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【解説】問題の「2012年 12 月 21 日」後に発表された、ディヴィド・ウィルコックの、

これまでの最長の、かつ最も重要な論文と言ってよいものと思われる。と言うのは、ここ

には、彼の重要な著書 The Source Field Investigations (2011)の主要な部分を、より分かりや

すく要約するとともに、この本の出版後に発見して「小躍りした」と彼がいう、宇宙の謎

の「最後のパズルのピース」が入っているからである。

あまり長いので、Ⅰ（前半）とⅡ（後半）に分けることにした。また画像や図形がかな

り多いこともあり、印刷にも便利なように、今回からＰＤＦ版にすることにした。

因みに、半田広宣という方の、いわゆる「ヌース理論」の本を読んだり、ビデオ講義を

見られた方は、内容に共通する部分がかなりあり、互いに相補的な資料になりうることに

気付かれるであろう。互いに無関係なはずのチャネリングが基になっていることを考えれ

ば、この価値は大きいと思われる。

2012年 12月 21日：ロマンスと現実－Ⅰ(前半）

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

David Wilcock

13 January 2013

　　　　　　　　　

マヤ暦で言う世界の最後の日が過ぎて、「一者の法則」、第４濃度シフト、アセンションな

どについて、我々の考え方がどのように進展してきたか、ここに新しく主要点をまとめて

みることにする。
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私たちはここで、起こったことの「ロマンス」対「現実」という問題を論ずる。

レインボウ体

チベットとインドだけでも、すでに「レインボウ体」(Rainbow Body)に変身したという人々

の、18万以上の記録された例がある。

この現象はずっと続いて現代に至っている。

『根源の場の研究』（The Source Field Investigations）で私が明らかにしたように、これは

カトリック僧である Tisoや、最近では中国軍の隊員たちによって、目撃され、精査され、

研究されている。

これらの例のそれぞれにおいて、生身の人間が“Light Body”（光る身体）に変形され、

この肉体世界とあの世とを行き来する能力を得ているのである。

いくつかの例では、人々は突如として、自然に変身することもある。

しかし多くの場合、彼らの身体は、ある帷子（かたびら）に包まれたような状態で、数日
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をかけて、徐々に純粋な虹の光へと移行する。

高度に進んだ霊的なわざ

こうした人々は例外なく、高度に進んだ霊的訓練を続けてきた人たちである。彼らに起こ

ったことに「偶然的な」ものは何もない。

彼らは瞑想し観想し、自分自身と他者を愛し、許し、受け入れ――そして宇宙と、本来の

より大きな自分自身を、一人の無限の創造者として見る最善の努力をしてきたのだ。

彼らは、この存在レベルが現実にどんなものかを、直接教えることのできる段階に到達し

たのである。彼らは、「アセンション」の状態に入っていく力を与えられたのだ。

これは、大部分の人が死ぬときに起こることでは全くない。

またこの「光る身体」は、我々の肉体の死のあとで、我々が自然にそうなるものでもない。

それは文字通り人間の進化における量子飛躍である。

ティソ神父は、この現象がもっと真剣に研究されることを望んだ。

彼はこの知識が、西洋世界の人々の生き方と霊的な行程を変えるのに役立つと感じたのだ

った。

アセンションについての古代の教え

世界中の 30以上の古代文化が、全く同じこのメッセージを与えられた。

彼らは地球の 25,920 年サイクルを研究するように教えられた。私たちはこの

divinecosmos.comの David’s Blog（リンク）の最近のほとんどの記事で、この問題を論

じてきた。

このメッセージはさまざまの古代神話の中に――高度に特殊な数値を含め――シンボルや

専門的な方法を用いて「コード化」されていた。

これらのメッセージは、その地方の人々自身は明らかに理解できなかった、いろんなやり

方で隠されていた。
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これらの文化は必ずきまって、超常能力――テレパシー、テレキネシス（遠隔操作）、空

中浮揚など――をもった、人間に似た「神々」からこの情報（知識）を得ている。

彼らは一貫して、このサイクルの終わりに、エネルギー・シフトが起こるだろう――そし

てそれが、こうした偉大な師匠たちがすでに持っている同じ能力を、我々にも開発させる

だろう――と告げられている。

洞窟に 40 年も籠って瞑想する必要もなく、このサイクルの終わりが来れば、シフトは自

動的に起こる――ただし、あなたにその用意があれば。

私が最初に、この世界中でコード化されたメッセージについて読んだのは、1995 年に大

学を卒業した直後、グレアム・ハンコックの『神々の指紋』においてであった。

それは私自身の最近の重要な著書『根源の場の研究』の主要なテーマでもある。

この発見をもたらした驚嘆すべき学問成果が存在するにもかかわらず、それはほとんど探

究もされず、話題になることさえない。

私は過去数年にわたって、ビデオや論文でこのことに特別の注意を呼び掛けてきた。

歴史的データは 2012年という時間枠を支持している

水瓶座時代へのシフトとなるサイクルの再出発は、西洋の占星術で、2012 年かそのあた

りになると予想されていた。

「黄道十二宮」時代はそれぞれ 2,160年であり、それが全部（12倍）で 25,920年となる。

我々はいま、黄道十二宮の新しい時代に入っただけでなく、全く新しい 25,920サイクル

を始めたのである。

この転換時点と、大西洋の向こうの孤立した領域と思われていたマヤの暦の一致は、これ

まで常に人を驚嘆させるものであった。

マヤ暦では、新しいサイクルは 2012年 12月 21日か、そのあたりで始まる。
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古代の各予言ははっきりと、これは「黄金時代」を導き入れるだろうと言っている。

「黄金時代」予言は非常に壮大なものだ。それらは、我々がスマートフォンやインターネ

ットのような科学技術をもつというような考えを、はるかに超えるものである。

この世界においては、我々は、これまでは「神々」のものでしかなかったと考えられた、

すべての能力を発達させることになる。

「一者の法則」シリーズ

この未来図の完全につながった世界的な「黄金時代」予言を、グレアム・ハンコックの本

で知った 6カ月後に、私は「一者の法則」(The Law of One)シリーズを読み始めた。

これは私のこれまでに見つけた中で、断然、最も詳しくかつ重要なチャンネル資料だった。

ほとんどのチャネリングは信用できないように思える。それぞれの情報源がそれ独自の神

話をもち、全体を見ると、それらは互いにひどく矛盾している。

我々は基本的に、自分自身の精神衛生のために、誰を信じて誰を無視するかを選ばなけれ

ばならない――もしそういったものをそもそも気にするならば。

しかし「一者の法則」シリーズは、特定の科学的データ・ポイントに満ち溢れていた。

これらのデータは、私がそれ以前の３年間に、300 冊以上の本を読んで調べた――そして

「独創的な発見」だと考えていた――さまざまな事柄の確かさを保証するものであった。

「収穫」――世界的変貌の別の名

「一者の法則」シリーズ全体は、彼らが「収穫」（Harvest)と呼ぶ、何かとてつもなく壮大

ことが、やがて我々に起こるだろうという考えをめぐって構成されている。

これがいつ起こるかの未来予想が与えられていて、1981年（チャネリングが始まった年）

からほぼ 30 年後とされている。彼らが言っているもっと詳しい内容は、後に正確に検討

することにしよう。

「一者の法則」シリーズのデータの集積を読んでみると、この「収穫」が、ある世界的出
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来事を指すものであることが、非常にはっきり見えてくる。

これが起こった後、我々の多くは「レインボウ体」状態――しばしば「アセンション」と

呼ばれる状態――に達することが可能になるだろう。

女予言者シビルの秘文書も同じ予言

『根源の場の研究』において私は、多くの古代の予言もまた、このことが起こると予想し

ていることを示す、広範囲なデータを提供している。

ここには、アメリカ合衆国の国璽にある Novus Ordo Seclorum（New World Order, 新世界

秩序）という言葉がそこから取られた「シビルの秘文書」（Sybilline Mystery Texts）も含

まれている。

私はまた、The Source Field Investigations ビデオ（現在 812,291のアクセスがある、リンク）

でも、1ドル札のこの言葉が引かれた「シビルの秘文書」の文章を論じている。

シビル文書についての詳細

このテクストは、539ＢＣかそのあたりに、非常に正確な巫女であった「クーマエのシビ
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ル」によってチャネリングされたものである。

それはやがて、すべてのローマ史で最も大きな宝物と考えられるようになった。ローマ政

府はこれを完全な秘密文書として隠匿した。

この本には、ローマに起こるであろう出来事の年代順の予告――起こることの正確な時間

枠と暗号文による説明を含めて――が記載されている。

これは安全に対する巨大な脅威であった――誰でもローマを侵略しようと思う者は、これ

を利用して絶大な効果を上げることができたからである。そこでこれは極秘文書とされた。

それはジュピター神殿の地下深く、何重もの警備隊に守られて、いわば古代の「エリア 51」

に当たる場所に埋められた。

シビル予言からの特定のテクスト

このテクストの最上のオンライン・ソース――これは結局ヴァージル（ウェルギリウス）

の「第４牧歌」に現れた――は、Internet Classic ArchiveのＭＩＴのページに出ている。

ここに、この予言の最も強い部分のいくつかを引用する――

http://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.4.iv.html

今や、クーマエのシビルの歌った最後の時代が

やってきて過ぎ去った。そして廻りくる世紀の

荘厳な回転が新たに始まる。

「廻りくる世紀の荘厳な回転が新たに始まる」は、米ドル札の“Novus Ordo Seclorum”

に縮約された。

これは明らかな 25,920年サイクルへの言及である。

アメリカ建国の父たちが引用した部分のすぐ後で、何が起こるのかを見てみよう。

天国から送られた新人種
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そこからさらに進むとますます面白くなってくる――ＥＴ/天使的存在が公的に地上に姿

を現すという予言に、それは読めるからだ。

正義が戻ってくる、昔の土星の支配が戻る、

天から送られた新しい種の人間たちとともに。

汝は、鉄の時代が終わりとなり、

黄金の種族が台頭する、その少年が誕生したとき、

ひたすら彼を友とせよ。

「黄金の種族」と「黄金時代」とは、私が『根源の場の研究』で説明したように、互換可

能である。

これは、世界的に「光る身体」のような出来事が起こることへの、明らかな言及に思える。

我々が何になるかのさらに確かな予言

この後もう少し続けて、何が起こるかを見よう――

この栄光ある時代が、おおポリオよ、始まるであろう、

そして月々の力強い行進が始まるであろう。

汝の導きのもと、我々の過去の悪の残滓が

ひとたび滅ぼされた後は、彼は地球を

絶えることのなかった恐怖から解放するであろう。

彼は神々の生命を受け入れ、

英雄たちが神々と混じり合うのを見、

彼自身もその一部となって、彼の父の功労のゆえに、

一つの世界を平和に治めるであろう。

これは一つの非常に肯定的な出来事の予言である。

地球は、絶えることのなかった恐怖から解放される。

「神々」は人間たちと混じり合う。
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我々は次に「神々の生命を受け入れ」、そして我々自身が「彼らの一部となる」。

汝の偉大さを身につけよ、時は近付いているからだ。

神々のいとしの子よ、ジュピターの偉大な後継者よ！

見よ、いかにそれがよろめいているかを――世界をめぐる太陽、

大地、広大な海、深遠な地下世界、

見よ、そのすべてが来るべき時に酔いしれている！

「収穫」の主題がシリーズ全体に織りこまれている

この同じ間近に迫った出来事が、最初のセッションから最後のセッションまで「一者の法

則」全体を貫いて論じられ、「収穫」（Harvest)と呼ばれている。

これら高いレベルのＥＴたちがここに来ている主たる理由は、明らかに、できるだけ多く

の人々が、この壮大な出来事を無事に「卒業」できるように助力するためである。

さまざまな古代文化を訪れて文明を与え、彼らの神話にこの予言を暗号化したすべての

「神々」は、すべて、「一者の法則」の言葉によれば「唯一無限の創造者に仕える惑星連

合」のメンバーである。

したがって、クーマエの巫女にしっかり告げられ、究極的にはアメリカ合衆国の国璽とな

ったこの情報はもともと、この惑星連合の喜ばしいメッセージだったと考えてよい。

ローマ政府はこれらの文書を、彼らの唯一最も価値のある宝物と考えたのである。

面白いことに、そこに含まれる数々の正確な予言にもかかわらず、ローマ人たちは自分た

ちの利益のためにそれを利用することは、全くできなかった。

多分、惑星連合は、ローマ人の注意を引くだけのものをそこに仕掛けておき、この予言が

現代の我々に届くように意図したのではないだろうか？

惑星連合とは何か？
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「一者の法則」情報は、チャンネルとなった Carla Rueckertを通じて彼らが話したまさに

最初の文章で、この惑星連合の核心となる信念を宣言している――

1.0 「無限なる創造者のために働く惑星連合」(The Confederation of Planets in the Service

of the Infinite Creator)は、ただ一つの重要な声明をもつだけす。その声明とは、わが

友人たちよ、あなた方がご存知のように、「すべてのもの、すべての生命、すべての

創られたものは、一つの根源となる思考の部分である」ということです。

この連合の正確な加盟者については「セッション６」に述べられている――

6.24 私は「無限なる創造者のために働く惑星連合」のメンバーの一人です。

この連合には、およそ 53 の文明が加入しており、およそ 500 の惑星意識複合体から

なっています。

この連合には、あなた方自身の惑星の人で、あなた方の３次元を超えた次元に到達し

た人々が含まれています。

そこには、あなた方の太陽系内部の惑星存在（planetary entities）が含まれています。

そして他の銀河系からきた惑星存在も含まれています。

それは、その構成員が一様ではなく、「一者の法則」に従って奉仕する連盟だという

点で、一つの本当の連合体（Confederation）です。

後に、「他の銀河系」と言われているものが何かについて考えるが、これは「天の川銀河」

の外にあるものではない。

これは、私が 1996年に初めてこれを読んだときに、理解できなくて格闘したものの一つ

だ。

量子飛躍、1981年後およそ 30年

「一者の法則」シリーズは、特に「量子飛躍」があって、現在我々が知っているような基

本的物理法則を変えてしまうだろう――1981年 1月からほぼ 30年後に――と言っている。

6.16  質問者：サイクルの進行という点から見て、この時点で、この惑星の位置はど
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のようなところにありますか？

Ｒａ：私はラ―です。この時点でのこの球体は、４次元振動の状態にあります。その

球体の材質は、その意識に根付いている社会の記憶の複合体のために、全く混乱して

います。

それは、招き寄せている振動の方への移行が容易くいっていない状態です。したがっ

て、それがもたらされるには、ある程度の不都合が伴うことになる。

6.17  質問者：その不都合というのは、あと数年に迫っているのですか？

Ｒａ：私はラ―です。この不都合、あるいは不調和な振動的複合は、あなた方の年の

数年前から始まっています。

それはあなた方の年の、ほぼ３年、いや 30 年の期間は、減ずることなく続くでしょ

う。

6.18 質問者：この 30 年期間のあとでは、私たちは 4 次元あるいは 4 次濃度の惑星

になる、と考えてよいのですか？

Ｒａ：私はラ―です。その通りです。

6.19  質問者：現在の人口の何パーセントが、４次濃度惑星に住むようになると見積

もることはできますか？

Ｒａ：収穫はまだ来ていない。だからそれを見積もることは無意味です。

マヤ歴と 2012は一度も言及されていない

彼らはそれ以上の詳細には入らなかった。マヤ歴は一度も口にされていない。2012 も言

われていない。

誰もこういったことを、1981 年に遡って知っている者はいなかった――それは「一者の

法則」シリーズを世に出したＬ/Ｌリサーチのメンバーを含めてそうだった。

この次元シフトという考えは、「クーマエのシビル」を通じてなされた予言とぴったり合
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っている。

それはまた、グレアム・ハンコックが 1995年に世に知らしめたように、30 以上の古代文

化の神話の中に埋め込まれた「黄金時代」予言をも、説明するものだ。

マヤ歴と時間のサイクル

こうした情報に我々が接した上は、ただ坐って「果報を待つ」のか？ 私は少なくともそ

うはしなかった。

ここには、包括的で科学的な研究のための山をなすほどの、十分な材料があった。そして

これらの過激に聞こえる概念が、科学的に探究できるものかどうかを確かめねばならなか

った。

私が初期に発見した一つの魅力ある手掛かりは、マヤ歴が 5,125年で、この 25,920年サ

イクルの、ほぼ正確に 5分の１になることだった。

私は、どのようにこれが働くのか、なぜこれが有効なのか、何がそれを起こさせているの

かを、長年にわたって考えていた。

すべてのマヤ歴のサイクルが惑星軌道に一致する

『根源の場の研究』を書いていたとき、私は、このマヤ歴がたどるサブ・サイクルの一つ

ひとつ――260日、360日＋５、7,200日（19.7年）、および 144,000日（397.4年）――が、

我々の太陽系の軌道と、直接シンクロナイズされていたことを発見した。

260 日の「ツォルキン」は、これらメソアメリカの古代サイクルの中で、最も広く現れる

ものである。

オーストラリアの大学教授 Robert Pedenは、260日というのは、すべての内側の惑星の軌

道を絡み合わせる、最小の可能な数であることを発見した。（リンク）

マヤ人は、この回りに予見（占い）の仕組み全体を築いたのだった――そこで彼らは 20

日サイクルと 13日サイクルを同時に見出したのだ。

これらのサイクルのそれぞれの、一日一日が、占星術の場合と同様に、ある特定の意味を
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もっていた。

我々の経験する効果は、これら２つのサイクルが、260 日期間の全体を通じて交差するに

つれて変化する。

非常に不思議な…

通常の天文学者は、このようなサイクルが存在するとは、考えてみることさえないだろう。

惑星の軌道がこれほど精密に――大きな宇宙時計のギアのように――噛み合わされている

とは考えられていない。

一体どうして、惑星軌道のような見たところ複雑なものが、このような単純な公分母をも

っているのであろうか？

Pedenは 1981年にこれを発見し、2004年５月 24日に、これをネット上に無料で発表する

まで公表しなかった。

究極的に、我々の太陽系でランダムなものは何もない、と私は結論した。

我々が今見ているすべてが、高度に入り組んだシステムの結果であり、秒に至るまで完璧

であることを、我々はやっと今理解し始めている。

マヤ歴と幾何学的現実

そこで、もしマヤ歴が、惑星軌道に一致するこれらの時間サイクルを跡付けているのだと

したら、どうやって、こうした時間サイクルがそもそもの初めに、そこに現れたのであろ

うか？

なぜ、ほとんど正確に５つのマヤ歴のサイクルが、１つの 25,920年サイクルの中にある

のだろうか？

昨夏の時点で、私はまだ、これらの軌道――とその相互の繋がり――を文字通り駆動する

ことのできる、何らかのエネルギーの枠組みを探し求めていた。

こう言おうではないか――我々の太陽は、ただ盲目的に宇宙空間を動いているのでなく、

これらのサイクル――25,920年サイクルを含め――を現実に駆動している、何らかの目
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に見えないマトリックス（母体）の中を動いているのだ。

我々はほとんど見えない「褐色矮星」の回りを廻っている

昨年、ニュージーランドとオーストラリアへ向けて出発する直前に、私は、太陽は――何

人かの学者が主張してきたように――「褐色矮星」である伴侶星の回りを廻っていなけれ

ばならないことを理解した。

この褐色矮星から発せられている自然の力は――すぐ後で論ずることにするが――これら

の惑星軌道をエネルギー的に駆動し、それらをシンクロナイズさせるのに我々が必要とし

たすべての構造を、我々に与えることになるだろう。

別の星の回りを廻る我々の太陽の大きな軌道――現代世界ではほとんどの人が知らないが

――は、そのとき、ねじ巻き時計の主ゼンマイと中心軸のようなものになる。

幾何学は、太陽の軌道が一つの円に直されたとき現れる

太陽は別の星――十分明るくなくて容易に見えない星――の回りを廻っているとしよう。

次に、それを「理想化された」形で示すために、その軌道を完全な円にすることができる

としよう。

すると、マヤ歴のサイクルの長さは、完全な５辺幾何学形状（正５角形）となる――もし

我々の太陽が 25,920年サイクルで別の星を廻っているとすれば。
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この幾何学形状こそ、なぜマヤ歴がこのような働きをするかという隠れた理由かもしれな

い。それは宇宙時計の主ゼンマイ――中心軸――なのだ。

これこそ、私が『根源の場の研究』に注ぎ込んだすべての研究に報いる、大きな、見つか

らなかった（パズルの）ピースであった。

この仕事の一部は、このウェブサイトの scientific book Divine Cosmos（リンク）にも出て

おり、幾何学が我々の現実すべての根底にあることを示している。

いかにして幾何学が絵の中に収まるか？

我々はすでに、幾何学が自然科学において、さまざまな異なった状況のもとで現れるのを

見ている。

我々はそれを、原子核の構造においても、また「ミクロクラスター」と呼ばれる原子のよ

り大きな群においても見出している。

またそれは、「地球のグリッド（網の目）」として知られる、地球上の大陸や山脈の隠れた

構造にも見られる。

さらに言えば、それは惑星軌道の正確な位置取りにも現れている。

私はただ、『根源の場の研究』を書いたとき、この「壮大なフィナーレ」を見落としてい

た。

私は我々の太陽が、宇宙空間を動くとき、現実に何を経験しているかを理解していなかっ

た。

ひとたびこの謎が解けたとき、私は小躍りした。

私がすでに持っていた背景があったので、私は直ちに、これがずっと待望していた最後の

パズルの一片であることがわかった。

そこで私は今、『根源の場の研究』に見出されるデータのいくつかをさらって、私にこの

知識を再発見させた旅に、あなたをお連れしようと思う。
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惑星軌道の幾何学

これは「ポピュラーな」科学的考えではないが、我々の太陽は、その太陽系の惑星の軌道

を構成し駆動する、幾何学的なエネルギーの波動を生み出していることを、我々はすでに

証明できる。

惑星軌道間の幾何学的な間取りは、John Martineauの A Little Book of Coincidence in the Solar

Systemにおいて最近証明された。

これはすべて『根源の場』で詳しく取り扱われている。

マルチノーは現代のコンピューター技術を用いて、各軌道を完全な円に直し、それらの関

係を比較してみたのだった。

惑星の軌道は、おそらくそれらの自然の状態で、完全な円に見えるだろう――ただ、ガス

や塵、それに、我々が銀河の中心を廻るときの銀河の重力圧が、それらを楕円形に潰して

いるが。

重要なことだが、一つの完全な円は一つの完全な球の赤道でもある――もしそれを３次元

の形に広げるならば。

水星と金星の間の正４面体

我々に見える最も基本的で明らかな関係は、正４面体である。これは「平たい」２次元幾

何学では、水星と金星の間の３角形関係として現れる。
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この正４面体を見るためには、３角形をピラミッドの底にして、その中央の上部に４つ目

の点を加え、それらを全部つなぎ合わせればよい。

そうすれば４面のピラミッドができ、それぞれの表面が正３角形となる。

金星、火星および地球

ここにマルチノーの本から借りた、金星と火星、および地球と火星の軌道の間の、仰天す

るほど正確な幾何学的関係を示す図――それらの軌道を完全円に直した場合――を示す。
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惑星が動くにつれて、これらの幾何学形状も一緒に動く。目に見えない重力圧の流れのた

めに、それぞれの惑星は、太陽の回りを転回するとき、常にこの幾何学形状の一つの隅に

「固定」される。

これは後で見るように、非常に重要なポイントとなる。

単に惑星だけでない、もっと大きなものが動いている

現在、我々は、我々の太陽系の軌道について、非常にかけ離れた見方をしているのだ――

ひとたびこれが起っているのがわかってみれば。

あなたが惑星そのものを見ているだけでは、この玉ねぎの層のように入れ子になった、は

るかにより巨大な、幾何学的エネルギー・パターンの運動を、全く見ることはできない。

マルチノーの本は、これらの関係が、きわめて高いレベルの精密さで――通常 99.9 パー
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セントの正確さで――太陽系全体を貫いて存在していることを証明している。

地球と木星

もう一つの例として、地球と木星の関係についても、幾何学によって明瞭なモデルを作る

ことができる。

この次の図において、地球の軌道は内側の球であり、木星の軌道は外側の球である。

　　　　

注意すべきは――我々が今見たばかりの、太陽系の内側内部での幾何学形状のほとんどは、

この小さな真ん中の円の内部にすべて収まるということである。

実は、もし左側の小さな立方体の回りにもう一つ球を描けば、すべての内側の惑星はこの

図形の真ん中にきっちり収まる。

この立方体を囲む球は、いま火星の軌道の正確な幅となる。

ここに、地球と木星の軌道の間の、非常に正確な幾何学的関係が見えてくる。

この図形を理解するためには、ここでマルチノーがやっているように、立方体や正４面体

を組み合わせてみればよい――それは数学的に完全なものだ。

同じような関係は、土星、天王星、海王星、そして冥王星へと進めていっても、引き続い

て起こる。惑星が動くとき、それと一緒にこれらの幾何学形状がゆっくり回転している。

この発見がこれまで、主流科学において見過ごされてきたことは驚くべきことだ――この

同じ幾何学が、非常に多くの他の場所でも現れていることを考えれば、なおさらである。
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プラトン立体

これらの幾何学パターンの一つひとつは――原子核の中であっても、「マイクロクラスタ

ー」や「地球グリッド」や惑星間の距離であっても――５つの基本的な「プラトン立体」

の組み合わせである。

　　　　　　

なぜ自然界では、これらのパターンが規則的に現れるのだろうか？ その答えを出すのに

私は何年もかかった。

一つの初期の手掛かりは、数学者たちが、これらの形は、我々が作ることのできる他のど

んな３Ｄ幾何学形状より、多くの「対称性」を持つと、知っていたことである。

振動する流体は幾何学形状をつくる

プラトン立体は、流体を振動させたとき現れる最も基本的な「調和的」パターンである。

これは Has Jenny博士によって発見されたが、彼は泥水を振動させたとき同じようなパタ

ーンが現れるのを見たのだった。

水の中の雲のような「泥」が、何百万という微小な砂の粒子によって形成された。

通常の状態では、これらの細かい砂の粒子はあらゆる方向へ散らばり、水を濁らせる。

しかしジェニー博士がこの水を、「純粋な」音の振動数で振動させたとき、粒子は不思議

なことに非常に正確な幾何学形状を形成した。
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これはまたその隙間に、澄んだ純粋な水の大きな空間を残した。

　　　　　　

これらの形は、彼が同じ音の振動数を水の中に送り続ける限り、非常に堅固に安定したま

まであった。

ひとたびジェニー博士が振動の周波数を変えると、違った形が現れた。

これは、左側の３Ｄの立方体セットのイメージから、右側のイメージへの変化に見ること

ができる。

右側の写真では、２つのピラミッドのような正４面体が、重ねたとき、先の６つある「ダ

ヴィデの星」を形成しているのが見える。

量子力学の大きな秘密

大きな秘密は、dark matterとか dark energyとか quantum foamとか呼ばれ、今ほとんどの

科学者によって、物質が創造されているに違いないと考えられているエネルギーが、流体

のような特質をもっていることである。

私はこのエネルギーを「根源の場」（the Source Field）と呼び――結論的に言って、それ

は考えるものであることを証明した。

「根源の場」は全く文字通り、一つの「普遍的精神」(Universal Mind)のエネルギー的現れ

である。

この「普遍的流体」の振動は、幾何学的パターンを創り出す。
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この流体のどんな振動も――つまりその基本的状態のどんな変化も――我々が「思考」と

呼ぶことのできるものである。

「一者の法則」シリーズの「セッション１」で言われた、惑星連合の「ただ一つの重要な

声明」とは何であったか？

1.0 「無限なる創造者のために働く惑星連合」は、ただ一つの重要な声明をもってい

ます。その声明とは、わが友人たちよ、あなた方が知るように、「すべてのもの、す

べての生命、創造されたすべては、一つの根源的な思考の部分だ」ということです。

「精神（心）」の幾何学的振動が原子や分子を形成する

量子レベルにおいては、「根源の場」―「普遍的精神」―のこれらの幾何学的振動が、原

子や分子に変化する。

Robert Moon博士――「マンハッタン計画」で原爆の開発を委託されたチームの一人――

は、1987年、原子核の中にこの幾何学を発見した。

ムーン博士はこのモデルを発展させることによって、多くのさまざまな量子物理学の問題

を解決した。

原子の中に粒子はない――あるのは隠れた流体状のエネルギーの幾何学的振動

だけ

ムーンのモデルにおいては、原子の中にどんな粒子もない。原子核の一つひとつの陽子は

単純に、ある幾何学的な形の一つの隅にすぎない。

例えば酸素は８つの陽子をもつ。立方体は８つの点をもっている――上部の正方形に４つ、

底部の正方形に４つ。

原子の核もまた「殻」(shell)をもっている――ムーンの新しいモデルだ。

ひとたび一つの幾何学形状を組み立て終わり、もっと多くのエネルギーが入って来るよう

になると、もう一つの幾何学形状が、最初のものの回りに形成され始める。
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新しいモデルで核を組み立てる

この図は現実に、鉄原子の内部を切り開いて見せたものである。あなたが見ているこのよ

うな形のすべてが、層をなして原子核の内部に隠れている。

真ん中には、立方体を形成して８つの陽子がある。それだけならこれは酸素である。我々

は生きるためには、一刻一刻このような小さな立方体を呼吸しているのである。

次に正８面体が見える――これは６つの隅をもち、ダイアモンドの形をしている。

この６つの点を立方体の８つの点に加えると、14 個の陽子をもつシリコン（珪素）にな

る。

ムーン博士の研究によると、シリコンは酸素に次いで地球上で 2番目に豊富な元素である。

それはまた生物が生きるために肝要なことでもある。

次に鉄がくる…

次に形成される「殻」は正 20面体で、これは 12の点をもっている。この 12の点をすで

に存在している 14に加えると、26陽子の鉄ができる。

鉄は、その原子核が整列すると、非常に強い自然発生の磁場をつくり出す。

あなたが鉄の釘を持って、それを磁石でなでたとすると、これらすべての小さな正 20 面

体を南北の方向に並ばせることができる。

そこでその鉄釘は一つの磁石になる。
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次にパラジウムが現れる

ムーンのモデルが、ここからどこへ行くかを見るためには、我々はもう一つの殻を作らね

ばならない。それは正 12面体の形をしており、その点は 20に増える。

ここで我々は 46陽子のパラジウムを持つことになる。鉄の 26陽子をとり、そこへ 12面

体の 20個の点を加えればよい。

学術的に言えば、パラジウムの原子核の一つひとつは、したがって、外側の 12 面体の内

部に隠れた３つの他の形体――20 面体、８面体、立方体（６面体）――をもつというこ

とである。

パラジウムが非常に面白いのは、もしあなたが重水素の液槽に中にその一滴を垂らすと、

そこには現行の物理法則が可能とする以上の熱が発生することである。

パラジウムは「低温融合」における魔法の要素である。

ロバート・ムーン博士は明らかに、1987 の時点では、このようなものが発見されようと

は全く考えていなかった。

とはいえ、彼は融合について全く知らないわけではなかった――第２次大戦中の米国政府

の最高機密を任されていたのだから。

これは何を意味するか？

この新しいモデルは、どうして原子が、同時に「波」に見えたり「粒子」に見えたりする

ことができるのかを説明する。
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それらは粒子に見えるだけである――なぜなら、それらは振動している流体状のエネルギ

ーで出来ているのだから。

もしあなたが、そのエネルギーを波として計れば、波が見えるだろう。もし粒子を求める

ならば、あなたはこれら幾何学形状の点の一つが見えて、一個の陽子を発見するだろう。

究極的に、このことは、我々が宇宙で見るすべては、エネルギー振動だということを意味

する。固体として存在するものは、本当は何もない。

この神秘がさらに深くなるのは、我々は――私が「根源の場」と呼ぶ――この流体状のエ

ネルギーの中で、我々自身の幾何学的振動を、我々自身の思考によって創り出しているこ

とを知ったときである。

あなたはこれを用いて、ある物を自分の方へ「引き寄せる」ことができる――いわゆる「引

き寄せの法則」によって。

これがもっと進歩すると、あなたはこの同じ力を用いて、自分の心によって物体を浮揚さ

せたり、虚空から、形ある物を現れさせたりすることさえできる。

あなたが「根源の場」、あなたが宇宙である

イエスのような偉大な教師たちは、この大きな秘密を理解していたがゆえに、これが可能

だった。彼らは根源の場であった。思考とは物である。

あるいは、映画『マトリックス』で、若い神託の研究者がネオに言うように――

神託研究者：スプーンを曲げようとしてはならない。それは不可能だ。そうでなく…ただ

真理を理解しようと努めよ。

ネオ：どんな真理ですか？

研究者：スプーンなど存在しない。

ネオ：スプーンなど存在しない？
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研究者：そうすればあなたは、曲るのはスプーンでないことがわかる――それはただあな

た自身だ。

太陽の内部の振動が、惑星軌道の殻を創り出す

我々の太陽系の場合、太陽自体の内部とその表面で、さまざまな振動が起こっている。こ

れは「太陽地震（学）」（リンク）と呼ばれている。

その表面は規則正しいサイクルで、盛り上がったり凹んだりしている。これはカナダ、ノ

ヴァスコシアのセント・メリー大学の天文・物理学教授 David Guentherが詳しくマッピン

グしている。

この発見を導く発端となった観察は、1962年、Leighton, Noyes, Simonによってなされた。

彼らは太陽の表面が、ほぼ５分サイクルで、上下に動いていることを発見した。

太陽の表面は、５分ごとに数メートルほど、上がったり下がったりしているにすぎない。

しかしこれだけでも、我々の太陽系を通じて存在する流体状の「根源の場」に、波動を創

り出すのに十分以上なのだ。

幾何学に注目せよ

太陽表面が上下している様を、下のギュンター博士から借りた映像で見ることができる。

これらは、太陽内部のいろんな深さで起こっている、百万以上の振動映像のうちの４例に

すぎない。

注目すべきは、これらの動きの一つひとつが、はっきりと２つの正４面体を作ろうとして

いることである。
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もちろん、太陽の表面は実際にはこんなに劇的に動くことはない。しかし我々は、ギュン

ター博士がこのようにそのパターンを拡大してくれたおかげで、正４面体の幾何学が活動

している様子を容易く見ることができる（リンク）。

これがどのように惑星軌道をつくるのか、正確に？

太陽の内部のこれらの「振動」がさざ波を創り出し、それが我々の太陽系の中の流体状の

エネルギーを貫いて行き渡る。

そこでこの波動は、我々の太陽系の外側の重力境界から跳ね返り、再び太陽に向かって反

射する。

その過程でこれらの「さざ波」は互いに衝突し、干渉パターンを形成する。

これらの干渉パターンこそ、惑星たちをその場所に留めておく目に見えない幾何学的力の

場を、現実に創り出しているものである。

これは重力の力である。

それは単に惑星たちを太陽の方へ引っぱるだけではない。それは彼らを押しやるものでも

ある――絶えず、向こうへこちらへと、押し引きしているのだ。
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私はこの知識を「一者の法則」から得た

ここに私が 1996 年に独自のリーディングで得た、興味ある「一者の法則」の言葉を引い

ておこう。太陽系はこのようにしているに違いないというこの知識は、実はここから教え

られたものである。

この情報はここで、このリズミカルな活動は、宇宙の最初の星――「中心の太陽」――の

内部で起こっていると説明している。

27.6  知性をもつ無限性（intelligent infinity）は、巨人の心臓から発するようなリズ

ムと流れをもっています――あなたが考えまたは想像しているように、中心の太陽か

ら始まって。

この流れの存在は、極性も有限性ももたない存在性の潮流として、避けられないもの

なのです。無辺際で沈黙したものが、ひたすら外へ外へと脈打っていき、焦点を外へ

内へと探って、やっとその焦点（複数）が完成します。

焦点（複数）の知性あるいは意識がある状態に到達すると、そこで、それらのいわば

霊的な性情または物塊が、それらを内へ、内へ、内へと呼び込み、やっとすべてが合

体する(coalesce)のです。

これが、あなたの言っていた現実世界のリズムです。

知性をもつ無限性の基本的なリズムは、完全にどんな種類の歪みも持ちません。

そのリズムは神秘に包まれています――なぜならそれらは存在そのものなのだから。

重力が秘密である

重力は究極的に、惑星へのこの流体のようなエネルギーの流れによって引き起こされてい

る。重力がすなわち「根源の場」である。

新しいエネルギーのこの絶えざる流れが、惑星を一刻一刻存在させているものなのだ。

このエネルギーが、一つひとつの原子を生かしている――『根源の場の研究』で私が証明

した通り。
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そこをはっきりさせるには大変な労力が要る。だから私は、話をなるべく短くするために、

ここでそれを再び試みるつもりはない。

例えば Nassim Haramein博士は、原子の核をめぐる物理学は基本的に、ブラックホールを

めぐる物理学と同じであることを証明した。

別の言葉から、もう一つの偉大な法則

「一者の法則」シリーズはまた、Dewey Larsonの仕事をもしっかり保証するものである。

ラ―ソンは 1950 年代に、時間が３次元であるような、一つの並行する現実が存在すると

主張した。

ラ―ソンは、大量の証明可能な証拠によって自分の理論を支えた。私は『根源の場』で、

この概念を保証するためのもっと多くのデータを加えた。

この本の後半全体が、時間と空間のこれらの新しいモデルを扱っている。

次に引用する「一者の法則」の言葉は、この情報源がラ―ソンの研究を保証していること

を示している。

しかし、ここで彼らは続けて、完全な理論には重力と振動が含まれねばならず、そうでな

ければ秘密の全体は解けないとも言っている。

20.7  質問者：ちょっと横へそれますが、参考のため質問させて下さい――デューイ・

ラーソンの物理学は正しいのでしょうか？

Ｒａ：…デューイの音の振動複合体の物理学は、それでいける範囲内では正しい体系

です。この体系の中に含まれていないものがあります。

しかし、この理論の後から来つつあるもので、振動の基本的な概念と振動の歪みの研

究を踏まえたものは、あなた方が重力と呼んでいるもの、それにあなた方が“ｎ”次

元と考えているものを、正しく理解し始めるでしょう。

いわばより普遍的な物理理論には、こういったものが含まれる必要があります。
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「流体の光」そして/または「インテリジェント・エネルギー」が宇宙を形成

する

再び、私はこの資料全体を 1996年に読んだ。その後私が、宇宙は生きて意識をもち、流

体のように振舞い、かつ振動するエネルギーで出来ているという科学的証拠を見出すまで

に、さらに数年を要した。

その場合、こうした振動は、我々が探究したような幾何学を形成する――量子レベル以上

のすべてが――。これはすべて「一者の法則」の科学モデルの、まさに中心をなしている。

幾何学は、我々が知っているような現実世界の隠れた構造である。これを支える物理的証

拠は、圧倒的に詳細で説得力をもつ。

私はこの情報を一箇所にまとめ、一般向けのハードカバーとペーパーバックの本として世

に出し、これが数カ国語に翻訳されたことに、大きな荷を下ろしたような気持ちでいる。

地上の「自然のスターゲイト」との非常に不気味なつながり

この同じ幾何学的パターンは、地球の大陸や山脈の構造と形として現れている――そして

これは全体として「地球グリッド」と呼ばれている。
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「地球グリッド」は最初、少なくとも現代においては、Ivan Sandersonによって発見され

た。

面白いことにサンダーソンは、大陸の形は全く見ていなかった――彼はそれよりもっと宇

宙的なあるものを研究していた。

サンダ―ソンは「渦」(vortex)地点を探していたのである。

彼は、「バーミューダ・トライアングル」のような、船舶や飛行機が忽然と消えることが

非常に多い、地球上の場所を発見しようとしていた。

「渦」地点はすべて幾何学的パターンをなして現れた

サンダ―ソンは、すべての知られた飛行記録と、見つけられる限りの航海記録を調べてみ

た。

驚いたことに、すべての行方不明事件は、地球の表面全体にわたって、10 カ所の等距離

の地点の周囲に集中していた。

その後彼が、これに北極と南極を加えたとき、それは 12カ所となった。

その地点を連結してみると、正 20面体の幾何学形状が得られる。

　　　　　　

20面-12面体グリッド
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ロシアの科学者たちはその後、1972年に、サンダ―ソンの幾何学形状を「裏返した」。

正 20面体を裏返すと、正 12面体が得られ、マルチノーの本のこの図を見ればわかる通り、

正５角形の辺が現れる――

ロシア人たちは、これら余分の線を、サンダーソンの世界地図の付け加えた――そして「20

面-12面体グリッド」をつくり出した。

山脈と海底火山脈が精密に合致する

ロシア人たちは、地球の自然の形状の多くが、いかにこの幾何学パターンに合うかを見て

驚いた。

この図では、大西洋中央を走る尾根が、正 12 面体の形にぴったり合っているのが明瞭に

見て取れる。
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証拠は、この幾何学形状が、地球の核の振動によって創られつつあることを示している。

これは、太陽の内部の振動が、惑星たちをその場所に固定する、幾何学的な力の場を創り

出しているのに非常に似ている。

Athelstan Spilhaus 博士が独立に「20面-12面体グリッド」を発見

1976 年、ＮＯＡＡの科学者で地図製作の大家、アセルスタン・スピルハウス博士が独立

に、この同じ幾何学パターンを発見した。

彼がこの発見をしたのは、私が『根源の場の研究』のためにインタビューしたＮＡＳＡの

科学者 Dr. Hanshou Liuの発見を、見直していたときだった。

スピルハウスは、太平洋の真ん中にただ一つの点を取り、これを大きな円へと伸ばしてい

く地図を考案した。

すると地球のすべての陸と海はこの円の中に収まる。

こうすると「火の輪」を形成する大陸の端が、より大きなパターンの中の一つのきれいな

丸い円の形になる。

スピルハウス博士がこのようにした途端に、地球の根底に隠れた幾何学が完全に明らかと

なった――
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世界のあらゆる古代石造遺跡はこのグリッドの上に建設された

この「20 面-12 面体グリッド」を発見したロシアの科学者たちは、このグリッドを理解す

る助けとなるような手掛かりを、世界全体にわたって探し求めた。

彼らは、巨大な石のブロックを使って造られた記念物や構築物の、記録された 3,300の例

を見出した。

こうした遺跡は、南極大陸を除くすべての大陸に見られる。

驚いたことに、3,300 のこうした遺跡のすべてが、地球グリッドの線の真上に建てられて

いた。

明らかにこれは偶然によるものではなかった。

この事実は科学的事実である。我々は今、古代人がなぜそうしたのか解答を出さねばなら

ない。

これを「偶然の一致」と考えるのは馬鹿げているだろう。
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誰であれ、これらの遺跡を建造した人々は、何か非常に重要な理由があって、地球グリッ

ドの上にその位置を取ったに違いない。

高度に極秘の情報

この地球グリッド科学が、高度に極秘とされる情報であることを私が知ったのは、軍産共

同体内部の、トップシークレット以上の「政府計画」の内部で働いている「インサイダー」

たちに会うようになってからのことである。

複数のインサイダーが私に話してくれたところによると、『根源の場の研究』は、彼らの

共同体にショックの波を引き起こしたようである。それは誰も、この科学が、普通の世界

で日の目を見るようになるとは予想していなかったからだ。

私の見つけた一つの軍の徽章が、この「グリッド」の知識と、今も存在するテンプル騎士

団やイルミナティとのその関係を、かなり直接的に仄めかしている――

地球グリッドについての「一者の法則」の言葉

ピラミッドやその他の建造物は、なぜ「地球グリッド」の上に建てられたのだろうか？ そ

の答えは「一者の法則」シリーズに、すでに 1981年に与えられていた。
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主たる理由の一つは、地球をその自転軸に安定させておくためであった。

これが現実にどのように働くかの科学的モデルは、『根源の場』や、私の週末毎の集会で

詳しく説明されている。

それはここで論ずるには、あまりにも細かく入り組んだ議論だが、そのモデルの内部では

完全に理路一貫したものである。

幾何学が働いていることを示す、きわめて興奮させる言葉

1996 年に初めてこの言葉を聞いたとき、私は非常に興奮した――すでに地球グリッドに

ついて知っており、その前年には、先にお見せした図のことも研究していたからである。

14.7  質問者：均衡を与えるピラミッドとは何のことですか？

Ｒａ：私はラーです。こんな想像してみてください――地球の多くの力の場が幾何学

的に正確な網目になっていると。

エネルギーは、あなた方の言う地球の表面へ、磁力的に決まった点から流れ込むので

す。

「一者の法則」理解の思考形式がだんだん歪められてきたために、この惑星自体も均

衡を失う潜在性があると見られました。

均衡を与えるピラミッド構造物は、結晶に満ちていて、それが電磁エネルギーの幾何

学的中心へ流れ込むエネルギーから、適切な均衡を引き出していたのです。この流れ

込むエネルギーが、惑星球を取り囲んでそれを形作っているのです。

この時までに私は、「一者の法則」情報源は、地球グリッドについて、また私がこれまで

読んで知った他の多くのことについて、私などよりはるかに多くの知識をもっていること

がわかった。

これは私を全く動揺させなかった。

それどころか、私が探求しているすべてを、私よりもっと詳しく説明できる情報源を見つ
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けたことに、大いに元気づけられた。

「自然のスターゲイト」

サンダ―ソンが発見した 12 の基本的な「渦ポイント」は、すべて、船舶や飛行機を忽然

と消してしまうことのできる「自然のスターゲイト」として機能する。

これらの同じポイントはまた、エネルギーを創り出し、それが「惑星球を取り囲んでそれ

を形作っている」…「幾何学的に正確な網目を通じて」。

やがてこれは、最も大きな問題の一つの手掛かりであることがわかった。“Portal”（異次

元への門、入口）の出来事は、これらの地点で自然に起こるのである。

もしあなたが「ポータル」の誤って落ち込むと、あなたは文字通り時空を旅行できる。

これらの「ポータル」はランダムで滅多にない出来事にみえる――が、全くそうではない。

もし、それがどうやって形成されるのかを知れば、あなたは正確に、それがいつやってく

るかを計算できる。

あなたはまた、それらを引き寄せそこに留まらせる、石の記念碑を造ることもでき、かつ

それを現実に使うこともできる。

Pyramidという言葉は、Pyre-Amid、すなわち「真ん中の火」から来ている。

これらの「ポータル」は、いろんな幾何学的配列を試しているうちに開くという、非常に

強力な証拠がある。

この幾何学形状が――特に太陽系において――多く生ずるほど、これらの「ポータル」が

形成される可能性が大きくなる。

Aspect と Conjunctionの科学が「ポータル」を形成する

惑星は、いま我々が知ったように、幾何学的な力によってその場に留まっている。

惑星が太陽を廻るとき、目に見えない幾何学的形状が、それらとともに移動している。
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この幾何学形状は一つの重力的な力である。それは太陽の振動によって創り出される。

一つの惑星は、常に、その幾何学形状の「隅」すなわち点の一つに位置している。

これは、石はなぜ山から転げ落ちるかというのと同じ理由による。

幾何学形状内の重力的な力が、自然に一つの惑星を、それに合致する幾何学的な形の「隅」

の一つへと押しやるのだ。

幾何学形状がエネルギーを創る

惑星はそれぞれ、それと一緒に回るそれ自体の幾何学形状とともに、巨大なスケールで動

いている。

これら異なった形状の点が互いに通過するとき――これは西洋占星学では aspect（星相、

角相）と呼ばれるが――より多くのエネルギーが地上の「地球グリッド」に流れ込む。

それはあたかもレーザー光線のスイッチを入れて、地球にこれを照射するようなものだ。

一つの単純な例は conjunction（合=ごう）であろう。そこでは２つの惑星が――太陽の回

りのそれらの位置から見て――直接互いに重なり合う。

ところでこの新しい科学では、「合」もまた、２つの異なった幾何学的対象――立方体、

正４面体、正８面体、正 20面体、正 12面体など――の隅の直列化である。

我々はすでに、地球上で姿を消す船や飛行機の大部分は、正 20面体の 12の点の１つにお

いて消えていることを知っている。

どんな惑星の「合」も、地球に、またその周囲に、さらにそれ以上の大きなエネルギーを

創り出し、それがこれら同じ地点に「ポータル」を開かせることができるのである。

重力場におけるマイクロ・ローテーション

これら惑星の「アスペクト」や「合」は、「根源の場」に巨大なエネルギーの大波を創り

出す。
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このエネルギーの大波は、私が『根源の場の研究』で説明したように、重力場の内部に、

より大きなマイクロ・ローテーションの形で現れる。

この一時的なエネルギーの大波は、「地球グリッド」上の「ポータル」効果の可能性を、

劇的に増加させる。

これはとりわけ、サンダ―ソンが発見した 12の主たる渦ポイントで起こる可能性が高い。

これらのマイクロ・ローテーションのエネルギーの渦が、どんな一瞬であろうと、地球に

大量に流れ込むほど、自然のスターゲイトが開く可能性が高くなる。

古代人は、惑星の直列化を跡付ける方法を――現在、我々がマヤ歴のサイクルに見るよう

に――非常によく知っていたように思える。

彼らはこれらの「ポータル」が、いつ現れるかを知る必要があった――ピラミッドやスト

ーンサークルなどにその力を利用し、それを引き付けるために。

「ポータル」は球形のエネルギーの渦として――時々目に見える輝きを伴って――現れる。

私は、これらのエネルギー球と、それらが物体や生物をタイム・トラベルに送り出す恐る

べき能力について、幅広く『根源の場』で論じている。

25,920年サイクルに戻って…

「一者の法則」シリーズは、彼らが呼ぶところの「25,000年サイクル」を幅広く論じて

いる。

彼らはこれが、すべての３次濃度生物の進化を支配する、基本的なパターンなのだと言う

――我々の天の川銀河のどんな惑星の上であっても。

6.15 質問者：我々の年で、これらのサイクルの一つはどれくらいの長さですか？

Ｒａ：一つの大きなサイクルは、あなた方の年でだいたい２万５千年です。

この性質のサイクルが３度巡ってきて、その間に進歩した者たちは、その３つの大き
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なサイクルの終わりに、収穫される可能性があるのです。

すなわち、あなた方の年で、ほぼ７万５千年と７万６千年の間（75,000-76,000）です。

すべての人々が、その進歩に関係なく収穫されます。なぜなら、その期間の間に、惑

星自体がその次元の有用な部分を通り過ぎ、その[３次元の]内部の、より低い振動レ

ベルにとっては、役立たなくなり始めるからです。

この「25,000年サイクル」の終わりはまた、我々にとって、はるかにより多くの「ポー

タル」が――いっせいに――開く歴史上の時期であることは間違いないと思われる。

実はそれこそが、このような壮大な変化――全開の次元シフト――を創り出せるほどに強

力な、唯一のエネルギーの引き金だという想定は、十分に成り立つ。


