
３ 宇宙的生命観 
 

地球では、星間文明の存在や各国政府による宇宙開発の真相が

未だ一般には公開されていない。地球文明の支配者や富裕層、

軍産複合体の利権等にとって、一般人に知られては困る何かが

あるからである。スティ-ブン・グリア博士は、その隠蔽の実態

を調査し、宇宙開発の真相やＵＦＯテクノロジーに関する政府

関係部門・軍・NASA・宇宙飛行士･科学者等の証言や証拠を収集

して、それらの真相・情報公開に向けて、ディスクロージャー・

プロジェクトを進められている。その中には多様な宇宙知的生

命体の存在や活動、地球文明をより豊かにする或いは破滅へと

も導きかねない宇宙工学・科学技術が含まれている。来たる宇

宙交流時代に向けて、宇宙的生命観を高め、科学技術の平和的

利用を訴え、よりよい地球文明の創造に参画していくことが求

められている。 

 

 

(一つ宇宙、一つ人々)    

 

人類が歴史を通じ直面してきた最大課題の一つは 

多種多様な人々の間に、融和と平和を確立することである。 

性別，人種，民族的出身，国籍，宗教… 

表面的，外見的，文化的な差別が 

長い間人類を分断し多くの戦争や 

社会的混乱の原因になってきた。 

 

人間が世界的規模で真剣に融和点を模索し、 

人類を分け隔てている障壁を克服し始めたのは、 

この百年程のこと、この進化過程の中心をなすものは、 

多様性を受け入れ称えながら、同時にすべての人間が 

共有する基本的な一体性を見るということ。 

この融和の原動力-一体性の視点で見ること- は、 



世界の恒久平和と繁栄の最も重要な礎であり、 

次の千年の行動原理となるものである。 

 

しかし、人間であるとはどういう意味なのか？ 

純粋に生物学的定義を離れて、本質的に人間であるとは？ 

我々の最も深い融和点は、人種、文化、性別、職業、 

人生での役割、知的水準、感情的気質をも超越する。 

これらの属性の全ては人々の間で大きく異なるからである。 

 

むしろ人間の一体性の基盤は意識そのもの 

すなわち意識を持ち、自己を認識し、 

知性を持つ知覚者となり得る能力である。 

他の全ての人間性は、 

あらゆる属性の根源であるこの意識より生じる意識は 

普遍的であるとともに基本的に純粋なキャンバスであり、 

その上に目もくらむばかりの多様な人生が現れる 

 

即ち、一体性の視点で見るということである。 

この一体性の視点は我々人間のみならず、 

地球外の人々にも同じように向けられなければならない。 

 

地球外知性体（Extraterrestrial Intelligence; ＥＴＩ）は 

その起源の惑星、恒星系、銀河系が何であろうと 

またどれほど様々に異なろうとも、 

本質的に知性を持ち、意識を持ち、知覚する存在である。 

 

この基礎の上に今我々が「一つ地球の子供として一つ人々」 

一つ宇宙に生きる一つ人々―について、語ることができる。 

 

他惑星から今地球を訪れている存在者たちは、 

表面的にも深い意味においても、 

人間とは異なるにもかかわらず、 



意識的知性を持つ存在である。 

意識は人間にとっても地球外存在者にとっても 

基礎であるがゆえに、 

宇宙の多様な人々をつなぐ融和と意思疎通の基盤となる。 

 

一体性の視点は、 

人々の間の多様性を排除も拒否することもせず、 

この多様性を意識に根ざした 

普遍性のパラダイムへと関係づける 

ただ一通りに創造した一つの神（one God）があるように、 

それが地球上であれ、どこか他の場所であれ、 

全ての意識的存在者の起源となった一「神」がある 

 

偉大な宇宙の知性（geat Universal Intelligence）は 

すべての意識的存在者を介して 

この意識の光線を送り出している。 

その繊細で遍在する働きにより、 

我々は神と一つになり、互い同士が一つになる。 

 

一つ人々が生きる一つ宇宙がそこにある… 

我々は彼らなのである。   

成功するためには、 

我々の努力の精神が、科学的開放性、 

真理への探求心、他者の幸福を願う心、 

無私の心、悪意なき心、無欲の心を伴っている必要がある。 

 

人間社会が世界平和と協調のために 

必要な移行を成し遂げるにつれて、 

ＥＴＩの開放性と互恵的な意思交換が 

同時に増大するのを見るだろう。 

ＣＥ-５構想(第 5種接近遭遇／積極的コンタクト)の成功は、 

人類の平和と統一に直接依存している。 



（地球外生命体と新しい宇宙観） 

 

宇宙は知的生命に満ち溢れている。   

それどころか、宇宙そのものが知性を持ち、 

生きているのである。   

目に見えるものと見えないもの、 

理解できるものと超越的なもの、 

物理的なものと精神世界に属するもの、 

そのすべてが宇宙の一部であり、 

生き、覚醒し、知性を持っている。 

宇宙には多様な無数の生命が存在するが、 

本質的にただ一つのものである 

それは部分を超越して一体化した、 

驚嘆すべき意識的な統一体（Oneness）である。   

 

意識という一つのレベルからみれば、 

内も外も、此れも其れも、肉体も精神もない。 

あらゆる存在物の本質は、純粋で 

分化されていない永遠の宇宙の心（Mind）である。   

それでも、認識の相対性ゆえに、我々はそこに 

内と外、心と肉体、善と悪、統一と分離を見る。 

統一体という観点から一心に宇宙を眺めるならば、 

宇宙は我々に神秘の一部を差し出すかもしれない。 

   

宇宙観の混乱。 

２０世紀の人類が、進歩した地球外生命体の存在に 

直面することにより生じている状況がある。 

恒星間旅行文明の工学技術および文化の様相は、 

人類の大部分にとり魔法の様に見えることだろう。 

これら文明と彼らの工学技術を理解し始めるため、 

そして最も重要なことだが、 

現実世界の性質を彼らから学ぶために、 



我々には科学と宇宙観における 

大いなる謙虚さと忍耐が必要になる。   

 

さらにまた、進歩した地球外の人々の 

現れ方を理解するために、 

物理的宇宙（physical universe）と共存する 

非線形的（non-linear）宇宙、 

非局在的（non-local）宇宙、 

超越的（transcendental）宇宙の 

概念が考慮されなければならない。 

 

そして科学と工学技術により、 

一体化した心と物理的装置との間に 

交信が行なわれる領域が発見されたならば、 

何が起きるか？ 

別々の領域と考えられていた科学と精神世界、 

心と物質、肉体と精神を、密接に関係させることになる。   

 

さらに混乱させるのが、 

非物理的な知性体の存在である。 

物理的肉体は持たずとも知性を持ち、 

知覚を持ち、生物学的な人類及び地球外生命体と 

一定の相互作用する力を持つ者。  

 

宇宙を理解しようとするならば、新しい宇宙観が必要である。 

テレパシー交信、明晰夢、心と物質の相互作用、 

遠隔視、バイロケーション、空中浮揚、等々。 

 

現象の一部は進歩した地球外文明の顕現であり、 

また一部は、地球外生命体に類似した 

現れ方をする能力を持つ、非生物学的な 

精神的存在者（spiritual beings）の顕現である。 



すなわち、地球外文明の進歩した工学技術および 

能力の幾つか、心と思考に接続しているそれは、 

いわゆる‘アストラル体存在者（astral beings）’ 

又は精神的存在者に極めてよく似た現れ方をする 

 

さてまた、このすべてに加えて、ある種のアデプト（達人）が 

地球外生命体及び‘アストラル体’存在者の両方に 

きわめてよく似た現れ方をする能力を持つ、という事実がある。 

 

最後に、もう一つ付け加えよう 

工学技術と生来の精神的能力を発達させ、 

地球外文明および非生物学的な精神的存在者の 

能力に近づいている、 

闇の軍及び準軍事的な人間のグループが存在する。 

 

（新しい宇宙観の中心原理）   

 

線形的、相対的な現実と非局在的、非線形的現実は共に、 

宇宙の実相（Reality）として同時に存在する。 

 

意識と知性を持つ生物学的生命体は、 

それが地球上のものであれ、 

又はどこか他の惑星起源のものであれ、 

物理的現実と精神的現実とを持っている 

純粋な心、または制限されない意識は、 

そのような生命体のすべてが本来的に持っているものであり、 

あらゆる生命に見られる究極最高の共通特質である； 

  

生物学的肉体を持たない存在者（アストラル体又精神的存在者）

も意識と知性を持つ実体である。 

またそれ自身、生物学的および非生物学的な 

他の意識的生命体と相互作用をすることができる。 



これらの存在者たちを 

他の生命体と連結している最高の共通特質は、 

制限されない意識（unbounded consciousness）、 

または非局在的な心（non-local mind）である。   

宇宙は線形的側面と非線形的 

又は超越的側面の両方で構成されている。 

  

神（God） 

全知全能の存在（Universal, All-Knowing Being）の概念は、

宇宙における膨大な生命の多様性を考えるとき、 

強められることはあっても弱められることはない。 

 

神の栄光は、 

調和宇宙（cosmos）における生命の無限の多様性と 

限界のない活動領域を認識することにより、さらに増す。 

   

それでは、宇宙の知的生命は、 

実際にどのような現れ方をするのか？ 

 

上に述べた概念を念頭に置き、生命のこの多様性と、 

それらが我々の様々な内的感覚と外的感覚に 

どのようにしてその姿を現すのか、概観することにしよう。 

   

知的生命体の分類 

   

[⓵ 生物学的生命体] 

《種類》 

○人類 - 知性を持ち、本来的に生物学的肉体を持つ、地球に

棲む高等な生命体。   

○地球外生命体 - 知性を持ち、本来的に生物学的肉体を持つ、

地球以外の様々な惑星に棲む高等な生命体。   

○惑星生命体 - 人間の姿を持たず、惑星全体を肉体とする知



的存在：例を挙げればガイアとしての地球がある。生物がそ

うであるように、惑星地球全体が知性を持ち、覚醒している。

他の惑星、更に太陽系、銀河系も同様、それ全体として独立

した意識的有機体と考えられる。   

○その他の生物学的生命体 - 地球のイルカや鯨目など。これ

らは人間ではないが、高度な知性を持つと考えられる；理論

的な観点から、他の惑星にも人間の姿を持たない、これら知

性を持つ生物学的生命。 

《顕現／姿の現し方》 

（ここに列挙するのは、生物学的な知的生命体がどのような

姿の現し方をすると考えられるか、または内的感覚と外的感

覚の両方でどのように知覚され得るのかの説明である） 

●物理的な顕現（Physically）。物理的な肉体を持って現れる。

宇宙機を伴うことも伴わないこともある。  

●工学技術を用いた顕現（Technologically）。ラジオ、テレビ、

および心／思考に接続した工学技術を含む、進歩したシステ

ムを用いて現れる（先進的 ＥＴ 工学技術）。  

●精神的な顕現（Mentally）。テレパシー、明晰夢、または直接

心に接続する他の経路により現れる。  

●アストラル体投影による顕現（Astral Body Projection）。

人類、ＥＴ、 又は他の生物学的生命体が、その繊細な非生物

学的構成要素を現す；これは別の生物学的生命体により、覚

醒時又は眠った夢の状態で知覚される。  

●コーザル体又は思考体への顕現（Causal or Thought Body  

Presentation）。最も繊細な自己の側面、思考の本質‘体’が

別の生物学的生命体を知覚する。この知覚は生物学的な肉体

またはアストラル体の投影によらない。  

●純粋な心／統一状態にある心への顕現（Pure Mind/One 

Mind）。究極の統一状態。いかなる意識的生命体も純粋な、制

限されない心として、その存在が知覚される。あらゆる意識

的生命体は本質的に非局在的な、純粋な心であるために、そ

のようなものとして知覚される。   



《知覚経験と能力の種類》 

●物理的知覚  

- 視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚  

●物理的能力  

- 移動／動作、その他、工学技術による増強を含む  

●精神的能力（従来の意味の）  

- 思考、観念作用、創造性、可視化、記憶、感覚的知覚、 認

識、他   

●非局在的な精神的能力（従来の意味ではない）  

- これには認識、心と物質の非局在的側面の利用が含まれる   

●テレパシー（Telepathy）  

- 知性を持った一存在者から別の存在者へ思考を送信する、 

およびまたは、受信する能力。  

●予知（Precognition）  

- 心の繊細な、非局在的側面は、時空に束縛も制限もされな

いために、認識を認識することのできる知性を持つ高等な

生命体は、非局在的な心を経由して、未来に起こり得る出

来事を知ることができる；そのような予知の正確さは、ど

れも 100 パーセント未満であることに留意されたい。なぜ

なら、自由意思に影響される‘現在’の出来事が、未来に

起きる出来事の確率を変えるからである。  

●遡知（Postcognition；過去認知）  

- 知覚者が直接経験しなかった遠い過去の出来事を非局在的

な心を 経由して知覚する能力。非局在的な心は、時空の

線形的連続体の過去時点にも未来時点にもアクセスするこ

とができるために、この能力によって過去の出来事を見る

のに遡れる時間に限界はない。  

●遠隔視（Remote Viewing, Remote Sensing）  

- ここでは、現時刻、過去、未来のい ずれかにかかわらず、

非局在的な制限されない心が、空間的に離れた場所の出来

事を見る能力と定義する。現時刻の遠隔視においては、非

局在的な心の能力により、遠隔地の出来事をきわめて細部



まで知覚することができる。  

●夢幻状態の能力（Dream State Abilities）  

- 夢幻状態において、知性を持つ高等な生命体は、予知（予

知夢）、遡知（遡知夢）、遠隔視、明晰夢（夢の中で意識が

あり、覚醒し、自己を認識し、夢の中の出来事に作用を及

ぼす可能性を持つものと定義する）を経験することがある。  

●セレスティアル知覚（Celestial Perception）  

- 物理的な生物学的感覚および高次の意識的感覚の両方を含

む知覚で、物理的現実および非物理的現実の両方について、

その最も繊細で精妙な側面を知覚することが可能になる； 

‘オーラ’の知覚はその簡単な一例である。  

●直観的な知（Intuitive Knowing）  

- 従来の意味の外面的な知る方法を用いずに、非局在的な心

および内的な知と呼ばれる経路により、物事についての詳

細で信頼性の高い情報および洞察を得る能力。例えば、あ

る生命体が植物を知覚し、その特定の薬学的効用を直観的

に知ることが可能である。  

●治癒能力（従来の意味ではない）（Non-traditional Healing 

Abilities）  

- ある生命体が非物理的かつ非工学技術的方法により、遠隔

的か直接的かを問わず、自己又は別の生命体を治癒する能

力を示すことがある。これらの能力と種類は多様であり、

その中に心／肉体の相互作用、繊細なアストラル体／肉体

の相互作用等を含めることができる。  

●空中浮揚（Levitation）（工学技術によらない）  

- 心と肉体または物質物体との間の繊 細な相互作用により、

重力の影響を消滅させる能力。心も物質も、相互に接続す

ることのできる繊細な非局在的側面を持つために、空中浮

揚などの現象を起こすことが可能になる。 

●念動力（Telekinesis）  

- 心の繊細で非局在的な側面と物体が持つ同等の側面の間の

接続を経由して、観測可能な空間の中で物体を移動させる



能力。例えば、従来の意味の物 理的な作用または工学技術

の力を用いずに、ある生命体が精神の力で椅子を持ち上げ、 

部屋の中を移動させることが可能である。  

●遠隔移動（Teleportation）  

- 非局在的な心と物質の非局在的側面を経由して、物体を 相

当な距離を隔てた地点に移動させる、またはその地点に出

現させる能力。この能力は、空間の線形的側面を無意味に

する。例えば、ある生命体がこの能力を使って、1 個の宝

石を一つの大陸から別の大陸に遠隔移動させることが可能

である。  

●変成（Transmutation）（工学技術によらない）  

- 物質の非局在的側面と心の間の繊細な接続を利用して、あ

る物質的物体を別の元素または物体に変換する能力。同じ

ことは工学技術を利用しても可能であることに留意された

い。  

●バイロケーション（Bi-location; 複所在、同時両所存在）  

- 時空連続体の中で、肉体または物体を、2 カ所またはそれ

以上の地点に同時に出現させる能力。例えば、ある生命体

が同時刻に、２ カ所またはそれ以上の場所に出現すること

が可能である。関連する‘複時在（bi-timing）’は、空間

の同一地点で複数の時刻に出現する能力である（いわゆる 

タイムトラベル）。 

●物質化・非物質化（工学技術によらない） 

（Materialization/Dematerialization） 

- 生命体が持つ能力で、心/物質の接続を利用して物質的物

体を出現させたり消滅させたりする能力。同じことは工学

技術を利用しても可能であることに留意されたい。  

●幽体離脱/アストラル体投影（Out-of-Body Experience 

/Astral Projection）  

- 繊細なアストラル体またはライトボディ（light body）を、

生物学的な肉体を離脱し た時空の一点に自在に投影する

能力。  



● 近似死体験（Near-Death Experience）  

- 肉体の病気または損傷により、アストラル体が一時的に物

理的な生物学的肉体を離脱する経験。調和宇宙の非物質的

で繊細な側面をかいま見る経験の中で、いわゆる‘来世’

を知覚することがある（通常はアストラル体の領域で起き

るが、高度な知覚がコーザル体または純粋な思考体の領域

で起きる可能性がある）。   

●その他の多くの能力．．． 

上記の諸能力は、人類と地球外生命体の両方が持つ、生得

的な可能性であることに留意されたい。ある文化の中で、

これらの能力が実際に発現しているかどうかは、文化の発

達程度とその文化の中心的関心が何であるかに依存する。 

 

ここでの重要な点は、意識的であり、覚醒し、 

知性を持つ生命体なら、人間であれ他の何であれ、 

上記の諸能力のすべてを発達させ、 

経験することが潜在的に可能だということである。   

 

また、次のことを覚えておくことは重要である。 

これら能力が生得的な精神的能力を 

工学技術的に増強する事により、 

或いは完全に工学技術の進歩のみにより達成可能という事。 

進歩した地球外生命体の工学技術の多くが、 

我々には‘魔法’のように見えるが、その理由は、 

彼らが心と物質の両方の諸側面を利用しているからである。 

それは現在の人類の科学が 

定量的に理解し得る範囲を超えている。 

皮肉なことに、この理由により、 

非局在的な心と物質の神秘の中に暮らす 

ある種の未開の人々が、 

欧米の科学者たちよりも 

正しくＥＴの工学技術を理解することがある。   



【② 非生物学的な知的生命体] 

  

宇宙の複雑さをさらに増すものに、 

ここでその性質を述べる完全に非線形的かつ非物質的な、  

調和宇宙の諸領域、諸次元、 

諸側面（それを何と呼んでもよいが）の存在がある。 

調和宇宙のこの‘部分’は、 

実際には物理的物質宇宙さえ及ばない程、 

はるかに広大で複雑である。 

だから、少なくとも最初にその基本的な性質と 

現れ方の評価を試みることなしには、 

どのような宇宙観も完全にはなり得ない。 

調和宇宙のこの側面は、 

その物理的側面とそして生物学的な肉体を持つ人類 

および地球外生命体とも、相互作用をすることができる。 

それゆえに、我々にとり重要なことは、 

その側面を考察し、それが上に述べた人類、ＥＴ、 

その他の生物学的生命体が示す多様な現れ方および能力に 

どのように似ているのか、 

または異なっているのかを明らかにすることである。   

《種類》  

●アストラル体または光の存在者（Astral or Light Beings）  

☯地球起源のもの（以前に生物学的な人間であった死者）  

☯地球以外に起源を持つもの（生物学的な地球外生命体の死

者、またはコーザル体もしくはアストラル体の領域に起源

を持つもののいずれか） 

●コーザル体または思考体の存在者（CausalorThought Beings） 

（主に‘思考体’として存在しているもの）  

☯地球起源のもの（生物学的な人間の死者） 

☯地球以外に起源を持つもの（以前に生物学的な地球外生命

体であった死者、又はコーザル体、アストラル体の領域に

起源を持つもの）   



ここで留意すべきことは、非生物学的な存在者は、それが以

前に人類であったか、ＥＴ であったか、それとも非生物学的

起源を持つものであるかを問わず、生物学的生命体に対して、

覚醒状態、夢の状態、瞑想状態などを含む、多種多様な条件

下で顕現することができるということである。 

文化とその発達程度により、又非物質的存在者を容認する程

度に応じこれらの実体は幾つかの名前で知られており、又

様々な役割を果たすものと見なされている。その一部をここ

に列挙する： 

◙ゴーストまたは精霊（Ghosts or spirits）  

◙指導霊または天使（Spirit guides or angels）  

◙大天使（Archangels）    

◙悟りに達した天界の存在者（Ascended enlightened beings） 

（神の化身(Avatars)、キリストやクリシュナ等の預言者）  

◙惑星の自然霊（Planetary Nature Spirits） 

（ヴェーダの伝統ではデーヴァス(Devas)として知られる）  

◙動物霊（Animal Spirits）  

◙その他、きわめて多数  

《知覚経験と能力の種類》  

基本的に、生物学的生命体の項で列挙したすべての経験および

能力、またそれ以上のことが、これらの非生物学的生命体に関

連している。ただし、彼らは主に非物質的領域に存在している

ために、物質の世界と接続するのはそれほど頻繁ではない。 

しかし、彼らは調和宇宙の物質的側面と相互作用をすることが

できる物質化やポルターガイスト（騒霊現象）など、時々そう

している。確かに、人間の心と精霊の間に、また同様にＥＴの

心と精霊の間にも、相互作用が起きる原因は数多く存在する。  

人間が経験することのできる多くの可能性を仔細に検討する

ときには、調和宇宙の多様性をその中に包含する、広大な宇宙

観を持つことが重要である。そうしないと、我々は地球外工学

技術の特異な現れと、アストラル体またはコーザル体の領域に

ある調和宇宙からの顕現を識別できなくなるだろう。 



（リンゴ、オレンジ、星くず） 

 

以上は、包括的宇宙観の諸問題を網羅したものでは全くない； 

宇宙は、知性を持つ生物学的存在者と知性を持つ非生物学的存

在者の両方で満ちており著しく異なるタイプの存在者間に、現

象の重なりが存在する。そのことが、今地球を訪れている地球

外生命体の人々を理解しようとする誰に対しても、一つの特別

な課題を提起する。   

 

例えば、ある非生物学的なアストラル体存在者は、一部の進歩

したＥＴ生命体に類似した現れ方をする可能性がある。しかし、

そのＥＴ生命体は、外見上、非生物学的実体に見える、きわめ

て進歩した工学技術を用いているかもしれない。人物のホログ

ラム投影を１７世紀の人間ならゴーストと解釈しなかっただ

ろうか？また、衛星実況によるテレビ会議はどうだろう。ただ

のフラッシュライトはどうか？間違いなく魔法だっただろ

う！  他にもあるがこの理由により、宇宙観の危機が数十年間

にわたり ＥＴ/ＵＦＯ問題を支配してきた。この危機は、ある

闇のグループの意図的な偽情報工作および心理戦計画により

増長されてきた（後述）。その結果は、リンゴ、オレンジ、 星

くずの混合物であり、それらはすべて一つの名前で呼ばれる。     

 

実に、この宇宙観の混乱は、三つの主要な要素が原因となって

いる。その第一は、進歩した地球外工学技術が持つ固有の性質

である。それは、我々が想像できるどんなものよりも進歩して

いるために、単なる超技術（super technology）というよりは、

むしろ‘超自然(supernatural)’に見える。 

 

意識の力を借りた工学技術---------- 

（consciousness-assisted technology; CAT） 

例えば、コンピュータにデータを入力するに、 

キー操作でなく、ただ命令を思考する方法が考えられる。 



コンピュータは予めプログラム化されており、 

人々の思考の特徴を認識し解釈する。 

目撃証人の何人かは、地球外生命体が宇宙機の中で、 

まさに同じことをしたのを見ている。 

あり得ない？魔法？たわごと？ 

科学者が、‘サイキック・スイッチ（psychic switch）’ 

と呼ぶものに取り組んでいるが、 

これはまさしく今述べたことである。 

進歩した地球外生命体は、 

この道をどれ程遠くまで行っているだろう  

 

ＣＡＴの裏返しは、 

工学技術の力を借りた意識---------- 

（technology-assisted consciousness; TAC） 

ここでは、特殊な機械装置が、 

心、思考、意識などの機能を支援する。 

モンロー研究所のヘミシンク音響技術（Hemi-Sync tones） 

リラクゼーションおよび意識拡張の深化を助け、 

最終的には活力と能力を高めることを意図している。 

 

さらに進んだ応用が、ある種の工学技術を利用してお互い同士

及び人類とテレパシー交信するＥＴの能力である。地球外文明

においては、光速を超える速さで交信する能力が、基幹的な工

学技術になる。恒星間旅行をする人々が、電波を使わずに思考

交信（thought communication）を発達させていたとしても、全

く驚くにはあたらない。 

 

目撃証人が次のように考えながら宇宙機を見ていた、あの物体

がこちらに戻ってこないかな、もっとよく見えるのに！ する

と突然、その宇宙機が方向転換をし、目撃者の真上に飛来する。

このような双方向的意思交換の確度の高さが示唆するものは、

これらの宇宙機およびその搭乗者たちが、自身の思考と他の生



命体のそれとを実際に接続する工学技術を持っているという

ことである。   

 

ＴＡＣ（工学技術の力を借りた意識）はまた、地球外生命体に

より、遠隔移動、念動力、遠隔視、さらに高度な意識状態の中

で利用されている可能性もある。一旦、心と物質の間、心と時

空の間の結びつきが明確に理解されるや、その応用の可能性は

ほとんど無限であり、想像もつかない。   

 

地球外文明のきわめて進歩した工学技術は、別の超常現象に類

似しているか、又は同一に見えるということである。これらの

違いを認識するためには、 洞察、知識、忍耐、経験が必要人間

の心を扱うときには、大いに注意しなければならない。そうし

ないと、非生物学的な知的生命体、人類、地球外生命体など、

重なり合う明瞭な諸領域を含む、新しい宇宙観の側面を混乱さ

せる。 

 

重要な点はこれである。もし多様な可能性について知りもせず

受け入れもしなければ、その現象を間違って解釈する可能性は

高い。しかしそれでも、一つの現象が別の現象を装う、深い重

なりの諸領域があるために、明確な識別が可能になるまでには、

多大な注意力と、熟慮を伴った経験の繰り返しが必要になる。  

 

そのことは宇宙観の混乱をもたらす第三の原因へと我々を向

かわせる地球外生命体の問題について社会を混乱させ、欺き、

惑わすことを意図した、人間による闇の諸計画。地球外工学技

術を逆行分析（back-engineer）する闇の人間による企ては 45

年以上も続いており、かなりの進歩を遂げているということで

ある。加えて、軍および情報諸機関の内部にいるある種の闇の

下部組織が、極めて侵略的、特定的、実戦的な心理電子技術に

取り組んできている。これらの工学技術は、ほとんどの人々が 

想像し得る以上にはるかに進んでいる。偽情報工作を目的とし



た、意図的に地球外工学技術を装う能力が実際に存在するので

ある。 

 

我々は、信用できる軍関係者から、“非致死性防衛（non-lethal 

defense）”および関連分野について説明を受けたことがある。

彼らは、実戦に使える心理電子技術が既に存在していることを

我々に確証した。それは個人またはグループを標的にし、遠く

から目標を操作して、彼らが彼らだけの神（God）と直接会話を

するように仕向けることが可能である。その結果、彼らはそれ

が現実だと信じ、嘘発見器のテストを通過する。   

 

過去に行なわれたプルトニウム人体実験や一般市民に向けた

細菌戦実験と同様に、これらの‘実験’は、この 30 ないし 40

年間に開発され完成されてきた、現実の、闇の資金による活動

である。 

 

きわめて迫真的な‘誘拐’事件を誘発することのできる、人間

の手になる電子技術及び移植(implant)技術が存在している。 

軍事施設周辺で誘拐経験が多発すること、マークのない、黒い、

電子装置満載のヘリコプターが、いわゆる誘拐被害者たちの住

居近くで見られることは、偶然ではない。 大衆を惑わし、欺き、

そしてなによりも地球外生命体の主題について偽情報を与え

ることを意図したこれらの特殊プロジェクトにより、一般市民

は誤り導かれ、民間ＵＦＯ団体は完全な被害者になってきた。 

 

地球外生命体の存在に貼り付けられた“Body Snatchers（人体

乗っ取り）”の観念は、我々が一丸となって対抗し闘わなければ

ならないエイリアンの脅威が存在することを大衆に納得させ

るための、手の込んだ計画により押し付けられている。   

 

騙されてはいけない。地球上の生命と、新興しつつある我々の

地球外文明との関係は、この現実に我々の目が開かれているか



どうかにかかっている。  地球外生命体の主題に関する人類の

認識は、偽物の金の山に本当の金を隠しておきたい輩によって、

巧みに操作され、ハープを奏でるように弄ばれてきた。地球外

生命体に起因するように見え、感じられ、思われる出来事は、

実際には他ならぬ人間に起因する偽装の一部であるかもしれ

ない。だから、もし我々が、少なくとも我々の宇宙観のリスト

にある闇の偽情報計画の役割を考えることをしないならば、こ

れらの出来事の多くを見誤り、誤解することになってしまうだ

ろう。   

 

宇宙観の混乱を増長させる人間側の原因は、闇の活動に限定さ

れたものではない。誤解、幻覚、妄想、なりたがり、虚偽記憶

症候群、でっち上げ、科学の傲慢さ、一般的な人間の利己主義

といった、一連の通常要因がある。これらのすべてが、緊急に

治療を必要とする宇宙観の集団的消化不良原因になっている。 

 

そして、事実を認識することは、治療への第一歩である。地球

外文明。人類。非生物学的生命体。宇宙は複雑で、多様で、魅

惑的な場所である。最終的には、教育、そして経験が、我々の

導き手となるだろう。 我々は共に合流し、知識と経験を持ち寄

らなければならない。そして勇気と強い意志を持って、先ずは

海岸線に沿って船出しそれから海岸線を離れていき、次には精

神世界と宇宙空間の、広大で無限の大海へと向かわなければな

らない。そこには、人類が共に夢見るすべてが実現する世界が

ある。 

 

（光速の彼方へ-新たなる現実への通過点） 

 

彼らはどうやって地球に来たのか？ 

彼らはいかにして恒星間の遠大な距離を移動し、 

どこかの場所に到達するのか？ 

そのような距離のリアルタイム交信を 



どのような方法で行うのか？   

 

恒星間宇宙から地球に到達する能力を持ついかなるＥＴ文明

も、我々が知る線形時間･空間を迂回する工学技術を利用して

いるだろう。彼らは線形時空の現実から抜け出し、彼らを検出

するために電磁スペクトルのはるか外側にある工学技術およ

び現実スペクトル（spectra of reality）を利用して交信およ

び移動を行なっているに違いない。  

 

Ｘ線、ガンマ線、紫外線、赤外線、電波といったものは、我々

がそれらを正確に測定する装置を手にするより前に存在して

いた。それと同じように、進歩したＥＴたちにより利用されて

いる現実スペクトルもまた、確かに存在する。 

 

同様に、ＥＴたちは地球にいるが、通常彼らは現在の一般的な

測定装置が検出できるエネルギースペクトル（spectra of 

energy）の外側に存在している。時々彼らは、我々の測定可能

な現実に入り込むか通過するかして、結局我々に目撃されたり、

写真に撮られたり、それが着陸したり、さらに墜落したり（ま

たは撃墜されたり）する。今確信していることは、これらの物

体とその中にいる生命体は、振動数シフト（frequency shift）

及び高々エネルギー物理学を利用して、線形時空と現在の検出

能力の外側にある別の物理的エネルギー及び物理的現実

（physical reality）スペクトルとの間を往来しているという

ことである。それを次元間移動（inter-dimensional）、または

多次元移動（multi-dimensional）と呼ぶ人々もいるが、明確に

定義されて初めて役に立つ言葉である。 

 

即ち、ＥＴの現実の性質は、我々自身のそれととてもよく似て

いる。彼らは旅行、交信、および関連する仕事のために、少し

幅の広い現実スペクトルを利用しているだけなのである。この

少し幅の広いスペクトルは、越境して次元間移動などと呼ばれ



る現象に入り込んでいるが、実際にはすべてこの現実内に存在

している。ただ異なるのは、それがより微細かつ繊細であるた

めに、我々一般的な科学装置では今のところ測定できないとい

うことである。闇の諸計画は、これを測定する能力を確実に持

っている。 

 

光速という壁の向こう側には何があるのか。光、電子、さらに

素粒子の速度または振動を超えたとき、物質の振動数及びエネ

ルギーを超えたところに、何が存在するのか？ 当然ながら、

地球を訪れているいかなるＥＴ文明も、恒星間旅行および恒星

間交信の能力を持っている。我々がラジオを使ったりジェット

機で飛ぶのと同じくらい容易に、光／物質の壁の向こう側で作

動するということである。これが彼らの現実であり、世界なの

である。これが彼らの携帯電話であり自動車なのである。これ

が彼らが存在する世界の工学技術であり、理論であり、日常な

のである。それが我々にとり魔法のように見えることは確かだ。 

   

光速のとばりを横切り、 

その通過点を超えたところに何があるのか？ 

そこでの空間および時間はどのようなものか？ 

そこで我々は思考を測定することができ、 

それを思考子（thoughtron）と呼ぶのか？ 

心と機械装置は一体化するようになり、融合し作動するのか？ 

そこでの生存はどのようなものであり、何を経験するのか？ 

その現実を、我々はいかにして知り得るのか？   

 

神（God）は存在し、考え得るあらゆる形で遍在する。偉大な宇

宙の心（Great Mind）、普遍的な宇宙の心（Universal Mind）、

原初から存在する宇宙心（Preexistent Mind）、絶対不変の

（Absolute）。 私が理解するようになったこの調和宇宙では、

あらゆる存在 - あらゆる原子、あらゆる星、あらゆる分子、あ

らゆる人々 - の根幹は、時空のあらゆる点に存在しながら、



空間、時間、物質のどの点にも束縛されない、ある非局在的な

本質（non-local essence）である。 

 

この本質は覚醒し、知性を持ち、認識している。それは意識で

ある。それは心である。それは覚醒した認識（awakeness of 

awareness）であり、宇宙の分化されていない純粋な知性であり

心である。それは草のあらゆる葉身に宿り、空間の隅々を満た

し、宇宙の最遠部に及んでいる – 尚且つ、それは分割するこ

とも、空間、時間、物質の一点にとどめることもできない。 

すなわち、それは一体状態にある、不変かつ不可分のものであ

り、その働きにより絶対不可分の統一体（oneness）が創造され

ている。 

 

その働きがひとたび認識されるや、あらゆるものが非局在性を

帯び、時空のあらゆる点は他のあらゆる点への窓となり入り口

となる。この 知性を持つ本質のあらゆるものを貫き統合する

側面により、すべての存在物は存在のこの非局在性、統合性を

介して常に結びついており、実際にアクセスすることが可能な

のである。   

 

存在の仕組みは、この意識と知性を持つ存在の非局在的要素が、

空間,時間,物質、等々の相対性または変化により影響されない。 

なおかつ、矛盾するようだが、この非局在的要素はあらゆる砂

の一粒にも、あらゆる銀河系にも、ただ一つの形でまさしく存

在している、それは常に一つであり、不可分の全体である。   

調和宇宙は、あらゆるレベルの絶対的統合が存在するような形

で統合されているのである。だから、神秘主義者たちが、一滴

の水の中に全宇宙を見ると言ったとき、彼らは正しかったのだ。 

  

原初から存在する、この絶対不変の知性と意識の場から、他の

すべてが現れる。分割することのできない知性と意識の統一場

は、大きくても小さくても、あらゆるレベルで存在している。 



絶対不変のものは絶対不変のままである なおかつ、それはあ

らゆるクォーク（quark；素粒子）に存在する しかし、そのク

ォークにより束縛も、制限も、分割もされない。この驚嘆すべ

き無（Nothingness）（絶対認識で充満している）から、すべて

の星々、銀河系、原子、人々とともに生じさせるために、単純

であると同時に複雑優雅な、ある創造的プロセスが存在する。 

 

すなわち、絶対不変の領域から創造がわき起こり、それは神の

創造的側面（Creator aspect of God）により維持され意思（will）

想念の音声成分（sound component of thought）がある。次に

想念の映像成分（visual component of thought）があり、アス

トラル界の構造的側面（structural aspect of the astral 

world）、物質世界を生み出す母体（matrix of the material 

world）がある。これら諸要素が宇宙全体を展開し、全てを包み

込んでいる。その意思の働きにより、次のようにして、調和宇

宙を創造する。 

 

●純粋な理念／想念（idea-forms/thought）の音声成分が、あ

りとあらゆる創造物-蟻であれ銀河系であれ-のための理念

／想念の音声質である、普遍概念（universal）の側面（そを

次元と考えてよい）を生じさせる。創造におけるこの最初の

理念（idea form）を青写真として、進化と変化がその周りに

起こる。初めに言葉ありき．．．  

 

● 絶対不変の、分化されていない宇宙の心は、原因の世界の理

念／音声／想念、およびそのＣＩＶ（意識的-知性的映像成分）

またはアストラルとともに、いわゆる物質宇宙を支える、ま

たは生じさせる母体を創造する。表現された物質宇宙のあり

とあらゆる側面が、これらのより微細な側面、またはエネル

ギースペクトルのすべてに結びついているのである。 

 

人間の意識または精神は、個々人がそれに気付かなくても、絶



対不変の意識的存在(Absolute conscious being)と常に接続し

てる。我々は、心または意識の非局在的、遍在的側面を経験す

ることにより、宇宙のあらゆる側面に直接アクセスし、経験す

ることができる。なぜならば、意識の非局在的側面こそが認識

そのものの核心だから。宇宙のあらゆる側面は、常に‘そこ’

にあり、経験しさえすればよい。 

 

心の性質は、それが一体状態にあり分割することができず、時

間空間のあらゆる点に存在している初めは一度に一点である。 

しかしこれを神（God）の特権および能力と混同すべきではない。 

神、すなわち絶対不変の普遍的心（Absolute universal mind）

は、すべての時と場所で常に同時にすべての物事を知っている。 

 

しかし個人の場合、上に述べた特質、およびその個人の基本的

認識に不可欠な一体状態にある心の性質により、予知、インス

ピレーション、直観、遠隔視、等々を経験することができる。   

物質を織りなす縦糸と横糸は、意識とともに織り込まれており、

実際には別の振動数で表現された心というものに過ぎない。 

だから、個人は祈りや視覚化により、自分の身体や別の人間の

健康に影響を与えることができるし、機械システムにさえも、

思考及び意識を経由して影響を及ぼす。 

 

祈りの最中に自然に空中浮揚をした人物、物体を物質化したり

非物質化したり、部屋を越えてそれを遠隔移動したりすること

のできるアデプト（達人）、意識が非局在的であること、時間空

間の外側で作用し得ること、無生物又は機械に明らかに影響を

及ぼし得ることを、確証している。   

 

一旦、基礎にある宇宙観を正しく理解したなら理解は容易であ

る意識は決して分割されず、どこにでも存在し、空間にも時間

にも決して制限されず、かつ、矛盾するようだが、空間および

時間のあらゆる点に存在する-あらゆる原子からあらゆる銀河



系に至るまで。 

 

このように、意識と物質の間の接続は本質的であり、不自然な

ことでも難しいことでもない。想念された事象は、この結びつ

きの中で次に現実化するのである。一瞬のうちにＥＴ宇宙機と

その搭乗者たち全員が、上に概観した調和宇宙のより微細な側

面に位相シフトし、次には現代科学に知られている物質宇宙よ

りもさらに非局在的な、ある側面または次元の中に存在する。 

またはその逆のシフトをするこの位相シフトは、強力な回転電

磁場、重力場、および質量慣性の間の、ある複雑な相互作用を

介して行なわれる。 

 

その宇宙機が光速という通過点のこちら側にあるとき、それは

何か物質的な作られた物体のように見えるが、質量慣性および

重力を否定するような動きをすることができる。一旦、それが

光／物質の通過点の向こう側に位相シフトすると、それは消え

たように見える。しかし、それはいなくなったのではない。  

宇宙機は、その形態またはエネルギースペクトル（または次元）

に存在しながら滞空し、光速の何倍もの速度で物質宇宙の中を

移動する。その速度は光速の壁のこちら側で測定される場合、

非相対論的である。 

 

しかし、１０００光年の距離を瞬時に横切ることはできない。 

なぜならば、この側面に存在しながら物質宇宙を移動するとき、

そこには‘抵抗（drag）の要素があるからである。物質宇宙の

底部（underbelly に粘着する物体の成分があり、それに伴う宇

宙抵抗係数（coefficient of cosmic drag）が、広大な恒星間

距離を瞬時に輸送することを妨げるのである。ＥＴ宇宙機は、

側面又は次元間の接合点（junction）のように作動し、両側面

の中間に位相を合わせることができる。 つまりは、宇宙機は部

分的に両方の側面に存在することも可能である。   

 



ＥＴ交信システムは、心、思考、およびコンピュータ制御のテ

レメトリと接続している。心および思考は物質、さらには工学

技術的システムにさえも接続し、それに影響を与えることがで

きる。ＥＴたちは、思考および意識と直接相互作用をするほど

に進歩したコンピュータ制御システムを使用しており、そのよ

うにして非局在的なエネルギースペクトルにアクセスし、線形

時間および空間を迂回しているのである。 ＥＴシステムは、光

速という通過点の向こう側で作動するものであり、工学技術の

力を借りながら、思考および心と直接に接続する。 

 

システムを介して、情報は数百万光年の宇宙空間を瞬時に伝達

される。心、思考、およびエネルギーの非局在的側面が利用さ

れている。その交信システムには、上に述べた宇宙抵抗係数に

起因する、リアルタイムの遅れがない。  本質的に、電磁気や

物質よりもさらに微細（sub-electromagnetic、sub-material）

なエネルギースペクトルがある 恒星間宇宙を往来するＥＴ諸

文明は、それを研究し理解してきたのだ。 

   

そこでは、心／意識、思考が物質、機械装置、交信装置、等々

と工学技術的かつ再現可能な方法で接続する。ＣＡＴ（意識の

力を借りた工学技術）とは、個人又はグループの意識および思

考が、受容体装置の機能を助ける、 またはそれと接続する場合

のことである。また ＴＡＣ（工学技術の力を借りた意識）とは、 

ある装置が、個人またはグループの意識または思考を増強する、

投影する、または助ける場合のことである。   

 

ＥＴ交信装置、 それはグレープフルーツほどの大きさを持つ、

丸い暗色物体で、表面は織り目加工されていた。彼がそれを受

け取ると、その装置は直接彼の意識の中で、思考により‘話し’

始めた。そのことに彼は驚愕した、特に、その装置が心の中で

彼にこう告げたときだった、彼にその物体を調べるように頼ん

だ人々は、内心悪意を持っており、科学者はその装置を破壊す



べきだと！この科学者は、実験中に‘誤って’その装置を過熱

させてしまった。そして装置は…彼は最後の思考がこう言った

のを聞いた‘ありがとう．賢明に対処せねば、誰かが…行きた

くない場所に連れていくだろう。  

  

我々の目的は、ＥＴと彼らのレベルで相互作用をすることであ

る。そして、彼らの現実とは何かを考え、そこに行くことであ

る。それは一つの実験であり、経験である。 

 

ＲＶＸ２(ＣＥ―５)では、ＥＴ宇宙機を、ＲＶ（意識による遠

隔視）し、ＣＡＴ（意識の力を借りた工学技術）テレメトリシ

ステムに接続し、その宇宙機を我々の正確な位置に 誘導する

ことが試みられる。明確な指向性を持つ意識-映像的思考をＥ

Ｔ交信装置に接続する。彼らが我々を見、我々も彼らを見、コ

ンタクトのための経路が確立されるように、十分な正確さをも

ってそうすることを試みる。   

★意識の非局在的要素にアクセスする   

★ＥＴまたはその宇宙機を正確に遠隔視する   

★ＣＩＶ認識の中でＥＴのＣＡＴ交信システムに接続する   

★グループが一致して繰り返す、深宇宙から調査隊サイト特

定細部に向かう映像的思考を見せることにより、ＥＴ宇宙

機を調査隊サイトの区域へ明確に誘導する  

★出現前にＥＴから何らかの応答があれば、それを遠隔視す

る（相互作用的 ＲＶ） これら生命体と平和的なコンタク

ト及び関係を確立する意思を持つ。 

 

・巨大な構造（円盤,三角形,等々）を持つ宇宙機の突然の出現 

・最大で数分間の、より長時間に及ぶ物体の出現 

・様々な色彩の球形物体から成る、知性を持つ探査体。それ自

体が意識と知性を持つ（進歩した AI - 人工知能）半透明か

らやや不透明な赤、青、緑または金色の球体であり個人また

はグループと意識的に相互作用をし、次に姿を消す探査体は、



ほぼ間違いなくＴＡＣ（工学技術の力を借りた意識）を実証

するものであり、宇宙機に搭乗しているＥＴの意識および思

考さらに性格もが、工学技術の力を借り、 

制御されたやり方でグループの中へ投影される。   

・すべての方位で同時に聞こえるかのような、全方向成分を持

つ特異なビープ音または高い音 

・機器、自動車、等々への特異な電磁気的作用（ＥＭ）ＥＴ宇

宙機の接近とともに、しばしば機器が機能不全に陥るまたは

電圧低下、メンバーの皮膚または衣服への静電気帯電がある 

・高速移動物体（fast-walker；早足）との相互作用高空を飛ん

でいる物体が思考指令を受けるや否やそれは停止したり不

意に方向転換したりする 

・ＣＩＶ（意識的-知性的映像成分）／物質の接続現象-この種

類には、ＥＴ物体が光と物質の通過点の向こう側にありこち

らの側面・次元に滲み出始めるとき多くの現象が含まれる 

ＥＴの意識・ＣＩＶ／ アストラル体のＡＩ（人工知能）投影 

・明晰夢の状態におけるＥＴまたはその宇宙機との相互作用エ

ネルギースペクトルと接続する ＣＩＶ／アストラル成分お

よび工学技術は、夢の状態と容易に接続できる 

・固体物質を通過する宇宙機。衝突することなく、山体に入っ

ていく-これは、宇宙機の物質に振動数シフトを起こさせ、実

質的に互いに影響を及ぼすことなく、従来密度の物質を網目

のように通過することにより、達成される。すなわち、振動

数シフトは、一つの固体物体がもう一方の物体を、相互作用

を及ぼし合うことなく通過することを可能にするのである。

我々が‘固体物質’と呼んでいるものの大部分は、少しも固

体ではない、それはほとんど空間である少なくとも １９５

３年には、人類の秘密プロジェクトが物体の物質化および非

物質化を行ない、それを区切られた空間を越えて移動してい

たということである。我々が 1953 年にこれを秘密裏に行な

っていたとするならば、恒星間ＥＴ工学技術がどれほどの進

歩を成し遂げられるのか… 



上記のことから、ＥＴ事象がなぜ、ＣＩＶ（意識的-知性的映像

成分）アストラル・因のレベルに起源を持つ現象と混同される

か理解される。それはＥＴではなく、同じ現れ方の成分を持つ

現象なのである。文献資料が ＥＴ、天使、ゴースト、そしてあ

らゆる種類の、すべてをひと絡げにした奇現象の錯綜した報告

で満ちている… 

 

調和宇宙が多くの存在レベルを含むことを覚えておく事は重

要である。ＥＴにあらざる ＣＩＶ／アストラルおよび因の世

界があり、その存在者たちがいる。また一方で、時々、それら

の繊細な領域に属する物理的宇宙側面と接続し、それを利用し

ているＥＴたちがいる。数十億の銀河系がそれぞれ数十億の

星々を持っていると考えると一部のＥＴたちは石器時代の人

類のようであり、また一部は我々と同じ進化のレベルにあり、

更に別のＥＴたちは今日の我々よりも数百万年進歩している。 

 

電波や内燃機関を超えて進歩したＥＴたちが、確かに存在する。

彼らは地球にいる。彼らは我々の周りにいるかもしれない。 

我々は、まさに我々の目の前に滞空する類い稀なる機会に、心

と目を開こうではないか。物事の多くがとばりの向こう側光速

という通過点を超えたところに存在するからだ。それは人類に

よる探求を待っている。      （スティーブン・グリア） 

 

  


