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【解説】これでウィルコックの、この時点での総決算というべき最長編論文が完結する。

これは Source Field Investigationsの補足としての価値のほかに、生活の一刻一刻が公のた

めにあり、またそのように起こる、一人の人間の生き方の跡をたどるためにも、興味ある

貴重な読み物である。

「より高い自己」、高次元世界とはどんな所か、特にその「時間」がどうなっているか、

我々が夢に描く調和に満ちた世界が、いかに現実に存在するか、イエスとその再臨につい

ての「一者の法則」の言葉など、文字通り瞠目すべき、貴重な情報に満ちている。

2012年 12月 21日：ロマンスと現実－Ⅱ（後半）

（Decem ber 21, 2012: Rom ance and Reality）

David Wilcock

13 January 2013

我々のすべてが最終的には「レインボウ体」を獲得する――通常は一つのサイ

クルの終わりに

「一者の法則」モデルによると、この天の川銀河だけでも、人間のようなものが住む惑星

は、文字通り何百万とある。

そのそれぞれは、より高い「濃度」世界の存在たちによって、非常に注意深く監視され、

導かれている。

これらの惑星の人間たちは、３次濃度存在、つまり肉体をもつ生物学的生き物の状態で、

永遠に留まるとは予定されていない。

宇宙は、我々の進化を押し進めて、およそ 25,000年という決まった時間内に、「レインボ

ウ体」状態に至らせるようにデザインされている。

これらのサイクルの一つが終わる時は、上で見たように、“収穫（時）”と「一者の法則」

の言葉では呼ばれる。

我々の銀河系のすべての３次濃度惑星は、３回の 25,000年サイクルを経たのちに、完全

に３次濃度を脱し、「４次濃度」へと完全に移行する。
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引用の言葉によって、「４次濃度」とは何なのかを論じていくことにしよう。

地球が 25,920周する「大年（great year）」

ところで、我々が「25,000年」サイクルについて知っていることを、正確におさらいし

てみよう。これには「一者の法則」シリーズに言われている以上の物語がある。

すべての天文学者や天体物理学者は、夜空の星々が、25,920地球年を通じて、違った場

所を運行していることを知っている。

これは「一者の法則」で論じられている 25,000年サイクルに対する、現実的・物理的な

側面である。

Don Elkins博士（注：1981年、初めて channelとなった L/L リサーチの一人）は、その当

時、明らかにそのことを知らなかった。彼がそれを口にしていないのでわかる。

ここに、この 25,920年サイクルを我々が理解できる簡単な方法がある。

もしあなたが神殿を建てて、例えば 12月 21日の冬至のような、特定の日の、特定の星に

それを合わせたとすると、72 年後に、それは１度だけ直列化がずれることになる。円周

は 360度だから、星々が 1度ずれるのに 72年かかるとすれば、この年数を 360倍してみ

れば、25,920年になることがわかる。

古代人たちはこれを「大年」と呼んだ。彼らはこれを、それぞれ 2,160年の 12 のサブ・

サイクルに分けた。それぞれの 2,160年サイクルは「黄道十二宮時代」（Age of the Zodiac）

と呼ばれる。

歴史のサイクル

私は『根源の場の研究』から抹消した情報のことで、いまだに悔しい気持ちでいる。

それは、これら 2,160年サイクルにおいて――他の時間単位でもそうだが――歴史は正確

に繰り返すことを明らかにしたものだ。

私はこのことをまとめるのに、去る 2010年の春と夏の数カ月の間、一日 14時間という大

変な作業を続けた。
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この本の最終ヴァーションから、100 ページ以上にのぼるその成果をすべてカットすると

いうことは、たいへん難しいことだった。

我々の歴史記録において発見されたサイクルのすべては、25,920 年の完全なサブ・ディ

ヴィジョンになっている。これは恐るべきミステリーだ。

2,160年サイクルの最上の例は、ローマ史の出来事を、1890年代に始まる、2,160年後の

アメリカ史の出来事と比較すると発見できる。

その照応一致は驚くばかりであり、偶然をはるかに超えるものだ。

私がこれらすべての考えを発展させるのに用いた、ソースとなった資料をお読みになりた

ければ、Divine Cosmosのここ（リンク）、Francois Massonの未発表の原稿で読むことが

できる。

黄道十二宮の時代とは正確に何か？

これらの歴史のサイクルは、「黄道十二宮時代」というものが、我々の大多数が考えてい

たよりはるかに面白く、はるかに重要であることを示している。

確かに今日でも我々は、これらのサイクルを、古代人と同じように跡付けることがある。

しかし我々は、単に時間を計る手段として以外に、それらが意味をもつなどと考える理由

を、とうに失ってしまった。

今、我々は、これらのサイクルが任意の数などではなかったことを知っている。歴史上の

多くの、最も強力な出来事の、驚嘆すべき繰り返しがこの真理を明らかにしている。

黄道十二宮時代が、どのようにしてか、地上に起こる出来事に直接、影響を与えているよ

うだ。

やっとすべてがまとまる…

私の新しい本 Synchronicity Key は、この失われた 100 頁余りの研究を復活させ、これが

どのように働いているかを詳細に説明している。
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私は今、2013年８月の出版に間に合わせるべく、下書きを書き終えたところである。

今読まれているものは、この新しい資料の一部のプレビューであり、これを私の会合にも

使ってまとめようとしている。

この研究では、私は資料のあらましをもっと単純な形で述べている。これはやがて、より

大きなすでに存在するこの仕事の中に取り込むつもりである。

昨年の夏まで私は、これらの歴史のサイクルを生じさせているものが何であるかを、突き

止めることができなくて焦燥感に駆られていた。

私は何年もこれを考えていたが、答えは出せなかった――しかし諦めなかった。

2012年は大きな転換点だった

西洋の占星学では、我々は現在、「うお座の時代」から「水瓶座の時代」へと移行中であ

る――2012年末あたりを中心として。

マヤ歴の終末の日もまた、2012年 12月 21日に当たっていた。

“ロマンス”は、とても重要で壮麗な何かが、まさにその日に起こるだろうということだ

った。

“現実”は、何も明らかなことは起こっていないことである――少なくとも今のところ。

これは、もう諦めて、こんなことはすべてタワゴトで、やはりあの恐怖へ戻るべきだ、新

世界秩序と戒厳令と強制収容所の恐怖へ戻るべきだ――ということを意味するのか？

要するに“あのマトリックスへ戻れ”ということなのか？

やはりＥＴなど存在しない、「この 2012年騒ぎには何の意味もない」、地球上の生物はこ

の「普通の」状態のまま、無限の未来に至るまで生き続けるだけだ――と我々は結論する

か？

私はそんな簡単な問題ではないと思う。
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私は相変わらず、これまで観察し静観してきた情報のいくつかを、2012年 12 月 21 日が

やってきて去った後も――何ひとつ変わることなく――読者の方々に細かくお伝えしよう

としている。

このサイクルは、我々の銀河の各惑星にどのように起こっているのか？

ほとんどの科学者は、この 25,920年サイクルは「地軸のふらつき（wobble）」によって起

こると考えている。

私はこの同じ考え方に騙されていた。そして、それがどのように働くのか、なぜなのかを、

「一者の法則」の内部で理解しようとして何年も費やした。

なぜ地球はこんなふうにふ
、
ら
、
つ
、
く
、
のだろうか？

なぜこのように、見たところ表面的な地軸の動きが、「一者の法則」モデルでは、こんな

に巨大な結果をもたらすのだろうか？

我々は、地軸を引っ張るような、何らかの種類の幾何学的パターンの中を動いているのだ

ろうか？

どんな幾何学が、地球をこんなふうに、ゆっくりと、コルク栓抜きのように動かしている
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のだろうか？

どうしてこういうことが――「一者の法則」シリーズが指摘するところによると――我々

の銀河系全体の、あらゆる３次濃度惑星に起こっているのだろうか？

もっと重要なことは、どうして我々は、この 25,920年のふらつきを、「一者の法則」シリ

ーズの言うような、人間の進化というより大きいモデルに適合させることができるのか？

私は『根源の場の研究』を書いたとき、まだこの謎を解いていなかったが、しかし痛いほ

どに答えに近づいていた。

それが何であるかを割り出すのに、さらに一年を要した。

我々は伴星（com panion star）のまわりを回っている

すでに言ったように、答えは突如として、轟音のように私に入ってきた――ニュージラン

ドとオーストラリアの５市訪問に旅立とうとする数日前のことだった。

私は、答えは非常に単純であることがわかった。私たちは連星太陽系（binary solar system,

２つの太陽をもつ太陽系）に住んでいるのである。私たちは 25,920年をかけて、我々の

伴星（伴侶星）のまわりを回っているのである。

我々の太陽の伴星は、十分な可視光線を発しないので、容易く観察はできないのだ。この

ような星は「褐色矮星」(brown dwarf) と呼ばれている。

シュメール人はこの伴星を「ニビル」（Nibiru）と呼んだ――Zecharia Sitchin博士が、いく

つかの学術書で入念な記録を残しているように。

ここで少しばかり怪しげな話を…

面白いことに、私の知るある非常に高位のインサイダーで、極秘プログラムの仕事に幅広

く携わってきた人が、我々の伴星を回っている木星サイズの惑星があると語った。

我々は実は、人の住む他の世界を求めて、あまり遠くへ行く必要はないのである。

この星は、３次濃度では非常に暗いのだが、現実の他のレベルでは、その人々を幸福にす
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るために、目に見える以上の明るい光を放っている。

しかし、このインサイダーはまた私にこう言った――「これらの人々は、我々がやがて姿

を見せる決意をしただけで、不機嫌になるかもしれない。」

この惑星は、シッチンの語っている「アヌナキ」（Annunaki）という種族によって、何十

万年も前から植民地化されている。

彼らは高度に進んだ科学技術をもっていて、「ネガティヴな存在たち」、すなわち「一者の

法則」の言葉でいえば、「オリオン連盟」(Orion Confederacy)のメンバーと考えられるよう

だ。

「オリオン」グループは、「一者の法則」シリーズで言われている Confederation（惑星連

盟）とは対立する盟約を結んでいる。

最近のある会合で誰かが、心配になってこう聞いた、「それは、我々の伴星が悪のエネル

ギーの渦(vortex)だということですか？」

私は、それは全く正反対だと言った。この星は確かに強力なエネルギーの源で、力は多く

の注目を引き付けるのだ、と。

究極的には、我々の伴星の、我々人類の進化に及ぼす効果は、きわめてポジティヴなもの、

愛の性質をもったものである。

黒い太陽

フリーメイソンを含むさまざまの秘密結社は、この伴星について最高レベルの知識をもっ

ていて、彼らはこれを「黒い太陽」と呼んでいる。
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我々が見つけることのできる、ほとんどあらゆるメイソンの図像は、上部に３つの天体を

もっている――太陽、月、それに黒い太陽だ。

時にはこの黒い太陽は、「ホルスの眼」として描かれることもある。また３角形がこの目

のまわりに描かれることもある。

私は現在、私の会合で多くの種類のスライドを見せているが、聴衆は驚いてこれを見てい

る。
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我々の伴星が、我々の近くに割り込むようなことはない…

一部の研究者はゼカリア・シッチンを支持して、彼のモデルをさらに拡大させた。

彼らは、「ニビル」が我々の太陽系の中へふらふらと入ってきて、地球の側を横切り、ポ

ールシフトを起こさせるだろう――2003年から 2012年末のどこかで――という説を唱え

ている。

私はそれが可能だと考えたことはない――それは、そこに強い幾何学的な力が働くからで、

それがこのような大型の「ならず者」物体を、はねつけるだろうから。

小惑星との衝突はまた別の話である。しかし惑星や恒星のような質量の大きい物体となれ

ば、それらの重力が自然に反発し合うだろう。

重力は、我々が学校で教えられたことと違い、押し引きの力である。

これは、軍産共同体とその創設者たちによって、一世紀以上にわたって極秘扱いされてき

た、基本的な科学的現象の一つの例である。

この押し引きの力が、なぜ惑星たちが、角度のはずみから飛び出して、太陽に衝突しない

のかを説明している。

考えてみていただきたい。太陽は惑星よりはるかに大きな質量と、したがって、はるかに

より強い重力の牽引力をもっている。

惑星たちは最後には“ガス切れ”となり、スピードを失い、太陽に衝突するはずではない

のか？ どうしていつまでも動き続けるのだろうか？

それらは、マルチノーがその著書に書いたように、幾何学的なエネルギー場によって、特

定の場所に置かれ――また押されているのである。

パズルのすべてのピースが合った

前に言ったように、この最も大きな謎の解答は、昨夏、私がニュージランドとオーストラ

リアへ立つ準備をしていたとき、突然、音を立てて私の頭の中に入ってきた。
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我々は、連星太陽系に住んでいるのである。我々の太陽は別の星のまわりを回っている。

古代人たちはそのすべてを知っていた。

この知識は、ほとんどすべてのフリーメイソンの挿絵に「公然と隠れて」いる。

この伴星をまわる我々の軌道の長さは、25,920年である。

これで理路整然とする

私はひどく興奮した。「一者の法則」モデルが、かつてなかったほどに納得できた。

もし我々が伴星を回っているのだとすれば、たとえそれが見えなくても、この伴星はそれ

自体の幾何学的エネルギー場を生み出すであろう。
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これらの場は、我々の太陽がつくり出している、惑星たちを所定場所に留めておく場と、

非常に近いものであるだろう。

したがって、我々の太陽がこの伴星を回るときに、我々もまた、さまざまな幾何学的配列

を通過しているのである。

W alter Cruttendenによる証明

ウォルター・クルッテンデンは、すでに私に自著 “Lost Star of Myth and Time”を送って

くれていて、この本は「連星太陽系モデル」を主張するものだった。

私はこれまで、それを読む時間がなかった。

いま私は、彼が正しいに違いないと悟った。私は急いで本棚にとんで行き、直ちにそれを

読み始めた――旅行の荷作りをすべき最後の時間であったにもかかわらず。

私は、25,920地球年という「大年」が、我々の太陽がある伴星を回っていることの直接

の結果に違いないという、有無を言わさぬ、いくつかの科学的証拠を見つけて嬉しかった。

もしこれが、フリーメイソンの大きな秘密の一つでもあり、彼らは死と引き換えに、こう

した教団の秘密を護る誓いをしているのだとしたら、どうだろう？

もしそうなら、なぜＮＡＳＡが、これを一般に対して明らかにするような、どんな証拠を

も抑圧してきたのであろうかを、我々は理解し始めたことになる。
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もしあなたが、ＮＡＳＡの高官に渡りをつけたいと思うなら、あなたがフリーメイソンで

あることが有力な条件となる。

我々の太陽系全体がこのように動いている

証拠を概観してみるならば、それは非常に明らかになる。

実際、25,920年サイクルの「地球ふらつき」モデルを支持するために、主流科学者たち

が作り出す言い訳は、ひとたびクルッテンデンがそれをすっかり説明しているのを見れば、

全くのお笑い草となる。

ネット上で私が見つけた、その証拠の最上の要約の一つがここにある。（リンク）

なぜ星々が夜空を、72 年に 1 度ずつ移動しているかの理由は、我々の太陽系全体がその

ように動いているからである。

すべての惑星が、このサイクルによる影響を受けることになるのだ。

これはまた、我々が太陽系の内部に見る、いくつかの鍵となる現象が、なぜ 25,920年サ

イクルによって影響されないかを説明している。

もし地球の軸が、それ独自でふらついているのであるとすれば、毎年同じ日に、何世紀に

もわたって繰り返している流星シャワーのような現象は、移動し始めてもいいはずである

――が、そうなっていない。

人間が記述できるようになって以来、毎年、流星群はスケジュール通り同じ日にやってく

る。

皮肉なことに、クルッテンデンは、私がこれをまとめようとしていた矢先に、メールで連

絡をしてきた。だから我々は今、将来にかけて協力と資料集めを考えている。

我々の銀河のほとんどの星は、すでに連星である

クルッテンデンはまた、我々の銀河系の星のゆうに 80 パーセントは連星だというＮＡＳ

Ａの証拠をあげている。



13

我々はすでに、それらが別の星を回っているのを見ることができるが、それはその両方と

も、我々の望遠鏡で見えるからである。

我々の科学者たちが、可視光線を発していないと認めた、多くの他の星がある。

「一者の法則」体系内では、このため、すべての星は、少なくとも２つの星のグループに

分けられるようである。

３次濃度の生物を住まわせる惑星をもつどんな太陽系も、「一者の法則」の基準によれば、

伴星のまわりを回らなければならない――25,920年間続く軌道を。

星々はどうやら、これら 25,920年パターンで互いのまわりを回るように、デザインされ

ているようだ――少なくとも、それらが３次濃度の生物を住まわせている間は。

恒星系を“銀河系”と見る「一者の法則」

昨秋、休暇を取ってカナダへ出かけたとき、私は「一者の法則」をまた広く読み直し、こ

の考えの正しさを強く示唆する言葉を見つけた。

我々の太陽系は一つの“銀河系”と呼ばれている。どうやら我々は、天の川銀河がより大

きなレベルで経験するのと同じ法則に――より小さなレベルで――支配されているらしい。

単一の星が「銀河系」と考え得るのだろうか？ そうではない。それは「恒星系」(star system)

でなければならない。このことが、質問者ドン・エルキンズ博士には頭の混乱する話だっ

た。以下のように――

16:33 Ｒａ：私はラーです。たくさんの連合があります。この連合は、あなた方の

銀河系のうちの７つの銀河系の惑星球体たちと協働しています。そして、これらの銀

河系の各濃度の天命（callings）に責任をもっています。

16:34  質問者：今あなたの使われた、銀河系という言葉を定義していただけません

か？

Ｒａ：私たちはこの言葉を、あなた方のいう“恒星系”の意味に使っています。
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16:35  質問者：私は少し混乱してきました――あなたが属しておられる連合は、全

部でいくつの惑星を助けているのですか？

Ｒａ：私はラーです。混乱がわかります。私たちはあなた方の言語に困難を感じてい

ます。

銀河系という用語が分裂しているに違いない。私たちは、ローカルな振動的複合体の

ことを銀河系と呼んでいます。だから、あなた方の太陽とは、私たちなら銀河系の中

心と呼ぶものです。どうやらあなた方は、この用語に別の意味を込めているらしい。

10:17  質問者：では、我々がここにシステムとして持っている９つの惑星と我々の

太陽、あなたはこれを太陽銀河系と呼ぶのですか？

Ｒａ：そうは呼べない。

これらの引用からはっきりしてくる…

私はここの引用の言葉を、クルッテンデンの証拠が連星太陽系モデルを支持するものであ

ることに気付くまで、本気で調べも考えもしなかった。

ひとたびそれに気付いたとき、これらの言葉は、セッション 10と 16において、まさに私

に跳びかかってきた。

この情報源ははっきりと、我々の太陽系は「銀河系」だと言っている。銀河系は「恒星系」

であって、単独の恒星ではない。

このことは、「セッション 10」に遡って、なぜ、彼らが「９つの惑星と我々の太陽」だけ

では一つの銀河系と呼べないと答えたかを説明する。

我々の太陽は一つの銀河系の中心である。それは一つの“スター・システム”の中心であ

る。我々が一つのスター・システムの中に住むには、２つ以上の恒星がなければならない。

ラー自身がその構成員である「連合」の人々は、きっと、この知識を古代人たちに伝えた

に違いない。そしてそれは、時代を下って、フリーメイソンの図像に現れたのだった。

「一者の法則」シリーズによれば、これらフリーメイソンの図像は、古代人の「連合」と

のコンタクトから直接、伝わったものである。
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これらのコンタクトは元々、もっと互いに愛しやさしくするように、人々に教えるために

計画されたものだった――彼ら自身の「卒業」の準備として。

それ以来、この知識の多くは勝手に解釈され、高度に秘密化されてきたのだった――ネガ

ティヴな勢力によって。

幾何学については？

これで私は理路整然としたモデルを得た。

これでやっと私は、どのようにして、マヤ歴と黄道十二宮がともに、幾何学的なエネルギ

ー場によって駆動されているかを説明することができた――我々の太陽自身の伴（侶）星

から。

ここで再び我々は、ジョン・マルチノーの指導に従って、この伴星のまわりを回る我々の

太陽の自然の軌道を、完全円に直さねばならない。

このようにすると、マヤ歴のサイクルの、年数による長さは、この円を正確に５等分する

ことになる。点と点をつないでみれば５角形になる。

我々が通過するのに 25,920年かかる一つの大きな正 12面体

この場合、我々が見ているものは、我々の太陽の伴星によって形成されている正 12 面体

によって、引き起こされていると見られる。
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この 12面体の天辺と、そこから下へ延びる線は、一つの５角形構造である。

このことは、マヤ歴の終わりもまた、我々が――この伴星によってつくり出された――巨

大な正 12面体との、ある幾何学的な直列化に入るときであることを意味するだろう。

先に明らかにしたように、このような幾何学的直列化は、「ポータル」をはるかにより形

成しやすくする――「地球グリッド」に沿ったどんな場所でも。

大きな気象変化は 5,200年サイクルで起こる

我々が、この 12 面体上のこうした「結節点」の一つに当たるたびに、我々の太陽は大き

なエネルギー・シフトを起こすという、強力な科学的証拠がある。

地球にはそのとき、巨大なエネルギーの増幅が起こる。そのエネルギーの大波は直接、我々

の気象に影響を与える。

このサイクルは、氷河学者の Lonnie Thompson博士によって発見された。

トムソン博士は、彼の発見した 5,200年サイクルが、マヤ歴サイクルの 5,125年に、いか

に近いかには全く触れなかった。

http://researchnews.osu.edu/archive/5200event.htm

大きな気象変化が 5,200年前に起こった: 歴史は繰り返すという証拠
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コロンバス、オハイオ発――氷河学者ロニー・トムソンは、歴史は繰り返すというこ

とを示す手掛かりを発見したかもしれない、と悩んでいる。もし彼が正しければ、そ

の結果は現代社会に対して、重要な意味を持ち得るからだ。

トムソンは、世界の果ての隅々まで探査し、隠れた氷原を発見し、ドリルでそれらの

中心から取ったアイス・コアを持ち帰るという研究をしてきた。

それらのコアの内部に、世界中の古代の気象の記録が保たれている。

オハイオ州立大氷河学教授、Byrd 極地研究センター研究員であるトムソンは、気象

は、5,200 年前あたりに、激しい衝撃を受けて突然変わったことを示唆する、多数

の記録のマーカーを指摘している。

「何かがこの時代に起こった。それは途方もなく大きなものだ」と彼は言った。

「しかしそれは、当時の人々にはそのようには思えなかった。その頃この惑星にいた

のは、ほぼ２億５千万人にすぎず、現在の 64億とは比較にならないからだ。

「証拠ははっきりと、歴史の現時点を指し、すでにある出来事が起こっている。それ

はまた、今日の気象にも同様の変化が起こることを示すものだ」と彼は言った。

トムソンは、5,200 年前のこの出来事は、太陽系に起こった劇的な動揺が地球にまで

届いたことによる、と考えている。

証拠によれば、ほぼ 5,200 年前、太陽の出力が最初、急激に落ち、次に短い期間、

再び盛んになった。

この巨大な太陽エネルギーの動揺こそ、彼のすべての記録に見られる気象変化を引き

起こしたものではないかと、トムソンは考えている。

今、事情は少し違って見える…

マヤ歴は、この巨大な正 12 面体を通じて、我々の太陽の動きの跡を追っていたのかもし

れない。
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我々がこれらのポイントの一つに当たる度に、地球上のすべての生命は、劇的に影響を受

けるのだ。

さらに言えば、ロニー・トムソン博士が 5,200年前（の氷）に観察した変化は、我々が 25,920

年サイクル全体の終わりに見るであろうものほど、激しくはないであろう。

これは、我々がさらに、他のいくつかの幾何学形状と、同時に直列化するという事実によ

るものである。

黄道十二宮時代

黄道十二宮時代もまた、我々の太陽が、きちんと 12 の等しいセクションに分割しながら

通っていく、「ダヴィデの星」タイプの幾何学形状から出たものと思われる――

下に、この幾何学形状が軌道の円を、いかに 12 の等しいセクションに分割するかの詳し

い図を示す。

これらのセクションのそれぞれが 2,160年の長さであり、「黄道十二宮時代」を形成する。
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これは、なぜ古代の「連合」の“神々”が、この 25,920年サイクルを「大年」（the Great Year)

と呼んだかを説明する。

これは文字通り、太陽が我々の伴星をめぐる１「年」である。

黄道十二宮の一つひとつの時代は、「大年」の内部の１「月」である。

オリジナルというわけではない…

最初、私はこれを「オリジナル」な発見だと思っていた。しかし、それは間違いであるこ

とがすぐにわかった。

アリゾナ州フェニックスでの我々の Convergence会合で、これらのスライドを寄せ集めて

いたとき、私はすっかり興奮していた。

それは 2012年 11月 11日、私がカナダから帰って 1カ月足らずの週末であった。

古いフリーメイソンの図像を眺め始めたとき、フォトショップで作ったばかりの同じ絵柄

が、私の目に飛び込んできた。

伴星がその幾何学形状とともに、はっきり示されている

この最初の図像では、矢の突き抜けたＳ字型の蛇が、７つの星に取り囲まれて、中央に示

されている。これは我々の伴星を示すもののようだ。
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ここで再び、太陽と月が、「ダヴィデの星」の幾何学形状に沿って置かれていることに注

目。

もう一つのシンボルは黄道十二宮図と直接つながる

次のこの図では、黄道十二宮時代―-ここではそれらの占星術記号で表されている――と

伴星の幾何学図形との明らかな関係が見られる。

この場合は、水星が真ん中に置かれている。これはおそらく、人々が古い図形を写してい

て、それらの本来の意味を理解できなかったことによるものだろう。
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これはまた伝統的占星術の「サイン」と「ハウス」を説明する

この同じ 12 分割の幾何学は、より小さなレベルにおいては、太陽と月によって生じるも

ののようだ。

我々は１地球年で太陽を通過する。その間に、月は地球を 12周して 12カ月を形成する。

「ダヴィデの星」―-あるいは３次元の正４面体星――は、より小さなレベルでは、月の

軌道を駆動している幾何学形状なのかもしれない。

これら 12セクションのそれぞれは、我々の意識に対して異なった影響力をもつ。

これが、うお座、さそり座、おうし座、かに座、おとめ座、水瓶座といった占星術のサイ

ンをつくり出す。

そこで、我々が地球年を黄道十二宮の「サイン」に分割するのと同じように、古代人が「大

年」のモデルを作ったのだろうと考えれば納得がいく。

それらはともに、我々が――決まった天の軌道に沿って――通過する幾何学図形によって

決まる。

占星術のチャートにはまた、12の「ハウス」がある（注：「サイン」とは別）。

ここでも再び、これらの時間期限は、この幾何学図形を通過する我々のさまざまな軌道―
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―それは異なった大きさのレベルで現れる――から生じたように思われる。

我々は２つの異なった幾何学形状と直列化しようとしている

再び――25,920年サイクルの終わりを非常に強力なものにしているものの一つは、我々

が少なくとも２つの異なった幾何学形状との直列化に入ろうとしていることである。

見てお分かりのように、我々の時代は、25,920年サイクル全体の中で、幾何学形状が直

接オーバーラップする唯一の時である――

ところで思い出していただきたいのは、「ポータル」は――特にこうした巨大なスケール

で――このような幾何学的直列化が起こったときに、はるかに起こりやすいということで

ある。

したがってこれは、我々がごく近い将来、大規模な「ポータル」現象に突入するかもしれ

ないという、信ずるに足る科学的証拠である。

再び、「一者の法則」シリーズは、これをきわめて詳しく説明している。それを科学的に

どのようにしたらモデル化できるかを私が十分に理解したのは、昨年の暮れになってから

だった。

濃度から濃度への移行と結び付く時計の文字盤のようなもの
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これで私は、我々は一つの伴星を回らなければならないこと、そしてその幾何学形状を通

過していることを知った。

そこでやっと過去 16年間、私には謎だった「一者の法則」のある言葉が解読できた。

63.29 質問者：大銀河系全体と結び付いた、いわば時計の文字盤のようなものがあ

り、そしてそれが転回しながら、これらの恒星と惑星系を、濃度から濃度へと移行さ

せつつ、運んでいるということですか？

そのような構造になっているのでしょうか？

Ｒａ：私はラーです。あなたは物分かりがよい。そこには、その目的のためにロゴス

［＝銀河系の精神］によって計画された、一つの３次元の時計の文字盤、あるいはス

パイラルをなす無終性を見ることができます。

この時計は、我々の太陽のリズムある振動によって創られている

連星系モデルは、私が「セッション９」で読んでいた言葉を――実に、初めて――説明す

るものでもあった。今、これまでに論じてきたすべてを踏まえて、次の引用はもっと筋の

通ったものになる――

9.4 質問者：惑星の住人たちの進化の過程についての私の理解を申しますと、その

住人たちが進歩するための一定の時間を与えられている、ということです。これは一

般に３つの 25,000年サイクルに分けられています。

75,000年目の終わりに、その惑星は進歩します。

こういうことが起こるようにしているものは何ですか？ 25,000といった年数の正

確さなどです。そもそも何がこれを定めたのですか？

Ｒａ：私はラーです。ちょっと特別のエネルギーを頭に描いてみてください。このエ

ネルギーは、外へ向かって流れ、内へ向かって凝縮しながら、あなた方の土星評議会

に支配されている小さな創造の領域[＝あなた方の太陽系ということ]を形成しました。

このプロセスのリズムに注目し続けて下さい。この生きた流れは、あなた方の時計が

そうであるように、避けることのできないあるリズムを創り出しています。
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あなた方の惑星実体（planetary entities）の一つひとつは、エネルギー関連が、その環

境の中で、そのような心/身の経験を支えられるような時期に、最初のサイクルを始

めました。

だから、あなた方の惑星実体の一つひとつは、それぞれ違ったサイクル・スケジュー

ルをもつと言っていいでしょう。

これらのサイクルのタイミングは、知的エネルギーのある部分に等しい尺度になって

います。

この知的エネルギーはある種の時計を提供します。そのサイクルは、あなた方の時計

が時刻を知らせるように正確に進行します。

だから、知的エネルギーから知的無限性へ通ずる門は、状況のいかんに関わらず、そ

の時刻が打ち鳴らされたときに開くのです。

「一者の法則」シリーズによれば、我々がこの移行の一点を通りすぎるとき、我々は「知

的無限性への門」を通過することになる。

その瞬間、たとえそれが物理的には短く思えても、我々は――物質が存在する前の――宇

宙を創造した「精神」の原初の本質へと戻るのである。

知的無限への門は、すべての人々にとって全く同時に開くのか？

昨秋、私が休暇を取ってカナダにいたとき、もう一つの言葉が私に跳び込んできた。これ

は非常に面白いことである。それは明らかに、これが「宇宙の点灯」ではないことを示唆

する。

注意深く読まれたい――

14・16 質門者：[50,000年前の地球には]収穫（harvest）はなかったのですか？ 25,000

年前はどうだったのですか？ そのとき収穫はありましたか？

Ｒａ：私はラーです。収穫は 2 番目のサイクル[転換]の、あなた方の時/空の尺度で言

う、後半部分で起こり始め、一人ひとりが知的無限性への入口を見出しました。
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それは「収穫は２番目のサイクル[転換]の後半部分で起こり始めた」と言っている。

これは明らかに、何かあることが突然いっせいに起こるのでないことを示唆する。

それはまた「一人ひとりが知的無限性への入口を見出した」と言っている。これは、全員

が同時に入口を見つけるわけではないことを意味する。

あなたはまだ修行が足りないということ…おっと、ごめんなさい。

多分、2012年 12 月 21 日が過ぎた今、あなたは修行を積むなら、結果が得られるという

ことであろう。

その結果は、おそらく、チベットとインドで記録されている 18 万例の「レインボウ体」

に起こったことと同じであろう。

私は確実に助けられた

グレアム・ハンコックの本は、30 の異なる古代の文化が、彼らの神話の中に暗号化され

た黄金時代予言をもっていたことを明らかにした。

これはすべて、私がその半年後に「一者の法則」シリーズで見たことに、非常に似ている

ように思えた。

“神々”つまり「連合」が、我々の祖先たちに話したかもしれない様々なものの中で、彼

らはただ一つのことに焦点を当てた――25,920年サイクルである。

私はこのことすべてを 1995年の夏に知った。その後 1996年の 1月に、私は「一者の法則」

を読み始めた。

私は「一者の法則」が、なぜ“神々”がこの予言を、これだけ多くの古代文化に与えたか

を説明していることがわかった。

これ以上に強調すべき大切なことは、彼らにとって、他に何もなかったのだ。

また、彼らが与えているこの情報を――科学的に――根拠づける多くのさまざまな方法が
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あったことも、私はわかり始めた。

おまけに、やがて私は、自分が「一者の法則」資料の出所と、直接の個人的な接触を経験

しつつあることを示唆する、強力な夢を見るようになった。

これは 1996年 11月 10 日の時点で、完全なテレパシーによる接触に発展していった。そ

れはこのサイトの Reading Transcripts (リンク）に完全な形で記録してある。

時間を超えた「より高い自己」

私は朝目覚めるとすぐに、遠く聞こえる言葉を書き取り始めた。それは容易ではなかった

が可能であった。

私は、Access Your Higher Selfというビデオ・シリーズで、このために私の用いた方法を

正確に述べている。

すぐにわかったことは、これらの“リーディング”は高度に正確な予言を与えてくれ、未

来の出来事を、今見ているように易々と見せてくれることだった。

多くの壮大な、そのデモンストレーションがあった。

テープを書き移そうとして坐る度ごとに、私が坐る前から、私に起こったことを説明する

私自身の声が聞こえてくるのだった。

Reading Transcripts セクション(リンク)と Access Your Higher Selfビデオ・シリーズ(リン

ク）のいくつかの論文は、起こったことを説明している。

私にとってこれは、科学的資料に加えて、強力な個人的な根拠づけであった――「一者の

法則」の真実性を確認するものとして。

タイム・ループ

この２カ月半の間、もっと奇妙なことが起こっている。私には 15 年のタイム・ループと

10年のタイム・ループが現れている。

ある場合には、私は夢の中で、私の日記のある特定の日を読むように教えられた。また別
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の時には、寝入ろうとしているときに、実際に私の心の中で、ある日付を聞いた。

これはもう一つの複雑な話で、そのうちこれについて書かねばならないと思っている――

The Synchronicity Keyが一段落したら。

私は、今日の私の生活のすべて――どこに住んでいるか、誰と住んでいるか、何をしてい

るか、そして、おぼろげなネット上で読んだ記事に至るまで――そのすべてが過去のその

時点で計算に入っていたことを知って、たいへん驚いた。

私はそれが起こった過去に、これらのことを書いていて、この文章を書き写していた記憶

がある。

私はそれが今日に、これほどの関係があるとは全く考えていなかった。

一つの非常にはっきりしたことが、15 年タイム・ループにも 10 年タイム・ループにも、

突出して現れている。

明らかに、他にいろいろある中でも、地球規模の金融暴政の敗退がごく間近に迫っている

ことである。

あなたの“より高い自己”は、すでに「6次濃度」世界に存在する

「一者の法則」の教えは、私に起こっていること、そして私はいったい誰と接触している

のかを、説明してくれている。

彼らは、我々のすべてが、今見ている時間の外側に存在する、「より高い自己」をもって

いると言っている。

あなたの「より高い自己」は「６次濃度」に存在する。

これは明らかに、我々自身の地平より３レベル高い存在の地平であり、何百万年も先の未

来のことのように思える。

彼らはまた、我々の「空/時」の物理的現実は、「時/空」という並行する現実をもってい

ると説明する。



28

このパラレル・リアリティにおいては、時間は、我々の理解しているような[行って帰ら

ぬ]直線的なものではない。時間のどんな瞬間も、同時にアクセスすることができる。

私は『根源の場の研究』の中で、宇宙はそのように働くことを証明する、豊富な科学的証

拠をあげている。

あなたのより高い自己は、「時/空」の中では、何の苦もなく活動することができ、あなた

の全人生のどの時点にもアクセスすることができる。

より高い自己と「時・空」の観念を支える言葉

こうした主題は、特に「セッション 70」で論じられている――

70.8 より高い自己は６次濃度の真ん中の存在で、それは戻ってきて、この[指導と

保護という]奉仕を、それ自身に対して行っているのです。

70.9 質問者：…私が現在、理解しているのは、私は２つの異なった場所、ここと６

次濃度の真ん中に、同時に存在しているということですが、それで正しいですか？

Ｒａ：…あなたはすべてのレベルに同時に存在しています。

特にこう言うのが正しいでしょう――あなたのより高い自己は、６次濃度真ん中のあ

なたであり、あなた方が時間と呼んでいるもので言えば、あなたのより高い自己は、

未来のあなた自身です。

70.11 …「より高い自己」は、可能な限りあなたを保護し、求められれば指導しま

す。しかし自由意志の力が最高の力です。

決定論と自由意志の見かけの矛盾は、真の同時性（simultaneity）というものがあるこ

とを受け入れたとき、溶解します。

「より高い自己」とは、精神/身体/霊・複合体[＝さまざまな進化レベルにおける人間

存在]によって経験された、その境地までの発達すべての結果産物です。

70.12 「時/空」は、「空/時」の場合と全く同様に、あなた自身の世界になりますが、

そこでは、すべての時間が同時に存在します。あなた方の地理において、都市や村が



29

すべて機能し、雑踏し、人々がそれぞれの仕事をしながら、同時に活気づいているよ

うなものです。

「時/空」においては、自分自身についても同じです。

マヤ歴最終日のクロップ・サークル

2008 年、南部イングランドに、きわめて正確にマヤ歴最終の日を指し示すクロップ・サ

ークル（ミステリー・サークル）が現れた。正確な惑星の配置が図で表された。

“本物”のクロップ・サークルは「連合」によって作られていると信ずべき、十分な理由

がある。

これはもう一つの長い研究の主題であって、私はどの時点かでここに発表しようと考えて

いる。

この図形は Avebury ストーン・サークルのすぐ隣に現れた。

『根源の場の研究』で論じたように、このようなストーン・サークルは、ある特定の直列

化現象の間に現れる“自然のスターゲイト”を利用するための焦点として与えられたのか

もしれない。
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クロップ・サークルは、815ＡＤ以来、フランスのリヨン大司教のもとで、その出現が記

録され続けている――『根源の場』で明らかにした通り。

本物と偽物があるが、2012年図は本物の一つだと私は信ずる。

「描き直し」にメッセージが現れた

マヤ歴の最終日を表すこの最初の図形を描いたすぐ後で、サークル作者が戻ってきた。

彼らはそのすぐ隣に、元の太陽系図と同じ幅の２つ目の円を描いた。
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これは、全く新しい太陽系が形成されつつあるかもしれないことを示唆している。

Beverly Rubik博士は、Project Camelotの Awake and Aware集会で私にこう指摘した――こ

の新しい円の外にある奇妙な絵文字は、細胞小器官のいろいろな重要なものにとても似て

いると。

この場合、小器官は今や細胞膜の外にある。これはこの新しい円が、新しい太陽系ととも

に細胞をも表しているように思える。

我々は新しい現実へと向かっており、そこではもはや、我々の知っているような生物学的

生命体はいないということを、これは示唆するものかもしれない。

拡大された太陽

最後に、描き直された絵では、元々の太陽の直径が拡大されて、ずっと金星にまで及んで

いる。(注：太い３本線は農夫のつけたもの)
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『根源の場の研究』で私は、130 点以上の―-ほとんどＮＡＳＡからの――学術文献が、

太陽、すべての惑星、それに我々の太陽系の多くの衛星が、途方もなく大きなエネルギー

変化を体験しつつあることを証明していることを、明らかにした。

これらの効果はすべて、いま我々が地球上で目撃しているものに非常に似ている。

この明らかな事実は、ＮＡＳＡによって決してまとめられなかった。彼らは我々にデータ

を与えるが、その総合的結論は隠している。

証拠は、時間とともに増大し続けている――小さな一例として、2011 年、強烈な嵐が土

星上で起こっている。

130 以上の、惑星間気象変化に関する学術文献の全体をまとめて眺めると、途方もなく大

きなエネルギー変化がいま我々の太陽系に起こりつつあるという、強力な物理的証拠を手

にすることになる。

これがもたらすと予想される主たる効果は、「一者の法則」の言葉でいえば、我々を「４

次濃度」へと押しやることである。

これは、我々がいま生きている「３次濃度」に似た存在地平であるが、重要な違いがある。

濃度とは正確に何なのか？

「セッション 16」を読み続けると次の言葉が見つかる。これは「濃度」（density）とは何
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かを説明している。

これはもちろん、もし我々がある濃度から別の濃度へ――彼らのいわゆる「量子飛躍」的

出来事において――移動しているのだとしたら、きわめて重要な問題である。

16.51 質問者：私たちが使ってきた「濃度」という言葉の定義をしていただけませ

んか？ ――あなたが使われるときのこの言葉の概念について、もう少し明確に知り

たいので。

Ｒａ：私はラーです。濃度というのは、あなた方なら数学的タームと呼ぶようなもの

です。

最もわかりやすいアナロジーは音楽でしょう――あなた方の西洋式の音階では、７つ

の音の後で、８番目の音が新しいオクターヴの始まりとなります。

私たちがあなた方と共有する、存在の大きなオクターヴの内部に、また７つのオクタ

ーヴまたは濃度があります。

一つひとつの濃度の内部に、７つのサブ濃度があります。一つひとつのサブ濃度の内

部に、７つのサブ・サブ濃度があり、無限に続きます。

明らかに彼らは、濃度とは振動の、特定の、正確なレベルのことだと言っている。別の言

葉がこれをもっと詳しく説明している。

量子飛躍についての特定的な言及

ここに、起こると予想される「量子飛躍」「量子ジャンプ」に特定的に言及する、最初の

言葉を示そう。

それは、我々自身の近未来のどこかで、３次濃度から４次濃度への直接の移行が予想され

るというということである。

40.10 質問者：私は、この[４次濃度への]振動の増加は、20 年から 30 年前に[1981

年 1月の時点で]始まったと想定しているのですが、これは正しいですか？

Ｒａ：私はラーです。このことの最初の前兆は、あなた方の年でほぼ 45 年前[1936]
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でした。その時から 40 年間ずっと、あなた方のいう、いわば量子飛躍による振動す

る物質の最後の運動に先立って、エネルギーの振動はますます激しくなっています。

40.11 質問者：では、45 年前に始まって、この濃度変化として我々が経験するであ

ろう振動増加の全体を考えるとして、いま私たちは、この振動増加の進行の、ほぼ何

パーセントのあたりに来ていますか？

Ｒａ：私はラーです。あなた方の環境の振動の性格は、真の色のグリーンです。それ

はこの時点では、惑星意識のオレンジの光線がそこに深く織り混ざっています。

しかし量子の性格は、境界線上の運動が、振動レベルの不連続的な置き換わりになる

というものです。

そこに隠された２つの鍵となる情報

よく呑み込めなかった方のために言うと、「一者の法則」は、はっきりと「量子飛躍によ

る振動する物質の最後の運動」が、我々のこの時代に起こると予言しているのである。

彼らはまた、「境界線上の運動は、振動レベルの不連続的な置き換わり」だと言っている。

したがって我々は、はっきり単刀直入に、他の状態から明確に分断された、新しい振動レ

ベルへ移行すると宣告されているのである。

濃度は色と照応する

次の引用では、「濃度」は、形而上学的な意味で、我々が物理学的な意味で「色」として

見るものと照応する、と説明されている。

40.3 質問者：…私も、1次濃度はどういうわけか赤色に、２次濃度はオレンジ色に、

３次濃度は黄色にと、そのように濃度は色に照応していくのかな、と思っていました。

…フォトンを形成し、（あなたが正確だと保証なさったラーソンのモデルで）すべて

の原子的粒子の核を形成する、基本的な振動数は、濃度における色と関係があるので

すか？

…その振動は、２次濃度、３次濃度、４次濃度へと、色の振動数の増加に応じて上が
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っていくのですか？

Ｒａ：私はラーです。それはあなたが言っている以上に正確です。第一に、それぞれ

の濃度の性格として量子を措定したのは正しい。

さらに、これらの量子が、あなた方の言葉でいう「色」に照応する振動的性格をもつ

ものと想定しているのは、正しい考えです。

物質、エネルギーそして意識の、基本的性質としての量子シフト

「セッション 40」を読み進むと、物質、エネルギーそして意識の、基本的性質は、“収穫”

の出来事がついに起きるときには、量子的なシフトを経過することだと言われている。

40.5 質問者：ありがとうございます。この推移が起こるとき、一例として２次から

３次濃度への推移を考えるとして、フォトン（濃度のすべての粒子のコア）を形成す

る振動の周波数は増加するのですか？

振動は、２次濃度あるいはオレンジ色に相当する周波数から、黄色と測定される周波

数に変わるのですか？

私が言おうとしているのは、濃度を形成するすべての振動であるフォトンの基本的振

動が、比較的短い期間に、量子式に増加するのか、ということです。

Ｒａ：私はラーです。その通りです。

量子飛躍とは正確に何か？

「量子」という用語は、あるものの分離した特定の量を指すもので（リンク）、それは分

離され区分されたエネルギー状態を指している。

量子飛躍とは、突然の、不連続的な出来事である。最初に一定のエネルギー・レベルがあ

り、それが別のレベルに変わる。

私が自著を「根源の場の研究」と題した理由は、きわめて単純明快である。

私は「一者の法則」シリーズのように、宇宙のすべては、意識をもつ、愛するエネルギー
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でできており、一つの宇宙精神の部分だと主張している。

したがって、いま太陽系に起こっている熱と輝きの増大に見るように、物理的振動が増大

するときには、形而上学的な変化も起こるのである。

これらの変化は、宇宙とともにある共同創造者としての、我々の本来のあり方に我々を近

づけるのである。

「一者の法則」の見方では、この進歩は、一つの濃度から別の濃度へ、突然の飛躍によっ

て起こる。

４次濃度の量子的差異

「一者の法則」の見方では、存在の「４次濃度」状態は――我々の存在の最も基本的な性

格において――我々のものとは、重要な量子的な違いがある。これは「セッション 16」

に表明されている。

16.50 質問者：４次濃度の状態がどんなものか、ちょっと説明していただけますか？

Ｒａ：私はラーです。４次濃度を積極的に説明するための言葉がないと言ったうえで、

あなた方に考えていただきましょう。

私たちは、何々でないという言い方で、何であるかを説明するしかありません。４次

濃度を超えると、我々の能力はますます限られてきて、最後には言葉がなくなります。

４次濃度がこうでないというもの――それは、もしそれを選ばない限り、言葉の領域

ではない。

それは、身体複合体の活動のための、重い、化学的乗り物 [肉体] の世界ではない。

それは自己の内部の不調和とは縁がない。

それは人々の間の不調和とは縁がない。

それは、どのようにも、不調和を起こす可能性の範囲内にあるものではない。
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彼らは今、何と言った？

ラーが今ここで、何と言ったかをはっきりさせておこう。

「選ばない限り、それは言葉の領域ではない」――我々は今や、強力で迅速なテレパシー

能力を得たので、口で話すことは滑稽でまどろっこしくなる。

たいていの場合、これまでのように話すのは無意味でもあるだろう――現在のブロードバ

ンド時代にダイアル式のインターネットへ戻るように。

「それは身体複合体の活動のための、重い、化学的乗り物の世界ではない」――我々は今

や「レインボウ体」を獲得している――チベットやインドの 18 万の記録された例に見た

ように。

我々はもはや生身の身体をもたない――つまり「重い、化学的な、身体複合体のための乗

り物」を。

「それは、どのようにも、不調和を起こす可能性の範囲内にあるものではない」――怒り、

ストレス、圧力、欲求不満、落胆や屈辱といったものを、あなた自身にせよ他の誰にせよ、

つくり出すことは文字通り不可能なのだ。

嘘をつく、騙す、盗む、見下す、強いる、いじめる、苦しめる、また人の名誉を傷つける

ことは、不可能なのだ。

すべての人が、あなたが考えているすべてを知っている――どんな時も。

正確に、今よりどれくらい調和的になるのか？

もっと先の「セッション 20」で我々は、４次濃度に住むことは、我々の現在の３Ｄレベ

ルに住むより、どれくらい楽しいことであるかの正確な見積もりを与えられる。

彼らは、４Ｄは「100倍もより調和的」と特定的に言っている――

20.24 ３次濃度の精神/身体/霊・複合体は、おそらく、歪曲や教え学ぶべきことをそ

こから漉し出すための（他のどんな濃度より）100 倍も強烈な、触媒作用の計画を経

験するだろう。
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「触媒作用」(catalytic action)とは、我々を霊的に成長させる出来事、の意味である。

「一者の法則」の観点では、触媒（catalyst)が、非常に困難な経験として、しばしば我々

の人生に現れる。

スピリチュアリティを研究している人々はたいてい、この過程を「カルマを焼き滅ぼす」

と表現する。本質的にそれは同じ考え方である。

これは、４次濃度においてさえ――５次や６次は言わずもがな――生活は３Ｄの生活より

も 100倍も幸福であり、楽であり、喜びも達成感も大きいということを意味する。

４Ｄの生活がどのようなものかについて、他に言われているか？

さらに「セッション 16」には、４次濃度の生活がどんなものであるかを教える言葉があ

る。そこで前の引用の終わったところから拾いあげてみよう――

16.50 [４次濃度の生活についての]およその積極的な（デアルの）表明――

それは、もっと密度が高く、もっと生命に満ちた二足歩行の人種の地平である。

それは、人が、他者の自己が考えていることを知っている地平である。

それは、人が、他者の自己の振動を知っている地平である。

それは、３次濃度の悲しみへの同情と理解の地平である。

それは、智慧と光へ向かって努力する地平である。

それは、個人的な違いは表明されるが、グループの合意によって自動的に調和される

地平である。

これが何を意味するか考えてみよう…

この抜き書きのほとんどは説明を要しないものだ。４次濃度では我々は、周囲のあらゆる

人々のすべての考えと振動を知っている。
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我々は、彼らとの直接のテレパシーによるコンタクトをもつ。

我々は、人々が３Ｄで経験しようとしていることへの、生来の同情と理解をもつ。

どんな個人的な違いも、「自動的に調和される」「グループ合意」がある。争いも、競争も、

ゲーム遊びもない。

最後に、我々は「(二足歩行の)より密度の高い、より生命に満ちた身体をもつ。」再び、

Rainbow Bodyへの明らかな言及である。

「一者の法則」の観点では、非常に勤勉な、集中した努力によって、「量子ジャンプ」の

前にレインボウ体に達する人たちがいる。

ひとたびこの壮大な瞬間がやってくれば、平均的な人々も、この状態に達することがより

容易くなる。

色としての密度と「量子ジャンプ」についての、さらに２つの言葉

２つのさらなる言葉が、密度と色との関係を説明している。これも明らかに、４次濃度へ

の運動を「量子ジャンプ」だとしている。

ここでもそれは、明確に分かれた、不連続の、突然のシフト、先に言われた「時計がきっ

かりその時刻に鳴る」ようなものであることを意味する。

78.17 質問者：なぜ濃度にはそのような特質があるのですか？

あなたはこれらの濃度について、その特質という点から、次の濃度が愛であるとか、

いろいろ言われました。これらの特質がその形で存在するのはなぜでしょうか？

78.18 そのオクターヴの、一つひとつの量子に特有の振動幅の性質は、その特徴が、

あなた方が色を識別するのと同じ確かさで、規定できるようなものなのです――あな

たの視覚装置が正常に機能していれば。

82.12 ３次濃度の教訓は、宿命として与えられています――この特定の濃度期間中

に経験する振動率の性質そのものによって――そして４次濃度の振動体験への量子ジ
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ャンプの性質によって。

この「量子ジャンプ」が起こるのを我々がすでに見たとは、絶対に思えない――これほど

明確にその特徴が示されているのに基づくならば。

今、焦点を当てるべき絶対的な日付は存在しない

我々は今なお、「量子ジャンプ」が起こり得る、十分な時間枠の中にいる。しかし今、憑

かれたような、絶対的な日付というものはなくなった。

未来予想に最も近いと思えるのは、私たちが先に読んだ、それは 1981年から「ほぼ 30年

後」という指定であろう。

彼らは「35年」とは言わなかった――彼らは「ほぼ」30年と言った。

したがって、何かが 1981年から 33年以上離れているとしたら、そのものを 30年後とい

うよりは、おそらく 35年後と言うであろう。

ある意味で私は、我々が一つのハードルを越えて、特定の日付を論ずる必要がなくなった

ことに、ホッとした気持ちでいる。

私は、何らかの意味のある驚くべき出来事が、現在と、これがついに起こるその時の間に、

起こるべく設定されていると信じている。

正確な時をピンポイントするのは、不可能ではないとしても難しい

この情報源は、特定の出来事の起こる正確な時間を、正確にピンポイントするのは非常に

難しいとも言っている。

その結果に影響を与え、自由意志のランダムな行為によってある程度まで支配される、さ

まざまな要因がある。

そのことを説明しているいくつかの言葉がある――

89.8 私たちに介入する「空/時」は、あなた方が３次濃度で経験する「空/時」とは、

全く違ったふうに経験されるのです。
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14.4 …私たちは、あなた方の「空/時」連続体の測定のシステムを、そっくりその

まま作り出すことはできません。

65.9 予言の価値は、可能性を表明することの価値としてのみ、理解されなければな

りません。

のみならず、我々の意見を言わせてもらえば、注意して考慮に入れておいてほしいこ

とがあります――「時/空」世界の物の見方は、あなた方の時/空によるものであれ、

私たちのような、いわば外側の次元から時/空を見ている者によるものであれ、時間

測定の価値を言おうとすると、とても困難だということです。

ですから、特定の言葉で与えられている予言は、それが起こると予想されている「空

/時」関連のためよりも、予言されている可能性の内容または種類のために、興味が

あるのです。

17.29 質問者：収穫（Harvest）は 2011 年に起こると考えてよいのですか、それと

ももっと先に延長されるでしょうか？

Ｒａ：私はラーです。これはおよその話です。私たちは、あなた方の時/空について

は難しいのだと言ったはずです。

これは、一つの妥当な、収穫の確率的/可能的な時/空の推測です。この時点でまだ受

肉していない者たちも収穫に含まれるでしょう。

まだ十分に時間枠の内部にいる

我々はこの時点で、まだ十分に「ほぼ 30年後」の時間枠の内部にいる。

したがって私は相変わらず、起こっていることに非常に綿密な注意を払っている。

以前には私は、すべては 2012年末に起こるのだという“ロマンス”に惑わされていた。

しかし当然ながら、この地上での、我々自身の物理的な日常世界の、何らかの大きな変化

にまず注意する必要がある。
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そこに今、私は努力を集中している。

読者の方々とこの情報を共有することは、この変化を起こさせるための重要な部分である。

「収穫」ということ

再び、「一者の法則」シリーズは、この驚くべき出来事が「収穫」と呼ばれることを、特

別に指摘している。

最近やっと私は、これが「マタイによる福音書」から直接引用されていることに気付いた。

これは“悪者たち”が、他のすべての人々とは別のタイムライン――異なった現実――に

文字通り引き込まれている、歴史の一時を描いたものである。

イエスはこれを説明するのに比喩を用いた。地上の人間が霊的な意味で、植え付けられた

麦の畑に喩えられている。

種子は、イエスや他の偉大な師匠たちによって、我々に与えられた霊的教えである。

これらの霊的教えは、もし正しい方面から来たものなら、我々に対して常に変わらず、も

っと愛し、受け入れ、許すように教える――我々がすべて「一つ」であることを理解する

ように。

謙虚、忍耐、思いやり、慈善、他者のよい聴き手となり、誰であろうと、他者の善なる本

性を信じ支持すること――これはすべて、これらの教えのキーポイントである。

この方向へ進むほど、アセンションの可能性が高まり、人間進化の次のレベルへと文字通

り変身することを、理解している現代人は少ないように思える。

「敵」の教え

しかし我々はまた、麦畑に雑草あるいは“毒麦”を植え付ける「敵」をもっている。

これは、あらゆる人々が利用できるようになっている教えでもある。我々の社会はそうい

うもので溢れかえっている。
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これらの教えは、金、権力、名声や世評といった、物質的なものを追いかけることを中心

にしている。

それらは、自己愛、称号、無礼、支配的振舞い、自己顕示といったものを生み出す。

すべてが社会階層をめぐって建設される。権力を疑問としてはならない。少数者の意思が

多数者に押し付けられる。

我々はみな権威者を怖れるように躾けられる。我々は心の中では、ひどく堕落した勢力が

存在することを知っている。

我々はまた、彼らは不滅だと思うように教えられ、最上の生き方は、彼らを無視し、この

不変の現実を自分の生活に取り込むことだと教えられる。

インターネットの動画ビデオが現れるまで、ほとんどの人々の生活は、テレビを見ること

で、企業の宣伝に完全に支配されていた。

我々は広告の爆撃を受け、こうしたものは、生活をエンジョイするために我慢しなければ

ならないのだと教えられた。

あなたのテレビを殺せ！

私は 1991年に高校を卒業した後、この有毒のシステムを断ち切った。そして完全にテレ

ビを見ることをやめた。

その翌年の 1992 年９月に、すべての精神を変える薬物を断った――アルコール、マリフ

ァナ、たばこ、そしてコーヒーさえ。

ひどい落ち込みを感じなくなるまでに３カ月かかった。本当に気分がよくなり始めるのに、

約６カ月かかった。

まさにこの頃、すっかり毒物をやめて６カ月たった頃だった――初めてＵＦＯが本物だと

わかったのは。

私の人生は、その頃予想していたものとは、すっかり変わったものになった。
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私は、何か恐ろしく大きな精神的出来事と、私自身のアセンションのために私を準備して

くれる、非常に多くの、夢また夢を見ている。

フォーラムの中で広まっている噂に反して、私はまだ、アセンションを果たしていない。

起こるかもしれないこと、とまだ起こっていないこと？

私は今、これらのサイクルが、我々の自由意志に対して深遠な影響力をもち、著しい正確

さで、歴史的出来事を繰り返させていることを知っている。

この事実を頭において、この 25,920年“大サイクル”全体の終末を我々が通り抜けると

きに、何が起こるかを推測するのは、非常に面白いことだ。

サイクルの研究が示唆するのは、この“大サイクル”または“大年”が、我々の歴史にお

いて、どんな出来事がいつ起こるかに密接に関わっていることである。

私は、非常に重要な出来事が、急速に近づいていると確信している。

これらの出来事の前兆は、私がずっと記録しているように、すでにはっきり見えている。

私は信じられないほどの夢の襲来を受けているが、それは、イルミナティ/新世界秩序/グ

ローバル・エリート銀行カルテルの崩壊が、ほとんどの人々が信じているよりも、はるか

に差し迫っていることを示唆している。

私が最近探検した 15年と 10年のタイム・ループは、この厖大なデータ集積の一部にすぎ

ない。

これは私が、この腐敗の大掛かりな公的暴露が――例えば、明らかに何年も前から計画さ

れていたようにみえる大量逮捕のような形で――2012 年に、なぜ起こらなかったのか非

常に驚いている理由の一つである。

キリストの再臨についてはどうなのか？

間違いなく聖書学者たちは、私がここで言っていることすべてと、キリストの再臨との、

きわめて大きな並行関係を見ているだろう。
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これについては「一者の法則」に直接、次のように説明されている――

17.22 質問者：私たちの文化では、イエス・キリストが戻られるという大きな噂が

あります。これは計画されていることなのかどうか教えてください。

Ｒａ：私はラーです。この問題の解決を試みましょう。これは難しいのです。

この実体（entity）は、それ自体で一つの実体ではなく、（それが愛として見た）一者

としての創造者の、メッセンジャーとして使われていることに気付きました。

この実体は、このサイクルがその最後の部分に来ていることを知っていました。それ

で、自分の意識をもつ者たちが、取り入れの時に戻るだろう、という主旨のことを言

いました。

あなた方がイエスと呼ぶ、特定の精神/身体/霊・複合体は、一つの実体と言えるよう

なものとしては、戻ることはありません――ただ、チャンネルを通して時たま話す「連

合」の一員として以外には。

しかし４次濃度に歓迎されるような、同じ調和する意識をもつ他の者たちがいます。

これが帰ってくるということの意味です。

ロマンスと現実

マヤ歴の終末の“ロマンス”は、「すべて」がその一日に起こるだろうということだった。

あの 2012クロップ・サークルは、確かにそういう印象を私に与えたものの一つだった。

私は「2012 Enigma」のビデオで冗談を飛ばして言った――「では 2013年には、申し上げ

たあのパーティでお会いしましょう。」そして多くの人たちが今、大いに狼狽している。

私は確かに正直言って、これがまさにその日あたりに起こるだろうと考えていた――「き

っかりその時刻に鳴る時計」のように。

しかし、昨年のその最も重要な日が近づくにつれて、私はだんだん心配になってきた。

私はこれまで、金融の暴虐と、地上で起こったもろもろのネガティヴな事件の、大掛かり
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な世界規模の暴露を予言する何百という夢を見ている。

私はこれまでずっと、これが起こるまでは、「ディスクロージャー」は決してないだろう、

そしてＵＦＯが存在するのみならず、銀河系全体に人間が存在することも知ることはない

だろう、と言ってきた。

我々が 2012年を通り過ぎたとき、“現実”は、それが起こらなかったことだ――こうした

ことを見るだろうと大いに期待したにもかかわらず。

にもかかわらず私は、それが起こることを示す多くの夢を見た――そしてこれらの夢は今

も続いている。

非常に異なった世界になるだろう

将来のアップデートで、私は「ディスクロージャー」後の世界が実際にどんなふうになる

かを、もっと探ってみるつもりである。

それは人々が真理を学ぶための、大きな目覚ましになるだろう。

我々がメディアによって信ずるように教え込まれた世界が、ニセモノだったと分かったと

き、それは前例のない目覚めとなるだろう。

歴史は大きく変貌するであろうから、どう変わるかは、実際にその時になってみるまで、

予言するのはほとんど不可能である。

「トゥルース・ムーブメント」の先駆者たちも、『根源の場の研究』で私が試みたような、

抑え込まれてきた科学的知識の中に潜入するようなことは、ほとんどしない。

金融暴政を敗退させるか、あるいは少なくとも、彼らが真理を暴露されるのを受け入れた

ところで休戦協定を結ぶまでは、この情報が一般のレベルにまで到達することは、おそら

く不可能だろう。

合衆国軍には愛国精神があるから、自ら進んで、自分たちがいろんな種類のＥＴたちと、

ずっと外交関係を結んできたとは告白できないだろう――スターゲイトや反重力宇宙船に

しても同じだ。
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このすべてがひとたび明るみに出始めれば、アセンションの考えも、それほど途方もない

ものとは思えなくなるかもしれない。

私が本を書き終えて直ちに、これらの暗い秘密を暴露する仕事に集中した理由はそこにあ

る。

金融暴政を暴露する

現在私は、ロシアの少なくとも一つの、金融暴政の究極の秘密を暴露する、プライムタイ

ムのＴＶドキュメンタリーに出演することになっている。

今から３日後、水曜日、モスクワ時間８ＰＭ、ＲＥＮ-ＴＶの放映する“金持ちになる方

法”という番組に私が出てくるだろう。

私は正直なところ、私の大胆な、無料オンライン本「金融暴政」（Financial Tyranny）が、

主要なテレビ網の、何時間もの高級ドキュメンタリー番組の資料源になるとは、予想して

いなかった。

しかも、プライムタイムである。

これはアメリカではまず絶対に起こらないだろう――少なくとも当分は。

最大の秘密

「金融暴政」（リンク）の最大の秘密は、いかに１次、２次の世界大戦がともに、世界の

すべての金（きん）と富を没収するために目論まれたものだったかということだ。

私は最近、Sterling Seagraveの“Golden Warriors”を読んでいて、「金融暴政」を書いたと

きには知らなかった歴史について、さらに多くを学んでいる。

これについて主流レベルのインタビューを受けているのだから、私は可能な限りの知識を

得たいと思っている。

世界のすべての金を盗むことによって、銀行家たちは、何もない所から紙幣を印刷するこ

とができる――そして誰も、それに対抗できるだけの金を持つことはないのだ。



48

それは全く文字通り、人間の歴史で最大の犯罪である。それはまた、ＵＦＯの主題よりも

っと高度な極秘扱いをされてきたものだ。

この問題について、６時間ものドキュメンタリーが放映されようとしているのは、偶然と

は思えない――マヤ歴の終末を我々が通り抜けるまさにその時に。

金融暴政の暴露が重要なのは、それが大覚醒をもたらすから

金融の暴虐を暴くことは、私の最高の使命ではない――はるかにかけ離れている。

それは言ってみれば、便所掃除のようなものだ。

それをやらないと、中はひどい臭いがする。

しかしこれは、真の地球規模の覚醒の道をひらくために必要な一歩である。

この４次濃度シフトが、どのようにして、いつ起こるか私には分からない。

しかし私は、それを可能な限りなだらかな移行過程にするために、すべてを尽くしていこ

うと思う。

私は、私とともに、この惑星の治癒と再生という、崇高な奉仕の道を歩んでおられる読者

の皆様の支援と激励に、深く感謝を申し上げる。


