画丁近来一般人の冨︒に対する関心度が短端た低

を公式に否定した事等が考えられるのである︒加うるにテレビ

下してきたが︑これは世界的傾向である︒その原因としては
等︑
にア
ょるデタヲメな円盤映画の放映に上こ之UFOに関して一般大

コズミック・ニューセガレター

あった． ＜データ＞カメラ＝ミノルタSR−1．

Fl．8に5倍テレズーム追加．シャッターt／巧00．

ではなく、普通のスチル写真である．
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＊表紙＜写真＞は斎藤雄久君撮影の円盤．昭和45年
9月下旬夕刻5時前項、自宅ななめ前の2糟屋の屋
根すれすれに超小型UFOが突然出現．約5秒位滞
空状態で上下ジグザグ運動を行なぃ、やがて南西に
向かう瞬間をキャッチしたもの．円盤は5磯編隊で

絞り1．8．赤色フィルター使用．これは映画の1コマ
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なぜ彼らは来るのか（5）

て旗を振少かぎせ︒あの〝宇宙の意識〟

と印された旗を！

我等を狂気のヤカラとあざける者はだれぞ！ 自己保全のために
真実を欺く者こそ狂気ではないか！ いや︑言う重言うを︑黙っ

は驚くべき親切さを発挿して神の子の面目を保とうでは覆いか！

球の経済に及ぼす大影響を余見して︑円盤・宇宙人問題の発異の
困難さを予知しているからである︒だが緩慢をがらも世界は着実
に進歩してゆく︒早晩大国は欺き通すことが不可能と浸るだろう︒
〝真実″は常に勝つのだ︒我等は焦るまい︒大地に足をしっかカ
つけて眼は天空を凝視しっつ宇宙的な視野を拡大してゆくことに
しょう︒この世界の慣習を守少︑一般人と努めて調和を保ち凌が
らも地球的な狭量なセンスマインドには同調すまい︒如何なる困
難にも屈することなく微笑を浮かべて前進しょう︒他人に対して

認識せざるを得凌い︒彼はすでに﹁空飛ぶ円盤実見記﹂︵一九五三
年刊︶において自由エネルギーの解明の重要性と共に︑それが地

ポロ計画の結果やその他一連のロケット打上げ等にょ少︑他
衆の
に惑
きわめてゆがめられたイメージを槽えつけている︒しかるに
星における人類生存の可能性が否定されたかの如き印象を与
世え
界た
各地では依然として円盤は出現しっつあゎ︑写真に損影され
こと︑米空軍がコンドン委員会の調査報告に基づいて円盤の
て存
い在
るのである︒結局︑米政府は大衆を欺浦しているのか︑それ
とも社会的大混乱発生の防止策を講じているのか我等には不明で
あるが︑善意に解釈して後者をと少たい︒何となれば大衆が自己
保全のために恐怖心の権化となっていることは日常生活のあらゆ
る面からみて明白であカ︑そのゆえにこそ我等自らこの惑星上に
巨大をカセを作力上げて自縄自縛の地獄を形成しているからであ
る︒
ここにおいて我等はジ守一ジ・アダムスキーの偉大さを夏めて
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われわれはだれしも自由であカたいと思う︒自由忙生まれたいと

㊨

ていて︑そのために各生命休は生長することができ︑すべての他の

創造物に奉仕できるのであることを知っている︒彼らは 〝自然〟と

は神自身の法則の働きであゎ︑神の指導のもと忙完全に整合して動
彼らは創造主すなわち神は

〝人間〟 として眼に見えるものではを

ぃているという結論に達しているのである︒

く︑ユニた神を研究して理解する唯一の方法は神の創造物を通じて可

の中に現われている．な

〝自然″は神の至上覆る英知の具体化であるからである︒

能であることを知っている．神は 〝自然〟
ぜをら

彼らにとってはあらゆる人類は皮膚の色†信条の如何にかかわら

思う︒これは人間の心中に存在する最も強烈な鋤いである︒われわ

の現われであカ︑その息が個別化された形あるものに生命とエネル

すみな等しいのである︒彼らは存在するものすべては

ギーを与えていて︑形あるものすべては自己が創造された目的を遂

〝宇宙の息〟

れは人間としての束縛︑肉体と心の病気︑恐怖ヤ嫉妬︑迷信や神秘
などからのがれたいと思う︒この目標を達成して夢を実現させるた

行していることをよく理解しているのである︒

要夜材料のすべてを供給する︒そして創造の活動すべては 〝至上な

地球という母なる自然は︑地上の多くの生命体を創造するのに必

め忙は︑無数の変化をなしとげる必要があることに気づかねばなら
ない︒

る英知〟

によって導かれてお力︑その英知は諸原理のもとにあって
永久不変である︒

われわれが知らねばならないのは︑∠几全な人体〟の作力方︑母
体の妊娠期間中に正しく子をはらんでそれを持続させる方法︑宇宙

言う︒もしわれわれがこの種の信念を発達させることができれば山

イエスは創造の究魔の信念を含むカヲシ種のことを話した︒彼は

的または自然の原理忙そった子供の育て方等でるる︒同胞に対する
宇宙的な無私の愛︑創造主との其の関係等を教えるためには︑常に
生命を尊重し︑慈悲をもって研究し奉仕し浸ければならない︒

をも動かせると︒

両親としてのわれわれは魂が安住するための肉体すなわち宿を作

この章で述べられる知識は金星と土星の人々からアダムスキー氏
を通じてわれわれに与えられたものである︒この両惑星はこの太陽

少出す特権を与えられてぃる︒われわれはみな子孫を作少出す特権
ンスのとれた存在状態を研究

を与えられてお力︑妊娠期間中やその後もすべての辛がうまくゆく
〝自然″とそのバ

る物事の世話をしてくれるように朗うことができる︒しかるにわれ

いる︒この人々 は

〝生命の息．が等しく各生命体を支え

ことを細い︑神すなわち自然が完全な人体を生み出すためにあらゆ

進歩している︒ 彼 ら は 宇 宙 の

することによって︑われわれには殆ど理解てきないような域にぜで

系内で社会的にも科学的にも最も高度な発達をとげた社会を築いて

−1−
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われはこのすばらしい創造の過程において

〝自然〟

がみずからを健全なバランスのとれた状感であらわしているこ

とを知っている︒ゆえにわれわれはそれと同じょうにやるべきであ

の御手にゆだね 然〟

ようとしているだろうか？せたわれわれは正しい方法で仕事にと少
〝自然〟

から受ける印象に耳をかたむけようとしてい る︒そうすれば苦痛の多くは解消するだろう︒人間の側に干渉がを

かかるために

かえれば︑男性も女性も受精行為の瞬間に完全に一体化した状態に

ければ

がその思うとおヵにやってくれるはずである︒言い

殆どそうしてはいない！

〝自然〟

るだろうか！

もしそうしていれば完全

忙健康を両親が不具の子供を生んだ少︑完全に知的夜両親が知能の

ならねばならない︒すなわち無私の愛の一体化てあゎ︑最も聖夜る

されるならば︑された側の人が相手に対して否定的夜状態にあり︑

遅れた子供を生んだりはし凌いだろう︒すると妊娠期間中の処理の

それゆえに性行為と受精そのものに対して否定的になるからである︒

仕方に何かが誤っているにちがい孜い︒1出生後の幼児の正しい保

にしエう︒私は不完全な人体が出生する例を二つほどあげたいと思

ぴとといえども性関係を強制されてはならない︒というのは︑強制

う︒たとえばニワトリは醇化されることに浸ると常に巣の中に卵を

われわれは女性こそ健全な子供を生み出すのに重要宏役割を演じる

創造の行為における両者の完全を合意を必要とするのである︒夜に

生み︑巣から数フィートも離れた所には生せない︒しかし後者は人

ことをみな知っている︒ゆえに︑特に女性は絶対に性行為を強制さ

護についてはいわずもがをである︒ここで再び〝自然．に返ること

間の受精の際にまさしく十っていることである︒というのは精子は

れては浸らないし︑自己の意志に反して妊娠してもなら凌いのであ

る︒夫といえども強制する権利はない︒特に夫婦関係においては他

すなわち子宮にむけてまかれないために︑数時間みずから上

昇の活動を続けなければならないからである︒この間精子は多少の

の場合よ少も暴力的な性行為が多いのであるが︑これは相手に対す

〝巣〟

光と空気にさらされる︒これだけでも精子は弱められて︑最後には

る所有権を行使しょうとするのであろう︒

ワトリの卵による実験の結果︑科学者はこのことを立証している︒

い受精が行なわれるという事実である︒この瞬間に子宮は広く開い

の瞬間に巣の中へ正しく鐘子を 〝せく〟 ことが可能であれば︑正し

男女共次のことに気づかねばならない︒すなわちクライマックス

卵子と結合するにしても︑創造の不完全を行為の第一段階が起こる

脾卵器の中で科学者は卵を脾化させたが︑それらの卵には大きい方

ているので︑精子は光や空気にさらされる必要はない︒こうしてわ

フのである︒ニ

の端に小さな穴をあけた︒そして中味に空気と光をあてるようにし

れわれは完全な人体の創造における第一段階を終了したことになる

ことになる︒そして精子は大部分の力を失ってしヰ

た︒卵はみ左かえったが︑新生のヒヨコは完全な姿ではなかった︒

のである︒

調和した性関係は．自然″

の中で最も聖なる最高の行為である︒な

れの仕事はこのようをきわめてデリケートなものでなければならぬ︒

相手に対する其の宇宙的な変と理解をあらわすためには︑われわ

正常なヒヨコにくらべてからだの均衡が著しく欠けていたのである︒
また病気にかかト／ヤすく︑大体に自然の状態でかえったヒヨコにく
らべるとたいそう弱かったのである︒
出生時の欠陥に関する問題に返ることにしょう︒われわれは．自

︑し

一
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は神から人間への贈男物であゎ︑それによって人間も創造の行為に

する者は︑さしあこ下り自分を愚か者にしているのてある︒セックス

う︒創造主の最高の法則であるこれらの事にさからって生きようと

低の生物体から最高の生物体に至るまで何ものも存在でき凌いだろ

ぜなら性関係なくしてわれわれはこの世に出現でき凌いからだ︒最

させるだろう︒しかるにわれわれは同類の人間を作り出す場合︑そ

伝ったのである︒妨害があゎさえしなければ〝自然〟は植物を完成

を〝自然″にまかせるにしても︑新しい生命を誕生させる仕事を手

耐強く待ち続ける︒そうだ︑われわれは植物の完成の大部分の行為

妊娠期間中に多くの女性は医者の奨める養生法の反対をやってい

の〝種子″を愛情をこめて世話をし︑完全を人体に売るように正し
い方法にそって生長を助けようとして充分な努力と時間と忍耐とを

スについて語ろうとしない者もいる︒この人々にとってセックスは

参加できるのである︒この法則が誤解されているばか少で浸く誤用

あせ㌫エ町恥ずべきことてあって語れないのだ︒この世界忙は性行為

ることは事実である︒ここにも人間が勝手な事をしようとする利己
的桑意志がある︒

用いようとしないことを知る必要がある︒

†に真に両親から望まれながら生まれてきた人はきわめて少ない︒

人間の心は食物を消化した少傷を治したゎ新生命を作り出したヵ

されているのはまことに稽念である︒実際︑人々のなかにはセック

あらゆる妊娠の九十パーセン・卜は偶然の結果てある︒しかも妊娠に

〝自然の働き〟

の法則すをわち神

に反抗するためではなく︑宇宙の因を理解するためてある︒肉休と

人間の自由意志は神から与えられたが︑これは神の至上なる英知

しかし神が人間にかわ てやってくれるのではない︒ゆえに人間の
怠惰や利己的なプライドをどは絶対に神にょって支持されることは
ない︒

る︒人間が神の意志にゆだねるならば︑神は常に人間と共に働く︒

の法則に従って行動しなければなら凌いこと専心に留める必要があ

れわれが完全に睡廉な子供を望むならば 〝自然″

と呼んできたが︑これを注意深く調べるならば人間の心が理解でき
ないほどの英知を〝自然″ が現わしていることがわかるだろう︒わ

が提供する物事 に対して常に反抗してきた︒本書ては右の各機能を

ナ嵐真の方法を知らないのに︑人間のエゴは内部の〝創造的知性〟

〝自然〟

はきわめて巧みに遂行される自然の原理が伴うのである︒創造主の
反映の最高のものとして︑われわれ人間は

の方へ立ち返らねばならない︒人間が〝自然〟から恩恵を蔑ろうと
思えば︑である︒︵注＝以上はフリーセックス十乱交を奨励してい
るのでは浸いから誤解なきよう忙お願いしたい︶
このことは私にとって不完全な人体が生まれ出る第二の実例をも
たらす︒
われわれは都市の中でさえも或る種の園芸を楽しむ︒そこで認め
ねばならないのは︑われわれが草木︑花︑野菜等を同じょうに東茂
させようと思えば︑そのように正しい計画を立てる必要があるとい
うことである ︒
まずわれわれは入手てきる最上の土地を探す︒その土地に充分に

肥料を施し︑次に種子に添付されている説明書をよく読んでから橿 エゴの心を作少出しているのは︑宇宙的なパタン忙従っている宇宙
子をまく︒それから菜園に水をやゎ︑芽が出てくるのを数週間も忍 の英知であることを忘れてはをらない︒このことが創準王の︵字音
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〝妊娠期間〟として知られる非常に重要な期間には︑多くの責任

が自然の表現の通路に彼らを導くのである︒ゆえに動物界には流産

の建康宏子供を生み出しているのだ︒動物は本能に従う︒その本能

ものときめてしまっている︒しかし動物は少なくともこの世に一匹

ないのに人間はやっているのだ︒それでも人間は動物を知能の低い

が生じる︒この世に完全に経度友人体が生まれるためには︑その責

や不具の誕生はきわめて少ないので︑人間の出生に関する失敗と動

の︶英知が人間のエゴの英知の上位にあることを立証する︒

任は両親に負わされねばならない︒これを説明するのに再び菜園の

物のそれとを比較しようとして比率を求めるのは不可能である︒獣

しかし人間が干渉しなかったらこのような少数の例もなくなるだろ

きわめてまれな機会に不具の子牛や子鹿が生まれることはある︒

医や生物学者はみ浸このことを知っている︒

話に返ることにしエう︒これはだれにも容易に理解できるものであ
まいた種子が芽を出し始めるにつれてそれは特殊な世話を必要と

る︒

否である︒しかるにこれこそ

する︒しかし芽の上に大き孜石をころがした少していためつければ︑
果たして完全に成長するだろうか？
〝種子〟

ヲツクを受けたり︑ひどい仕事をさせられた少しなければ︑不具の

に対して行をっている う︒もっとくわしく言うと︑もし家畜が妊娠期間中に打たれたhノシ

性関係の受精作用時に人間の両親が

子供は生まれ覆いだろう︒

自然界で自由に生きている動物の場合でも人間は干渉する︒妊娠

を

妊娠している女性は全く菜園にたとえてよい︒そこではあらゆる

している鹿が夜間自動車にょってシ一︐ヅクを受けることがある︒多

いためつけてい る か ら だ ︒

ことをのである︒なぜなら女性の肉休の興奮がヰこ竃しく〝種子〟

種子を完全に成長させるために愛情ある世話を必要とする︒＝以上の

にさからわないでそれを尊重し︑人僅差別も

を事は不完全な子供を生むことになる︒

〝自然〟

くの機会に人々は禁猟期のメスの動物を射っている︒当然このよう
われわれが

すべてを人々が受け入れるのは困難にちがいないことを私はよく知
〝最初″というものがなければならない︒過

っている︒われわれは過去においてそのように教えられたからだ︒

しをいで

しかし︑もちろ ん 常 に

去はわれわれにとって多くの価値ある事を実証し浸かったからだ︒

をらば︑今よりもっと地球は美しくなるだろう︒わずか数年間で空

をうやまい恵がらこの地球上で調和して生きる

歴史がこのことを示している︒ではなぜわれわれは現在を直視しな

気はきれいになり︑産業や自動車による公害もなくなるだろう︒河

〝天の父〟

現在にこそ文明の救済があるではないか︒

いのか？

意しなければをらないのは︑人間がい貴ければこの惑星は美しい天

川や湖も有毒の化学物質におかされなくなるだろう︒人間が常に留

をいためた♪し

弟五章

節生見の最初の印象

国になるということである︒

百分に対して正直であることにしよう︒一体︑すでに妊娠してし
動物がそんなことをしないの

まったあとでなおも妊娠期間中に性交を行なう動物について見たカ
聞いたゎしたことがあるだろうか？

〝種子〟

を私は知っている︒私はこの点について徹底的に動物の行為を研究
したからである︒動物は自分たちの種族の

l

われわれが幼い者たちに生きることの価値を教え込むのが困難で

￠

赤ん坊が物質の世界に養生する︒ついに最も困難充仕事が遠戚さ

あることをスペースブラザーズはよく知っている︒とぃうのは︑わ

へ唱

れたのてある︒人間の一生優において出生の数時間ほどの悪戦苦娼

れわれの多くは生活を

〝わずらわしい事〟 とみなしているからであ

はない︒

る︒われわれがこの地球上で日常生活のトヲブルを直視できないで︑

もっと高度に進化した惑星へ行くことがどうしてできるだろう？

幼児の幼い自然のせ丁での心は清純で無垢である︒この幼児が慈悲
深い謙虚な高貴な人間となって︑創造主の英知を現わそうとして利

他の惑星から来る友は幼児の心または他人の心を傷つけるような

たぷんわれわれが責任の果たせる両親になるためには︑生活を少し

ことはしない︒ところがわれわれは他人に対して好き嫌い︑意見︑

己的な考え夜しに他人に奉仕するような人間に育てあげて指導をす
われわれが天国のような社会に生きたいならば︑それを建設し始

尊大さを行使することにょって︑イエスの教えの基本的な法則その

宇宙的な理解と同胞愛の方向へ変えるとよhだろう︒

めねばならない︒しかも早いほどよい︒子供たちの指扇者たるわれ

るのは︑われわれの大きな賓任である︒

われは自分の意志を子供に押しっけてはならない︒所有感なしに子

ものをおかしているのである︒﹁自分がしてもらいたいと思う事を

まず他人にせよ﹂地球の宗教界のリーダーたちにこの非常に困雑な

供を導いて世話をし︑その個性や能力に干渉してはをらない︒
アダムスキー氏は次のように言った︒﹁幼児が生まれたばかカの

子供にかまっている積はないよ︺金もうけに働かなくちヤならない

人々のなかには次のような弁解をする人がいるかもしれない︒﹁

仕事に関してわれわれを大いに援助してもらいたいものである︒

〝全包容的英知〟は自由孜状態にあります︒金星や

からフィーリング︵複︶を放射しています︒人体の作

時は︑その心は周礪の環境からあまヵ印象を受けていません︒人体
わ手︑す孜わち

内の

んだ一時は金な少でね！﹂金がわれわれにとってそれほど重要な意

〝生気〟

土星の両親たちはこのことを知っていて︑子供たちから多くを学ん

が︑それは二次的をものである︒子供は指導者として両親を必要と

味があるのなら子供を持つべきではない︒この世界では金が必要だ

ゆえに近隣の惑星の人々はイエスの語った次の言葉の意味をはる

するので︑両親は一日の内でせめて数時間を子供と共にすこすよう

でいるのです ﹂

この言葉は二千年前に地上にもたらされたのだけれども︑宇宙人は

かにょく理解していると思われる︒﹁幼な子があなたを導くだろう﹂

を追いかけることにょって︑この世界の多くの美

しいものが殆ど失われている︒なぜなら刻々を楽しみながら︑そし

〝全能のドル〟

にするべきである︒

恐怖を知らず︑また傑悪感を持たず︑他人に対して差別をしないこ

て生括自体が提供する物事を楽しみながら日々を生きていない人は

真にこれを理解してその言葉に従って生きているのである︒幼児は
とをわれわれは体験から知っている︒また幼児は憎悪や嫉妬心も持

生気の夜い愚か者にすぎ浸いからである︒

セオドール・ルーズベルトは次のように言った︒﹁結局︑唯物論

たない︒ただおとなのわれわれがこんな不正な事を幼児に教えて︑
われわれの他人に対する差別状態を気づかしめているのである︒

一し
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は人間の魂の純粋な性質のすべてを食いつくす﹂
われわれが子供をわずらわしいものとみなすほどになっているの

基礎の上に築かれた文明ならば決して絶滅することはない︒

リーダーズ・ダイジェストの一九六六年十一月号に掲載された記

を理解し︑それに応えようとして両親が努力するならば︑幼児への

﹁新生児に対する伝達力はきわめて鴬くべきものである︒この力

で︑リリー博士は次のように述べている︒

ばならない︒それは生活の他面よ少もはるかに重大な責任である︒

伝達は全く可能てある︒幼児が視覚にょって個人を見分け得るよう

事〝新生児の驚異の世界〟

この他面とは当然金と財産とを意味する︒そうすると︑どのように

になるよりずっと以前に︑幼児は自分を抱いてくれる人たちの抱き

ならば︑子供に対する責任を帯びていることをただちに思い出さね

してわれわれは生活を尊重することを子供たちに教えたらよいか？

方にょって個々の人を識別しているのだ︒自信のあるかだやかで親

切な人に抱かれているか︑それともイライラしている人に抱かれて

つれて森︑公園︑野原などへ出かけるとよい︒すると︑さまざまの

いるかを幼児は完全に知っているのである﹂

子供が話したり理解したりできるよう忙なったら︑なるべく子供を
コン虫や小鳥や︑それらが生かされている目的などを子供忙見せて

親またはおとなたちのベイビー・トーク︵注＝赤ん坊口調の話し方︒

というものは本来新しい物事に接近するのに熱心で大岨てある︒両

これは感覚径路を通じて印象にょって浸されるのである︒赤ん坊

十るすばらしい機会がある︒第一段階として︑動物を苦しめたゎ殺
したり小鳥の巣を破壊したhノダマゴをこわした少しないように強調

たとえば﹁さあさ︑おちゅきなもの︑あげまちェ﹂というような話

する必要がある︒自然界には目的なしに創造ぎれたものはないから
だ︒それでもわれわれは或る種の小鳥ヤ動物を人間に有用をものと

の中のキャンディッド・カメラに向かっているのだ︒われわれがバ

と孜や両親は気をつけねば茂らない！ われわれはすべて子供の眼

となら何でも九十秒で理解できることがわかっている︒ゆえに︑お

研究によれば一才児は普通のオモチ†について知力たいと思うこ

かねない︒

し方︶は無意味である︒そん夜話し方は幼児を惑わすことにも方ニッ

分類する一方︑役に立ちそうにない動物を勝手に殺しているのだ︒
常に忘れてならないのは︑新生児は面白半分な殺し方を知ら浸い
ということである︒われわれが子供に敵対行為を教えているのだ︒
このことは子供がまだ小さい頃から行なわれる︒一匹のクモか小虫
凌がそれに殺到してついには殺してしまい︑眼には勝利の表情を浮

ランスのとれた感情︑理解︑互いの尊敬などを示せば︑子供もその

がカーペット上にいると︑たちまち家族全体が大味ぎをする︒みん
かべる︒多大の興味をもって両親を見つめている幼児にとって︑こ

た︒幼児は両親のガイダンスだけを利用する︒ゆえにわれわれは子

ようにしようとするのである︒息子は父のように左ると言われてき

のヒステリックな感情的行為に価値があるとあ充たは信じているの

供を立派な人間になるように指遺しなければなら凌い︒たとえば︑

か︒
幼児がおとなの感情や好き嫌いに全く簡単に影響を受けやすh事

三才児を子細に調べてみると︑その両親がどのような精神状態にあ

実を認識せよとスペースブラザーズはくカ返し強調している︒この
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るかを知るのは困増ではない︒子供は両親の感情や習慣を正確忙反
映しているから で あ る ︒
さて塵内のクモや小虫の問題に返ることにしょう︒われわれがそ
そのとき子供は生命を尊電する

れをつかまえて外へ逃がしてやる売らば︑それを見つめている子供
は同じ態妓を身 に つ け る で あ ろ う ∪

￠

私と息子とがバージニアの晩秋の森の中を歩いていた時に︑息子

が次のように尋ねたことがある︒﹁か父さん︑秋になって木の葉が

﹁いや︑散った葉は死んだといえるかもしれないが︑人間は死と

散ったのだから︑葉はもう死んでしまったの？﹂

いうものについてたいそう誤った考え方をしているのだ︒夜ぜって

ことはでき凌い︒そうでなければ生命とはいえ竜いだろう︒生命は

葉そのものの生命は永久に生きるのだからね︒生命そのものは死ぬ

人間が同胞以外のあらゆる物に対する支配権を与えられたことは

永遠に続くんだ︒生命とは神であるからだ︒わたしの言う意味を見

方法の第一段階 を 学 ぶ の で あ る ︒
事実てある︒だから人間は動物を殺す権利を持っているのかもしれ

二人は葉のすっかヵ落ちた一本の高い樹木の下の小道からはずれ

せてやろう﹂

い︒人間が動物を殺す権利を持つのは食物にするためである︒動物

夜い︒しかし人間は楽しみや汗悪のゆえに殺す権利を持つのてはな

究しょうと思うような年令に達したならば︑われわれは虫のとらえ

って︑人間に殺す権利はないのである︒子供たちが虫をくわしく研

したのは新しい芽なんだ︒古い葉の生命は死んだのでばなく︑新し

から離れると必ず新しい芽が現われる︒実は硬から古い葉を押し出

私は一本の梗を引き寄せながら言った︒﹁いいかい︑古い葉が硬

て歩いた︒枝々が低くたれて容易に辛がとどく︒

方や︑それをガラスのコップに入れて観察したあとは放して自由に

い穿となって続き︑翌年の春に顔を出す準備をしていることがこれ

が醜悪を格好をしていたヵ人間にとって直接の価値がないからとい

してやゎ︑虫が創造された目的を遂行し続けるょうに仕向けてやる

でわかる︒新しい芽が秋の始めに作られると樹液は古い葉の中に流

いに古い葉はこれ以上もちこたえることができなく怒る︒そこで木

れ込むのをやめて葉を茶色にしてしまう︒すると穿が成長して︑つ

方法充どを教えてやらねば売ら発い︒
子供たちにこんなふうに敢えて︑動物やコン虫に友好的になるよ

して森林は肥やされて︑生命のメロディーはいつまでも続く︒他の

から落ちて地面に横たわ少︑やがてくさってしまう︒こん夜ふうに

うにさせるならば︑子供の単純夜心の中に小さな愛の種子と尊重感
とを植えつけたことになるのである︒そうすると将来はこの子供た

生物もこれと同じことなんだ︒生命休はいつか死ぬかもしれ凌い︒

ちが学んだ事柄を次代の子供たちに伝えるだろう︒−多くの創造の

それは目的を遂行したからだ︒しかし生命エネルギーは別な同類の

生命休の創造は創造主にょって造られた普遍的なパタンに従って決

形態にょってみずからを現わすつもクで生き続ける︒というのは︑

鴬異に対する尊敬感を心中に保ち夜がら建設的なヤク方で奉仕する

幼児期の後期

ためにー︒

第六章

して中止されをいからだ︒われわれは生命と死についてたいそう考
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え遠いをしている︒それは結果だけを探究するように教えられて︑
結果を生み出す原因を教えられ夜ぃからだ﹂
息子は私の言った事を殆ど理解したことが私にわかった︒彼はそ

私は国籍や皮膚の色の異なる子供たちが砂箱の中で互いに仲よく

遊んでいるのを見たことがある︒驚いたことには︑この子供たちは

共通の言語で意志伝達をするのに困難があるにもかかわらず︑一般

のおとをや国連その他の政府関係の場所にいる政治屋たち上ニッもは

るかに仲よくしているのてある︒正直夜気持て相手の限を見つめる

読者は言うかもしれない︒﹁しかし一体どうすれば自分の子供が

ことのできる子供たちを見るのは楽しいことである︒

最重要である︒宇宙の英知にょって創造され維持されている肉体は

他人の影響を受けたヵ︑戸外にぃて破裏的な物事をおぼえたリサる

とはできる︒もしこの事が誕生の日から学校その他の場所で経験を

魂の宿る場所にすぎ凌い︒人間は皮膚の色のゆえに自信喪失で苦し

待つために家を触れるようになるまで行なわれるをらば︑外部の影

のを防げるか？﹂もちろんわれわれは偶然の出来事を防ぐことはで

万人が唯一の宇宙の創造主の反映であることを子供に教えなけれ

響が何であろうと子供たちは進むべき道を知るだろう︒彼らは両親

んではならない︒皮膚の色は目的を持って作られたのである︒だか

ばならない︒すぐれた者︑劣る者の区別はなく︑万人が同じ力と同

を信頑し︑忠告を得ようとして難問をかかえて両親の所ヘヤって来

きない︒しかし子供たちがわれわれの指導を頼ってぃるあいだは︑

じ能力一生命を授けられている︒われわれは自分の感覚を非難のた

るだろう︒しかし時間をさいて子供の質問を聞いてやるかどうかは

ら自分の肉休に満足しなければ創造主を非難していることになるの

めでなく奉仕のために用いねばならぬ︒そのときにのみ︑われわれ

われわれにかかっている︒聞いてやらなければ彼らは別な人の所へ

彼らが宇宙的夜理解の確固たる基礎を築くように手助けしてやるこ

は古き物にかわって良き物を卓入する上で判断する権利を持つので

子供の受容的な心に決定的な影響を与えている別な重要事は︑報

行って解答を求め浸ければなら惹くなるだろう︒

われの文明の未来が存在する︒幼児の心は訓育するのが容易である︒

復の動機に基づいて作られたテレビの劇画である︒この事はまさに

われわれの鼻先で起こっているのだ︒テレビ劇画を注意して調べて

る︒人間が良き社会を望むならば︑子供たちがそのように教えられ

ど報復せたは他人をあぎむいたカサる話を基礎にしているのである︒

劇画忙出てくる人物が何であろうと問題では凌い︒ストーリーが殆

みると︑子供たちに悪影響を及ぼすものが多いことに気づくだろう︒

ねばならなぃことをイエスは知っていたのだ︒

供はオープンマインドを持ち︑純粋であゎ︑自由に教えを受け入れ

ろう︒﹁子供たちを私の所へ来させなさい﹂とイエスは言った︒子

たぶんこのゆえにイエスは子供たちに話しかけることを好んだのだ

巧みに育てられた︑謙虚た︑慈悲深い子供の手の中にこそ︑われ

ある︒

だ︒

う︒人徳別の如何にかかわらず子供に自信を持つことを教えるのは

人間が住んでいる寺院−すなわち肉体−の問題に返ることにしょ

れ以上質問しな か っ た か ら で あ る ︒

＿ 8 −
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このことはかなヵ長ぃあいだ行夜われて尊たので︑われわれはもう

ぃる組織も存在し貴いということである︒リーダーに権力を与えて

のは︑大衆すなわち路上の普通人の支持が浸ければ︑リーダーの率

㊨

笑う動機を殆ど見出せない︒ただし︑ぃわゆる〝喜劇〟に報複原理

いるのは大衆なのである︒

⑳

が含まれていれば笑うかもしれ豪いが−︒出演人物たちが互いに射

ここで別を問題に入ることにしょう︒商店の礪を満たしている無

数の軍用関係オモチ十である︒破演や殺人のアイデアと関係のない

ち合ったゎ︑頭をなぐカ合ったヵ︑眼前でドアーをひどく閉じたり︑
他人を断崖やビルディングや給夜どから突き落としたりするのを見

穏当夜オモチ†を見つけることの困増さを知るには︑店内をすみず

きに︑子供を非塵することはできない︒われわれはしばしば弁解を

子供たちが機関銃の操作法や手hノゆう弾の投げ方を初めて知ると

したヵナるのだ︒

みまで探さねばならない︒ときには弁解として破壊を〝自衛″と称

るのはとてもおもしろいと人々は言う︒何がおもしろいものか！
一方︑テレビのプロデーーサーたちはもっとよいものが作れると
言っている︒激し物にょっては優秀なのもある︒特に大自然界に関
するようなものがそうだ︒この点で多くのレッスンが学ばれねばな
らない︒海や空の力︑天候とそのパタン︑う丁でざまの環境下におけ

われわれはあらゆる国の人々に愛と理解を伝えるために︑電気仕

餞を仲間に向けて発射のまねをするときの顔の憎悪の表情を一姓で

されるべきはわれわれおと充てある︒われわれは子供がオモチ†の

する︒﹁あれはただのオモチ†なんだ︒だれもケガはしないよ﹂こ

掛の発明品−テレビ︑ラジオ等を利用できる︒言いかえれば︑われ

も観察するべきである︒﹁パン︑パン︑パン！ おまえはもう死ん

る動物や植物の生命等々︒そうだ︑プロデューサーのなかには真の

われは教育目的のためにこれらの媒体を利用しなければならない︒

だぞ！

こで私が言いたいのは︑オモチャであるからというのではなく︑子

人々を神秘と迷信から解放し︑一世界の兄弟姉妹として結集させる

で行なわれているのである︒子供たちを見るとよい︒立派に飾りた

能力を見せた人もある︒多くのプロデーーはだめだったけれども︑

ためである︒この目標を達成するにはどうすればよいか？一つの

てた軍人のぜねをしようとするときに︑子供たちが如何にいやしく

供たちの無邪気を心の中に忍び入る破壊の思想である︒ゆえに非頼

方法としては人々が宗教界︑政界︑産業界のリーダーに手紙を出し

稽館になろうとするか︒われわれはそれを信ずるために実状を見る

常に改良の機会 は あ る の だ ︒

て︑すぐれた教育システム︑真実の公開︑平和等を要求ナることで

必要がある︒こんなオモチ†を子供に買ってやって︑このくだら凌

少︑子供のことに気を使わ潅い︒しかし子供を持つことは責任を持

である︒大底の場合︑われわれは子供が成長して親を悩まさない限

いゲームをやらせているのは︑われわれ自身のだらしなさにょるの

死ななければもう遊んでやらないぞ！﹂ このことは世界中

ある︒大衆というものを形成している平均的市民であるわれわれが
良き世界を要求しなければ︑この文明のリーダーたちは聞こうとし

て︑大衆の気にいるようにしょうと懸命になっている︒このことは

つことを意味するのである︒

ないのだろう︒■リーダーたちの多くは自分の地位を眉守しょうとし

教会︑各国政府︑産業界の大立物等にあてはまる︒忘れてならない

る︒﹁あをたがた地球人は天国について夢見てぃるが︑不可能だと

命をねらえば相手から自分の生命がねらわれるのである︒イエスの

しない限カ︑自分が剣によって罰せられるだろう︒人間が兄弟の生

人間が無知のなかに生きていて剣を捨てようと

思うことを可能にしょうとしない︒殆ど何もできないと思い込んで

語ったこれらの言葉は永遠を通じて真実てあろう︒われわれが天の

はないだろうか？

いる︒だから何もし凌い︒しかしどこにいても︑どこの家庭でも町

父の子になろうと思えば︑内奥の

別な惑星から来た人々は私にむかって次のように語ったことがあ

でも国でも︑わずか夜行為がぃつかはあなたがたが夢見ている結果

を待てばよい︒われわれの子供たちが生まれたときにはこのような

これは私が最近見た新聞の漫画を思い出させる︒子供たちが両親

〝天の父″ から来る援助と指導と

をもたらすのだ ﹂

のである︒ゆえに子供たちを宇宙的人間にしようと思えば︑それは
親たるわれわれにかかっているのだ︒

神の子であるのに︑両親の無茸任によって全くのエゴに化さしめた

いつまで待ってい

イエスは言った︒﹁肉欲は滅びる運命にある﹂これは人間のエゴ

の生命を獲得しているーとい久ノよhγもむしろ異浸るさまざまの人体

の心は神の其の美を知ること表しに滅びるという意味である︒永遠

によって︵生まれかわりにょって︶得た過去の体験の永遠の記憶を

持っているー字窟的人間は︑〝父″ の支持を受けている︒本人は 〝

をあらわしているからだ︒

宗教は人類に平和をもたらすことに失敗した︒左ぜなら宗教団体自

の英知〟

父〟

七才になる私の息子が次のように尋ねたことがある︒﹁お父さん︑

もしぽくが悪い事をしたりあやぜちをやったゎしたら神の罰を受け
るの？﹂

間違ったヤク方をするから恵んだ︒われわれはいつもなるべく早く

私は答えた︒﹁われわれが正しいや少方を知ることができるのは︑

危険にさらされる生命は無を意味するのである︒われわれがやれる

自分の過失を正サようにしをければいけない︒自分のエゴに振り癒

めて祈っている︒しかるに祈ゎが戦争を防止して人間に平和をもた

の人の生命を悲惨にしたのは︑たとえば地上の戦争のようなくり返

間違いをやったからといって神は罰するようなことはし凌い︒多数

なのだ︒世界中の無数の人々が平和を求 されてはなら孜い︒われわれが過失から何かを学び取＝こさえすれば︑
実際この場合は神が人間にかわって混乱を一

〝祈少〟

らしたであろう か ？

▲一ア

される過失なのだ︒戦争という過失を正そうとしないために︑人間

▲l

掃してくれることを観いながらも︑自分自身をあざむいているので

っているのはそ の

のは祈少だけである︒しかも夜およいことには︑現在われわれがや

多くの戦争を支持してぃる︒戦争というこの最も原始的なゲームで

やはり金を得るため︑大衆の力とコントロールを受けてぃるために︑

とはあらゆる宗教によって禁じられているとはいうものの︑彼らは

れに対処したヵサることができ浸かったからである︒人間を殺すこ

体が︑自分たちが信じてぃると称する事柄を生かしたヵ︑敢然とそ

宗教団体の問題に返ることにしよう︒いうまでもなくこの世界の

そうすれば責任がおまえたちのものになるからね﹂

そこで両親は答える︒﹁わしらはあと二十年間待つつも少なんだ︒

るつもりエはの？﹂

世界の諸問題を解決しょうと努力したらどう？

に尋ねる︒﹁おとなはただ立っているだけで何をしようというの？
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聞達った状態を正すのは人間の仕事だからね﹂

の悲虜な運命が罰となって返ってくるのだ︒つせ二ク人間が自分を罰
しているのだ！
太陽は万人に等しく輝いている︒〝父″はその子たち忙生命力と
英知を与えて︑子たちが生命と創造の目的をやがて理解することを
噸い︑万人が時空を支配している〝父の至上売る英知″に気づくよ
近隣の惑星から来る友人たちは単にレッスンや尊重感を教えるた

うに意図してい る の で あ る ︒
めにのみ彼らの子供たちを訓育している︒そこにはきわめて有効た
方法がいくつかあるが︑それは子供の好きなゲームをやらせたゎテ
レビを見せたカサるのではない︒やがて子供たちは過失を修正した

という分裂をさせないよう

子供には自分のオモチャを他の人にも等しくれかち与えるように

がるようになる ︒
教え込み︑〝自分のもの︑他人のもの″

忙し浸ければならない︒というのは︑自分の物は何一つ存在しない
からだ︒肉体でさえも自分の物では凌い︒われわれは地上の生活を
ともそれを持って行くことはできない︒

体験する間はあらゆる物を利用してよいが︑そのあとどこへ行こう
﹁問題なのはお金と物質の財産である﹂と子供に信じさせるほど
に僅端に走っては売ら孜い︒有名になったゎ尊敬されたりするため
に財産を貯えることよ少も︑自分自身の半身に気づくことのほうが
イエスヤアルバート・シュバイツ丁−︑その他幼児期に自分の半

子供にとってははるかに重要である︒
身に気づいた人は︑多くの実業界の大立物よ少も今日はるかに多く
の尊敬を受けている︒ただしこのことはお金または貨解剖度を私が

非難しているという意味では夜い︒金というものがなくなれば大混
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乱が発生するだろう︒
いわゆる圧力または命令がなければ人間は仕事をやクたがらない
ものである︒われわれの倫理の水準は現在まだはるかに低すぎるの
で突然に貨解剖鮭をなくすこと︑はできない︒生活を困難ならしめて
いるのは貨幣制度というよ力もむしろ利潤制度である︒これが殆ど
の害の原因である︒労働者の仕事を楽にしてやらないで︑人間のか
わゎに機祓が作られて労賃が切少下げられる限カ︑われわれは真の
トラブルを持つことに売る︒多数の失業者が買う力を持た凌いのに︑

オートメ工場で巨頗の利益をもくろみながら自動車︑冷蔵庫︑テレ
ビ受像機等を作って一体何になるだろう︒とすると何が起こるかは
だれにもわかる︒アンバランス孜経済システムを立て直すために戦
争が行なわれるのだー・
そうすると︑多くの人が子供を姦るべく早く世に出して金をもう
けさせ︑わずか孜金で他人を利用させようとするのは全く愚かであ
る︒
一九六六年に三カ月半ばかク私がコンタクトしていたスペース・

−地球人は幼少の頃から報酬として金をあてにして働くように教え

ブラザーズ︵宇宙人︶の一人些言った︒

だ︒︵第﹂ハ章終り︒以下次号︶

られるために仕事に其の幸福を求めることができないのです﹂
大抵の地球人は 〝金を求めて一生懸命働いた″ かもしれぬにして
も︑背旗を受けるときは罪の感じを起こすのである︒
宇宙人の友はくカ返し言った︒﹁これは大法の仕事が金をあてに
して方てされるためです︒あ夜た方は同胞のために最大の能力を発揮
して数時間の奉仕さえしょうとはしせせん︒他人のためにわずかな
奉仕でもするようになれば其の幸偏感が心を満たし︑金は第一義的
宏価値を失うでし上う﹂
やは少私としては金そのものがすべての悪の根源ではないと思う︒
むしろこの現象界で金を愚かに扱っている人間にこそ問題があるの

一武

＼
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斎藤堆久君︑円盤を空︑︑り映画に撮影
本誌先号に8ミリ映画による円盤撮影の手記を発表した
日本GAP会亀斎藤雄久君は︑またもへ迅ミリ映画撮影機で
円盤の撮影に成功し︑8ミリ映画と共に十一月八日の日本

本誌第42号に植物が意識を持つことに関する米国での実験報告が
掲載されたが︑それを裏付ける実験が今檻はソ連で行なわれて︑ア
ダムスキIの説が正しいことを立証した︒プラウダ紙が十月t一十日
に報じたところによると︑ソ連農業アカデミーのインドール・ブナ
ール教授らは︑植物にも人間の神経に似た電気信号があることを確
認し︑植物が発信した電気信号を記録することに成功したという︒

植物にも神経がある

する計画てある︒フィルムの複製坂元は一切行夜わをい︒

GAP総会で公開されて来会者を感嘆させた︒
去る十月十八日︑今日は円盤が出現するかもしれ浸いと
いう予感にせきたてられた同君は︑証人として親友のⅠ氏
を誘い︑昼すぎから池袋の西武デパートの屋上で購入して
まもないボレックス撼P塾撮影機をかまえながら待機中︑
午後三時四十分項突如掲われた円盤を見事キャッチした︒
このフィルムはただちにスポ：チ社写真部へ送られて現像された上︑
写真専門家たちの子細充検査を受けた結果︑ホンモノと断定︒総会
に間に合ったので番外上映を行なった︒画面に出てくる時間は短か
いが︑黒く丸い円盤が白黒フィルムにはっきり写っている︒應会々
場では大画面に映写したのと場内が暗黒にならなかったために見づ
らかったが︑これらのフィルムは横巾三十センチ程度の小画面で見
ると円盤が非常に鮮明に見える︒をおこれらのフィルムは日本GA
P所有ということになったので︑今後は例会その他の小集会で上映

ト ピ ックス

〆ナール教授些言う︒

闇僅々の実験にょって植物も人間の神経電流に似た電気信号を出
すことが確認された︒植物は外部からの信号を受け取り︑特別な径
路を通じてこれを中枢部に伝え︑ここでその情報が受信されて処埋
される︒何かの命令が司令部分に与えられると︑これが外部信号の
受信部分によって送り盲進される︒

聞このシステムの詳細はまだ判明し豪いが︑存在することに間違
いは夜い︒電気生理学的方法を応用すれば多数の植物のナゾを解明
できるだろう︒

る︒

闇電気装遣による実験で︑植物が記憶能力を持つことや︑植物の
根が人間の心臓の筋肉のように収縮することがわかった︒また植物
は一定の生活のリズムを持っており︑夜間に休息し桑いと死んでし
せう︒しかも植物は明るさや緒さを識別でき︑実験用の温竃で植物
が電気のスイッチを点滅させた︒根の付け根の部分に情報収集セン
ターがあると思われており︑植物学者たちがこの部分を研究中であ

宇宙飛行士︑月面に怪光を発見

ペンシルバニヤ州イーリ！のタイムズ 二一ユーズ紙一九七〇年七

月二十日付にょると︑アポロ11号の字富飛行士アームストロン穴オ

ルドリンの両名は︑月を回る最初の軌道に乗ったコースからずっと

北側忙ある二憫のクレータ∴−の内壁に不思議な光点︵複数︶を見た︒

アームストロングは言う︒﹁クレーJター内は異様に輝いていた﹂ こ
のクレーターとはアリスタルコスである︒三十六分間のテレキャス

トのあいだ︑二人は美しい月の或る場面にカメラを向けた︒そこは
二人が着陸する僚のチェックボイン・卜として役立つと思われた場所
である︒怪光の発見はその後まもなく起こった︒科学者たちはこれ
を火山活動と片づけたが︑飛行士にょれば蛍光を帯びていたという︒

︐

13

二つのコ

つ

ンタクト事件

ハンス・ペテルセンより塵口されたものて∧その2Vは米

以下の各記事は少々古い釈信び上う性あるものとされてい亀∧その1Vはデン
マークGAPリ ー ダ し

国のジャーログー・ブロッブかっ釆た資料である︒
∧その1V

∴J

洩らすわけにはゆかないのだ︒もし私の正休や仕事の内容が知れる

ようになれば︑たちまち危険になり︑ひそかに遂行している仕事が
水泡に嘱することになるだろう︒

さて︑彼らが︵宇宙人たちが︶完全な英語を話す能力を持つこと

については︑次のとおヵだ︒たとえば君が二千年間金星のすぐそば

にいて︑金星で話される会話を聴ぃていたとする︒そうするといく

ら恵んでも君は金星語を流ち上うにしゃべれるように売ると思うた

ろう︒ところが彼らは想念のみを用いて︑言語を口にし夜h︒一方

地球人は習慣にょって言語をしヤベる︒そこで地球のすぐそばまで

だ︒だから金星人が君の織場や家産や路上孜どで話しかけて来ても

来ている金星人はこれを偲き取ってわれわれの言語を完全に学ぶの

地球人と見分けがつかをいだろう︒たた外見上の大きな相違は相手

米国の或る退役将校がハンス・ペテルセンに送った手紙にょり︑
これはアダムスキーの最初のコンタクトエ力も一年前のことである

の美しい顔付きと完全に均整のとれた体格である︒私が言っている

送り主が一九五一年に宇宙人とコンタクトしていたことが判明した︒
が︑この手首人たちはアダムスキー事件の宇宙人たちと同一の人々

のは金星人のことだ︒私が得た知識によると︑金星人は地球人上丁り

い︒まずはっき旦言えるのは︑私は十一年前︵一九五一年︶の或る

る事柄は洩らしてもよいが︑私の名前は絶対に秘密にしてもらいた

関する明確なプランや詳細は金星人の想念によって科学者たちに最

このような装置は元々金星から源を発するのだ︒つヰ二りこの機械に

になって出てくる調訳機に関する記事を読んだことがあるだろう︒

もう一つ話そう︒看は最近一言語で話しかけるとそれが別な言語

も一歩進んでおり︑火星人は一歩連れている︒

では凌いかという︒以下はその内容︒

夜ふけに印刷の仕事を遅くまでやっていた時︑宇宙人とコンタクト

近送信されたのであって︑科学者たちは自分らがそのアイデアを考

﹁前略−⊥さて例のいわゆる空飛ぷ円盤について君に伝えようとナ

した︒大抵の知的な人と同様に私も関心や好奇心があったが︑サニモ

え出したと思い込んで開発したのである︒その他にも多くの装置が

はほんの序の口にすぎない︒結局こんなふうにして︑金星人が彼ら

かコンタクトするとは思わなかった︒彼らは店のドアーの所へ来て

テレパシーの最初の休験をした︒これは非常に有益な数分間だった︒

の宇宙船の近くにいれば︑彼らは完全モ英語で話しかけることがで

このはるかに進歩した人々から地球人に与えられつつあるが︑これ

彼らはすぐに元の位遣へ帰ると言ったが︑言葉通りに帰って来た︒

それを磯城にしヤベらせるのだ︒私は自分の仕事でその機械を使用

きるのだ︒相違といえば︑彼らは胡訳機械に想念にょって送信し︑

一機の大きな物体がいるのに気づいた︒私は中へ乗せられて初めて

彼らは私が地球上の政府や宗教界の指導者たちとコンタクトするこ

あけるようにと言うのでそうすると︑二︑三フィート離れた頭上に

とをすすめた︒だから相手の︵指導者の︶許可がない限少私の名を
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り︑

さて︑以前の問題に返ること忙しょう︒火星人が地球人上こりも遅

線色の上下続きの服を着てお力︑首と手首と足首の所がしぼってあ

あり︑外見は若々しく︑賢くてあわれみ深い眼をしていた︒二人共

二人の背の高い男がハyゴを降りてきた︒顔はきれいで︑マユゲが

れているということに売れば︑問題が起こるのも当然だ︒つヰ

った︒教授はすぐに﹁どこから来たのか？﹂とイタリヤ語︑スペイ

してきたので︑それが役立つことを知っている︒

なぜ彼らが宇宙船を持ち凌がら地球人はそれを持たないかというこ

ン語︑フランス語︑英語等で尋ねたが︑返答はなかった︒その時彼

は相手がテレパシーで機内へ入るエうにすすめていることに気づい

とた︒彼らが私に与えてくれた情報にょると︑地球人もかつては︑
あの聖夜る書物 が

たので︑入って行ったが︑その際︑相手は片手を使っただけで軽々

〝大洪水〟と記している時代以前に宇宙船を持っ

ていた︒しかし現代と同様に︑当時の地球人も自分たちが強大だと

思い近隣の惑星群を征服することにきめた︒そのために地球上ても
とハシゴを飛び上がったが︑彼は両手を用いねばならなかった︒照
が地上の文明の大部分を 明された室内に一個の丸いイスがあったので︑彼は乗員たちと共に
〝大洪水″

そこへすわった︒すると機休は上昇して空中を進行した︒層る途中

戦争が起こり︑ そ の 結 果 ︑ 例 の

偶の惑星から来た手首恰がいると聞かされている︒彼らはわれわれ

抹殺してしまったのだ︒現在この地球から数十万フィート以内に七

経過したと思った︒あとで教授が新聞社に語ったところにエると︑
この

彼は自分の時計が止まっているのに気づいたが︑大体に三︑四十分

太陽系内には十二個の惑星があるとも教えられた︒これまでに教え

して︑蛮人たちが行なっている種々の危険を遊びをやめるように警

の友であゎ︑地球人をあわれんで︑援助したがっている︒またこの
られてきたような九個だけではないのだ︒従って宇宙船を持た浸い

告したがっているのだと語った︒

〝人間たち″ははるかに進歩していて︑地球の野蛮人どもに対

惑星が地球を入れてまだ五個あるわけだ︒−後略﹂

︵注＝ここでシャーロット・ブロッブは注を入れて︑アダムスキー

ック系法学部のローマ法の教授で弁護士のジ専アン・ヂ・プレイグ

一九五七年七月の或る日の午後七時十分頃︑サントス市のカトリ

−サンセバス チ ャ ン ー ブ ヲ ジ ル

とはないだろう︒経験者はぜひ報告を寄せられたい︶

人も多いという︒しかし日本で発表してもまさか殺されるようなこ

体験をしヤベったばか少に殺された人もいるし︑沈黙を守っている

いうくだりである︒多数の人がコンタクトしたけれども︑なかには

人とコンタクトしたのはアダムスキーばかカではなく他にもいると

の〝空飛ぷ円盤同素記″の一部分を引用している︒すをわち︑宇宙

ス■ギマヲイス教授が海岸近くですわっていた︒その時彼は一個の

∧その2V

輝く帽子塾の飛行体が海から接近して来て近くの水辺に降下するの

た着陸用の線も出 て き た ︒

を見た︒すると機体が開いて金属のハシゴが投下され︑球体のつい
身長五フィート十インチ以上で長くきれいな蒙を肩まで伸ばした

問

⊃
金星へは仲々に生まれ変われないと何かに書いてあったかと思

い︑私もそう信じてきました︒ところがアダムスキーの妻メリーが
金星に生まれ変わったとのことですが︑︵もちろん7氏の説は九九パ
ーセントは信用していますが︶︑ア氏自身ならともかく︑彼女理路
の心境の人間が？といっては失礼か知れぬが︑果して金星に生まれ
変われるものでしェうか？ とすると金星には我々が想像する程高
級人ばかしは住んでい凌いのでし上うか︒彼女が地上でア氏の妻だ
といってもそんなに高い心境の持主であった様には記されていない
︵東京 羽鳥椎己︶
この点︑前から疑問に思っていました︒
答 アダムスキーの妻メリーがl九五四年に死亡して︑金星で生せ
れ変わってから少女の姿でアダムスキーと対面して︑地球上でせだ
知られてい孜い種々の事実や哲学を語った康子は〝空飛ぶ円解
ダムスキー︵高文社刊︶″に述べられてあゎ︑これにょって惑
の生まれ変わ少の事実をアダムスキーが具休的に知らされたと
ことになっています︒ところがその少女の語った高度な説明の
的内容からみて生前のメリーがバッとしなかったような印象
ムスキー問題研究家は持つかもしれません︒大体7ダ

．

ム

は︶メリーと語っているあいだもこの問題に心が傾いてい
⁚ ■﹂という部分です︵注＝高度社刊〝空飛ぷ円盤とア
〟

一

︐︑弓

一＿止

︑

威響

な実体であると思われます︒それに如何なる男といえども自分の妻
をほめることはしないでしェう︒ゆえにたといメリーがすばらしい
心境の持主であったにしても︑アダムスキーの口からそれを伝える
ことはまず期待できをかったでし上う︒そこで結論としては︑魂の
部分において高度な絶対値を持つ人は︑この世界での知識はなくて
も別夜惑星に生まれ変わる準備ができていて︑実僚には自分が気づ
か夜くても宇宙的コースを歩んでいるのでは充いでしェうか︒その
点については﹁彼女が私と一緒にいた頃︑字音の法則について私た
ちが議論したり彼女がそれを理解していないと私が思ったこと宏ど
をメリーは思い出しながら微笑するのでした︒たしかに彼女は私が
感じていたよ力もはるかに深い理解力を持っていたのです﹂ ︵注＝

同書十二貢︶という部分がそれを裏付けしているように思われます︒
問 ア氏は鵡終の際︵注＝死亡の直後の意？︶ブラザーズに上って
新しい肉体を与えられたらしい︑とあ＝ツましたが︑凄メリーは普通
に死んで金星に生まれました︒とするとア氏は生まれ変わったとい
う方法では孜くて︑ブラザーズの助け︑配慮にょって別な肉体を与
えられたことに浸るのでしェうか？ とすると金星といった他の天
体ではなく再び地球人としてどこかで使命の遂行に従っていること
も考えられましェうかり・また7氏が西洋人らしくユダヤ系らしく

件が発生して︑出現した少年の宇宙人が自分はヤムスキーという名

± いたというわけです︒これについては数年前に英国てコンタクト事

を持っていたことは︑彼女の内奥に普通人とは全く異をる宇宙的な前だと名乗ったために︑アダムスキーの生ネホれ変わりではないかと
膚貴女る魂がひそんでいたのではないかと考えられます︒それは単騒がれたことがあこツせしたが︑GAP側は否定しています︒結局︑
なる知識や知能のカテゴリーとは無関係な︑人間の持つ或る根源的死後のことに関しては不明です︒

教養の程度の如何にかかわらずこのようなどリーフ︵信ずること︶

人を憎む感情︵敵に対して︶がやや強いのが気にかかhてです︒また
タバコをたしなむのもです︒
︵同︶
答 アリス・ウェルズらの推測にょ力ますと︑アダムスキーはおそ
トく金星で幼児としてでなく少年か青年の肉休を与えられて生まれ
変わったのではないかということでナ︒つヰニッ幼児として再生しを
くても彼の偉大な魂は少年期の過程を必要としないほどに発達して

ス
る 彼及
キ
ろ
ま ム の 女を
かム し ス だの 見いIを
惑ス た キ と両出まはア辛い星と
星キがlよ 親すし在∴乙＿慮＿L鞄J
＝＝E肇二 疑応答 回答・久保田八郎

世中佐妻のことには殆ど触れることなくこの世を去ってしま
た︒しかるにぼう大な文献中でわずかながらも重要な言
ことがてきせす︒それは凄メリーは生前に﹁この人々
と︑彼女が特に好きであった或る姉︶は金星て生きてい
くロぐせのよう忙言っていせしたので︑自然︑私は︵アダ

ダ
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彼に人を憎む感情があったとは私には考えられません︒彼の文献
を読みますと多くの敵があったかの如く感じられるかもしれせせん
が︑それは彼自ら作り出した敵ではなく︑一方的に攻撃してくる反
対論者やサイレンス・グループ︵暗躍団体︶ばか少で︑それに対し
て釈明をし孜ければならなかったことが〝憎悪″ の如き印象を受け
るわけてナ︒なにせ前代未聞の体験記を発表したのですから︑すさ

︵同︶

答 まず重要をのは︑アダムスキーは宗教それ自体をダメたと言っ
たのては孜く︑〝宗教団体〟 または〝宗教家〟 のあ丁ク方を批判して
いるという点です︒そのことはかつて彼が﹁宗教家への提言﹂と題

する機文を世界中の教会へ送った事実からみてもわかhイです︒つま
り彼は宗教を全くダメなものとして無用の長物祝していたのではな

く︑実は非常な関心を持っていたのです︒被がダメだと思っていた

のはあくまでも〝教団″ のあり方ですから︑その旨をこ了解下さい︒
まじい攻撃の的に浸ったことは容易に想像できます︒こうした場合
そこでこれから私が 〝宗教〟という場合は 〝宗教団体″ またはそ
は西洋人には弁明をする習慣があゎ︑黙殺すれば相手の言い分を認
れを構成する聖職者などを意味し去ムす︒過去数千年の歴史を概観す
めたということにされるのです︒﹁燕雀いずくんぞ鴻コクの志を知
ればわかhでですように︑文明の発達に際して宗教が演じた役割が果
らんや﹂というよう夜調子で沈黙できないところが東洋人との大き
充相違点です︒タバコの件忙ついてはよく・わかゎてでせん︒母船内て してどの程度のものであったかは容易に判断できます︒中世におい
てはむしろ宗教は科学の発寒を阻害し︑宗教裁判忙おいては庵悪非
たしなめられてやめたかどうか不明ですから︑この件は米国のGA
道草刑罰を加えています︒究庵的にみて宗教が人心を安泰ならしめ
P本部へ照会してみましょう︒しかし︑たし充んでいたにしても度
たというよりは︑人間に恐怖心を与えた面が強く︑また人間に自己
を越さなぃ程簸をらば差支えはないと思ぃ凄すが︑如何でしェう︒
催眠効果を起こさせて信者を思考停止塾人間にした事実は現代でも
問 大体︑円盤研究者は﹁宗教﹂ ︵いわゆる︶を否定している様に
多分に見られます︒また多数の宗教は︵敢密に言えば︑宗教団体は
見受けます︒しかるにア氏等の言葉等には随所︑殆どと申してよい
この広大至二次元空間を考慮に入れることなしに︑主として概念の
位︑神が使ってあこツます︒そのことから私はあまり宗教を否定する
ことは貴いと思うのです︒何々を否宅する場合︑その何々︑つまゎ
産物を説くだけでした︒従って彼らの主観的世界はこの人間界とそ
ここでは﹁宗教﹂とは何ぞやが確かめられ夜くては否定も肯定もで
れに対応する莫然とした幻想的な〝天国″ または〝浄土″だけで︑
宇電空間に存在する現実の太陽系とか︑進化した人類が住んでいる
きません︒もし否定する人は﹁宗教﹂というものをその概念を如何
かもしれない惑星群などを意識に入れていません︒このため結局彼
棲にとらえているか︒もちろん︑教会・教団を言っているのでは充
らにとっての字嶺とはこの地球たけとぃうことになヵ︑事実その橿
い︒古代は特に宗教とは呼ばなかったJ近代になって﹁政治・経済
・科学﹂等に対し﹁宗教﹂といわれたようですが︑つヰニリ﹁宗教﹂ 度の認識によって宗教活動が行なわれてきたにすぎません︒ところ
といい ﹁円盤﹂といい ﹁科学﹂でも真理は一つのはずです︒つ卓こりがイエスは他の惑星群や物理的宇宙空間にも言及しているのであっ
て︑普通の宗教の教祖とは異をる人物であることを新約は示してい
﹁宗教﹂に真理がなく真理は﹁円盤﹂にだけとみるとしたら早計と
ます︒大体︑新約聖書というのは一宗教の教義録では夜く︑実は当
思うのです︒それにア氏が︵大意︶ ﹁西洋︑東洋の全部の宗教を自
時行なわれたイエスとスペースブラザーズとのコンタクトの記録で
分は知ってぃるが︑どれもダメた﹂と育っているのが気懸りでナ︒
あるというのがアダムスキーを中心とする8Ap側の解釈です︒こ
どこがどのようにダメなのでしょうか︒それに聖句の意味を7氏流
の驚異的実録は後世において全く理解されず︑甚だしく歪曲されて
に？断定しているのも少し気にな力ます︒

l
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⑳
いつのまにか宗教の教典にされてしまいました︒そして教義の解釈
をめぐって教団が分立し︑キリス一致だけでも多数の分派が各自の
勢力争いに汲々としている状態です︒宗教の定義に豪るとむつかし
く考えればきヵがあゎませんが︑岩波国語辞典にょれば﹁神または
何らかのすぐれて尊く神聖なものに関する信仰﹂とあ一hてです︒大体

〝至上なる英知″という語

この糧度の概念でよいのでは潅いでしょうか︒ところでア
ーが文献中でしばしば神という語を使用するのは全︿訳者たる私に
責任があこソます︒彼はよく︵直訳して︶

を使用しせすが︑それを簡単に〝神〟と訳したのは拙かったと思い
反省しています︒アダムスキーヤプヲザーズの言う神は日本語の神
とはかけ離れた深い意味を有していると思います︒﹁円盤のみに真
理がある﹂の件ですが︑アダムスキーはそのような事は言っておら
ず︑惑星間飛行物休の背後に存在する壮大きわまゎない宇宙的現実
と︑地球人の想像を絶した超高度売物質文明や精神文明を伝えたの
であって︑その前にあっては地球の宗教家の諸説夜どはまさに井ア
の管見にすぎ凌いとも言えるでしェう︒ただし少数の例外はありま
す︒
問 よく予言者と呼ばれる人がいます︒この中にはインチキ夜人も
いるでしェうが︑よくあたる人もいせす︒この人たちは遠い未来の
事を予言しせす︒どうしてこんな事がわかるのですか︒テレパシー
とはラジオの受信機のようなもので︑発信者がい発ければ浸らない
ものでしょう︒それ孜ら予言の場合はどこから何を発信しているの
︵大阪 山上管二︶
ですか︒
答 この空間は何もないのではなく︑波動で形成されているという
事実を知る必要があ六ソます︒こく簡単に言えば︑その物理的波動が
或る一定のパタンを持つ場合︑それを感受すれば未来に発生する事
象を予知できるとも言えます︒しかし何かの干渉にょって波動に相
互作用が起こればパタンに変化が発生するために︑予言があたらな
いということにな力ます︒ゆえにアダムスキーは予言を信じる夜と

n
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で記述できます︒その規格化は
㌦ロ

間

十占一
ー叫．且↓引︵Hn︺

宏のでし上ら﹂
参考文献︵1︶村雨光乏助﹁超相対性
理論﹂二宮工房︵一九六九︶摺三
〝意識的意識″をどのように埋解し

です︒ただし et＝﹁COS屯 ○肌屯軟ヂ ○肌r∧邑
ですので︑無限の過去から無限の未来にわたる時間が組子の波動に
関係しておhγます︒その波動は写真の如き物です︒︵水素原子の例
未来の波動を︑相互作周のない場合には萱古って推定できせす︒
この波動は一種の確率であって︑〝確率波″と称されています︒物
理的実体そのものが一種の確率で描述されているのが現代物理学の
根本原理充のです︒一般の事象はやはり
写実の如き波動の重合せてあると同時に
相互作用があこツ毒すが︑確率波に推計学
の確率がかかった形で推測できるでしェ
う︒未来観察磯に写る描像は︑遠い未来
に行くほどポケるでしょう︵同調のはず
れたテレビの像の如き物︶︒この櫨の確
率波を感受する能力の有る人が〝予言者″

︵N︶

㊥∵替L÷㍗針・L︒c㌻︒S︶ノ︵一︶

﹁粒子の蘭有状態は︑相対論的球関数︵文献1︶

警告し︑ブラザーズといえども未来の現象は予測できないのだと述
べているわけです︒これについて物理学者の村雨光之助の物埋学的
解釈は次のとおりです︒

∴ ＿＿戚

たら上いかという質問に対して私は︵質問者は︶次のように答える
ことにしてぃますが如何でし上うか︒まず意識とぃう熟語ですが︑
これはコンシャスネスの訳語です︒意は﹁封もう﹂ ことですが︑﹁
思う﹂よぅは推量し︑疑うとぃう意味をよけぃに持っています︒識
は﹁しる﹂ことですが︑﹁知る﹂草りは浅い意味のとき忙使います︒

アダムスキー師の哲学に接したとき︑この意識的意識という言葉
に迷いがちですが︑私は以上のような理解のもとに︑二つのうちの
︵神戸 巽 直通︶
どれをとるかを判断しているのですがー︒

とるわけですJ

わっている意識と同じょう夜意識という意味にな少ます︒的という
文字を﹁・・・と似た﹂とか﹁・・・と同じょう充﹂という意味に

手首の英知に備わっている意識と考えることができます︒したがっ
て意識的意識とは私たち人間に備わっている意識と同じょうな意識
という意味になります︒次は反対に︑上の意識は宇宙の英知に備わ
っている意識であカ︑下の意識は私たち人間に備わっている意識と
考えることもできます︒この場合の意識的意識は︑字屠の英知に備

隷的意識という言葉が生まれます︒的という文字の上下に意識の文
字があこソますが︑上の意識は私たち人間の意識であゎ︑下の意識は

ことです︒そしてその意識は︑私たちの意識とは同一ではないけれ
ども︑同じょうな性質であることを示しています︒でなければ︑神
さまと私たちの間忙意識の交流がなトγたたないからです︒そこで意

働いている智︑万物に平等に備わっている晋という意味でナ︒宇宙
の英知を神と呼んでい・です︒神には祈りがつきものです︒ですから
イエス読も祈っておられます︒祈れば応答して下さるからです︒．応
答があるということは︑宇宙の英知には意識が備わっているという

宇宙の英知を仏教では平等の大智といってい一・1す︒万物に平等に

人間には意識があり︑意識があるから﹁しる﹂ことができ︑しるこ
とにょって ﹁おもう﹂ ことができますり
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答

意識的意識というのはコンシ†ス・コンシャスネスの訳語で︑

この患味は﹁字窟の意識︵神とでもいうべきもの︶に気づいている
人間の意識﹂というエう充意味です︒一般人の意識は〝宇宙の意識″
に気づいておらず︑大体に結果の世界︵現象︶しか意識していませ
ん︒ゆえにまだ一種の催眠状態にあるといえますし︑イエスは﹁死
者の棺をかウぐ者も死人である﹂と言っています︒とにかく意識的
意識というのは巽先生の二通りのこ解釈の内︑後者を意味するアダ
ムスキー頒時の造語です︒一般人をメクヲ扱いにするわけではあゎ
ませんが︑イエスの言う〝死人〟 の意味は容易に埋碑できます︒た
とえば今夏私は大坂GAp大会に出席の前日︑万博へ行きましたが︑

出口の所でイザリの青年が両手に下駄をはめてイザリ孜がら出て行
く姿を多数の人がゲラゲラ笑いながら見てぃる光景を目撃した私は
悲痛の念にかられましたが︑一般人の意識というのはその糧度のも

の夜のであって︑全く現象の形態だけに振り娼されて止しきていると
しか言えません︒地面をはってでも万博を見に行こうというイザリ
の青年の偉大な勇気や生命力を感知する力が夜くて︑外見のみで価
値判断をする人間は死人よ力もタチが悪いと言えるでしょう︒何も
言わない死人の方がまたましです︒字音の意識を感知する意識とい
う場合︑万物に生命を与えている宇宙の超絶的孜力︵としか他に言
いようがあゎませんが︶を感知している人間の心という程度の意味
に考えるだけで充分だと思いせす︒これを学問上の心理学や哲学の

用語にあてはめてむつかしく考えれば︑折角のアダムスキーの苦心
が無になるおそれがあゎますので︑私自身はアダムスキーの思想・智
一般の学問的解釈と結びつけることは庵力避けておhツます︒たとえ
ばセンスマインドを感覚的自我と訳す人がいますが︑これは肉体の

各感覚器官︵脱・耳・鼻・ロ等︶が持っている独立した〝心″とい
う意味であって︑これを〝感覚的自我″ としたのでは何のことかわ
からなくなってしせ∴います︒

l
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＜新訳＞
空飛ぷ円盤実 見記

ジす−ジ・アダムスキー

①

現在もIGAPのために活躍中．

●

＊

＊

＊

＊

＊

読んでいて相当夜関心を持っていた︒
本誌に掲載する邦訳は晶文社刊〝空飛ぶ円盤実見記〟 の第一七九
頁以後の部分に相当し︑今後数回にわたって全訳を連載する予定で
ある︒本篇完結後は更に〝空飛ぷ円鰻同乗記″と〝空飛ぶ円腰の真
相〟に至るまで改訳に着手して︑逐次本誌に連載する︒なおアダム
スキーの著書類の日本における湖訳権は久保田八郎のみが有するこ
とを付言しておく︒文中カツコ内の注は訳者にょる注であるむ

たもので︑刊行当時は世界の円盤研究界でダイナマイト的書物とし
ジョージ・アダムスキⅠが他界してよ少五
て研究者連を驚嘆させて計力知れない影響を与えたのであるが︑現
年有余になるけれども︑彼の体験記類がフィ
在に至るもスペースブヲザーズとコンタクトを糊う人たちのための
クショ ンであったという決定的な反証はなく︑
バイブル的指導書として無限の価値を有するものであると信ずる︒
依然として多くの謎を残したヰ丁で多数の研究
惜しいことに高文社刊訳書︵高橋 尊氏訳︶の訳文中には不備な個
者の支持を受けている実状にかんがみて︑彼
所が多々散見され︑あたら驚異的内容を持つ暑がいかがわしいフィ
とデスモンド・レズリーの共著で第一弾と売
クジL
ョA
ンで
ったぎL官ING SAUCE且S HAVE
Nあ
Dる
・かの如き印象を与えるために︑多くの誤解を招いた
ことは楕念てあった︒そこで今回訳者久操田八郎は浅学非才をもか
EA邦訳版〝空飛ぷ円盤実見記″高文社刊︶
え力みずに新訳に打ち込んで正確夜内容を伝えることにした︒大方
の内︑アダムスキーの手記の部分のみを新訳
のど期待を乞う次第である︒
することにした︒この手記はアダムスキーが
訳文としては内容の重要性にかんがみて美文調または文学調の意
円盤研究に打ち込むようになった動機から始
訳は避けることにし︑原文に忠実な平易な逐語訳にした︒大体に原
まって︑かの有名た一九瓦二年十一月二十日
文も平易簡潔夜英文である︒原書はロンドンのワーナー・ローリー
のモハーピ砂漠忙おける金星人との最初のコ
社版を使用した︒夜お胡訳の正確を期するために訳者の職場におけ
ンタクト︵会見︶に至るまでの模様を詳述し
る同僚の米国人ジーン・ディキンソン氏と英虚人ダイアナ・クック
夫人の両名から折にふれて英語の語法に関する教示を受けた︒感謝
する次第である︒二人共一流大学出の秀才と才女であてり︑語学のイ
ンフォーマントとしては上の部に植するが︑アダムスキー支持の点
は別問題である︒訳者が聞いたところ忙よると︑ディ氏はアダムス
キーの事を知らず︑ク夫人は在英中にアダムスキーの各種著書類を
あゎし日のG・アダムスキーと
アリス・ボマロイ女史．アリスは

∵√ ￣￣
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第一章

ジ

ョージ・アダム

スキ1

私はジョージ・アダムスキーで︑哲学者︑学徒︑教師︑空飛ぷ円

真術が私にとって魅惑的な趣味と覆った︒そうしているうちに円盤

ったけれども一仕事になってしまったのである︒

がやって来た︒それ以来その趣味がフルタイムのー少々費用がかか

てきた︒そして惑星というものを人間の体験と向上のための 〝教室″

私は人生の大部分において他の惑星にも人間が住んでいると信じ

南側斜面にある パ ロ マ ー

と考えてきた︒広大売手盲の中の

って来なかった︒それに機成約な塵造物によって横断しょうにも惑

ガーデンズであ二タ︑そこは世界最大の二

百インチ望遠鏡の本拠である巨大なヘール天文台から十一マイルの

ヰニリ考え浸かった︒この問題は一九四六年の秋頃までは私の心に入

ある︒しかし人工宇宙船にょる惑星間旅行のアイデアについてはあ

照研究家でもある︒私の住み場所はカリフォルニア州パロマ一山の

地点である︒そして一般に流布した誤りを訂正するためにここで言

星間の距離が遺すぎると思っていたのである︒しかし一九四六年十

〝多くの住み家〃とみ左したので

わせてもらうと︑私は現在その天文台の職員では夜いし︑今までも
その天文台で働いているのでは充いのてある︒

月九日の流星雨の際中に︑パロマ一山のサンディエざ寄少の南側尾

職員であったことは夜い︒そこの職員の幾人かと親しくしているが︑
パロマーガーデンズで私は二台の望遠癌を所有している︒両方と

眼で見たのてある︒だがその時はその正休はわからをかった︒多く

の人が思い起こすだろうが︑その夜は各地の人々が空を見つめて︑

根の上空高く巨大な宇宙船が一機浮かんでいるのを実際に自分の肉

設置してあゎ︑もうひとつのティンスリー研究所で製作された六イ

一分間に落下する流星の数をかぞえるようにと︵権威筋から︶要請

もニュートン式反射望遠讃で参る︒ひとつは十五インチで︵注＝筒

ンチの専門家用のものは置外にすえてある︒こうしてこの望遠鏡は

されていたのてある︒

の長さではなく︑反射鏡の直径が十五インチの意︶︑ドームの中に

容易に素早くどの方向にも向けられるし︑また蘭定マウンティング

うとした時︑突然一同は高空に一個の大き充黒い物体がいることに

流星雨の最も激しh部分が終わったあとで︑われわれが屋内に入ろ

ガーデンズでやっていた︒その時︑

楽にはずされるので︑望みの場所へ持ち運びができるようになって

気づいたのである︒これは形が大きな飛行船に似て︑見たところ停

これをわれわれはパロマー

いる︒そうした機会のために望遠鏡をのせるための三脚を持ってい

︵注＝架台︒普通は日本語でもマウンティングと言っている︶から

るし︑またこの小型望遠鏡用としてアイビース︵注＝接眼鏡︒これ

止していた︒

船室や外部の付属物は見えなかったけれども︑戦時中に新しい塾

も普通はアイビースと言われている︶上に素早く取り付けられるカ
メラも持っている︒円盤を疲影する以前はこの装置を天体写真撮影

うと私は判断した︒その航空境は落下ナる流星を高空から調査する

の航空機が開発されていたのかもしれず︑これはその一つをのだろ
この小型望遠鏡は約二十年前に友人兼敏え子︵注＝同一の一人物

ためにそこにいたのだろうと推測したので︑私はそれ以上のことは

用に使用していた︒しかし私はプロ写真家では方こ∵
を意味する︶からもらったものて︑その時から天体観測と望遠痍写
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●
考えなかった︒ただ全体が其黒夜のを奇妙忙思っただけである︒わ
れわれが充おも見続けてぃると︑物体は鼻先を上方に向けて急速に
に五分間も見 え て い た ︒

字盲空間へ上昇した︒あとに火のよう宏尾を痍したが︑その尾は実

ょると一機の巨大売薬巻型宇宙船が流星雨の僚中にサンディエゴ上

んをはアナウンサーの解説を聞いて驚き怪しんだのである︒それに

イγチを入れてサンディエゴのニュース放送を出した︒ところがみ

うな驚異的光景が一度起こったからには︑再鑑起こるかもしれない

からであるしその結果︑私は更に綿密に空を観察し始めて︑あのよ

なぜなら常に私が持っている一つの欲求は真実を知ることにあった

これにエって私はこの問題にいっそうの関心を持つように売った︒

物体については何も考えをいで一同は垣内に入って︑ヲジオのス

空に浮かんでいて︑数百名の人がそれをm撃して報告したというの

と期待していた︒一九四七年の夏中は空飛ぷ円盤に関する多くの嶺

な︿ながめ渡していた︒すると突然︑一個の輝く光体が出現して南

或る金曜日の夕方︑私は一人で広場のブランコに乗って空をくま

が報われたのである︒

論が起こ少始めたが︑その年の八月になってついに私の不断の観測

である︒その説明の内容はわれわれが見た物と一致していた︒
たがその時もわれわれが別孜世界から采た宇宙沿を現金紆見たと
は到抵思えなかった︒実際︑数週間後にサンディエゴから一団の人
ウェルズが経営していた有名なレストヲン︒これは非常に親切夜須

寄りの尾根の上空を東から西へ動いたのである︒また一個−・続い

々が或る日曜日にレストラン︵注＝パロマーガーデンズでアリス・
囲売のよい店として〝ホリデイ″誌に紹介されたことがある︶へ来

これがあれほど長く待ち望んでいた物だとは気づか凌いで︑私は

てまた一個−・

すわって見つめながら不審に思っていた︒だがすぐにその光体群を

て︑流星雨の際中にその人たちも見たというあの大きを辛濱怜につ
いて話してくれたときまでは︑それが宇宙船だということを私は完

てしまった︒これらの光体群は眼に見える光線を伴っていない︒し

ビーコンライー︵航空標識︑その他の標識澄︶だという考えを捨て

のすべてを疑おうと懸命になっていた︒私は時間的要素と人体が耐

かもそれらは私がかつて見たことのあるビーコンとは選った動き方

れている各種のスピードなどにもとづぃて︑惑星間飛行物体存在説
え得る圧力の問題を︵彼らの面前に︶持ち出した︒知られている数

をしていた︒私は沢山のビーコンを見たことがあるのだ︒突然光体

全に否達していた︒地球と他の惑星間の広大豪産離と︑一般に知ら

字頬のすべてから判断して︑惑星間航行はいかなる人間の生渡にお

の一つが中空に停止して進路を逆に変えた︒それで私はつぶやいたり

そこで室内の四人に呼びかけて︑この光景を見に出て来いと言っ

﹁これがいわゆる空飛ぷ円盤だ夜﹂

いても不可能 で あ っ た ︒
私たちがこん夜議論をしているあいだ︑別なテーブルについてい
た六名の陸軍将校が︑持ち出された論点のすべてに熱心把耳を傾け

∵⊥ヰ些⊥
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た︒一同はかぞえ始めた︒全部で百八十四あった︒物体群は一列縦

﹁君がそんな気持なのなら︑見たと言うよ！ この家の者はみんな

た．このことば濾実にわかった︒というのは各桐倣のリーダーが大

﹁全員で百八十四かぞえたよ︒だけどもっといたはずだ︒最初はか

﹁いくつ見たのかね？﹂彼が続ぃて聞く︒

隊で通過していたが︑三十二個ずつの編隊を組んでいるように見え見たんだ﹂と私は答えた︒
空を端から端まで︑またはそれ以上も飛んでから︑次に合図をする

かのように殆ど東方の地平線近くまで引き返すと︑せるで分列行進ぞえなかったから夜﹂
をするように三十二機が一機ずつ通過するからである︒それらは一 彼の諸にょると︑パロマ一山の西側忙あるパケマ谷のデンブシー農

定のコースを進行するように見えたが︑或る一群は西方に消えて行場で一団の人々が野外にすわって仕事の話をしていた時に彼はその中

雲ヽ一方︑機体を傾けてから南方ヘターンして行ったのもあった︒ に加わっていたが︑その全員が空中のあの現象を見たのたという︒彼

それ以来トニー・ベルモントは空飛ぶ円盤の信者に茂ってしまった︒

それらが傾いた時︑中央のボディーすなわちドームの周組にリングらは物体を二百四個かぞえた︒

府の実験機だったのかもしれないと彼は考えていたからである︒

最後の一機が通過した時︑それは中空に数秒間停止して二条の強 しかし円顔が他の惑星から来るということ忙は納得しかねていた︒政

があるように見えた︒
烈な光線を放射した︒一条は南方のサンディ．エゴの方向を向き︑他

途中の二人の科学者が入って来て︑ベルモント君と同じ質問を発した

の一兵はパロマ一山の方を向いていた︒するとその物体は再び進行 彼が憤ってからまもなくして︑パロマ一山偶の大天文台を訪問する

ーラー︵移動住宅喜︶に乗って生活

を知ってぃるかのように︑私の数字は正しくないと言う︒そこでベル

その頃︑土地保護管理局の岩い局員であるトニー・ベルモントと ので︑私たちがかぞえた数を話してやった︒すると相手は正確夜数字

を続けて行って︑見えなくなった︒
いう人が︑こ こ の 地 所 内 で ト

していた︒彼は手首脇間題せたは大気中を飛ぶこのよう夜物休など モソトが聞かせてくれた別を数字を話すと︑その方が正確な数字に近

については恐ろしいほど疑っていた︒そのようを物を信ずるやつは いのだと言った︒その時︑彼らも昨夜発生した光景を観察していたこ
問題を殆ど話し合わ浸かった︒ところが翌朝−土曜日−彼がやって

しなかった︒これに上二て私は奮起し︑二段と不断の観測を続けたが︑

も惑星間飛行体としか考えられ貴いと断言し︑それ以外は洩らそうと

頭を検査してもらうべきだと何度も言っていた︒たから彼とは円盤 とがわかったが︑相手は︑物体群が政府のもので孜い以上︑どうみて
来て︑昨夜空飛ぷ円盤を見たかと尋ねるのだ︒

昨夜円

円盤について私と少し話し合ったことがあった︒この日︑時刻は正午

ランヘ入って来た︒その内の二人は以前に来たことがあって︑空飛ぷ

その後一九四九年の秋に︑四人の男がパロマーガーデンズのレスト

その問題に対する相手の態鮭を知っていたので︑何かたくらんで さほどの成果はなかった︒
いるのかと私は聞き返した︒
﹁ちがう︑ジョージ︒本気だよ︒おれはせじめ恵んだ！
盤を見たかね？ ﹂ と 彼 は 言 う ︒
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・P・マクスフィールド氏とその同僚のL・ブルーム氏がいた︒二

した︒私たちは再び空飛ぷ円盤について語少始めた︒そのなかにJ

頃で︑外は雨が降っていた1土砂降カである︒彼らはランチを注文

私のささやか充個人的観測にょって︑他の惑星群のはるかに進歩した

だと確信するようになったからである︒そしてその理論と結びついた

私たちとそっく少の人間が住んでぃるというのは全く筋の通ったこと

宇宙忙遍消する惑星群にも︑発達の程度忙差はあるかもしれないが︑

J

人ともサンディエゴ付近のポイントロマ海軍電子工学研究所の所員

のである︒

人々をらば︑惑星間航行は確実に可能の領域内にあることがわかった

﹁

一人は将校 服 を 着 て い た ︒

こうして︑空間を飛ぶ不思議を物体の六インチ望遠東による撮影に

である︒他の二人はパサデナにある類似の施設から来た人で︑その
彼らは空間を飛ぶ不思議な物体の写真を入手したいので︑私に協

を彼らの要求に合致するよ員ノに準備した︒そしてその会合後まもなく

そこで私は新しいフィルムないくらか買い込んで︑私の装備すべて

軍部から協力を求められた時︑私は勇躍これに応じたのである︒

を望遠鏡を持っていたからである︒私は山頃の望苛演を動かすよ少

空中を飛ぷ一個の物体のか孜少上出来と思われる二枚の写実を浸るこ

力してくれないかと言う︒山頂の大天文台の望遠鏡よりも私が小さ

覆しの六インチ鏡についてはいうまでもない︒鉄砲でアヒルを狙う

とに成功した︒月を観測していた時に私は初めてそれを見たのである︒

もはるかに手軽に自分の機械を操作することザできた︒特にドーム
ほど容易に狙いをつけることができた︒

正確を日付をおぼえていないが︑メキシコ市の円盤着陸事件につい

てラジオでニュースが放送されていた時てあった︒ちェ．うど私がカリ

ドーム何十五インチ或はあ二チり役に立たなかった︒宇宙船が空中
をか方てク速く動くので︑大体にドームと望遠鏡の両方を動かす余裕

てからブルーム氏は奇妙夜事を言った︒﹁放送局は真相のすべてを伝

を少にして私のそばにすわり︑黙って聞けと言う︒⊥一ユースが終わっ

ーースを出した時︑ブルーム氏がそこへ入って来た︒彼はラジオをと

フォルニア州ペグアリーヒルのK適PC局から流される午後四時のニ

彼らはこれから山頂へ行って大天文台の職員にも同じ脇力を依頼

がなかったか ら で あ る ︒
するのだと言 う ︒
それで私は︑写真を浸って︿れと械まれたあの不思議な物休が最

うとはしなかった︒二人は数分問詰し合ったが︑彼が出て行く直前に

それで︑彼がもっと詳細を知ってぃることがわかったが︑彼は話そ

えていませんね︒もっといろいろな辛があったのです﹂

せた惑星間飛行体の月面上忙おける基地の有無についてもあれこれ

私は白分で洩った例の二枚の写実を渡して︑それをマタスフィールド

も出現しそうな場所として︑どこを選んだらよいかと聞いてみた︒

たのである︒

メキシコの円盤着陸の話はつぷされてしまった︒しかし一九五一年

知した︒

氏へ渡して検査した上で記録用にしてもらってくれと碩んだ︒彼は承

と議論した︒そして最後には観測用の有効目標として月がきめられ
もはや円盤が宇宙船であるという考えは私にとって空想的孜もの
てはなかった︒というのは︑三十年間私は哲学の教師であ丁り学徒で
もあって︑字屠の法則につぃて常にょ少大きな理解を求めていたし

ー監■■■F
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する記事を掲載し続けたが︑研究所は写真がとどいていないと言明

するだけだった︒しかし当時私はこの騒ぎを気にしなかった︒ネガ

一に私はメキシコから来た二人の官吏に会って︑その事件について尋

を持っていたからてぁる︒私はプリントだけを送ったのだ︒だから

ねてみた︒彼らの詣では︑ニュースのとお少に一機の字軍船が着陸

のんぴ少していた︒新聞記者遵は執拗な追求を続けて︑ついには国

加

防省へ照会した︒

一したのだという︒それは全︿真実孜のだが︑その事件が広がってか
らメキシコの民衆はひどく迷信的になり︑この世の終カが近づぃた

三月二十九日にワシソニトンからコープリー社のニュースサービス

を通じて︑空軍は写真については何も知らぬと否定し︑写真を受け

かの手段をとらねばならなくなった︒相手の話にエると︑あれは軌

といって恐怖した︒そこで政府は発生した恐慌を静めるために何ら
道をはずれて落下したアメリカのミサイルだったと政府が声明を出

取ってもいをいし︑その事を聞いてもいないので︑空軍としてはい

説には賛成でき凌いと述べたのである︒更に﹁そのよう夜現象の報

ささか懐疑的であり︑空飛ぷ円盤が惑星間を飛ぷミサイルだという

したというのてある︒それで騒ぎはおさせった︒
一九五〇年三月二十一日にカリフォルニア州ラメサのエプリマンズ

告すべてを空軍は受けつける・・・とぃうのは・・・空軍は依然と

私がブルーム氏に最初の二枚の写真を渡してしばらくしてから︑
・クラブで︑私は空飛ぷ円盤に関する講演を行浸った︒そのとき当
が記者として会場に来ていた︒そして思いがけずも彼は私の講演を

いわれてからlニヵ月後に何とこのような言明をしているのである！

空軍のプロジェクト・ソーサー︵円盤調香計画︶が中止されたと

の報告頚を調査しているからだ﹂と述べ続けた︒

して

翌朝の朝刊第一面の記事として掲載した︒講演に先立って彼と私は

しかし四月四日にサンディエゴのトリビューン・サン紙は次のよ

〝空中現象″

時の日刊紙サンディエゴ・ジャーナルのサンフォード・ジ†−レル

円無間題について討論したり多くの質問を発していたのである︒だ

﹁アマチュア天文家のジョージ■アダムスキーが︑宇宙船の姿が

うな記事を掲載した︒

その後も何も公表され宏かった︒しかしジ†−ナル紙が私の講演内

写っているかどうかについて意見を求めるために海軍電子工学研究

が電子工学研究所では私の二枚の写真について何も言わなかったし︑
容を掲載したあとの二十二日に︑サンディエゴのユ：オン紙とトリ

所へ送った﹂枚の写真が見つかった︒研究所の意見は

当然相手は私を窮地におとしいれたので︑写真中の物体の調査を

この後もいうせでもなく私は観測と撮影に本気で戦力組んだが︑

あるーそれとも宇宙船なのか？﹂このあと長い記事が続いていた︒

rノウー﹂ で

ビューン砥が私が撮影した物について尋ねてきた︒
依頼するために写真を研究所へ送ったことを白状しをければならな

を求めてこなかった︒しかし最近のものまで含めて私の円墳写真の

もう研究所へは写真を送らなかった︒そして軒究所もこれ以上写真

新聞社は海軍の研究所から情報を得ようと躍起になったが︑研究

殆どすべてが空軍の手に入っている︒というのは空軍は市民に対し

かった︒
所の職員はそのような写真を受け取ったことは孜いと頑強に否定し

議ダ

て目撃体験を報告するようにと要請してきたからである︒こうして

︻

た︒約l週間︑各新聞社は私が研究所へ送ったと主張する写真に関

﹂1

霊瀾甥

⑳
私は米国中の人と同じょうに空軍に協力しているのだが︑空軍は何

●

でくれ孜いことにはフィルムにとらえることはおぼつかないからだ︒

近くヘヤって来て着陸でもしてくれればよいがと︑果しない望みを

を探し求めて空を観察し︑いつの日か︑何かの理由て彼らの一機が

霧にもめげず︑私はできるだけの時間をとって塵外忙出ては宇宙槻

とにかくそれ以来︑冬でも夏でも︑昼夜を問わず︑寒暑や風雨︑

忍耐強く観測している時に無数の奇妙夜閃光を見たことはあるが︑

である︒はっきゃした形を示す写真は一枚も頻れ浸かった︒ただし

影できたのは︑わずか忙遠い空中に浮かんでいる白点︵複数︶だけ

人にとってはいささか疑惑のタネと左った︒この全期間中に私が撮

対する報いは殆ど夜かったし︑このよう夜物体を信じェうとしない

一九五〇年の一年間と一九五一年の春までは︑絶え間浸い観測に

いだいていた．宇宙船内のパイログ・卜が外へ降少立って私と会って

地球からはるかな遠距離にあるように思われた︒私の眼は物体にな

の回答もくれ た い ︒

くれれば︑言語は異浸るかもしれ凌いが︑互いに理解し合う方法が

れてきて︑日中に見た時でもそれを認めるようになった︒この期間

のの︑何かが空中を動いていることを私に納得させるのに充分であ

失敗だった︒一方︑これらの失敗作は︑捨ててし・写ったとはいうも

しかしこれらの写真の殆どは︑か溶こクといえる四︑五枚を除いて

時夜どに洩れたのである︒

いることがわかった時や︑しばしば発生したのだが︑月面上にいる

中︑二百枚以上の閃光の写真を撮ったが︑特にそれが月に凄近して

あるだろうという気がしていたし︑あの宇宙機に乗ればさぞかし興
味深いことだろうとも思っていた︒彼らが私をどこへつれて行こう
が︑地球へ送力返してくれようがくれまいが︑そんなことはさほど
問題ではない︒と匿かく彼ら自身や彼らの生き方について多くを知
ることに大変夜関心を持つようになっていたのてある︒
この数年聞手窟船を探して休み浸しに観測を続けた結果︑いつも
空を見上げる習慣が身忙ついてしまった︒夜ぜ売ら別世界から来る
多くの友人たちも同じ習慣を身につけていた︒そしてときには一

れてはい浸いことを私は知っている︒このことだけでも観測に対す

てい発いこと−少なくとも私が目聾したほどの多数の物体が開発さ

しかもそれほどの遠距離へ行けるほどの物はまだ地球で開発され

ったー知的に操作されてお力︑しかも自然界の創造物ではないのだ︒

人で︑ときにはグループで円盤を見ている︒円盤は窄中にいるので

る私の不屈の精神をうながすのに充分であったし︑彼らが凄近して

宇宙船が見えるのは︑まさにその大空であるからだ︒

あって︑塵外に出るたびに空を見上げるような人は目撃できるので

勾配古土疋り過ぎる貨物列車かまたは市街の鉄路を簾近する路面竃車

中︑星々はあたたかいきらめきを放ち︑風は山頂にとどろいて︑急

夜どとに私は天空を凝視しながら戸外にたたずんだ︒長い冬の夜

に失わないことにしたのである︒

来た時にこそすばらしい写真が浸れるにちがいないという望みを常

あるーいつも目撃できるとは限らをいが︑早かれ遅かれ観測者は報
われるだろう︒当然︑地方の広々とした地帯が空中観測に最適の視
界を埴供するけれども︑円館は大都市の上空や︑米国ばか少でなく
しかしこの物体の写真損彩は容易な仕事では凌い︒いかに優秀な

一他の国々ても見 ら れ て い る ︒
25

一カメラと最高感度のフィルムを持とうとも︑かんじんの円盤が飛ん

ン∴一▲し

＼

26

れて︑寒風が私のからだを包んで骨までしみ通るように思われた︒

しれをいが︑地上を飛ぷ際に雲の下に降下した︒たぷん彼らは雲の

る必要があるのではをいかと思ったゎした︒また時には︑偶然かも

球を観察できるけれども︑霧の多い日や嵐の日などは地上に凄近す

湯気のたつ熱いコーヒーをいくら飲んでも凍てついたからだは温ま

密度を調音したヵ︑当時の大気の圧力やその他の気象状況を分析し

の譲音のェうに鳴力渡った︒近くの樹木が風のためにゆれ動くにつ

らない︒或る時はひどい風邪をひいて︑治るまでに数週間かかった

ていたのかもしれ夜い︒たが私にはよくわからをい︒
この期間中に私は五百枚ばか少の写真を浸ったが︑わずかにその

から出たし︑実験機を多国の領空に飛ばせた国はなかった︒多くの

しかもこの不思議な飛行体の目撃報告は地球上の殆どあらゆる固

盤の数と出現頻捜は米軍部の実験の範媚を超えるものがあった︒

ことを証明するものとして保存に価するにすぎなかった︒一方︑円

をかの一ダースばかりが︑これらの宇宙磯が地球の飛行機とは違う

が︑くじけることは浸かった︒円盤こそは好敵手であゎ︑私はやめ
しかし風が温かくて夏の空が頭上にきらめくようなすてきな夜も

ることはできな か っ た ︒

あった︒こずえを渡るそよ風はさせざまのメロディーをささやいて︑
まどろみに返る︒春と夏の夜にはたぴたびフタロウが鳴いて夜のし

理由からみてそれは公然たる事実である︒

枝で眠っている小鳥が時たま目覚めてはひとときさえずって︑再び
じまを破ると︑あちこちで別なフクロケが答えるのだった︒コヨー

私は一才の暗からずっと米国に住んでいるが︑今でも言葉になせ

た︒そこでその事について話してみたい︒

能性があると信ずる少数の人が常にいたし︑また多くの嘲笑者もい

題を話してきた︒すると︑このよう夜現象は筋道の通ったことで可

在を確信するエうになって以来︑私は関心のある人すべてにこの間

地球の大気圏内外を飛んで地上の動きを観察している宇宙機の実

らノ0

とすれば︑国家の防旛という点から軍は私の撮影を中止させただろ

基地へ送ったのである︒もし私が米国の秘密飛行機を撮影していた

きるはずもなかった︒しかも私は一組の写真をライトパタソン空軍

分の写実の版権を取ることが許されるはずはないし︑公然と郵送で

一方︑もしこれらが軍部の開発になる秘密実験機女らば︑私は自

テ︵山犬︶も特に満月の夜夜どには鋭いほえ声を放つ︒すると殆ど
同時に夜気は山犬たちの応答て満たされるが︑コヨーテの鳴き声が
そうだ・・・神秘の円盤を求め凌がら観測を続けるにつれて体験

やむせでは山犬たちも静まら浸い︒

した不快夜夜の報いとして︑魅惑的な夜もあったのだ︒
一九五一年の夏と秋︑それに一九五二年には︑撮影に成功した写
真の数に多大の満足をおぼえていた︒円盤は地球に接近しているら
しく︑その数も増大しているエうに思われた︒その結果︑私はかな
りはっ洩亡hリした輪郭を示すすぐれた写真を沢山埴った︒しかし細部

はせだよくわか ら な い ︒
昼夜をわかたず不断の観測を続けるにつれて︑晴れた日よ力も曇
てきた︒そして円盤の乗員は快晴孜らば遠距離から思いのませに地

天のほうがクロースアップ写真を頼るのに好適であることがわかっ
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するように浸ったからだ︒しかも以前にもまして人々は大空を見上

つつあった︒それによって人々は宇宙機について語ったり考えたり

︑J

カがある︒大学は出ていない．また︑パロマーガーデンズではやら

げるように売った︒それで私は講演を続けたのである︒

︑．−

ねばならぬ多くの手仕事があるので︑それをやっている︒人々のな

のゆえに私は非難されたのである︒

円盤のようをものを殆ど考えたことの孜い一般人にとって︑一人

の〝商品化〟

に助けてもらわねば浸らなぃ最初の機会であった︒ところが︑写真

するのに要した相当な出費を埋め合わせるために︑少をくとも円盤

けの値段をつけた︒これは円盤を撮影し舟∵クその実在を証明したり

人々は私が横った写真のプリントを望んだので︑それにかたちだ

受け取っている︒

たその記事で私のことを初めて知った人々から︑私は今でも手紙を

ったかもしれない多くの人々の眼把ふれた︒一九五一年七月に載っ

記事は︑もし掲載されなかったら円盤に興味を持つように充らなか

フエイト誌に出た記事把よって私は経済的に助かった︒またその

かにはそのようを経歴と科学的な雰頗気とを結びつけることのでき
ない人がいるし︑実際的な仕事が科学的哲学的探求の着実な基礎そ
のものにはをらないと考える人もいる︒そこでそのような人々は私
を疑おうとするのだが︑私は絶対にくじけることは浸かった︒
一九四九年に私はサービス・クラブ︵軍隊の顧安所︶やその他の
団体等の前で講演を依頼され始めた︒私はこうした招待を承諾した︒
彼らは他の世界から来る訪問者に関してより多くの人々に話す機会
を提供してくれたからである︒それ以来私はずっとこの講演を続け
ている︒
講演旅行によって私は旅費の問題に直面するようになった︒しか
がわかったし︑講演料を支払ってくれ桑いのが普通だった︒数名の

の男が出かけて行って別を世界から来た字音給を碩影できるという

し殆どのサービス︐クラブは講演料基金を持ってい夜いとぃうこと
人が五ドルか十ドルくれたし︑一人︑二人が二十五ドルをくれたこ

ことが信じがたぃことは私にわかっている︒

しかし私が損ったネガは信頼できる人たちの検査用にいつも貸し

わけがない！﹂

﹁あいつは人々をだせしているにちがい食い！ そんな事がある

とがあったが︑この程鑑の謝礼て私の講演旅行の費用がカバーでき
た年はせたな い ︒
しかし私は続けた︒次第に数をましをがら地球の大気圏内を飛ん
でいるあの字音船について人々に話してやらねば稔ら凌いと思った
すぐれた写真を撮り始めるにつれて私はそれらを引き伸ばしても

7州のパロマーガーデンズから四十マイルばかクのカールスバッド

の真実性を立証した︒仕上げをやってくれる写真塵はカリフォルニ

出したし︑しばしば倹奄されてきた︒検査の結果は例外なしに写真

らい︑講演の資料として使用した︒それらは眼で確認することがで

に住むつ・J▼・ゴノヅL﹁ワイラー氏である︒氏はいつでも質問に応じ

からである︒

の生きた証拠 と な っ た ︒

きたし︑地球の飛行機とは別な飛行体が実在するのだという私の説

それでもあらゆる種類の悪口が私に返ってきた︒科学者その他の

てくれる︒

人々の半分も私の話を信じをかったが︑講演はその目的を果たし

＼
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に信じさせようとするのは出過ぎたことらしい．一種額以上の写真

人々からてある︒どうやら私の写実が真実なものであることを人々

真の殆どは飛行中か︑またはいわば偶然に盛られたものである︒

が他にいるかどうかは疑わしいという人がいる︒しかし他の円盤写

︵撮影︶把僚して私と同じほどの多くの時間︑労力︑金を資した人

る︒沢山の峰々が東方や南方にそびえ︑山々や谷を越えた南西の彼

に位置するけれども︑あらゆる方向をはっき少ながめることができ

パロマーガーデンズはこの美しい山の海抜三千フィートの南側斜面

パロマ一山は円盤着陸用としてはたしかにすばらしい場所てある︒

の後景についた複製のキズがよく指摘されて︑重ね焼きをしたとぃ

でっちあげるとすれば

うことになったらしい︒結局私はこれらの写真を〝てっちあげた″
一体︑私がそん孜ことをするだろうか？

とぃうことに 夜 っ た ︒

何かの理由がを け れ ば な ら を い の だ ！

ともかくこれによってわれわれのレストランの仕事はふえて︑多

鏡や双眼鏡の助けをかゎで浸くても海がくっきカと視界に入ってくる︒

方には太平洋が大きく長閑し︑沿岸地帯に茅やモヤが夜い時は望遠

としたことならば︑いっそ正当なレストヲン宣伝と促進活動に時間

である︒しかしこれには或る確実な理由があるのだ︒この事実を調

私が過去二年間に宇宙魔の殆どを見たのは︑この山々や沿岸の上空

数の関心ある客を引き寄せることになった︒この商売の繁盛を目的
と金のすべてをつぎ込む方がはるかに費明なやゎ方だという悪口が

もしこれらの手首機が自然の磁気力に乗って飛んでいるとすれば

査したい人は自分でやってみるとよh︒

この悪口は古い考え方から抜けきれない人々が持ち出す懐疑論の

流れたが︑私の所へ来る客はそんな事を論じたゎし夜かった︒

−︐私はそのように信ずるものだが1︑そしてもし地球の〝渦巻き″

共にして︑毎週定期的に多くの時間を観測に資している人たちがい

ガーデンズには他にも字音からの訪問者に興味を持ち︑私と行動を

も多くの字音機を見たとしても不思議では凌い︒だがこのパロマー

この事実と私の間断なき観測とを考えてみると︑私が他の人よ少

せん中にくることがわかる︒

所を線でつないでみると︑パロマ一山の南側の山々が殆どこの線の

ォルニア沿岸ぞいのサンタモニカ湾にも別な渦動がある︒この二個

カリフォルニア州カレクシコには強烈夜自然渦動があるし︑カリフ

が空港間に一定の碗路を持っているのと同棲である︒というのは︑

地帯は円盤の進路にあたるのである︒これはち上うど地球の飛行機

が円盤にとって自然の再充電になるとするならば︑私が住んでいる

一例である︒円舞の目撃は世界中から報告されてぃるし︑私以外の
他の人が撮影した円盤写真もしばしば新聞忙掲載されているのに︑
この有様をの だ ︒
七百回以上に及ぷ撮影の試みのなかからすぐれた写真は十八枚し
か頒れなかったと私がをにげをしに話したら︑﹁アダムスキーは七
百枚以上も円盤写真を撮ったと称している︒他人ならば一枚洩れれ
ばいいところなのに︑なぜアダムスキーはそん充に多くの写真が撮

しかし私が空前かつ想像を絶するよう売物事を扱っているという

れるのか？﹂という噂が広まった︒これは曲解の例である︒

事実を考えるならば︑このよう充誤解が起こるのも無理からぬこと
円東を撮影したのは私一人どころでは夜いのに︑このよう宏武み

である︒これは一般に先駆者にとって当然の運命なのだ︒

l
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もし私が金のためにこんを事をやっていたとするならば︑新聞の
第 呵に私のことが掲載された時に大変恵もうけをやったことだろ
う︒をぜなら私は円盤問題を論じることにエって知れ渡った最初の
人々の一人であるからだ︒しかし私はそのよう夜深遠夜間題を金の
ためにょどしたくは充かったし︑これほどの空前の出来事をなぶ力
ものにしたくも浸かった︒これが円盤をバカにしている或る人々に
ょって私が攻撃目標にされてきた理由と考えられるのである︒
更につけ加えると1︑円盤問題全体にかかっている疑惑について
言えば︑この現象の研究者すべては塩鮭に混乱が存在することを知
っているし︑この混乱の多くが大衆の好奇心を減じさせるためにわ
ぎと起こされていることも知ってぃるのだ︒
国家の防衛には多くの面があ少︑しかも当局自休が宇宙と反重力
の方向に促進活動を行なっているのである︒また彼らは敵がいるこ
とも知っている︒︵注＝ソ連を意味する︶しかるにこの新しい形式
のパワーヤ推進力の一般的分野に敵がどれくらい食い込んでいるか
がわかっていないのた︒また彼らは第二次大戦が終わった時に︑知
識を持つドイツ人科学者のすべてが米国へ来たわけではないことも

⑳

洞察力を利用する㌣ゐhソ他忙仕方がない︒そのよう宏人は目撃体験竜

以上の事柄を考えてみると︑私を疑おうとする人々に味方をする
ほうが容易であったのだ︒円盤研究家のすべては空軍のほう大な資
料が公開される時を期待している︒それまではアマチュ7は自分の

どを発表する人の動機や正直さが含まれていると自分で信ずる物事
に調和して判断をしをければならない︒

私が詳細を述べるのに徹底的に率直であろうとしたのは以上の理
由によるのである︒私には隠す事は何も浸いし︑喰険な動機もなわ︒
私は自分の体験の実際的夜面に関して尋ねられるかもしれない質問

われわれの考え方に別な次元を加えるような問題にょって︑広大

のすペてを網羅するように努めてきた︒

な新しい科学的哲学的夜考え方が頭をもたげることは容易に察する
ことができる︒これらの考え方のなかには驚くべきものがあカ︑当
然古い基礎をゆさぷるたろう︒私は故暫に現実の事実に闇執してい
るので︑目下はそのようを新しい考え方を持ち出すことはしない︒
しかしこうした考え方に関する私自身の説は持っている︒そうだ︑
私自身の深遠な︑充分に吟味された確信があるのだが︑これは将来

来たのである︒

︵第一章終少︒以下次号︶

よく知っている︒これに加うるに︑大気圏外から来る物休の神秘を
別夜書物で述べることにしよう︒
だれも解明していないということになれば︑ライトパタソン空軍基
ー九五一年から一九五二年にかけて私はパロマ一山からほど遠か
地†国防省は考慮すべき事態にあることがわかるだろう︒特に〝火
らぬ各地の砂漠地帯に円盤が着陸したらしいという報告を受け取少
始めた︒私はこれまでに如何なる団体にも属さないでただ一人でヤ
星人襲来″の大失敗作を書いたオーソン・ウェルズ︵注＝むかしの
米国の作家︒この件晶のヲジオ放誇よ且暴天の塞件轟いした一般人のあぃだ
っに
てきた︒それで︑個人的なコンタク†︵宇宙人との会見︶を望み
琴が起こったことがある︶が一般人の心を即座に大きく動かしたことを
ながら︑そして宇宙人がどのような人間であるのか︑地球へ来る彼
らの目的が何であるのか等を知力たいと思い充がら︑これはと思う
地点へ多くの旅をした︒しかしまだ成功していない︒
だが〝成功の秘訣は目的を変えないことである″という諺がある︒
そしてそのとおり私の長い観測が報われることになった日がついに
思い起こせば な 封 さ ら で あ る ︒
以上の他に︑普通はひそかに論じられているのだが︑別を観点が
ある︒それはもしこの世界が円盤のパワー濾を発見したとすれば︑
この文明の運営の基にをっている経済機構全体に何が起こるかとい
う問題である︒地球人が現在右の知識を獲得しっつあるという明白
李託剋がすでに存在すると主張する人もいる︒またなかには︑そう
なる以前に必死になって戦う業者がいると言う人もある︒

！ ㍊
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昭和45年度目本G A P総会、開催

壌 況 真 に 終 了！

去る十一月八日︑豊島輯興会頗にぉいて昭和四十五年
度日本GAP総会が開催された︒この日は朝から菊慮る
ころを思わせる秋晴れの良ぃ天気であり︑日本8Apの
将来を暗示してぃるかの横でもあった︒この日の参会者
は八十数名︑遠くは中国︑四国︑関西地方からの列席者
もあク︑会は夜どやかなうちにも真剣さを帯びて午前十
時韮沢潤一郎司会のもとに始まった︒
まず久保田代表が﹁H二甘0と字富留学﹂と越して講演︒
戦後始めてアダムスキーの著書にふれたことから始まヵ︑
小学校時代の円盤目撃︑ア氏存命中に見も知らめ代表に
あたかもわが子同様に資料等を送り廠けてくれたことな
ど︑代表御自身の体験談をまじえての講演は蘭く者に多
大の感銘を与えた︒そして封話の最後に﹁今後もやゎ続
ける﹂という宣言は岩をも砕き万難をも排す力強さが感
じられた︒
続いて斎藤雄久氏が﹁円空撮影の体験﹂と越し︑富士
山上空の円轢をカラー8ミリに嶺影するに到ったいきさ
つについて講演︒斎慮氏の円盤目撃件数は五十数回に及
び︑つい先日も池袋福武デパート塁上で円盤を白黒16ミ
リに嶺影するという幸運にも恵まれた︒斎藤氏が円般皿を
写真に嶺彰したヵ目聾したカサる侍はその前に胸さわぎ
等なんらかの衝動が起こるそうである︒しかしブラザー
ズは公平であり︑たれでも忍耐強く観測を続ける食らば︑
必ず円費を冒逢することができるとぃうことを強調され
た︒この日も総会に来る途中魔車の窓から︑澄みきった
秋空に銀白色に輝き孜がら滞空する母船を見たという︒
手首とのつながヵを身近に感じさせられる思いがした︒
久保田代表︑斎藤鯉久氏の毒晴しい講演にょって午前
の部は終了︒尽東の休憩となった︒
今回の総会の特徴は視聴覚資料に竜点をおいてぃるこ

けの言葉のようであった︒

とであ リ︑GAP製作のスヲイド ﹁m二ざ0とGAP﹂ にょって午後
の部は始違った︒これはアダムスキーをはじめ世界円轄研究界の姿︑
及び円本GAPの歩みまで網羅した素嬉しいもので季ク︑美しい音
楽に乗って流れる代表御自身の解説は︑さながら天上からの呼びか

おぃて撮影の用ミリ円懇フィルムも上境された︒

会はせすます熱気を帯びてきて︑スライドに続ぃてアメリカ文化
センター遵供のカラー摘ミリ映画﹁アポロ〃︑毘号﹂が上映された︒
そして今回の最大の呼び物︑本邦唯一の記録映画であ少世界的にも
貴重な富士山上空円蟹実写映画が中映されるに到って琴曲気は絶頂
に達した︒美しい銀白色の円盤が西日のあたる半透明の雲を出た少
入ったクするのは全く壮観である︒同じく斎藤氏の西武デパートに

そのあと記念櫨影が行なわれ︑久梶田代表︑膚家新一氏を交えて
の座談会となる︒菓子をつまみながら岩茶で喉をうる少して︑なこ
ヤか売うちにも熱気を帯びて︑聖書と手首哲学︑円碧の推進方法等
さかんに質問がとぶ︒特に礎心理研究家として有名な橋本壌工博が
熱心に質問を出されたのが印象的であった︒そのうち定刻の四時三
十分がきて︑代表から閉会の辞が述べられ︑名機りふし／＼も盛況裏
に詔和四十五年度日東dAp総会は幕を額じた︒遍路はるばる御出
席くださいました日東ÅAP大収支部長の市川宏氏をはじめ︑総会
に副葬如くだういヰした着々康に厚く御礼を申し上げます︒

︵中山正史記︶

∧写真∨ 左貢小判は左上から受付風景︒久保田代表の講演︒
斎藤雄久氏講演︒右上から︑つめかけた参会者︒討論会︵中央は
清濠新一氏︶︒膚本俸工博の公開質問︵左方に立っている人︶︒
上段の記念写真は前列向かって左より五人目︑韮沢司会者︑七人
目安着生場寺庄者︑以下右把︑市川大坂支部代表︑久保田代表︑
斎藤雄久氏︒清家新一氏の順︒

l
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出た！

G・アダムスキー著

久保田八郎訳
Bd・107頁
￥550 干45

たせ出版発行

待望久しき改訂版がついに出た！アダムスキー哲学の中心を表す
一大金字塔 精神科学研究家の必携の書 訳文は徹底的に改訂 本格的オフセット印
刷 ぜひ座右正そなえられたい 日本GAPては取扱わないので御注文は必ず出版元へ

た

一隅月刊誌−

ま
￥155（送料共）年間￥720

東京都新宿区納戸町55

21世紀文明のあゎ方を目指して物心両面から人間の生き方を

たま笥韻

追求し、宇宙意識への旗印を掲げて進むパイオニアー誌．特

掘替東京 94804

に第15号ユタ久保田八郎の′手首意識開発講座′が連載され

好評を博している．

G・アダムスキー2大名著刊行中！

日本GAP機関誌

（1）テレバレー

ニューズレター旧号

（2）生命の科学

GAP本部へ1送料は本部負軋

下記各号在庫あカ．ご注文は日本
送金は切手代用にて0Ⅹ．促し高
額切手は不可．

いずれもアダムスキーが異星のブラザーズから

￥

2

∩︺ ︹U O O O
〇5 5 ∩︺ nU

2

￥￥

4

無料贈呈！

GAPの宮内温
夫君画集が若干
ある．希望者は

切手55円を添
えて申込まれよ．

3

文久書林 横替東京2521

2

7

東京都文京区白山1−29−12 日本税経ビル

1

3．4

（1）￥290〒55 （2）￥420〒75

l1

仁U

3

を説き、（2）では幸福宏生活の実現法を説く．
注文は必ず直接出版元へ．

￥￥

3

5

号号号号号

伝えられた人間の宇宙的生き方を詳説した現代
の聖書．（1）では人間の超感知力開発の方法

午後一時−五時︒

日本GAPは昭和四十五年
十二月鮭よカ月例研究会の会
場を従来の豊島娠輿会館から
その右隣カにある豊島区民セ
ンターに変更した︒新会場は
近代的な建物で最新式設備を
持つ快適売場所︒冷暖房完備︒
ふるって参加されたい︒

◎当日会費一五〇円
時 毎月第一日曜日

◎日

注意−・促し四六年一月の

エー有よ・クは宇

国蓮駅下頁三

宙哲学1．を使用︒

みは第二日曜の十
日に行なうから了

順
頓アパートの横から
奥へ行けばよわ

解されたい︒当日
は会終了後︑別な
場所で非公式に新
年宴会を行宏う︒
会費・会場未定︒
◎テキスト 一月のみは﹁
死と空間を超え

◎道

東京月例研究会会場変更

◎年末も押し迫ってあわ虻だしいこの頃︑独力静かに座して
手首を想うというのはノンキそうに見えをがら実は最重要な
て泰然自若たるには字音的意識を持続することが絶対的条件
であることを夏めて痛感する次第です︒

一心的態度であろうと思われます︒騒然たる世情のなかにあっ
記
後 ◎フレッド・ステックリングの﹁をぜ彼らは来るのか﹂も回
を重ねること三回︒次号からはいよいよ﹁字音人との対話﹂
の章に入力︑著者のコンタクト実話が展開します︒
◎本号上ニッアダムスキーの﹁空飛ぷ円盤実見記﹂新訳を連載

集
編 サることにしました︒高文社刊﹁空飛ぷ円盤実見記﹂と比較
一 して読まれればかな少の相違があることに気づかれるでし上
う︒しかt訳者の高橋豊氏には限りエはh敬意を表しますじ
今回の新訳にあた少︑再度原文を精読してその内窄の真実性と重大
さを更めて認識した次第です︒全篇に原著者の誠意が溢れてぃます︒
次号には第二章﹁記念すべき十一月二十日﹂を掲載︒例の砂漠に封
ける有名な金星人との最初のコンタクト事件を正確を訳文によって
お伝えします︒ ど 期 待 下 さ い ︒

プライターOM

n＝ろ＝貞5型新品を購入しました︒新鋭機のため従来

熟慮の結果︑リボン打ち装置付二〇段ピッチの最新式日経和文タイ

本格的な機関誌にしたいと考えておhγです︒ただし従来よ力も印刷

の古い機械に比して疲労度が低いはずですから︑次号からはこれを
桶看みずから駆使してオフセットの版下を製作し︑写真オフ印刷の

糧をお触h申し上げます︒回想すれば最初のタイプノフィグーは七︑

コストが少々高弓にな力ますので会費制納入を確実にお顔い致した
く寄付金は喜んで有難くお受け致しますから︑よろしく御支援の

久
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八年前に福島市の佐藤テル様よ少御寄贈をいただいて長く愛用しま
したが︑東京移転の輸送に際してダメに念力︑困っていたところを
西浅草の日経事務機社長金森氏から同型の機械の御寄贈を受けて救
われ急場をしのぐことができましたものの︑この機械も少々駄々を
こねるように覆って再び困っていたところへ思いがけず堀川康よカ
三台目を頂戴して大助かゎしたという次第です︒今度のはプロ用坂
下専用機ですから当分これで大丈夫でしょう︒まことに人間の親切
さほど尊く美しいものはをいということを痛感するとともに︑その
ようを思想を伝えることにょって人間の心に確実に影響を与えてい
るアダムスキーの偉大さを再認識する次第です︒
◎例にょって年賀状は一切出しません︒良き年をお迎えになカせす
ようお祈少数します︒︵久︶

昭和45年12月15日発行

◎﹁アダムスキーを原書で読もう﹂運動を糧唱します︒英語という
のは日本人にとって最も困嬢塵外国語の一つですが︑明治以来日本
の学生は英語学習というきずなから逃れられない運命にあゎ︑塗炭
の苦しみをなめています︒しかしm二FOに関心のある学生会員諸君
にはアダムスキーの原書が絶好の教材にな力ますから︑これでもっ
て英語に親暫感を持つことをおすすめします︒さしあたって﹁実見
記﹂を入手するとよいでしょう︒入手法は綱者宛と照会下さい︵返
信用切手15円を 添 付 の こ と ︶

◎来年妓は英文版機関誌の本格的なものを刊行する企画もあ㌫ソます︒
これは主として海外向けの情報誌ですが︑国内の希望者にも頒布の
予定で︑詳細は 追 っ て 発 表 し ま す ︒
◎∧重要なる告知∨東京︑西浅草の会員堀川とき様よ少十万円の御
寄付にあずかhてでした︒厚く御礼を申し上げセナ︒この寄金によ少

禁無断転載（不定期刊）

