モこでも共感をうける芸術でなくて娃なり．ません︒我々も見地の

聖典社主宰︒㍉横道誌〝愛〟発行︒

態でなくてはなりません︒又我々の持つ芸術も他の遊星に行き︑
遊星人の文学や青葉を兢賀しそれが理解できなくて措ならない︒
与っいう酔代が来るのですから︑ひとり宗故だけがとりのこされ■
るわけにはいせません︒我々のアーメンか南無妙法達垂蓮や南無
アミダ仏は宇宙のどの星に行っても深い信仰心を以て受け入れら

■■■tFJ
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め出航しょうとしたときに︑プリ′ダ■・ヂ・7≡∴二五丁硫黄岬

ナJ・︑︑︑′︑︑ナ︑

イン人官憲はマニラ守備隊の脱走兵として披を投獄した︒かくて

このいまわしい事件もヤミに葬られてしまい︑もちろん人々は再
び胸を花でおろしたのである︒

こうして月日が過ぎたが︑モの閲兵士は監禁所由中で衰弱して

いった︒大帆船がスペインから正規の航路を通ってマニラ珪由で

アカプルコからはそのニュー

メキシコ西海岸の落丁カブルコヘニ．ユー．ズをもたらす山に要する

ほどの長い計々が過ぎたのであるロ

γィリ叫′プ二世か

ズ■が伝奇によって大山脈を越え︑広い空のもとのメキシコ高地へ
伝えられるのである︒

すると突然メキyコ市にニューオが流れた凸

ら派遣されていたフィリピy総督のゴメス・ペソス・ダスマリナ
て十年後︺十月二十五日の朝︑メキシコ市のプラサーマヨール︹

の意︺梓で反逆的なyナ人乗組員に壊されたといーコト・しかもマ

ち上うど嘩督がモルツカ諸島へ遍在のた

主大広場︶に突然一人のスペイ㌢兵が現われた︒故はそ︹り時フィ

ニラ守備旺の不思議な兵士がメキシコ市のプラサ・マヨールた現

スが死んだというのだむ

リビ■y群島の城壁で囲まれたマニラ市を暫諾する蓮旺の記章を付

われたそ爪町日に贋されたのである︒

とうは故にもわからなかったロわかっていることは荒づいでみた

コへ来たかを説明できなかったコ言えることはただ■﹁オン鳥が鳴

頼り上げた︒しかし依然として兵士はどうしてマニラからメキシ

魔法や悪魔の仕業を常に警戒していた宗教裁判所はこの事件を

ら自分がマ：うにいないで

き声をあげる時間よりももっと早く来た﹂ということだけだった口

ほん

廿である︒しかし建が知っていると称する事柄が他にもあった︒

へ送還することを命じたっそしてマニラへ到着してから︑少なか

車件をもっと詳細に調査するために裁判所牲その日空﹂をマニラ

いうのだ︒これは嘩万もないデマとして︑このことはたちまちメ

らぬ証人の言葉に基づいて︑彼が
ないで探して来ることができたのかは不明だ．が︑メキシコのスペ

同時に翌朝墟は九千マイル以上も蘇れたメキy﹁一市のプラサーマ

ラし
で実際に軍事に服していたことが確証されたので居る︒と
﹁捧この兵士溺■どうしてこの還距盛盲軍服をさほどよごマ
しニも

九九三年十月二十四日の雫
キyコ市内に広がっていった︒

フィリピン籠督のゴメス・ペリス・ダスマリナス輔下が死んだと

ある︒．この兵士がどのようにLてメキシコ市へ来たのか？

けていた凸太平洋の彼方九千マイみ以上も凝れた反対側の都市で

五九三年︹注白文撮二年︑零次の時代︒秀吉が大阪城を築い

l メキシコ市に突如出現した兵士の事件
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ヨ一骨で逮捕されたことも立証されたのである︒
このエピソードについては確かな記録がある︹
〃イス・ゴ才サ

が或る蕗所で人をひろい上げて別な場所で点ろしたと思われるよ
うな事件の例証であ計︒

﹁当時はあらゆる蓮類凸物語をでっちあげることは可

物語比1それが実際にあったとしてもー殆ど四世紀も昔のことで

私はもちろんただちに反論を受けるだろう︒★マニラの兵士の

プ著 〝円盤問題″第三部に印用されている︶︒作り話ではないの

旺ないか﹂

﹁それは再説に言及しているだけで︑証拠のかけら

から址 ■毘・ジ ュサツ

だ■J こさした現象を名付ける凸に丑もよい用語は︑心霊研究の記

能であった﹂

〝テレポチイyユ■y〟

珪か■らすでにわれわ九に拭・おなじみの言葉

もないではないか﹂等空−残念転がらこの度論には同意できない︒

われわれは多数の失踪事件︑誘かいと思われる事件︑テレポチ
イシュyと思われる事件等−揖記録を持っている︒一九六tニ年七月
・八月号の†空飛ぶ円盤評論″誌で弘旺スウェーデンの学生オー
フ■■．ニ■−ルセンの事件について報告した．D櫨は一九六︹︺年八月二

2

ブエノスアイレスの凛業家事件

前記のマ：ヲf十キリコ事件やモの地歩く空中件はすぺて円盤に

われて運ばれ︑或る秘密の基地へ連れて行かれたというのでぁる‖︸

翌朝ま新しい皐に乗り込んでまさにホテルを出発しょうとした

続けるつもりだった︒

ていた︒途中︑パヒアデランカのホテルで一泊し︑翌日また旅を

がブエノス7イレ′スを訪れた後︑南部を目指して事で帰途につい

一九五九年の或る日︑7ルジュンティンの一人の著名な実業家

関係のぁる現象だ−仁私は言いたいロこれについて近年の例をもっ
とあげることにし†てコ︒

とき︑草体全体を包■む雲のようなかたまりに売づいた︒後になっ

オリブァ1・ラーチ事件とか︑︼九二四年七月の或る日︑イラク

にもっと異常な失踪事件亨豊実ている︒たとえば一八九〇年の

頭り放っているが︑前記のマl

せてくれと緬んだ占

トラプ万二世見て運転手に大声で呼びかけ︑パヒアブラン力まで乗

だ一人でいるということだった︒道路上を自分の方へやって来る

わかったことは自分がどこかの田舎のさぴれた土地に串もなくた

そして次に

の砂上で急に足跡が絶えてしまった英国空軍将校デイとスチュア

のではない︒ここ娃サルダで︑パヒ7ブラyカは千キロ以上も蕗

て感じたのだが︑この時櫨は失神したようで晶ったり

ートの事件などである︒今は紙面の都合で失踪事件や誘かい事件

れていると答えたー・︵パヒアデラyカはサルタの南西

二

五

■7の兵士の事件も含めてあり︑更

の異常な問題を詳細に述べ■る余裕はない︒この記事の目的はただ

五キロの地点にぁる︺そこで実業家は腕時計を見て︑背いたこと

ヽ

掛措いた運転手は自分はバヒアデランカへ行く

テレポチイシュyの証拠を調べることにすぎない︒すなわち円堪

⊥の死は多くの不思議な死亡事件凸一つでぁる︺多数の古い事件を

故誠・毘・・♂ェサブプ著〝円盤問題″の中で︹ついでながら櫨

十五日の午後︑スウェーヂソロハルムスタット付近で円盤にさら

モれでこれから更に二件の実例をあげることにしよう︒

である︒︵庄︒瞬間的遠隔移動というような意味︶

レス・オブレゴソ苦けHメキシコの大通り〟

【

︷

†
＿ 丁

感璧

．h軒﹁りさ

應毯¶⁚﹂

ノ

いう型のもので︑東京の華僑番号を付けてい．た︒

†

に︑自分がパヒ7●フラン計で車に乗り込んでからわずか数分偏し

とに同乗者のだれもこの番号を記憶してい

剋︑−

か径過していないことがわかったのであるロ首をひねりながら櫨

事後部座席には一人の年輩の男がいたが︑．それは新聞を読んで

全く残念なこ

はトラックに乗って運転手のそばに産り︑この事を報告するため

た︒運転手や他の同乗者について偲不明でぁる︒

ヽ一
lV

に土地の替薬へ出かけた︒話を聞いてあきれ返った昔官はともか

」

■■●

の

．

■黒

車

の

が︑その切抜き蛙 〝空飛ぷ円盤評論″誌の7ル．yェンティy通信

とに同紙はこ申体験を待った実業家の氏名を明らかにしていない

けたが二二人の目撃者は激しぐ否定し・・絶対に幻覚ではないと主

た︒日本の二大新聞．の一つである︒新聞は幻覚で旺ないかと片付

ュンの例でぁると私は言いたい︒

に思われるのである︒この関連とはみな円盤によるテレポチイシ

き轟︑どうです？・＝以上の件のどれにも何かの関連があるよIコ

張した︒

この事件は一九六四年三月四日付の毎日新聞甲㌢刊に報著され

探果する方法もなかったっ

仕様がなかったし︑だれが乗つていたか︑それがどうなったかを

その事の背骨をおぼえていないので木下氏や仲間たちは追跡の

■．′■．

くパヒ7ブランカの暫察へ晶距胱電話をかけて草体番号や銘柄な

すると突然パブと白煙か水菜売血ような甘ス状虻も価が黒い車
の周囲のどこからか噴出したりそしでそれが散っでみむ

′、

どを伝えたところ︑バヒ7ブランカ等宗娃簡単な調査をしてから

ま、＿ノ￣・

は消えていた︒わずか五砂くらいの出来事である︒

い

電話で報告し返してきて︑問題の車はまだホテルから致メートル

ぁる！

乱はこの事件をアルジェソティン爪ご日刊祇

な

ロの辛が

男である︒ところが〝かなまち〟という所掌迫ってから■ずっと墟
らの前方盲五十ヤードあたりに同じ方向に走ってぃる

∃についた︒それ姓黒い草で︑・トヨぺッ★⁚ニーユイ一夕ラテンと
ヽ

車を飛ばしていた︒凄は水戸街道の松戸と拍の基いだを通過して い一つことになれば︑もちろんこれはテレポチイ甘ユ㌢ばかりでな
茨城県竜力崎のゴルフ場へ向かっていた︒草の中には他に二人の く誘かいでもあるように思われる己
同乗苦がいた︒同じ支店の斎藤という人と︑銀行の得意先でぁる

一九六三年十一月十九日午前八時をすぎてまもない項︑東京富 最後の例については成行きがどIコなったか∴滴宜た車七人問が
士嬰汀のカジカ支店の支店長代理である木下氏が藤代バイパスで 現われたかを知りたくて日本へ手近を出したロもし現われなトと

吉 東京からの道路上で

い 左

ノ

員オスカー・ガリyデス氏から遣って来たものである︒

コルドバ ∵三九五九年の或る号の切法きから訳した︒惜しいこ

〝デTアリオ・デ・

の所にあって︑エyジンがかかったままになっているというので

■

I

J月 →＋

＋Y ＋

▲′≡1′＝

「 呂−

円盤は重力墳応用の宇宙職か
ポールーノーマ

ン

統一場の理論によれば︑電気︑磁気︑重力はすぺて一つの力の現

われであるというが︑われわれはこの力の性質を知って理解する

までは︑なじみ深いありきたり空言葉望畳力〟を用いねばならな
い︒

空飛ぷ円盤は重力場を応用したもの︑原子力応用︑電気の応用︑

光を応用した昂ので晶り︑これらの力を意のままに次々と応用し
ずれにしてもわれらの

このい

り︑またゲアンダビル十大学天文研究会のl員でもぁる．︒．現在は

れを支配する方法を考案していることを示しているようだ与しか

変えているので牲ないかと円盛研究家からいわれてきたロ

オース・トラリ7に住み︑ヴィクトリア円盤研究会の有力な会員と

し円盤が空中を飛ぶ際に何度も見られた脈動︹荘り示βルの光の

筆者■は田IG且P︵米国空中現象調査委員会︺のメンバ∵−であ

なっている︒世界中の天文学竜を興奮させた新発見︹複数︶にか

ように増俸から発する光が︼定凸間隔をおいて点兢するように見

ところが思いがけない方面から驚くべき新しい辛がかりが円盤

える状態を意味する︺は︑つい最近まで最も不可思議た現象とさ
れてきた︒

〝空の訪問者〟は重力の問題を解決し︑そ

んがみて︑円盤問題を新たに見直しているという．

〝廃勒する〟円盤の

研究界へもたらされた︒有名な天文学者ブレッド・ホイルと数学
′

壷のゲィyユ

︵またはク7y星︶

見に秘められた重大な意義に荒づいてはいないだろう凸

過去数カ月問︑天文学者達は〝クァサーズ〟

の驚くぺ．き新発見にほう然となっていた︒新しく建設されたパー

ク

呼ばれるこれら超新星の二つの位置を正確に示したのだロ

その位

る証拠と︑不可解な空飛ぷ円盤とのおかげで︑重力の性質と宇宙

はわれわれの銀河よりも少なくとも百倍の輝度をもたねばならぬ

このような広大な拒詐で写真の乾坂上に写るとは︑この輝く星

で写真が操夢されたのである︒

置はケアリアオー■ニ7のパロマト二百インチ兢へ伝えられ︑モこ

最も不可解な力として知られている︒アインシュダインの有名な

重力は人間にとって最もなじみ探く最も重要なもので︑し．かも

われる︒

におけるモの役割にたいする理解は日前にせまっているように思

十億五千万光年彼方の宇宙空間の地点から現在地球へ来つつあ

見に重要な役割を演じている︒

宇苗給の惑星間航行推進力の秘密を解くかもしれないような新発

すます与えているじまたオーストテリアのパークス電波望遠鏡旺︑

最近の目撃事件は︑円盤は重力場応用聖子苗姶だという証拠をま

オーストテリアのゲィタL・リア上空を飛ぷ

】
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ヽ

どのスピードを出せば摩擦で金属は溶けるだろう﹂

ノ／

ことになる︒学者連結この偉大な新発見の重大な意義を理解しよ

に停止したり瞬間的に加速したりすれば︑乗っている人間が敵え

／

ぅ七しているのだが︑一方天文学者はこの新星について最も不思

られないだろう﹂

′／／

議なことは︑これらの星が見たところ重力からすさまじいエネル

いので︑空中に停止すること娃不可能だ﹂等々︒

町・．・

ギーの殆どを得ていることだと︑いう︒これは宇宙において全く類

とえば人間は鳥を観察して初めて飛ぶことを思いついた︒橋凸7

﹁空中で急速

のないことでぁる︒なぜなら大旗の如き従来のありふれた恒温は
そのエ阜〝ギーを内部の核反応から引き出していると考えられて

トチは足のアーチに似せてより大きな力を加えている︒分光器は

地球の発明の殆どは自然界の観宴から得られたものでぁるゥ

発表を行なった︒﹁これらの新党見の星は重力を利月Lているに

によって茶色の石炭から■黒色由石炭を作っている︒なぜなら︑こ

モーヴュルとヤルーンの練炭工場は自然を痕して圧搾すること

た

﹁人間は反重力の制御法をまだ考えつ．いていな

いるからだ︒

ちがいない︒モうだとすれは重力を正しく理解することが重要と

の地区で土地が隆起した当時︑自然は充分な圧力を加えるための

ただ二ジを模倣したものにすぎない︒

なってくる﹂櫨は円盛研辞⁚家や科学界が長いあいだ求めようと努

重荷を与えなかったからである■﹈

最近の英国天文学会幻会合の席上でホイル教授は思いがけない

力してきた事柄を指摘した︒﹁重力を説明⊥ようとして故アイン

ーブけい谷由夫発電所は自然界で最初に見られたエネルギー・を作

っとよい観測をするにはエックス線望遠浣をロケソトに乗せて軌

ホイル敦喪は声明甲終り近くで決心ようにほ曲めかした︒﹁も

おいて自然が演じた役割について本を書こうとすればいくらでも

ウモリがずっと応用してきた方法である︒人類の儲明のヒントに

の物体を窺るために潜水直に応用されているが︑これ娃普通のコ

切り開いた堀割に沿ってラト・ロ

y■■ユダインが用いた数式は︑ただマイナスの符号をプラスに変え

り出し︑送電している︒次に水中音波探知器がある︒これは水中

道に打ち上げるぺきだ﹂更に次空言菓を続けたが︑これは心の広

書けるだろう︒

︑

るだけで反重力を説明することになるといってよいだろう﹂

い科学者を︑いたるところにいる円盤研佃几家のもとへ行かせて︑

月︑重力が有す

動しているはずである︒そしてl秒間に一度くらい鼓動している

ろう．﹁もしこれらの星が重力を利用したものならば︑それは脈

球の重力場の中に住んでい昌こ地球は時速一千マイルで自転して

効果はどのようなものかはわかっている︒たとえばわれわれは地

る原理はわからないが︑これがひとたび達成されると■その反応や

空飛ぷ円盤の重力場も自然界の模倣である︒■この模倣に含まれ

だろう﹂星に関してこうした声明が行なわれる

いるが︑周時に時速四万三千マイルで空間を二次の耳同に突進し

世界中で発生七た無数の脈動する円盤観測例を再調査せしめるだ

ると思われる特徴をも述べた︒円盤が空中で演じる醤く■ぺき性能

・ある︒・われわれは大藩甲まわりの軌道を動くとともに︑太陽系は

ており︑また時達七万l一千マイルで三次の方向に動いている曲で
﹁そんな信じられないほ

が最初に報暮されたとき︑オーソドックスの学者はおきまり通り
﹁そん缶ことは不可能だ﹂と宣言したD

J

．︑ト︑ヂ

︐︐・．．■一 ﹁■

中を急速に進行するとき︑円盤の内部にプラスの電荷

の僅は互いに反発し合い︑異種類の転結引き合う＝﹂一己て大気

ぅのはアイyソ▼ユタインが指摘したようにその力が同時に適応す

盤の色光凸変化由両方を説明するものと言えるだろうG

リンダ包または薄赤色に早見るuところが動力を要するときは色
とえば最近オー言ラリア掛ウォ言ギーの付近で運転手た
は光輝を増し︑・黄色か︑鋼が誓言ときの炎の与体
コ験
なし
黄た
緑色
自で
動あ
車の追跡事件がある︒重力墳はその表面
ぞ︒高速度になると通常塩端に白くなる崩白に近ホ
いコ
青リ
色と
なな
どる
を￠
付けやす小といえるだ号コハ一
光に及ぼす重力の影響は天文学暑が屋を観測して重
指力
摘場
しの
てき
解た
釈っ
は︑円盤が或る地点に現われたときに
ゆえに円堪の重力場旺可変的なものであり・光波起
のこ
周る
波ヲ
数に
ザ瀞
オ醤
︑テ吉の電波妨害をも説明する山たとえ竺
を与えるほどに屈力である⁚﹂のことは重力のコ三
ン年
ー九
﹁月
ロー
十ル
九と
日円
にウオ言ギーと南ダドリイ一帯に発生
それであるコ円盤の眼下言イ芸広墓地填で旺テレビ受像

そして見たところ争悪夢刀草堂撃としないとき︑そ
れは暗いオ
由を説明している古特にゆウノ1hリと飛んでいるときはそうだDた

る︒夜間空中に停止しているかまたはゆっくり動いて．いるとき︑

自体の輝きよりももっと強く苧1望−︑それは金属のよIコに早見

円盤の白光の塩類は次のとぉりであるD大場光線の中では円盤

るからである︒重力は円盤の白光の変化によって︑
制
さされ
て動い
舟子
は御
反発
れ︑
く船体q周囲にわずかな真空帯を生じやすく
ることがはっきりとわかるロ円盤聖工中で漕くべき
離れ感冒演じ
なる∩−そして摩損を減じるのでぁるロ簡単な音響の法則によって︑
る瞭に色光が変化することは︑簡単な視覚の法則円
で盤
説に
明関
され
しる
てロ
何らか望晶がぁったとしてもそれは声望
最も長い波長の光はわれわれの日に赤として現わな
れい
るこ
︒と
これ
は以
わ上
かっている︒︹しかるに円盤が低空で親
の長い波長を持つ光はー諾われ阻視力を超えてスペ
クトルの赤外
き︑またはゆウノ︑hリ動いたり︑空中に停止しているときなどは︑
線帯に入る二・古畳短響芸光はわれわれの目に紫色
に映るロこ
ときとしてブ′−ンというかすかな音が聞こえたと報告さ克ている︺
れ以上の光はスペ＝・ルの紫外線常に入って日には見えないロ

聖ノるに重力場はその周囲に空気を引き寄せている
吾﹂には騒乱状態はないだろうロしかも岸蕪を減じて
るから無音の理由となるロ
しかも重力場の存在はときとして円盤が雲のように

ピードに耐えられる旺ずであるa鴇接近分解しな

銀河系内の軌道を動いていて︑結局少克くとも信じ
れ堤
ぬ由
ス解
ピ釈
ー は︑・眠儲観測ばかりでなく︑レイダ
重ら力
ドで三つの方向に動いている申しかるにわれわれた
は円
地盤
球の
の重
す力
さ嶺
まじいスピードの摩損に磯雄が耐え得
の中■できわめて快適な状態にあるロ動いているし
とて
いぃ
う感
るじ
︒す
みら
なし知っているよ違背単な物理の法則に
ないのだ︒
体
が
空
売
の
分
子
中
を
急
速
に
動
く
と
き
︑
摩
損
に
よ
っ
て
これと同様に︑人工的な重力墟の中位いる人間ナ
もす
ス帯びる︒また簡単な電気毎法則によれ
三さ
のま
電じ
荷いを

ーー10＿
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の映像にかなりの変化があった︒スタ．︼リーンが白になったり︑緑

︑︑ナ︑︑︑

オーソドックスの科学者は重力場の辞訳を嘲笑してきたが︑現

ォy・ブラ中一ンにロケソト工学を準ぇた八■−マン●オーバート博

色になったり︑騒がいりまじっ七シ▼寸模様のスクリーンになケた代ロケ■ソト工学の文であり︑V2号巧発明草で︑プァ．1ナ†−フ
り︑一つのスタリー■yに二蓮の画鹿が映ったりしたロ・円盤が出乱

へ竺トライナ

ぶさたのま患ぼんやりと座ってはいないとい■■コ簡単な生命甲法則

に何もすることがないといーhのならともかー︑知的生命は手持ち

少ないだろう︒またドグマ≠ィ■ズム︹独断︶に■よけ遅らされて他

すると通常まっ先にラジオやテレビが夢撃官費けるのである■ロ 士が重力堤をとり上げて以来︑科学者たちの嘲笑は消え始めて．い
′重力場が療近してくると・自動車の点火装置やヘッドラ十ナがる
モロ
れの影響で弱まることが知られていろロ円盤が都市の上空低く
ァィンシュタインの理論でさえも︑・∬−ソド∴ノクス科学者の狭
浮かんでいるとき﹂その町の燈火が消えてしまったという例は歩 い心の中に小さな割れ目を作るのに核分裂を必要としたのでぁるq
くあった︒各地で送電線に故障が起こったこ■ともあったロ こうと
しきとしてこの割れ目はいやいやながら広がっているように見え
た強い影響は通常円盤が地上の装置にきわめて接近する牒に起こ るが︑とにかく広がってはいるのだ缶
るのでぁる︒
学はここ二十年来にやっとこの銀河系だけで数十億の惑星が存在
九五七年十月十五日L﹂十九五八草一月三十日のあいだのこの
することに売づくようになっ尭けれども︑生命旺最初に人間を供
給するだろうという簡単な数学的な可能性を認める科学者はまだ

スナラリア︑米国など闇各国にわたっている︒

T．．

りの慣行︺は各段階のあいだの空間にすぎない由だ￠■この段階の

■J†

度数はそのあいだの遮抗者によって制約されている現状であるD

t

Lかるにこうした状態にかか■わらず︑l股科学界は眠ってい■る
のである！

重力場はその外測の端に数社子を引き寄せることによって︑円
盤の乗員を放射線から常連するだ号コリこれは地球望皇力墟がこ
の危険から人間を保革している切と同じ方法でぁるロ更に重力墟
は円盤が＝芋箇空間を高速で進行する場合に︑流畢芋甲ジン︑そ

．′トーー
L−．ノ
ンノ

、

の他中晩質をそらすことによっ■て翰椿を保志するだろうロ
、

羊

ェィ︑アルジェンティン︑ペルー︑プチネズエラ︑カナダ︑オー

があり︑発生地娃フランス■︑イン⁚グランド︑イダ・リア︑■■ノール亘 を科学者は認めてもいない白最もよきオーソ．ドトリー︹ありきた

の弱まりや光幻消準停軍ラブ廿︑テレビにたいする妨害など

発生してい■る︒この事件としては自劫革甲エンコ︑■

出現に関連した電磁気的な原因による異変が少なくとも四十一回

三方月間に︑円盤が地球の各都市に下降し■て︑■この奇妙な物体の

一■

′ ＿

♪

︶

﹁上ほr︻■．■萬J

l∠■．■ン

h・■トll
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■
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世紀も不思議な物語

■−カノ

I第二部 事件甲分析I・
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駄だ﹂とアドヘマールに語ったのは氏であるとビューエフl博士旺

考えている︒右の意見についてビューラI博士はマルチィンス氏

と真南から対立している︒私としては博士を弁護す早口なぜなら
例の事件旺具体的証拠に欠けてはいないからだロ
血液の採取

女の金宴と中国人のような目付き

の知識であ甘︑彼ら甲王な保健問題の一つとしてきわめて卒直に
語られている︒

の医者の多くも大体に同様のこと皇t己っていた︒このことは公然

事件をふり返ってビューラー博士は︑この血液の探顎は︑あと
ですぐ行なわれた例の計との或る体験と何らかの関連が為ったの
先回の記事で私虹プチブルのポγテボラン地区の農夫且
ではないかと考えている︒この点について博士娃少々素朴である
Bの驚くべき体験について語った︒︹注︒詳細は本誌五月・六月
と評しても博士は許してくれるだろ一っ︒博士白身はドイツ宗の医
号を参照︺その際の本人をアドヘマールと呼ぶことにしたが者
︑で
わある阻で︑血液テストの目的につ■いて璽芯を撃﹂さないのだ
れわれが知っている限りこれは彼の本名ではない︒不可解な理
由コ︒ブラジル全人口の四分由一ないし二分の一は遺伝性の梅毒
ろl
たよって本人は匿名を希望した︒ここに私は追加記事を提供を
しも
てっているが︑これは植民地時代の名残りである・︒わずか数十
あの物語の詳細な分析を試みることにしよう︒
年前︑ブラジルの地方医療局々長ペリサリオ・ペンナは︑梅香か
病率はたしかに四分の一以下で結ないと語っていたし︑ブラジル
機体中で見られた器具

ホ7オ●マルチィ㌢ス

この器具の説明は丑表しないほうがよいと賢明にも助言を与え
た人は著名なブラジルのギヤJナリスト︑

であったことは間違いないと思
ネイロの一流誌〝オ・クルセイロ″モ由他数種類のプラヂル一流

のような目付きをした人種は地球上に存在しないリアr鳶ンF暫

これは全く興味ある問題である︒白い皮膚を持ちながら中国人
九五七年ないし五几年にリオでアドヘマールに会った人の一人で

の月︹細長い目︶とモンゴリアン・フォオ〃﹁■︹蒙古人のような

新聞に叩二ダニじについて多くの記事を書いてきた人であるロ氏は一
あるが︑﹁具体的な証拠がないために体験について公表しても無

ー13−
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■

ノ射︑

目のくぼみ︸の人間は丁ジ丁甲争撞旗聞に見られるが︑彼らの皮

ノ′／

膚は黄色か茶色で︑決して白ではない︒この〝纂古人Ⅵ目付干そ
∫﹁
﹄他の特徴を持つ人間は北米のアメリカン●インディアンにも見

られる︒彼らあ祖先旺アジ7から来たのであっで︑ゆえにその皮

膚は赤か茶である︒
一九六一年に刊行されたコラル・．ロー⁚・yセy夫人の著書J円

盤の大い■たずら軌語″を読んだ人は
ダテンチトr・スルのリンハ・べ卑′・サィス＝ダに住む農民オルミ

′塾

たちと同じ種族だったのではないか︒

■ト■・■・トト▼l一．1t⊥1．■▲十一．︼．‡．．．■．■

一九五四年に前記や農夫が目撃した人々はアダムスキ1が会っ

﹁それは探険蒙古か

た宇宙人にきわめでよv似ているし︑貞夫の見た町盤壮丁ダ■三

キーがコンタクーした円賂に■似ているロ

ヘルメご品ようだっ空と7ドヘマ．−ル望口っている⁚それ

はブラジル人が寸ウピ1．と呼んでいるもので︑−しの国では全然着

用暮れない種鼎のもので草書
状況は裸許なよう雪たぷふ少なくとも地球を葡問する二種類

きること

ァドヘマールが音声によって日本語とシリア語を識別で．

だろう︒

ロ・ダ・コスタ・エ・ロサ鱒物語を記憶しておられるだろうロー■の種族が■いで︑それらは白lい皮膚と中層人の目付きせしている掛
九五四年十二月九日に︑その盛未は白昼一機の円盤が着陸するの
を見た︒するとその中か卓二人の人間が現われて︑一人は披から
数フィート以内の距離に接近したため︑子細に相手を観察するこ
とができた︒．﹁彼らは中位の背丈で︑肩巾■は広く︑長い金髪な持

っていたが︑それは風で限らめいた︒おモろしいほど白い皮膚と

っり上がった目をしでいて︑地球の人間の標準の格好から見れば ブラジルに娃多数の日本人がいるし︑また凄くのシリア■人や
異常虻ものであった﹂と本人は言っているロ
バノン人がいる︒これらは主としてブラジルの南部や南西諸州に
右の人間たちは■︑宇苗からやって来たアドヘマールの J女友だ
居住している︒つまリアドヘマトルの体験が発生七たと私が推論
ち″と同種の者だとは私は思わない︒なぜならこの人問たちはわ する場所付近の地観であるロくわしくは︑■地図を広げてみると
歪人口希薄のマトゲロブソ州の南端は︑リオ冨丁て芸ら
りに背が高いから．だ︒それともあの女が異常に小芋か．ったのだろ

って除外さ

ぁる︒

れわれを遠い辺境の地︑ブラジルとパラダ7イの国境へ運ぶので

ぅか︒しかし後者の可能性は女と一緒甘いた小さな人間たちによ 千五召キロ真西の所早位置しているI﹂とがわかる︒このこ■七はわ
たとは思え憩いの意︶しかも7ド﹁マールを捕えたズ々〟偲ヘ

ルメットを着用していたのだ︒ダ・コスガ・エ・ロサ氏が見た是 ァドヘマ1〟の物語を支持する証拠が別にあるロ
宴と中国人曲目付きをした白い皮膚の人間たちはヘルメ
たずら物語〟の二三八ペト・ジに著者コ㌢ル・ロエソ吉は︑T

けていなかった︒TFへマ・1ルの 妄〟■はたしかにその東員の男 ．九五七年十二月二十 臼の存エアドヘア↓ル山芋件直後︶︑すう

＿14＿
ている︒

して︑乗っている人々を恐怖のどん虞にたたき込んだ有様を述べ

数︺がジtトナや車の上を飛んだり︑長距離をしつこく追跡したり

ケルとパヲダアイの国境に近いポy．テポヲy村付近で斗円盤︹複

まわゥていたお化けのような七フ■イトトもぁる巨人たちに巨大な

￠・ヒギンスといIコ名のブラジル人が1透明聖子苗服を着てとび

甲ている︒︒董苗人は石を扱げた〟と題するそ申記事は︑ホセI

ヲγ地■域の真東前日百マイル︶の地方新野から転乾した記事を抱

円盤へ連れ込まれてかろうじて逃げ出した有様が述べて

人たちの目は大きぐてまるく︑ヒゲをはやして由らず︑■殆ど宅馨

もしアドヘマールが南西部また牲西部以外の地に住んでいたと
すれば︑披が音声によって日本語や■yリア語を識別す古などとト

かを示した︒先ずlつの大きな円を措いてから太陽を指■し示しし

もなかった︒彼らの一人が地面に円を描いて彼らがどこ■・から果た

次に七つの小さな円を措いてそれが軌道上にある温星で計る・こと

ラことは全くあり碍ないだろう︒披は教育を受けた人で虻ないの
で︑自国内を多く旅行してまわったとも考えられないか

を表わした︒そして白身自身と七昔日の円とをくり返し甜した︒

＋

披が二カ国の外国語を議別する要素は彼の居住地墳を推定する早

これによって明らかなの牲実に彼らが天王星から来たことを表現

このため

けとなる︒しかも彼の物語はわずか数日後に発生したロFOの追
跡事件の報苺によって強く支持される︒これは全く異なる径路か

しているのである！

地味人と異種交配することにキって彼らの遺伝子と染色体を他の

ビュtニ7軒博士は最も明白な動機として︑宇宙から来た人間が

7ドヘマールの体験の基本的な目的

らとどいた報苺である︒
草の追跡事件をビュ！TI博士が知っていたと▲か︑十二月十五日
のアドへマール事件をコヲル．・ローリy七y女史が知っていたと

いう意味の証言を私は得ていない︒
小人たちが地面に描いた二つの円

・惑星Ⅶ撞族に植えつけようとしたた敵だとしている︒博士はまた

抽女が乗員たちに患いする指揮権を持っていたので︑気まぐれ

の血族関係を確立するため︒

闇政治的または文化的な酪連を持つための基礎としてー惑星間

を示すため︒

脚他の惑星の．肉休的条件〟は地球人のそれと異ならないこと

アドヘマールが素朴な男で︑ブラジルの快活な正直な多くの農 考えられる動損として次の各項をあげている︒
民の代蓑的な人間であるナ⊥とは︑小人たちの描いた二つの円が何 −1I地球人の．健康診断〟をするため︒
を意味するかわかうなかったという披望草葉によって示されてい
る︒その円は結局二偶の惑虚妄二茄すきわめて賢明なわかり．やすい

方法なのである︒
これに関連しで興味濁る他の事柄に読者の注意を向けてもらい
たい︒﹂九六一年の．空飛ぷ円盤評論〟誌は︑パウル︵ポ才テポ

t環Tウノ

−1古−

蔽丁 重−

ヽ〃

‖

∧∵クレイトン庄︒ベサラムの
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崇

窒素と二〇パー七rト掛観葉の混合気体中で生きる・地球人の可能

に↓されることを望んだ﹂ため︒
気〟はわれわれには不快であるけれどヰがまんが■できないほど
以上の各動機のいずれ鳥もっともらしく．聞こえるが︑特に一九
でもなく︑致命胡なものでもないことを意味していないだろうか︒
五二年に発生したという⁚トゥル4Iマy・ベサラムの体験が真実で
それとも全く逆に見て︑地球の空気は彼らに時だめだということ
ぁるとすれば二千古人の社会組織旺女族長制でぁるかむしれに
なな
いるのだろうか︒この場合明らかな解決は︑八〇パー七㌢ト凸
というよい証拠を持つことになるu

のいつ頃から発生してきたのだろう？

他にもこうした事件があ

いまや■はれわれは疑問に直面している︒この種百出来事は過去

ゥィプチ・ク■ッ＝グ1″の説明にはならないだろうか︒

とを心にとめねばならないロこれはジョントウィフォムの〝ミド

体験が他のコン腐二グト例と同じほどに由拠があることを示性
すを
証も
拠含めて︑地球人の特性が遺伝するかもしれない混血塩また
を私はまだ見たことがない サヲ．ムが会ったという円盤の乗員
は新しい種族を作軒出すことにあ古といーコこ■とにならな亘だろう
たちは皆小さい人間で︑機長も小さな婦人で晶ったロただしか
ヘ︒
ルそれは手短かに亨えば︑この地球上に住み・しか軋ブラジル
メットや呼吸補助装置などは青けていないD
の広大な無人の地域に移住することになっている新しい人達では
ゆえに女族長制が解答となるかもし■れない︒そしてこれな
はい
地だ
球ろうか︒とにかくこうした結合体の子孫が現在も残ってい
では知られていない制度であることを忘れてはならないロ て︑地球人で缶十この〝訪問昇たちによっt育てられているこ
しかし別な解釈も考えられる

ここにおいて乱はま別な解釈をしたいと思うDこれはわれわれに

要するにだれも知っているように−ただ円盤を見たというのは趣

とってもっ上はるかに重要な意味な持つものである︒る
フのド
マかー
詰へ
ろう
？ TF■ヘマール旺それについて少しも横転的に語
ルは小人たちが背中に聴り付けられた装置からパイプろで
う連
と結
旺さ
しれ
なかった︒一体だれが碩僅的に語ろうとするだろう︒
たヘルメットを着用していたことを明らかにしでい■るD円盤を離

㌢摩クティー旺秘して語ろうとしないの軍自称コy∬rクティー

たと称するに至ってはいヨまでもない！︹草真実の目撃者やコ

れなかった女はかかるヘルメットや装置を着用してい味
なのか
悪っ
さた
をが
示︑
すもので苗り︑その乗員を見たとかそれに会ったと
これは由そらく自分の空気の中にある家にいたからだかろ
いう
う︒
のア
はド
憎むぺき犯罪行為でぁる︒乗員と何らかの関碍を持っ一
ヘマールもヘルメソ・rや呼吸補助装置を持っ．ていなかったことは

た⊥かだが︑機体内で呼吸することができたと言っているqしか

実際それはセ努セイy阜ヌルどころではない皇一口いたh︒Tr

し故が激しい吐皇等値したこと︑事備後しばらくのあのい
妙かがわしい暑が多いという意味にもとれるqただし筆
中だ
に奇
はい
な肉体的な徴贋︑たとえば肝臓が痛んだり︑環や腕に者
什のレ
モにノ
が問がある︶
意見
は疑
できたリレたことを忘れて娃ならなトロこのこと・は︑遮らのJ空

L⊥i≡こ」去ポご職、

︑
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へマールの物語は地球上の長い歴史において新しいものではない
が︑このテーマに閲する託細な推論拉次回にゆずる亡とにしよう凸

な損金にゆずる士とにしよう︒畢コに︑興味あ濁点は円
の家に白と柴の強烈な光線を照射したとぃうことである

鰻は．基ま老親烈で雪たた也︑昔．で固体のように見えたり﹁

冬 凍鰻は広■がりまーんで⊥た︒モれら■は管のようでした﹂と．家族

述べている

軒家の農家は八人家族で三元の犬がいたロそLて四十分
L

︑
車ソテポチ千に由ける激しい円盤活計の目的は■？

アLヘマ1・■ルと類似の事件が他に各ケたとナコ証拠掛あるだす

の

問も改訂は恐怖にお甲のいていた﹂一同はど一−左ることかと荒も

」

旦l十一日の雫了ルジュンテ‡北西部のトククマ㌢地方のナ

㌢rかス村から四マイル離れた所にある一軒の孤立した農家の上
空に︑四十分問︹午後九時三〇分から十時一〇分まで︶高度わず

ということだ︒つまり︑アドへj−ル

待望の声明
．1

■

〜・

√

さてきわめて興味あ■各問題■を絡げて結論とすること

■

乱がこのように考える理由は次のとおりで■ぁ局ロ⊥九六人
三年
間十
たちの〝心づくし″を受け人れ︑ア
な〝サービデをしてくれる精力のある男がいないのであるロ

を探していたにもがいないとも考えられるのであるI．

叶っでよいだろう︒相手はアドヘマールと同じ目的に役立つ青こ
年れについて注目すべきは︑七十二才の家長以外に男拭い計小

マ1▼ルの体験と同じ月に発生したGその目的旺誘かいにあサたと

の例を〝テレポチイシュy〟と題する別な記事で述べた︒誘かい
7ル≡
事件旺充分に認められているよう活が︑もちろんアド〜マ 寄せたのだろうロ∴﹂の家の家人を調べてみればナゾ解きの手が
全lたのと同じ．〝人間″たちによって行なわれているといI︸確証
りになるかもしれない︒
はない︒地球は明らかに多種類の 〝宇宙人〟の訪問を受けて先
いず
る家風のアン
が︑これらが皐な同じ勒鴇を有しているとは先ず考えられな才
いの
︒老人である︒次にその妻ナリ・ヂ・モリノ＝ハ十三才︶︑
しかし私絃ポンチボラン地域の7Fへマー■ル家付近で円盤や草 ルヒェソティーナ・モレノ・デ・チ言エ
やジープなどを追いかけた事件を特に注視したい︒これは了ア
ドヘ
リア・■モレノ・ヂ・コリプチィ一夫人とこれらの婦人たむの
供三■名がいる︒ハ注︒これでは七名にしかならない︺

が失踪していることはわれわれも敵っているし︑多くの場合転
に倒
円し︑犬たちも恐れて泣き声さえたてなかったが︑円盤が去っ
盤による誘か■■い啓件が起こった確証もある︒これについて
はら少
てか
も数
．しばらく苦しそうモコ計り続けたロ

ぅか？晶ると■いうことは確信してよいと思一つロ世界中で多数の人

ヽ■

か百メートルの空中に六塙由円聾か出現し︑静止した︒背いた家
旗は円盤を充分にながめる余裕鱒あ
﹂れに関する詳細旺別
1二L

た
ロ
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壷飛ぷ円盤評論″彗九五六年一月・二月号
〝に
宇宙について
語苧コ1空飛ぷ円盤は実在する″と適する偉くぺき記事が出てい

′′′

人

■﹂1

︺

く

ノ

．−1t︑

り叫⁝湖彗

㌢．i

′／

マ1．y†．ル将軍の説明は︑地球■を訪れているて■二種類の〝人

壊拠があるかの如く聞こえるだろうロ

一

同意されると思う︒つまり将軍の声明は宇宙人す．ぺてに言及した

■Ji！1−

t■l一ll一

一㍉■・

ざ恥︑その中に同誌の特派員が米国の太物とイ言ヴューし間
た〟
とに言及しでいるだけだという点であらゆる円盤研尭家は軋に
述べてあ雪七切有名な人物は蹄派員に次のように語ってlい■るロ

たとか︑しばしばヘルメリこr智着けないで地球中大売を自由に呼

﹁米国の撒威者は︑円盤は大気圏外から来る人間が乗っ
もて
のい
でる
はない︒というのは地球人と同じ程度の身長聖子苗人を見
という事実を確認したDこ釘〝訪問者″たちは着陸してコンタク

地中海貿易が非常な害を受けたロムIT人と・はアフリカ北西部モ

・．・・＼

て興味為る考え方であるロこのこと娃 昔バーバリ海岸の騒乱時
代にムーア人に加勢した裏切者キリスト教徒左思い出させるロ︹
注︒バーバリ諸国高地中海沿岸地方は昔こ由地方の海賊によって

の宇苗人は実は地球人の裏切者ではないかとい−つqこれはきわめ

トす右前に大気圏内で呼吸をし︑生きたままでいる方法を吸
解し決
てし
いたとかいう証言がこれまでにかなり多くあったから．だロ
ょぅとしていた﹂
しかしこうしたタイプ爪 干苗人に関する別な解釈が為るが︑そ
私は一九五六年に■この記事を読ん・だとき︑缶だちに遥
飛ケ
ぷイ円
れは
；り芸大草円盤研究会の認霜謹書い一メンバlが最
盤評論〟誌の桶集著に電話をかけて︑この太物がだれであ近
る私
かに
内洩らしてくれたものである︒それによると地球人と同じ蟄
密に敢えてくれと頼んだ︒．すると相手は︑これは軍一次大戦中の

溝陸軍参謀塩島ジョージ・マIyヤル将軍であると軍見た日大頗
復ヨーロッパの自主性を復活せしめようとした例のマ一計ヤル●

プランの語案看であるロ
マ・Iリヤル将軍は自己の本領外にまで進出しているので︑それ

によって円堪問題を歩ぐ知甘たということは充分に華見らロ
れッ
るコ
こ地方に住む回教人璽﹂︑
ババ
甘ー
人とアラビ丁人との混血
とである︒ゆえに九年前■に右の声明をしたのは墟でぁっ憩
た︶と
がまた円盤の静かい事件をも説明する︒．モれについて考
こ私
れは

︵右のマ十ジャル将軍と全早レた特派員ロル・フ・了∴rダ

今洩らしても悪くはないだろ■コと写っ︒洩らしてよいとぇ
いれ
うば
許考
可えるほどそこに空理あるように思われる早誘かい︑洗
をす空飛ぶ円盤評論″誌の初代編集長デレク・ヂニ′スタ1から
昭転向︒何か意味があり号コだ菅︹守一つ由考え方ではある
もらってい．るGマトリヤル将軍は偉大な人であり︑高い官職につ
がこれ忙はやはり贋問があるバしかしニセ芋苗人間題を考えれば
いていた︒櫨がそう育ったとするなら墟は自分の声明の内興
容味を
晶よ
る推萄ではある︶
く知っていたと信ずることは乱には琴易である□彼の青眼詰問い
た特派員−これも不幸にして他界してしまったが∫はロ■ル■キ．ア
レダザンダーである︹−

ノ

アドヘマールの驚くべき体験の理由に関する私の説にはr
何博
か士の
の人物につい山て董飛ぷ円盤許評語は次のように報じて

︑

ヽ

いる︒満者■︺

ロルフ・・了レダザンダーは：エージーヲγドからプラーゲヘ行

一

一

よ∧ニF

ただしわれわれが一模の円盤を着直吾せてそれを写真に撞甘︑新

聞記者がその乗員とインβヴュIすれば別ですDこれは不可能で

はないでし上うが︑まだやった人旺いませんロ

れについて驚くべき事は何もありませんコアインシュダイン氏の

き︑そこで医学を倦めて︑後ヨーロッパの多くの大学で分析心理 おわかりのよIコに︑だれしも円盤問題をよく考えてみれば︑そ
学︑神窪摘草︑生化学等をやった8

サル捜無限です︒おそらくこの地球が形成されるずっと以前に創
られたどこかの星からパロマ一に現在光が到達していますし︑ま

彼の世界中の旅行や調査研究は本来の研究・の基礎となり︑そ
亡釘
霊を呼び出さなくでも宇宙に遍満するダイム■ディγ7レ≡
結果威造的り■アリズム″の苦学を樹立するに至ったロ
．心の力〟の著者であ㌃アレブザンダー博士旺︑Å阻の璽心の

力は上空甲雲をも散らすト﹂とができるという論証を科学者やジ
lャた考えられるところでは︑宇宙の無数幻惑星で地球よハリも数百万

地球よりも進化において数百万年も先を行く他の惑星︹複数︶

なる人間が出現するでし上う？

達していました︒今から百万年後に娃現在の人蘭に関連して如何

す︒百万年華南7フリカの猿人は他のサ■ル共に関して高度に発

ます・︷︼続いて道化の新しい局面が展開Lますロ・−精神的な進化で

ーナリストに公開してしばしば世間を驚かせた凸この精神力学年
にも長く生命が進化してきた由もあるでしょうコ
関する論文竺九五五年十一月・十二月号の〝空飛ぷ円盤評論″ 生物学的な進化では単一■の細胞から始まり︑人間の胸で終わり
誌に出ている仁

︵デレク・デブブスタIの手紙より・︶

ロル≠・アレダザンダー博士幻ロFOにたいする

考え方

還ったことに円堪問題濠もう重しいニューズではありませんp

ように︑﹂八気圏内に突入するためにこうした生物に．よって作られ ㌔パ暫乗物．を見たことが雪としますロまた芸生物が莞

ぁなたは二一−ドン・クリ■イト・ンは︶マ■ナシ㌣ル将軍とロルフ
は︑高度な意識の︑完全な︑印制されない形態を維持するために
・7レダザンダーとの会話の詳細を忠義して差仕えありません︒
必要なあらゆる性質を含む︑小さな激しい物理的な窟⁝ドのよう
ロルフと私は墟が■インダラy・ドに住ん■でいた当時兢友になりま
な嬉神体″を発達させているかもしれません︒それは形がどの
した︒占なたの手紙を了承して︑庖は秘蔵している彼の書簡よ
類う
ににもなり︑また〝感念のスピード″でどこへも進行し得る宿
目を通すことにしましたロよって次の手紙を掲げますが︑こ神
れ体
はです︒
ァドヘマール事件のよき補注として役立っと思います︒これ竺かりに畠なたがこんな事がすべて草葉だということを知ってい
九五几■年五■月二十九日付のロルフからの手紙で︑その中る
でと
彼し
妊︑
次ち■上うど購えている家に入るのに消防夫が石細胞を青竜
のように連ぺています︒

−18＿
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ゎれと通曙するのに必要な蘭草す票ち音声というメ竺＝て
︵26ページより︺
を待つために︑あなたの眼前でわれわれと同棲凸肉捧を形成コ
すン
るβクーしていると居じているのもあります︒こうした場合は

牢王な相違は︑後者は死者が霊界というところで霊魂のまま存在

甲を志なたがせ蒜に見た．としますっまた彼らがあなたの脳から出
歪に一人または数名㌢lダーがいて︑掛買酔に雷︑鼻
る表意信号壷キ†プチして轟なたの言葉を用いて管見るとし天
まし
すた
︒票または他の偉人と通信していると思われています亡こ
また天使とか■■精華とか平年説虻過土忘時代に目撃されたれ
右は
の死現
者象
と通信していると称している人と大差はありませんGた

から発生したも鱒で李空﹂とをあなたが知っているとしますロL

こ一っした超自然現象について娃次由第七課で詳細に述べること

す︒

に自分たちが高次な実体とコン腐二グーしてぃる．と・思い込んでいま

かし■あなたはこんなことを一体どのようにして他人に信じし
さて
せい
るると信じている点にありますロまじめな人でもこんなふう
ことができますか？

なぜなら．理解の単

．1殺人に白身たちの理解の範囲を超えた＝物事を納得昔廿る・こ
とがきわめて重要であ苧とは私は思いません

なる代用品は迷信な欄であって︑ゆえに理解の欠乏する場合は
迷まし■上lコユ幽霊現象に親しても説明し患すロ■こんな現象を﹁
にし

﹁

J′1﹂

信が空媒を埋めるからですじわれわれがなさねばなら甲−﹂と■は︑
でも実際に起こるではないか﹂と簡単に片づけるわけにはゆきま
現在の時点から自己の理解力の範囲を次第に拡大することにせ
串ん
り︒崩七課によっ七あなた描正しい科学的な知識を得るでし上
う甘
ます．︒地球人が百方壷・も進化した惑星人の概念や技術や．詔世の発

達を理解するよりも︑アフリカ凸蛮人はアイyシュダインヤプラ
ンクの数式やテディyトγの韻稚な蕃置をもっと容易に璽解する

でし上う︒

要約しますと︑如何なる知性ある人■といえどもこ甲広大な宇苗
は︑現在われわれ空理辟をはるかに超えた神秘と現象とで満ちて
いることを認めねばなりません︒あと一千年もすればこうした事 ム即由り九拝げ″
象のいくつかは神視でなくなるでし上うロ百万年もすれば人間リ
はオデブ⁚ヤネイロの〝オークルセイロ折詰によれば︑本誌中
の記事遥にも不思議な物語″苧王人丑アドヘマール︹仮名︺の
と︑人間が見たり聞い．たりする事柄をただちに理解する可能性と■

同誌■一九六五年二月号で報じている︒この頭宇をとってビューヲ

本名はアントニオ・ゲイJ†ス・ポ7︑スであるこ■とが判明したと

もっと多くを寧三・Jし上一っが︑その解法は人間自身の音義の発達

に待たねばなりません一塊

一博士はAV二古としていたのでぁる︒

叫20−

第 六 課

は緊張の影響は︑こうした際に白身を抑制しないとど1つなるかと

いう一つの例ですし

東知のように﹂自分が他人から恥ずかしめられたと思うと︑
らく甲声いだ相手を怨み続ける人がいます□これ旺白倉の肉

有害な影響を及ばすばかりでなく1漂みの念を向けられた相手に

七いしても有害な影響を実際にひき苧﹂すこともあります中

座の始めに︑想念は†壇のフォースフィールド︹力境︶由ような

ものと考えてよいと述べましたっこの想念は特定の場所や地
向けることができますが︑これはラジオの東波の場合と同棲
苦いかえれば或る特定の人物または場所へ想念波を尭射する
は可能なのです口

達歩した人は或る程度この想念の働きを自由にコy・トロールす

ることができ︑進学こ知識が増大するにつれてますますその
に執議するよ■ぅになりますロところが人によっては︑こう

自分の感情を抑制しなければならない別な理由があります︹ニ
﹂に撃﹂ります︒揖他人を助けよIコとする人が想念波空風識的に
■的

想念の影響については︑次の各壇類が想念波の応用により

シ吐心牒の働きを促進し︑小柄な人がその影響を蔓ると殆ど超人
てきまりますから︑こんな卓つにし・て望ましい・または望
的な鹿れ業を演じることが知られてい患す︒こ由興奮状恕が過な
ぎ い影響を及ぼすこともできることを理解しなけれはなりま
ると本人は一時的な虚脱状態におちいり︑同時に筋肉はだら一りと
します︒そしてカゼをひいたように身買いします︒・この怒りまた想念の影響に旺少なくとも四種類ある

第五課では自己発達の方苧亡感情甲抑制が望ましい理由を少々
念の働きが撃﹂っていることに荒づきもしないでモれを行な
儲ぺましたが︑抑制の必要の主な哩由の⊥つ旺︑怒りによって起
もあります︒もL人が他人にたいして恋っていをならば︑その想
こる望ましくない肉体の化学変化と反応を減じきせるか停止さ念
せ は知ら由まに相手に向けられていて︑ぃろいろな現象が先
ることにあります︒
ます︒これ旺ザード仁一教や心霊派の人によって行なわれる
●
激情が起こったかまたは精神が緊張した場合はアドレナリン的
が 方法に似ていますが︑詳細娃後に述べますロ
血液中に注入される事実は殆どだれも知っています︒アドレナリ想念の塾拭こうした方法を用いる人の性格や倫理観厘どに

′

︹・注？アダムスキーのいう意識とは異なる︶用いる場合．︒たとえ

／

ば他人の病気を治す場合︒闇非道徳的な邪悪な勒簡によって想念

㌫
諷

書
い

月

害となるような︺結果を得るためにかかる方法を無意識に応用す

これは前記のmに相当します︒．潮望ましくない︵他人にとっては

せています︒問善のためにかかる方法な無意諸に応用する場合︒

ん何度も述べたようにエゴ■であって︑多くの進歩した人を堕落さ

上位にあって︑自分とは関儲加ないと思っている︒これはもちろ

ゲ1⊥に勝つと思い■︑今日切華罪者と同棲に︑自分がその法則の

には因果の法則が含まれていることを本人が知っているにしても︑

に発達する土．とはでき草書かかる望ましくないことを行な1コ際

ことになるということ七す︒これが真実であってもなくても︑と

を傷つけるこ七になるのです︒こうした場合一般に草見られるの
は︑その想念が相手を保つけるよりも十倍も自分自身を傷つける

ません︒するとその想念波娃元の送亘主へ返って来て結局は自分

あなたの想念をキャブチするか感づくほどに尭毒しているとしま
すと︑相手はそれをかわして影響せ受け

もとに故意に他人へ想念を送るとして︑しかもそ

る人々でも殆ど見すごしてい古別な危険が岳ります︒あなたが他
人を傷っけてやろうとか土フブルを起こしてやろうという意図包

強い想念を偲射しているかもしれませんユ﹁売づいていようがい

自分で売づ小てぃようがいまいが︑本人娃怒りの対象にたいしヱ

訂しくない結果は・こうした態度は容易に習慣となり・やがて常

自分の感情を遠慮なしに爆発させやために撃﹂牒ヰ三つの望

フィI・ル＝ずが含まれていると

象に還られるのですt︺そんなことが可能だとか︑実襟にフォーエ

事実に送り主が気づいてい■克くても︑その想念娃やはり窓りの対

がかかる想念を意のままに他人に巽障に送ることができるという

つけようとしてかかる想念を意識的た送っているのです1

できます︒右のどの道をあなたが行こうと．も∵与コした想念の塑

また利己主義︑不調和︑貪欲など爪り想念の塾を酪連させることも

は謙遜や幸福の想念でも三﹂卓分を億遺書せるI・一ともできま耳し︑

かの方法によって自己の想念甲塾を訓読するにつれて︑．われわれ

な気分にひたる習慣を発達きせることもきわめて容易です︒何ら

道を行くことが可能なように︑遮抗著の面前にいて庵親しく愉快
ところ

そして送り主は相手を蔑つけているのです︒こ幻次あなたがだれ

は習慣となって︑まもなく皐串たⅥ行儲宜支配するよ−コに尭りま

ってい七放射しているならば︑■モの岩倉想念の送り主は相手を昏

まいが﹂という切は次のことを意味します︒もしかかる偏食を知

ります∩−

にかく元の送り主にとってはきわめて有害であるという事実はあ

自分の想念を自由に他人に還ることができるほどに発達してい・

別な危険もぁる

陪

る場合￠てれは前記の闇に相当します︒

波を用いる場合∵たとえ本人が想念を意誌的に応用できるほど忙

持

に怒りっばくなったり︑何かを学び取るのに助けとならないイチ
イ亨した状態におちいることにあ日工三三 しかしわれわれ・は別な

ここ．で﹂だれかが他人にたいしてひどく憩っているとします︒ノ

精神的に発達もて■いるとしても︑人格や道徳において等七く急速

把

か忙．ハヲをたて⊥ルときに以上のことを思い出してごらんなさい︒

曽＝∈ノ．

T22＿−

す︒どの道を行くかは自分で選びなさい︒

ノ■L

如何なる問題や疑惑にも二つの側面がある

l

︐1．n

叫ド

■一■．†■1
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．

続けるならば︑次第に有利となるでしょlつ︒周囲の人々も高揚さ

あなたが憂鬱な物事のかわりに楽しい物事へ心と想念とを向け

それは切れ目のないタサリのよう在関係にあります︒

たが高く速歩すればするほどますます印象を感受するでし上う︒

うに計り︑心中羊印象が鮮明に浮かぶよ一っになるでしょう︒あな

や怒りなどから解放されているとき︑印象類を容易に感受するよ

γトロールすることを学ぶのは個人次第ですーそして心が気苦労

事でも︑できさえしたら感謝するでし上う︒自分切想念の塾をコ

＝︐L．く主要rtL・rわ仁トトT〜l†計上トr早▲ホh軒㌢︑にツよIl

諒が降ってあなたが藍評にな・るとすれば︑あなたは環境から静

習を受けています︒しかしそのとき雨降りの光景の中に別な面を
見て︑自然界の装飾勤︵植物︶に新しい生命︹両︺が与えられつ
つあるというふlコにきわめて楽しく感じることもできます︒

した状態に容易になる理由はこの講座で後に述べることにします．

なく周囲の人々に同じょうな感じを与えることになります︒こう

せしめ﹁モらすことができるのです︒

るでし上う︒ただ憂鬱な想念を打ち消すことによってそれを中和

が室内全体を憂智にするのと同様に︑愉快な人は室内を明るくす

れ

簡単にいえばあなたの想念波は周囲へ放射され︑その鼻笹下にあ

ら︑快い気分を周囲の人々に放ちなさい︒まもなく他人の芥廟療

雨が降るときに憂琳酔な気分に支配されるならば︑あな・たはまも

る人は類似の気分に廿たりやすいのです︒室内に直啓な人が一人

は太試合をひかえたコーチが自分のティームに元気づける語をす

は解消し︑微笑がうずまき︑だれもがよい気分になります︒これ

あなたが﹂ 亜審な人︑雨の日︑または自分の感情に不愉快な蓼

るようなものです︒うまくゆけば大いなる勇気がねいてきて︑気

いれば全員に辟習を及ぼし︑だれもが亜審になります︒

習を与える物事に出会ったならば︑こんな望まLくない想念のす

周囲の人々に好例

分は新しい型とい一りかわります︒

これはすべて一つの主要点に要約されますむ

ぺてを楽しい愉快な想念に意識的にとりかえなさい︒横塩的に努
力して微笑し︑わぎと楽しそうな言葉で相手に漬しな省い︒する

を示してごらんなさい︒．しばらくのあいだあなた凸周囲にいた人

■▲

とただちに気分がよくなり始め︑まもなくほんとうに楽しくなり

々は自然に気分がよくなり︑これが伝播するでしょう︒これが起

細胞から細胞へ伝わる印象

の発生する様子については以下に詳述することにしまし上う︒

こる理由の一つは．細胞から細胞に伝わる印象″です︒この想念

だすでしょう︒
行なうのに最も困難な事の一．つは︑自己の周囲の下等な︹と思

われる︶仕事を﹁この仕事がやれる立場にあるのだ﹂という感謝
の売持をもって達成することですロ病床で数年をすごさねば茂ら
ぬ人たちのことを考えてごらんなさい︒この人々は︑ただ起き上
がってわれわれが日頃不平のタネにしているようなつまらない仕

瓢濾

＿2古−

るため︑殆ど生ける実体のように撮舞い︑多くの霊媒も死者が存

す？或る場合にはこれらの想念は死後も依然として強ぐ残ってい

更に過去に死んだ無数甲人々から乗せられた想念も存在していま

窟な惑星があって︑こ甲無数の住民も同棲に想念を発しています︒

甲想念を発しているのみならず︑また地球以外の高校なまたは旗

聾について述べました︒この地球■には三十億の人間がいて︑無数

﹂先に︑自分の心中に大きな混乱を起こす印象類のすさまじい詔

電気的な力の吸引・反党により起こされます︒

きます︒この値正すなわち変調は︑物理紆な層荒の法則に従って

フィールドは二番目のそれによって変調されたと考えることがで

フォースフィールドによって修正されたならば︑最初のフォース

ィールドの籍計です︒いまこのフィトルFがそれに接近した別な

結合して一大フォー・スフィールドとなりますが︑これは小さなフ

示された例のように︑この小さなフォースアィ﹂ルドのすぺては

−〃ドと合して少し変化します︒これは電気的なフォースフィー

一個の細胞の周囲のフォースフ十1ルFはその近くの別なブィ

て︷るのではなく︑ときとして死者凸想念印象が霊媒に感受され

ルドの変調にょって物彗的に聾﹂計のであるということを忘れな

在すると考えています︒しかし交宝現象にぉいて托死者が通信し
るにすぎませんDこの間題をはっきりこ古せ㌃最上の方鮭の

二

いようにして︑以上を要約

ということでこの過程を述べ肯ことにしましょうゥ
音声の再生︑すなわち墳波

には碇性酸化鉄粉が塗布されています︒テープから音声を再生し

ヽ 囲に磁力線を発生させ︑それがテープ上に磁化されます︒テープ

テープ∨コーダ1においては音声電流が唇音ヘッド甲円部や周

▲

しては次のような例な知ればよいで■し上1つ︒

斉田課であなた這周波数の変調ということを知りました︒これ
は或る周波数の涜を別な周波数と結合させることです︒別な言い
方をすれば︑放送痩に知的メソ

遠波は票襟にエネ〃ギーを持つhォtス
ますので︑われわれはフォ1云フ﹂†ルFに或る性質の知的メプ
七Iジを加えていますロわれわれはフォー・スh十Iルドを変調し
ているわけです︒

プを走ら

この電流は最初

ょうとする場合は︑小さなコイルから成る再生ヘッドの所でテー
小さな丁オ．−スフ√1ルドは互いに結合して大きなフォ

ッドのコイルに作動し︑そこに電流を流します﹂

一

I

■

ー

ヽ l

−

波数の波を傍受して復調する状態を説明す局に姓︑テープ∨コー

きわめて広い意味においては︑人間が或る撞面知性を表わす周

音声を含んだ電涜は再生され︑スピ・1カーから鳴り出します︒

にテープを盛花したのと同じ状顔面電流です︒こんなふうにして

ースフィールドになる

あらゅる細胞は自己のまわりに小さな個々のhイールドを持っ
ています￠細胞は原子から成り立っ

．一

な個々のフォースフィールドを持三し．います︒東田課︒と第五課に

一

＝ ■・ノ ＿ ′−．▲＿」パ．L一

一旦皇−−

†ト■‖■■F■打嵩L

7ォ

T

J

：套︐

は次竺一つにかかっていますD闇個人の感受力︒闇家屋のフォー

全然印象を感じない部もしれませんゥいずれにしても反応の度合

ても︑き．わめてぼんやりした諷席または疑惑を感じるか︑または

ところが印象にたいtでぺつに感受力のない人が同じ家に入っ

になり︑情報の交換が撃﹂る止めですコ

■−ストィールLが家畳のフォースフィールドと葺蝕すること

ダーの例を応用す首ことができ鼓換
す波
︒〟
〝という言葉はまさ
本人が受ける印象なのであ甘︑牢八の発畳凸程度にもかかってい
しく読んで字の如しです︒″変調〟が搬送波に音声を乗せること
ます︒本人の感受力の程度に応じて安から放たれる印象にそれと
を意味するならば︑盛波■はその昔声電流を取り出すこと空恩
克づかずに感応しているのですロもし本人がきわめ■て感受力が強
味します︒検波すればメッセ−二ジ︑音楽︑その他最初にフォース
ければ︑過去にせの家で行なわれた出来事を沈思と語ることがで
フィールドを変調するのに用いられた音声を再生します凸 ここで
きるでし上−つ︒．これは書物を読むようなものです︒これは本人の
は家庭用ラジオに応用される暁故国路の技術的な説明は省略する
ことにしました︒これはテレパy−に応用される検波と隼方法が
異なるからです︒テレ■パy−で応用ぎれる検波はむしろテ■lナ∴r

コーダーに応用される再生の方法に似ていますq
細胞が受ける印象の例

ス㌢イールド中の細胞の印象由強さn

肉体の生■まれかわりは確実な科学的事実

人休︑動物︑無生物その他何にせよ︑内部凸個々の原子の持つ
フィールドが結合して成るフォースフィールド︵複数︶を有して
います︒他の何かのフォーエフイールドがそ■汎■に接近すると︑．細

ォースフィトルFの変調によって︺記憶されている知語に売づく

胞旺前に述べた変調の過程によって自己のフィールドを遠道
如耳
何なる細胞も他の細胞によってこんなふうにして︹細胞のフ
L︑接近してきたフィールドから情報を吸収します︒

されません︒ただ位置を．変えるだけですロ

こんなふうにして家屋を作り上げている細胞は︑居住すよ
るう
人に
間なります︒人体を形成している原子は嘩十芸歴史を通じ■
のフィースフィールドによって自己のフォースフィールド無
を数
改に
造くり返しくり返し利用されてきまトた■ロ原子妊決して破
して印象穎を現収するのです︒ゆえに居住者が．常に楽しい気分を

は幻想にすぎません︒といIコのは種々の気体から成るその樹木の

保っていれば︑家屋はその印象を吸収します白もし居住者が牢常
とに
えば樹木が枯れたリ
えたりして気体に変わります︒見た
聞争的であるならば家屋もそれを現収します︒
目では消えたようで永久に失われたかの如く思われますが︑土れ
いまかりにこうした印象を感知できる︹検波する︶人がいると

します︒本人が家に入ると︑きわめて心地よく感じるか︑実
ま体
たは
は依然として存在するからです口早暁この気体は呼吸によっ
気分が悪くなるでしょうが︑これ娃家屋を形成している細て
胞空
か気
らと共にあなたの肺へ送り込まれるかもしれませんかそして

ー・25−
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己の・環境を形成Lている原子や細胞にそれ自体を︹想念を︶印し

肉体の一部となるでし上うロこんなふうにして肉体のほ
生んま
れかか
とう
もわ
しれません︒
りも︑年月の佳過串撃っ・‡畢なる人間の肉体または他
中あ
になたの周囲の無数の人々から放たれる想念は︑自
ぁ甲
な物
た体
や︑
現われる原子︹細胞︶でもって苧﹂ります︒こうして轟なたの肉

体を作り上げて・小る細胞も︑かつて過去の偉人の肉▼
体て中
あ
たが実際に撃﹂る光景を思い浮か．ぺるのは困難です
いに
ます
ごっ
Jれ

状況を思い浮かべて下さい︷−今度は一■偶の分子を癌成するために

先ず−個の小さな原子甲まわりにプチ−スフィールドを伴った

かもしれない原子で出来ているということは容易に晶が
り︑得
次る
のこ
方と
法に琴コならばたぷん真の様子を見ることができるで
しょう口

です︒

細胞妊あらゆる路盤の記録せ運ぶ

結合した数個の原子を思い浮かべて下さい∵すると各原子のフォ

ールドを持っ地課せ思．い．穿かぺてご・古んな葺いG

細胞は過去に持っ∫た体験す克ての消⊥がたい記録をー
運ス
びフ
まィ
す王
︒ルドは分子のまわりで結合して一つのブィⅠ■ルドを形
これがいわゆ畠前生の記録の殆どすべてが実際に存在す成る
でJうして次第に想像をすすめて︑ついには巨大なフィ
し理
ま由
すご
す∵或る人娃自分がかつてプラ1・ンかざーザ1であったという印

しい光景が展謂し始めます缶・すると今度は各惑星が連結して−つ・

ぞれ別個にフ▲耳−スフィールドを持っているとしますと︑すばら

象を受けるかもしれませんゥ・しかし実際には直人の肉体
さを
て作
︑り
い上
まわれわれは地球を広大な宇宙の中野徴小な原子であ
げてい・る少数の細胞がこれ早退去凸偉人の肉体中に空る
也とし
考た
えの
︑か
他の惑星群を他面原子であるとみなし︑直感星がそれ
もしれません：﹂れらの細胞︹原子︶拉依然としてこの前生望酔
在の〝記憶■を運び■︑肉体凸フォ1子hイールドの残りと共に相

ぅことになります︒それ結内部に英知ある力を待った微小な扇子
すべてから成る英知ある力ですロ

申も韓豆もない．一っの無琴警巨大な脈動する実体であるとい

すとともに︑式場宗全佐近二僧の分子の表われ■となりますロ同様
に︑こ望八倍弄は他甲式場系すべてと連結して二千苗幻万物は始

互作用によ・つて︑この〝∵記憶″は本人由脳へ伝えらの
れ巨る
でォ
すーロ
大の
なフ
ス了イ！ルドを形成L︑去れが太陽系全捧を表わ
本人は前生においてプラト・ンや㌢トザIで去ったのではありませ

ん︒
このよlコな印麺はこう．晶って兢し■いという靡いや個人甲エゴで

選ばれるため︑かつて偉人であつ．たとか王や女王で為ったという
ようなこ凸蓮面記憶．は‖ご∵y凸記憶〟と呼ばれていますq自分の

を碗薬できるとすれば︑その周囲に一大hォ†スフィJトル■Fが轟

前生旺盛突掃除雫にったとか・︑ミゾ掘り人草たったとか
も︑
し屠
金†
字ロ
苗が有値でぁるとし︑われわれが遠くから鹿れてそれ
ポウで皐ったと1︑いうような記憶を述べる人は殆どいませんDしか

l

局に・世甲甲に存在してきた無数中一超人を考えれば・る
こにの
ほもぅ
が細に調べれば多く中小さな・■フォ．−スフィール■ドが
して
︑子

ヽ

＿．■■l上」」∨

ノ

⊥26一一

個々の実体として働いていることがわかるでし上う︒その有様を

細胞の印象や細胞から細胞への意志伝達の研究を続けるには︑

これ旺レ∴Jガ作り也建築物が 超自然現象というよう■なものは実際には存在・しないということを

知るようにならねばなりません▼︒超自然界︹注︒霊界など︶が存

思い浮かべることができますか？
全体としては一つの建物であっても︑個々のレンガは建物と性別

在すると一いう考え方結晶いあいだ行なわれていて︑真の知識の欠

乏と迷信の横行のために正しいものとされています︒人々掟自分
の理解できないものにたいする解釈として︑霊魂というものの考

個尤ものとして調べることができるのと同填です︒
要約すると次のとおりです︒﹁創造された万物は英知ある一大
フォースFイールドの一部である︒われわれ個人の7ォー・スフィ

のと考えられました︒争日こんな原始的な考えを持つ人は殆■どい

し︑無数の人々がまどわされてそれを受け入れています白 身くの
ヽヽ 人が依然として幽霊︑鬼神︑よう梼︑魔神などを信じています白

ませんが︑心霊現象の分野においてはもっと原始的な考えが存在

ト

ールドと英知は二個の原子のそれと比較できる︒それは個別化さ えを常に容易に受け入れています︒
れて・いるが︑一大フォースフィールドの﹁部であるゥこの未了ォ
昔の人々結晶らゆる物事を恋った風の神︑戦争の神︑豊作の神︑
この神︑畠の神のせいだと片づけました︒海は海神が支屈するも
ーートイールドは無限であって︑あらゆ牒知識︑あらゆる英知︑

あらゆる力の結合体であり︑宇宙の統治者である﹂
右が何を意味するかわかりますか？ われわれは他の創造物す
べてと二体″なのです︒われわれ桔自然界の他甲あらゆるもの
と意志伝達をし合う力を有しているのであり︑あらゆる知識に近
づける力をも有しているのです︒
モれらの一大hォース7．イールドを思い浮かべるならば︑われわ

少し低いのだとみなすべきですJ彼らが立っている場所．に結われ

知だとみなしてはい・けません︒むしろ教育的発達由段階において

また生きている人が死者と通信することができると信じている人
も多くいます︒多少とも知識のあるわれわれはこうした人々を無

れ人間はこの海の中の水滴です︒人間はより大きな世界を形成す

われもかつて立ったことがあるのです︒そしてわれわれが今日立

もしわれわれが宇宙のあらゆる太腹系と︑大海の一部としての

る一部分であるとしても︑依然として個別性を狩っています︒し

ここで多くの読者に廣問が残るでし至−コ︒死者の盛が霊魂とし

ってい■る場所には彼らもいつか立つでしょ−‡

自分の個々の位置について荒づくようになり︑せの海中に貯えら

て帰って来ないというのなら︑幽霊現象由真の解釈娃どうかとロ

かし自身の内部から或る程度悟ってくれば︑われわれは大海中の
れている知識のすぺてを引き出すことができるのですりそのとき

今日各方面に旺多くの円盤研究グループがありますが︑モのな

とてこの人たちは正確な解答も出して■はいません︒

宇苗の統制力の一部となって真に〝自分を知り始去る〟・のです︒ 御霊旺実際には存在しないと信じている人も多いのですが︑さり
超自然現象は存在しない

かには高い進化をと軒た惑星から来た人と︹娼ページ下段へ続く︶
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紹介︑テレパ訂−某舘て叩UFO問題の討議・会凸運営に

関する意見交換等︑終始なごやかな罪因寅甲苧かに行な
われて︑五時過ぎに一次会が終了︑続いて場所を寧見て
夕刻より世讐竺払成城町の中田晴久氏宅にてl涙金を開

き︑草わめて有意義な第一回の会合を持つことができま
した︒開店者各位に厚く虫礼を申し上げますロ
八月八日には会長を囲む特別確会が中田氏宅にて午後
一時より描かれました＝﹂の日炎崩にもめげず出席者二

十四名は自己紹介の凌︑会長講演︑質康広軍甘．D新規

約の法華写軍学菅テレパシ三栄旗をかゎた二十のト
ビヲ等で菓しいひとときをすごLました︒お世話下さっ

た方々に深謝仕ります︒
新規約は次ページ旺掲載してぁりますから・牛革はど

にご照会下さい．J

ことを付言します︒たお金晶娃毎月出席することは不可
能ですから︑書只の出席有無に関して拭ご面倒でも事前

しぎし出席され﹂韓薩的に意見や体験を発案されますよ
■うお類い・いたします㍉中田氏のお宅旺﹁入りやすくて︑
去りがた㌣﹂ともいうぺ垂心あたたまる会合場所である

一

で牛革一時から謂催し患した︒当日は荊三十名の会員が
出席し︑∵多忙のため欠席した久保田会長の録音テープに
ょる挨拶に始まり︑帯博史氏の司会により出席者の臣己

に第一国籍虫を部内新宿の違京電力サービス七yタ■l〟

同好華︶の兎唇智企画していましたが︑去る七月十七日

日本GAPは今春来華甘辛三体にLた汀二日二子苗研究

1
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写真托八月八日の特別憩全日前列中央が

久保田会長︒︵中田氏護摩︶

雪ご五
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ロD爪芸撃宮については先に配布しました．宇宙研究同好会の

枝折〟 に方針が記載してありますが︑新規決定の部分凸みを次
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です。これによってぁらゆる苦悩や不幸は

に揚げます︒
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つ 揮宮入ロLで†垂・
躍戚確世辞
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1

八月八日の特別総会で今後一方年間の当番が

−

￣1≡

闇 当番分担

爪ぎi！葦靂1

﹁董
﹁一−．≡．⁝．！

暮
−・・−−・・t九 −

、 ＿■＿上占．1止感金塊低域層軒
u、一」，＿ll与Id■亘〝 副＝ロ札 単

く茹諸≡室家
1加円。＊限定版につきご注文は早目に久保田宛に。
〔・→暑新島〕

鍵ロー垂

＊都内一流のタイプ印刷所に依頼した真贋タイプ引風』

よ

ハ耳停ぎ番L

︒

い。悩める知人にもお贈り下さレ㍉

次のように決定した︒︹敬称略︺九月高橋︑十月渡辺︑十一月

蕃蕃掛＝畑
誹ハス

変するでしょ う。ぜひ座右におそなえ下き

及川︑十二月安本︑四十一年一月和田︑二月永田︑三月橋本︑

主として会合な司会する︒正当番は担当

四月中島︑五月儒本︑﹂八月安斎︑七月中田︑八月佐嘩︒
当番担当事項

月に指定の場所で会合を酪き︑結果を会長に報号特に部外者

え、驚くべき奇跡を生ぜしめて、環境娃一

l

＊上質舐使用 ＊送料は吉部まで1ロ0円。4部以上娃

の甘FO問題に関する講演︑映画︑催し物見学︑特殊な目的の

毎月第二日曜日︹ただし今年九月だけは

解消し、．あなたに無限のさ菅力と勇・￣克とを与

卜⊂
これは生涯を真理の使徒として挺身した王ち

董

高の真理の書として不萩中光を放つ金字塔

ご＝ごィ

の科学∬ 講座を単行本として刊行しました。

「

⊥ジ・7ダムスキーの絶筆であり、現代最

i

先に本誌に連載して好評を博した ∫生命

旅行等を企画した場合は事前に会長に連絡し︑会長は械閑話に
詳細を予告する︒

蕊全開僅日時

東京都世田谷区成城町五六一．中田晴久

第一日曜日︶︑午後一時より︒

徳全開僅場所

氏宅︒電話︹四 ハ 三五〇︒小田急線〝成城学園〟下草︑
会場費︹茶盛代︺として出席者l人一〇〇円︒

徒歩十二分︒下図を参照︒

㈲ 当日会費

マスコミにたいして

会長宛直送にても可︒また旺会合日に会

二けn二項立貯金と暗別︶

㈲ ‖ロコ積立貯金

計担当の桶元幸二氏が集金する︒

闇 グループコツβクト発生時の処置

は丑証官司を介し︑けん制し︑わい曲の嘩苺を防止し︑真実の
発表を行なわしめるよう努力する︒
その他不明の個所について姥堂晶苑ご照会下さい︒
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今後も多少は発送が

◎本誌27ペー㌔に掲乾した写真がご入用の方■は編者宛由申し込み下

◎毎度のことながら本誌の発送が遅れがちとなり︑申し訳 門家です︒最近この書が高支社から一千部増刷出版されました︒
ありません︒今夏は少虐疲労を感じたのと維事が多かった ︵東京都文京区本郷五丁目三〇1二〇︑有信望・高文轄一撃ニ
00円︒揖昏・東京一四一七五〇香︶

ために仕事がはかどりませんでLた

が賢明です︒アダムスキ1の．空飛ぷ円盤同乗記〟から明らかに

昭和

八月l一十日発行

−隔月刊l

︹

などと発表しょうも甲在ら︑どんな結果になるかはおわかりでし
きい︒キャビネ判一枚実費送料共五〇円ロ
上う︒抹の大暴落に始まり︑経済界の動揺︑学界の混乱︑敵国⑳
と本誌の旧号で一九六三年七月・八月早見後のものが少部数ずつ
の激しい泥仕合︑そしてついに旺大暴動または戦争の発生とも在
な庫しています︒入手希望者はご照会下さいロ
りかねません︒大国空目胸部はおそらくそこまで考えているので
◎本号は印刷を専門家に依頼したのと写真をのせたために経費が
あって︑内幕に性われわれの想像の及ばぬかけひきや策略がある
かさみ︑謂ページ仁しました︒ご了承をお蘭いします︒
はずです︒したがって現段階の惑星写真などには信をおかぬほう
⑳寄金は如何ほどでも歓迎します︒重要な甲は資金です︒︹久︶

ソ連︶がだし粘けに﹁近隣の惑星に人類がいることが判明した﹂

後
遅れるかもしれませんが︑休刊にはしませんからご安心下 ⑳ロコが会合亨王旛としているため︑出席できないから名簿から
僅茶 さい︒黙々とがんばるつもりです︒書簡の作成も思うよう 娃ずしてくれといわれる方がありますが︑いずれ地方でも会合を
席 にゆきませんので心苦しいのですが︑返事は必ず出す主義 行ないますからl応名前だけでも辟ねておいて下さるようお願い
します︒
ですからこれまたご心配妊いりません︒
⑳米国のマリナー四号の火星写真にょり︑火星に旺知的生物がい
◎〝生命の科学″講座が単行本として刊行されましたじ これは先
そうにないという印象を一般に与えたようですが︑これ絃金星ロ
に連載した訳文を全面的に改訂した決定版ですdこの墳ぜひお求
ケットの場合と同様︑かりに大国が麿異的な事実をつかんだとし
め下さい︒送料だけは切手代用でn二丘です凸 この出版にあたって
てもオイソレとそれを発表するかどうかを先ず考える必要があり
は会員高橋史氏の絶大なご援助がありました︻とを付記して軍き
ますっ
ます︒不安と恐怖とに満ちた現在のこの世界で︑米政府︹または

r

ヒントを得たと思われる宇宙ものドラマやマγガがはんらんして 日否APニュLスレター﹂丁卓コ
いますが︑これからみれば少年少女たちの視野を拡大するのはむ
粛訳編集費行人
しろ民間側の熱意によるものであるといえるでし上−コロ四才にな

千古ものマン■ガの影

る私の子供は．テレパシI″という言葉の意味を理解しています

が︑これは乱が数えたのではなく︑テレビ爪
曹です︒

⑳〝空飛ぶ円盤同乗記″といえば依然とLてこれを嘲笑する向き

が争いなかで︑この香を徹底的に研究して円盤の推進理論を発見
した人が本会々島中少なくとも二人います︒両者とも電磁気の専

通巻紗号

