
２ 金星人は語る 
 

進化した宇宙人の宇宙船に案内され、金星や土星を旅したジョ

ージ・アダムスキーは、少年期、チベットの寺院で修行されて

いた。オムネク・オネクも幼少の頃、金星から宇宙船でチベッ

トに降り立ち(1950年代)秘密都市アガム・デスで地球の波動に

慣れたのち、アメリカに渡り地球人として生きるようになった

という。オムネクは 1991 年より、自ら金星人であるという素

性を公にし、金星での生活や歴史、精神科学や神性普遍の法則

(オム･ノシア･ゼディア)等について語られている。 

 

 

（私は金星から来た） 

 

遠い昔にこの地球（カル・ナーア）に 

始めて人間が移住してきて以来、ずっと 

来訪が続いています。 

私たちはティサニアという星（金星） 

から来ました。他の星から来て地球で暮 

らしている何千人もの人たちの中の１人 

です。 

金星には貧困や戦争はありません。 

私たちは病気というものを知りません。 

寿命は何百歳にも及びます。犯罪は存在 

しません。ずっと昔に磁気と太陽エネル 

ギーの開発が私たちの生活を根本的に変えました。  

宇宙は私たちにとって最大のチャレンジの場所、常に更なる

学習ができるようにデザインされているところです。 

宇宙船は重力・摩擦・高速度から自由で、他の惑星までいく

のには数日しか要しません。 

誰もが心と意識の本当の力によく気づいており、テレパシー

は通常のコミュニケーション手段です。未来展望も過去世を思

 



い出すことも可能です。思念の力で物体を動かすこともできま

す。 

私たちの多くは、時間の中を退行したり前進したりすること

を学んできました。このような能力を行使しようとする者は、

その能力に対して責任が取れるほど精神的に成熟していなけ

ればなりません。 

地球を訪れている宇宙船は天変地異に目を向けています。太

陽系の惑星の真相は知られていません。生まれ変わりの概念は、

私たち同胞惑星のすべてにおいて、人生の事実として受け止め

られています。 

カルマ…原因と結果の法則、人がすること、考えること、ま

たは感じることはすべて本人に影響をもたらします。すべてが

清算され尽くすまで人生のあらゆる状況を支配します。一瞬ご

とに新しいカルマが作り出され、収穫されています。 

金星人のスピリチュアルな教えは惑星全体の教えでありそ

のまま高度な科学でもあります。その真理のスペクトルの一端

には、命、死、神、来世やその他あらゆることがらについての

完全な理解が示されているのです。 

地球ではヒマラヤの奥深い場所(アガム・デス)に厳重にガー

ドされている…至高なる神性の法則…それは私たちに時間と

空間、物体とエネルギーという宇宙の最奥の秘密を発見させて

くれました。 

さらに私たちは人間そのもの、その心、意識という最も深遠

な神秘の扉を開くことができたのです。このすべては金星の生

活・技術・地上の楽園のような世界として反映されています。 

 

（金星と地球…過去からの関係） 

 

過去、金星でも惑星革命が起こりましたが、流血なくお金や

階級制度が永久に葬られました。かつての豊める者たちや権力

を持つ者たちが心を入れ替えるか、さもなくば惑星から出て行

くかの２つに１つしか選択肢がなくなるほどに、金星の人々の



意識が変わったのです。 

金星を去った者たちは地球に生活の場を見出しました。当時

持ち込んだ反重力の宇宙船、電気・太陽光・核による発電、高

度なテクノロジーはいまだ地球で再発見されていません。入植

者たちが立ち上げた政府・生活様式等は、元の惑星で崩壊させ

られたしまったものと同じ、大勢の奴隷たちの労力を搾取する

ことによって少数の者だけが潤うというシステムです。 

すでに強欲、虚栄心、激情に侵されていた新参者たちは、ア

ンバランスな惑星のネガティブな影響に屈してしまいました。

寿命が短くなり、自然災害が頻発、地球は戦争と破壊を繰り返

し、最初の植民者による文明は核戦争と天変地異によって滅び

ました。 

人々はほとんどの時間を生存競争に費やし、若者への教育は

ないがしろにされ貴重な英知は失われてしまったのです。いつ

の時代も生き残りをかけて強者が弱者を支配してきたのです。 

ムー・アトランティスも高度な文明を築きながらも、強欲で

権力を振りかざしていた支配層が貧しい人々を抑圧し、精神性

が未熟なまま技術革新の競争に明け暮れていました。 

文明が栄枯盛哀を繰り返す中で、金星・火星・土星・木星の

人たちは宇宙船で地球を訪れて、人々に紛れ込んで生活してい

ました。その地球人を援助する過程において、訪問者たちは自

らも学び得、彼らの伝えたテクノロジーが、権力と支配の獲得

を巡る闘争に直ちに利用され、結果的に大きな災いもたらして

しまう様子を目のあたりにしながら教訓を得ていたのです。 

聖書時代にスペースピープルは地球人の精神的な成長のた

めにより大きな影響力を行使しました。近年、地球上での原子

科学の復活・核の力に目覚めたことで、この惑星は太陽系の全

惑星にとって脅威となりました。 

私たちは、日々の権力闘争がいかに破壊的で、民族同士の争

いが取るに足らない子供の喧嘩と同じレベルであるかという

ことを指摘しました。本当の意味での民主主義というものが何

処にもないと告げました。この世界の国々は少数の富める者た



ちによって支配されています。彼らの活動源はお金です。 

政府による隠蔽の時代が始まったのです。私たちの存在や来

訪の真相が世間に公表されてしまうことで自分たちの既得権

益が失われる危険を感じる人たちが余りにも多くいます。私た

ちの存在が一般大衆の周知の事実となることは、この世界に蔓

延している腐敗と搾取の終焉を意味します。 

この地球ではほんの一握りの割合の人たちが世界中の資源、

土地、工場、お金のほとんどを所有し、その他大勢の人々を支

配する方法としてお金が使われているのです。 

金星社会ではお金なしで生活可能であり、その直接的な結果

として、物の貯蔵、蓄積、そして搾取のための武器というもの

がなくなりました。地球の富と権力を独占している者たちは、

私たちの生活様式を大衆に知らせたくないのです。 

技術的に進化した惑星では、磁気と太陽エネルギーを源とし

ており、それらは無尽蔵に供給でき、ほとんどコストもかから

ないので、地域に出回れば、既存のエネルギー産業は商売が成

り立たなくなってしまいます。これらが既得権益を持つ者たち

にとってどれほどの損失になるか、既存の社会システムを維持

しようとしている利己的な人々にとっては起こって欲しくな

い変化なのです。 

 

（金星の文明革命） 

 

かつて金星においても、人間同士の戦争や対立、都市国家ど

うしの意見の相違と紛争、核兵器での攻撃のし合がありました。

大衆の命は少人数のエリート集団にとってはゲームの道具で

あり、勝者が大部分のお金と人々を長い年月の間ずっと支配で

きたのです。 

身分格差はあらゆるところに見られた。不遇な大衆のささや

かな革命の試みはむなしい結果に終わっていました。大衆は支

配層によってあらかじめお膳立てされたゲームに無意識に参

加し続けていただけだったからです。 



しかし、労働者階級による静かなる反乱がすべての都市で同

時に起こり始めていました。それはついにひとつの方法として

実現に向かっていったのです。彼らの願いは、自分たちが擁立

した政治的指導者たちを選挙で当選させて政界の上層部に入

り込ませ、権力者の意向を無視して民衆を自由へと導かせるこ

とでした。 

そしてついに、十分な数のキーマンが選出され、待ち望んで

いたその日がやって来ました。「始まりの時」…金星で最も尊敬

されていた指導者たちは政府と軍隊を撤廃したのです。 

この最初の栄光の日に、人々は衣服、食料、これから植える

野菜の種だけを携えて、あちこちの都市から大勢で行進を始め

ました。彼らの目指すものはシンプルでした。誰もが家族を支

えるために自分で働いていける田舎町へ移動することであり

ました。 

お金持ちや権力者たちは立場が悪くなっていました。上層階

級は孤立してしまい、廃業同然で、工場も従業員も失った権力

者たちは今や誰よりも貧しい者となったのです。 

人々がよりシンプルな自給自足生活を目指して大挙して都

市部から出て行ってしまったので、すべてが劇的に変わったの

です。また人々はこれまで蓄積してきたテクノロジーの知識と

製造のための知識も携えていました。野望を挫かれた指導者た

ちを含む上層組織の残党は自分たちの進むべき方向に迷いは

ありませんでした。これらの者たちは惑星を去ることを選んだ

のです。 

よりよき生活のビジョンを描いて田園生活を始めた金星の

人たちは、様々な困難にも直面することになりました。新しい

金星での生活は、それぞれの家族がまずは自活できるようにし、

自分たちの食料をまかなうのにちょうどよい広さの土地に安

住することから始まったのです。 

彼らはつとめて分業化は最小限に抑えるようにし、自給自足

が出来るように励んだのです。誰もが様々な分野の基礎技能を

身に付けられるように教室も開かれ、どの家族も自分たちの需



要のほとんどを自力で満たせるようになりました。そして１０

年もしないうちに自給自足の村々が惑星上に広く存在するよ

うになったのです。 

中でも十分な食物を育てることが最も骨の折れる作業でし

た。村単位の大きなプロジェクトを推し進める際は、人々は力

を合わせてコミュニティの作業所を造りました。そこには小さ

な航空機や他の装置を作るための道具や設備があり、そこは彼

らが皆の知識や努力を結集させておく場所でもあったのです。

ただし、製造ラインや分業化のシステムを再び開発することは

決して許されていませんでした。 

後にはコンピュータ制御によるオートメーションで宇宙船

が製造されるようになりました。生活のどの段階でも、個人が

最も尊重されました。生まれ変わった金星のコミュニティでは

誰も土地を所有せず、税金も払っていなかったのです。 

中央政府が再び置かれることは決してありませんでした。そ

れは権力欲に飢えた者たちと、人間の手による法律をはびこら

せる温床を与えるだけにすぎないからです。法律が制定される

ことも、警察署が必要とされることも、紙幣が刷られることも

なく、今日に至るまで、いかなる形の通貨も金星には存在して

いません。 

 

（至高なる神性の法則） 

 

金星の勇者は、必要なのは人の手で作った法律ではなく、創

造主の法則であることを説きました。収穫を終えた後の土壌は

肥えた状態に常に戻しておくこと、各個人を肉体における性質

としてではなく魂として見ること、相手と同じ体験を自分自身

もするまでは、いかなる人も非難しないこと…。 

金星での新しい生き方が成功した要因の大部分は、彼らが至

高なる神性の普遍の法則(オム･ノシア･ゼディア)を理解し、同

時にそれを生活に生かしたことにあります。 

私たちはこの物理的な宇宙を超えた別な宇宙が存在するこ



とを発見しました。そして意のままにその世界を訪問すること

ができるようになったのです。それ自体科学そのものとなりま

した。 

平行宇宙…そこには別な秩序(座標)の時間、空間、物質そし

てエネルギーまでもが支配しています。またそれらを超越した

世界も存在しています。探検していく中で、死と呼ばれる神秘

も解き明かしました。 

人間が創造したすべてのもの、身の回りにあるあらゆる人工

物は、想像から生まれたものです。想像力を有する人間は、神

自身と同等の創造者なのです。 

眉間の奥、そこは肉体的な刺激、音、視覚、思念、触覚など

とは距離をおきながらも感知することができるところです。す

べてを観察することができる何か、この超然とした存在が魂で

あり、本当のあなたです。心のスクリーンに映し出している時、

その映像を見ているのが魂なのです。各階層世界または存在領

域はそれぞれ異なった振動率または周波数を持っています。 

至高なる神から流れ出て、物質界を含むすべての世界を維持

し生命力を与えているのが、聖霊せせらぐ生命の潮流なのです。

物理的な世界の物体とエネルギーは、この宇宙エネルギーが波

動を低下させたものにほかなりません。 

この聖霊の海に魂は存在しています。それは聖霊の一部なの

です。魂は純粋でポシティブなスピリチュアルな世界に自然に

存在していて、そこには物体もエネルギーも、空間も時間もあ

りません。ネガティブなパワーのわずかな痕跡すらありません。   

魂が目を覚ますきっかけを与えるために、至高なる神は形あ

る世界を創造し、そこに正反対の聖霊を存在させました。それ

が私たちが「カル」と呼ぶネガティブなパワーです。そこにお

いて魂は気付き得るまで対立の中で試され、清められていくの

です。 

より密度の濃い世界は魂の学校として、極性と「カル」の創

造を通して構築されます。鉱物・植物・動物・人間…魂は人間

として必要なすべての体験を得るために何百万年もかけて生



まれ変わりを何度も何度も繰り返します。 

歴史は私たちの祖先の物語ではなく私たち自身の人生です。

誰もがいくつもの惑星において、あらゆる種類の性格、男性と

女性、多くの異なった人種としての生涯を送り、ほとんど数え

きれないほどの状況や境遇を体験してきています。 

 

（金星の精神科学） 

 

聖霊なる魂が心をコントロールしなければ、ネガティブな

「カル・パワー」が支配権を奪い、人を虚栄心、怒り、渇望、

貪欲さ、物質的なものへの執着という５つの激情に溺れさせて

いき、多くの輪廻転生を通して魂はカルマのしがらみに巻き込

まれます。 

私たちの技術の発展は、人を支配するのではなく、常に私た

ちに仕えるものとなっています。最も素晴らしいチャレンジの

一つは、宇宙探査によって偉大な宇宙について更に学ぶことで

あります。 

金星の宇宙船による重力の中和作用は普通の人たちの宇宙

旅行を可能にしました。惑星同士の通信、友情と兄弟姉妹のよ

うな関係が深まり、皆で協力し合いながら宇宙の神秘を解き明

かしていくようになったのです。   

 

（アストラル界の金星での生活） 

 

アストラル界では物体はとても高い周波数の基にあるので、

私たちの思念でそれを動かしたり、変化させたり、周囲のエネ

ルギーからそのまま顕現させたりすることができます。私たち

は自分の思念を用いてフリーエネルギーを何でも自分が望む

ものに変換しているのです。  

金星のチュートニアの学芸院では、創造性と想像力を高める

ことが中心となっています。金星では心が物体を支配すること

は生活そのものなのであります。 



アストラル界においては、人は思念の力だけでどのような形

態の物体でも顕現させることができます。家屋、衣服、家具、

植物、食べ物、宝石類、そして想像可能なものなら何でも創り

出せますが、そのためには特別な精神的なプロセスを用いる必

要があり、それは幼い頃に習得するように求められています。 

創造にはいくつかの制限があります。自分が創り出した物体

を破壊することや元のエネルギーに還元することはできませ

ん。物体はその創造者がアストラル界からいなくなった時にの

み消滅します。ただし初めから期間限定で一時的に存在させる

意図で創造されたものは例外です。 

物を移動させることも、ただ対象を選んで思念するだけのこ

とです。私たちは歩かずに空中を滑空することもできます。た

だそうなることを意図すればいいのです。長距離を移動する際

は、思念のスピードで目的地にダイレクトに到着しますが、ふ

つうはただその場に現れるという感じです。 

アストラル体は肉体と違って直接エネルギーを吸収するこ

とで光り輝いたまま生きています。思念の力を用いて自分たち

の外見を簡単に変えることも、完全に見えなくしてしまうこと

もできます。肉体の痛みや疲労といったものは全くありません。 

毎日の生活の中にあふれる色彩は言葉で表現しようがあり

ません。アストラル界の物体はそれ自体が光を帯びています。 

空は真珠のような虹色のきらめきが絶えず彩を変える大海

原のようになり、すべてが自ら光を放っ 

ているようでした。山々、野原、木立、草花、建物、衣類、家

具、そして私たちの体までもが、それらに本来備わっていた温

かい色とりどりの採光を放っていました。 

メンタル体界はアストラル界を超えたもう一つの全宇宙の

存在でもあります。私たちが思考する時はいつでも、この体は

思念を発生し、それはより高次な感覚によって見ることができ

ます。思念とはメンタル体から溢れ出て流れるエネルギーに他

なりません。  

魂にとっての共通の敵とは「カル・パワー」です。この世界



では思考と感情が常に原因となるのであるから、思考と感情を

コントロールすることが運命をコントロールすることとなり

ます。 

人間を通して発生するネガティブな流れ(５つの激情)がコ

ントロールされている時、対立や戦争は起きず、生命は飛躍的

な発達を遂げ、金星や他の進化した惑星と非常に似通ったもの

となるのです。 

不干渉とは、各個人の自由のためにあるスビリチュアルな法

則です。考え方、感じ方、反応の仕方、心の傾向、視点、開花

の度合い等、一人ひとりが持っている自分独自の私的な世界を

尊重すべきであるというのが法則です。相手に対して、このよ

うにすべきだと思ったり、ある基準やものの見方を持つべきだ

と思い込んだりすることが干渉につながります。 

 

 (オム・ノシア・ゼディア)  (カル・パワー) 

神性の普遍の法則         虚栄心  怒り  渇望 貪欲 

物質的なものへの執着 

（魂の旅行） 

 

宇宙の意識とつながるエーテル界は魂を覆う光…潜在意識

の世界です。その下の階層はメンタル界で、心がその体で、エ

ネルギーは思念として現れます。その下がコーザル界で、その

体は過去世の記憶を呼び起こします。カルマの種がここに植え

られ後に収穫されます。その下がアストラル界で、その体は情

緒と呼ばれるものを表現する能力を持ちます。これらすべての

体を持つことで、魂は下層世界に入って体験を持ち始め、やが

ては至高なる神の意識的な協働者となるのです。 

各階層の体に対する浄化、再び健全なエネルギーの流れに戻

す瞑想法があります。物質的な世界から始めて、各人それぞれ

の世界・次元を超えていきます。一番大切な事は、この旅全体

を通してリラックスし心地よく感じていることです。 

○姿勢を正し(蓮華座等)背筋を伸ばしリラックスしてくださ



い。膝の上で組んだ両手親指を接しエネルギーを流れやす

くします。 

○第三の眼に意識を集中させ、そこにテレビ画面があるよう

にイメージして、肉眼で見るのでなく、そこに心を集中さ

せてください。 

○瞑想の姿勢をとったら、深呼吸を３回し心身を浄化してく

ださい。 

○各ステージごとに、色をイメージしながら、マントラをゆ

っくりと指定回数以上唱えてください。 

○各マントラは、各階層世界まで魂の波動を上昇させ、そこ

で体験すべき学習のプロセスへと誘います。高周波の音・

光やイメージを感じたらそれに従って一体化してください。 

 

第１次元 物質的世界 緑色 ⦿アライア Alaya（３回） 

雷鳴とドラムを表わす。肉体のエネルギーバランスを整え活

力を高めるので、体を精力的に従う際に役立つ。 

第２次元 アストラル界 桃色 ⦿カラ Kala（４回） 

大海原の波の音を表わす。情緒体にバランスと調和をもたら

す効果。情緒を安定させることに役立つ、ストレス・感情の

コントロールに難しい時に各々の情緒に応じて効果的に働く。 

第３次元 コーザル界 紫色 ⦿オゥム Aum（５回） 

小さな鐘がちりんちりんと鳴る音。コーザル体には魂の経験

が記録されている。潜在意識にある過去生の記憶を表層意識

に浮かび上がらせる作用がある 

第４次元 メンタル界 青色 ⦿マナ Mana（６回） 

流れる水または滴る水を表わす。思考プロセスを刺激してバ

ランスと調和をもたらし、精神的な混乱とストレスを排除す

る効果がある。知的な仕事をする際に有益である。 

第５次元 エーテル界 金色 ⦿ブァジュー Baju（７回） 

蜂がぶんぶんという音を表わす。内在の創造的エネルギーを

刺激するのでクリエイティブな活動に役立つ。創造された魂

が渦巻く下層世界へ下りていく旅のために最初にまとう外皮。 



第６次元 魂の世界 淡黄色 ⦿シャンティ Shanti（８回） 

荒涼とした風の音。前記の全作用を持ち各次元の体を調和さ

せ、穏かな充足感をもたらす。肉体的怪我、情緒的危うさ、

精神的病全タイプの機能低下や障害を癒す作用がある。 

第７次元 神の世界 白色 ⦿ヒュー Hu（９回） 

創造の「空」アナミ・ロク(Anami Lok名のなき領域)創造の

中心、宇宙の音楽ここから森羅万象・全ての魂を創り出すエ

ネルギーが流れ出ている。個人にスピリチュアルな啓蒙をも

たらし意識を高めて人生観を変えるのに役立つ。我々の起源、

魂はあらゆる知識を求めてここに戻ろうとする。 

   

創造主があなたを愛から創造したように、創造主の一部とし

てすべてのものを愛し、自分を愛することは、あなたが存在す

る道程における偉大な一歩となります。大切なことは、想像力

こそが創造の鍵であるということ。私たちはこの世界にふさわ

しいものを生み出す創造者なのです。『本当に必要なもの、そし

て真実のみを言葉にしなさい』…ネガティブな想念はネガティ

ブなエネルギーを増やすだけです。ポシティブなビジョンだけ

を心に描いて下さい。万物が一体となったポシティブな存在と

しての地球世界を実現していきましょう。 

アミューァル アバクトゥ バラカ バシャド 

Amual Abactu Baraka Bashad 

宇宙にあまねく愛と恵みがありますように 

    (オムネク・オネク) 


