
４ フリーエネルギーの時代 

 

戦争経済から宇宙経済へ、化石燃料からフリーエネルギーへ

…人類が戦争を放棄し貪欲を捨て、万人の幸福を願い共存共

栄の道を歩み出せるかどうかによる…宇宙意識を持つ人々が

増え、空間からエネルギーを取り出すフリーエネルギー装置

が平和裏に公開されると新しい地球文明のルネッサンスが始

まる。政治、経済、産業、文化、医療、教育等、あらゆる分

野で地球規模の改革が興り、世界の貧困や環境問題、多くの

社会問題は解決の方向へ進み、先進の科学技術を応用した生

活は人々の人生観、労働観、ライフスタイルを変容させてゆ

く。まもなく異星文明とも交流する宇宙時代の到来である。 

 

 

我々は進歩した地球外文明の訪問を実際に受けつつあり、ま

たこれまでもそうであった； 最高度の極秘プロジェクトが、

完全に機能する反重力推進装置と新しいエネルギー発生シス

テムを所有している。 

 

それらは、もし公開され平和的に用いられるなら、欠乏も貧

困も環境破壊も起こさず、人類に新しい文明をもたらす。 

それらは、現在のエネルギーと輸送システムのあらゆる形態

を完全かつ永久に無用のものとする能力を持つ。 

 

それらの装置は、空間の電磁気とゼロポイント・エネルギー

と呼ばれる状態に作用し、いかなる汚染をも伴わずに、巨大

なエネルギーを生み出す。 

 

本質的にこのようなシステムは、遍在する量子真空エネルギ

ー状態、つまりあらゆるエネルギーと物質を生じる基底エネ

ルギー状態を利用して、エネルギーを発生させる。 

 



全ての物質とエネルギーを支えるのはこの基底エネルギー状

態であり、特別な電磁気回路と構造を使えば、我々を取り巻

く周囲の空間／時間から、巨大なエネルギーを引き出すこと

が可能なのである。これらは所謂永久機関ではないし、熱力

学の法則にも違反しない。周囲に遍在するエネルギー場に作

用して、エネルギーを発生する。   

 

これらのシステムは、発電所も送電線も、また膨大な経費を

要する関連設備も使わずに発電し、インド、中国、アフリ

カ、ラテンアメリカなどの奥地に電力を供給する。 

これらのシステムは、必要な場所にありさえすればよい。 

どこにでも据え付け可能で、必要なエネルギーを生み出す。 

本質的にこの技術は、我々が直面している 

大部分の環境問題に対する最終的な解決策となる。   

 

◆石油、石炭、ガスはエネルギー源として不要になり、輸送

やこれらの燃料の使用による空気と水の汚染がなくなる。

石油流出、地球温暖化、空気汚染による病気、酸性雨など

は 10から 20年で解消できるし、そうしなければならない   

◆資源枯渇と化石燃料資源の争奪がもたらす、地政学的な緊

張は終わるだろう   

◆空気、水の両方において、産業排出をゼロまたはゼロに近

づける技術はすでにある。もし産業が大量のフリーエネル

ギー（燃料不要、発電機よりも廉価な装置のみ）を利用で

きるようになれば、劇的に変わるし、またそれらのシステ

ムは汚染を発生しない  

◆エネルギーを大量に消費する再生利用は、繰り返すが、固

形廃棄物を処理するためのエネルギーが無料かつ豊富にあ

るために、完全実施されるだろう   

◆エネルギーに依存し環境を汚染する今の農業は、きれいで

汚染を発生しないエネルギーを利用するものへと変化する

だろう   



◆砂漠化の進行は食い止められ、世界の農業は脱塩施設によ

り活性化されるだろう。費用効率のよいものになるだろう   

◆航空輸送、トラック輸送、都市間輸送システムは、新しい

エネルギーと推進技術に取って代わられるだろう（反重力

システムは、地表面上を無音で移動することを可能にす

る）。さらに、都市部での大量輸送には、無音かつ効率的な

都市間移動を提供する 

◆ジェット機、トラック、その他の輸送形態による騒音汚染

は、これらの無音装置の利用により解消されるだろう   

◆それぞれの家庭、職場、工場が必要なエネルギー発生装置

を持つことにより、公共施設は不要になるだろう。つま

り、暴風雨による被害で停電を起こしがちな見苦しい送電

線は、過去の遺物になるだろう。地下のガス管も、しばし

ば破裂や漏洩により土壌や水を汚染するが、これもすべて

不要になるだろう   

◆原子力発電所は閉鎖され、その跡地を浄化する技術が利用

可能になるだろう。核廃棄物を無害化する秘密の技術は、

すでに存在する。   

 

理想郷だろうか？ そうではない。 

人間社会は常に不完全だからだ。 

だが、たぶん今日のそれよりはましだろう。 

 

反重力は現実であり、フリーエネルギーもまたそうである。  

今日の人類文明は、全世界を滅ぼす能力を持つに至った。 

我々はもっとうまくやれるし、そうしなければならない。 

 

これらの技術は実在するので、環境と人類の未来について懸

念を持つ人なら誰でも、これらの技術が公開され、秘密を解

かれ、安全に応用されるように、緊急公聴会の開催を求める

べきだ。 

    



我々は近未来に起きる社会、環境、技術の、まさしく人類史

上最大の変革について語っているのである。これらの新技術

の公開は、我々に新しい持続可能な文明を与える。世界の貧

困は我々の生涯の内に解消するだろう。新しいエネルギーと

推進システムの出現により、地球上で欠乏の起きる場所はな

くなるだろう。砂漠にさえも花が咲くだろう．．．  

  

貧困地域で農業、輸送、建築、製造、電化のために、豊富で

無料に近いエネルギーが利用できれば、人間が達成できる物

事に限界はなくなる。信じ難いような貧困と飢餓が世界に存

在する一方で、この状態を完全に覆し得る秘密の技術を上か

ら押さえつけている状況は、馬鹿げており腹立たしくさえあ

る。 

 

では、なぜこれらの技術を解放しないのか？ 

社会的、経済的、および地政学的秩序が大きく改変される、

というのがその理由である。 

 

米国、ヨーロッパ、日本もまた、新しい地政学的現実に適応

する必要があるだろう。現在貧困と人口過剰にあえいでいる

国々が、技術的にも経済的にも劇的に発展するにつれ、彼ら

は世界中で相応の地位を要求するだろうし、獲得するだろ

う。これらの技術は、字義どおりにも比喩的にも力を分散す

るが故に、苦難と貧困の生活をしている数十億の人々を新し

い豊かな世界へと導くだろう。社会の教育と繁栄が進み、技

術が進歩し、また女性が社会で対等の割を担うにつれて、出

生率が下がり、人口が安定する。どの村も汚染なしに電化が

進み、農業はきれいで無料のエネルギーにより活性化し、輸

送費用が下がると、貧困は劇的に世界から消滅するだろう。 

 

我々に必要なのは、これらの変化を受け入れる勇気と賢明さ

を持ち、人類を安全に平和裏に新時代へと導く勇気だけであ



る。秘密の兵器庫に隠されている兵器―熱核兵器よりもはる

かに恐ろしい種類の兵器―をもってしても、生存戦争に勝つ

可能性はない。それにもかかわらず、密かに人類の名で、

我々の未来を危険にする行動がとられてきたのである。すべ

ての、ありのままの公開のみが、この状況を修正することが

できる。 

 

地球外文明が、次のように言っていたとしたらどうだろう

か。“どうか、あなたたちの美しい世界を破壊しないでくださ

い。私たちは、あなたたちがこの狂気を持って宇宙に進出

し、他の世界の人々を脅かすことを許しません．．．” 

 

気遣いと、より大きな宇宙的英知さえ示す出来事が、幾たび

も侵略行為と解釈されてきたかもしれない。このような誤解

と近視眼こそが、戦争を招く元なのである。 訪問者たちに対

して暴力的な戦闘を伴う秘密の行動がとられてきた、以下の

ことを緊急に行なう必要がある。 

   

◆この主題が秘密裏に扱われていることが、国家と国際社会

の安全保障に及ぼす危険性を評価するための公聴会を開く   

◆宇宙の軍事化を即時禁止する。特に、いかなる地球外物体

に対しても、それを標的にする行為を禁止する。このよう

な行動は是認されず、人類全体を危険に陥れる   

◆これらの地球外文明との仲立ちをし、意思疎通と平和的関

係を促進するための、特別外交団を創設する   

◆人類と地球外文明の関係を管理し、平和な互恵関係を確保

するために、適切な権力を持つ、開かれた国際監視団を創

設する   

◆進歩したエネルギーと推進システムに関係する新技術の平

和的利用を確実に促進することができる、国際的な諸機関

を支援する。   

 



世界の貧困、富める国と貧しい国の間の広がる格差は、世界

平和にとって深刻な脅威である。このことはこれらの技術の

公開と平和的応用によって是正される。 

 

近い将来、人間はどんな新技術でも暴力的に利用するだろ

う、このような装置を平和のためにのみ利用することを確実

にする強制するー国際機関が創設されなければならない。 

今日では、このようなすべての装置をＧＰＳ（全球位置把握

システム）監視に接続する技術が存在する。それにより、故

意に手を加えられたり、平和的なエネルギー発生と推進以外

の目的に使われるいかなる装置も、無能にしたり役立たなく

することができるだろう。 

 

これらの技術は、規制され監視されるべきである。国際社会

は それらの平和利用のみを保証できるほどに成熟しなければ

ならない。おそらくいつの日か人類はそのような統制を必要

とせずに、平和に生存するだろう。 我々はどんな技術的また

は科学的な難題をも凌ぐ、社会的および精神的な重大局面に

直面させられる。技術的な解決策はあるーしかし、我々は共

通の利益のためにそれらを実行に移す意志、英知、勇気を持

っているだろうか？ 

 

この問題を考えるほど、我々にはただ一つ可能な未来しかな

いことが明らかだ。平和である。地球の平和と宇宙空間の平

和―英知を持って実現する普遍的な平和。それ以外はすべて

滅亡への道である。 これこそ、現代の最大の課題である。 

我々の精神的、社会的資源はこの課題に立ち向かえるだろう

か？他ならぬ人類の運命がかかっているのだ。   

                （スティーブン・グリア）  

   



 (ＣＥ-５／第５接近遭遇 Close Encounters of the 5th Kind) 

 

ＣＳＥＴＩのロゴは、三位一体を象徴しています。 

音、光、意識の三つを完全に一体化することが、ＥＴコンタク

トのエッセンスです。大切なのは「第三の目」で見ること。意

識の次元が上がり、純粋な心に到達すれば、場所も時間も関係

なくなります。確信し、交信し、同調する…。素粒子より細か

い振動になると目には見えません。ＵＦＯテクノロジーの根本

は、振動数を切り替えることです。 

 

地球は危機的状況にあり、宇宙から注視されているのです。地

球は今、宇宙的な文明へと目覚める重要な時期にあります。世

界に平和が訪れ、フリーエネルギーの技術が公開されれば、お

金も不要になります。私達全員が「聖なる存在」となります。 

必要なものはすべてあるのですから、人から搾取したり、他者

と自分を比べることもなくなります。聖なる光は、人に頼らず、 

自分でキャッチすればいいのです。 

 

次元が上昇すれば、意識がクリアになり、創造主の意図とスト

レートに向き合うことになります。これまで創造したこともな

い高い波動となり、新しいライトボディを手にします。 

 

最もすばらしい活力を生み出すコンタクトが起こるのは、私達

とＥＴが共有している宇宙意識の領域においてなのです。 

 

言葉を超えて、純粋に理想をイメージすることで、夢見たブル

ープリントが現実のものとなっていきます。私達が今置かれて

いる場所で、純粋に宇宙の愛から、光にあふれたすばらしい地

球をイメージすることで、みんなが夢見た平和な地球を共同創

造していきましょう。   

 

 



（宇宙人とのコンタクト方法） 

 

（１）意識の中に静かに中心を据えます…静座瞑想 

（２）覚醒状態の拡大過程に入ります……宇宙観照 

（３）宇宙的覚醒の翼に乗り宇宙空間を…遠隔展望 

（４）宇宙人又は宇宙船を見たら、内なる覚醒状態に再結合

します。 

…そうすることにより、その方と結合し、彼の目から 

内面の覚醒が輝いているのを見る、一体において安

全・妥当な方法で一緒に居ること 

（５）宇宙人をあなたの正確な居所へ案内します。 

彼らの心か、ガイダンス･システム(バイオマシン)に

結合させる 

キーワード 

❍フォーカス（ＦＯＣＵＳ）  

❍距 離  （ＤＩＳＴＡＮＣＥ） 

❍共 鳴  （ＲＥＳＯＮＡＴＥ） 

❍繋がる  （ＣＯＮＴＡＣＴ） 

❍感じる  （ＦＥＥＬ） 

❍共 有  （ＳＨＡＲＥ） 

 

（宇宙意識-宇宙文化・普遍的平和の新時代へ） 

 

私たちが共有する平和の基盤は 

普遍的意識（Universal Consciousness） 

内部から輝く一体性（oneness）の光こそが -外見が異なろう

とも- すべての知覚的存在者と交信するための私たちの基盤

なのです。これから、宇宙意識、宇宙文化の性質について深い

理解が得られます。 

⦿瞑想･呼吸法により制限なき静穏な意識状態を経験する方法

の伝授 

⦿恒星間旅行文明とコンタクトし交信するための。心の役割と

 



は… 

⦿宇宙意識の状態を経験することによる、地球平和の基盤形成

とは… 

⦿セレスティアル知覚や遠隔視のような生得的能力の発現に

ついて 

⦿ＥＴ文明はどのようにＣＡＴとＴＡＣを利用し、交信してい

るのか 

⦿現在行なわれているＥＴコンタクト、フリーエネルギー技術

に対する抑圧に打ち勝ち、地球に新しい普遍的平和文明をも

たらすために 

 

（ＣＥ-５ コンタクト・プロトコル)  

 

⦿ＣＥ５を用いてＥＴ文明とコンタクトし、真の宇宙大使にな

る方法 

⦿マントラ瞑想の高度なトレーニング 

⦿遠隔視、予知、意識の科学の高度な手法 

⦿サンスクリット・プージャの効果（ベーダ儀式による場所の

神聖化 

⦿ゼロポイント場から取り出すフリーエネルギー技術、反重力

の綿密な考察、新科学により世界を転換していく方法 

⦿地球上に起きる次の偉大な周期についての深い理解：普遍的

平和、高次元の意識を通して現れる豊かさと啓発の時代 

⦿地域でのコンタクト・チームの形成、コンタクトの継続方法 

 

（宇宙開発・ＵＦＯディスクロージャー） 

 

◙企業計画と政府計画の混成、どのように秘密が維持されるの

か？ 

◙ＵＦＯの秘密に関与する軍の基地、施設はどこか？ また企業

は？ 



◙これらの作戦の資金源である闇の予算、犯罪活動の実態は？ 

◙世界の金融システム、ＵＦＯテクノロジー、麻薬密売、軍によ

る秘密航空宇宙基地の関連は？ 

◙主要な地下基地、連絡する地下トンネル網はどうなっている

のか？ 

◙この秘密管理の関係者、その組織（MAJIC）の統制と運営の仕

方は？ 

◙認められざる特殊接近プロジェクト（USAPs）遂行方策と隠蔽

策は？ 

◙ＵＦＯの秘密はどう変り、違法な国家横断的連合体になった

のか？ 

◙軍が関与するエイリアン誘拐の演出と騙しの背後にある計画

とは？ 

◙ＵＦＯの秘密を管理する連合体の将来の行動計画とその備え

は？ 

◙宇宙からの脅威を捏造する次の 911-その計画を知る必要があ

る！ 

 

（ホログラムワーク） 

・多次元構造の根本仕組み 

・宇宙と高次元意識との関わり 

・地球外知的生命体を含む新しい宇宙観 

・ＥＴコンタクトと高次元意識の関係 

・高次元人間に向かうためのワーク 

・高次元意識を復活させるためのワーク 

・アセンションと地球・人間の関係 

・宇宙人のアセンションのサポート 

・１２次元シールドの立て方 

・アファメーション・イメージワーク 

★星々に向けて普遍的平和の想念を！ＥＴに呼びかける 

★毎月第１土曜は世界ＣＥ-５デイ…地球規模で輝く明かり 
(スティーブングリア、グレゴリーサリバン教説より) 


