
第７章 宇宙からの使者 
    

 

１ 宇宙の教師 
 

宇宙には様々な星雲があり、その中にある無数の太陽のいくつ

かは複数の惑星を従え回転している。多くの惑星には知的生命

体が住み、精神的にも、科学的にも進化を遂げた惑星人たちは

宇宙旅行を楽しみ、普遍なる永遠の生命を探求し続けている。

彼らは太古の昔より地球を訪問しており、近年では核実験が行

われるようになってから世界各地で宇宙船が目撃され、1950年

代には多くの地球人が異星人とコンタクトをしたようである。

ロイヤルオーダー・オブ・チベットを主宰し、極東の大師方の

知恵や宇宙現象を研究していたジョージ・アダムスキーは、

1952 年 11 月 20 日アメリカの砂漠地帯で円盤から降りて来た

金星人オーソンと会見した。以後、太陽系から来た惑星人たち

と交流し、宇宙船にも同乗され、進化した宇宙人の思想や科学

や生き方、地球人へのメッセージを伝えている。 

 

 

（地球人へのメッセージ） 

 

無限者の果てしない広大さの中には 

多くの形態(foam)があります。 

すべては〝一つの力〟という海の中に浸っており 

〝一つの生命〟によって維持されているのです。 

 

万物を支えている生命そのもの、 

万物を通じてみずからを現している 

英知こそ聖なる表現なのです．  

このことを知らないほとんどの地球人は、 



自分の個人的自我の外にある 

多くの物事に対しひどく非難しており、 

万物が自己の目的を現していて奉仕のために 

創造されたのだからその奉仕をするのである 

ということに気づいていません。 

 

他を審くことのできる形態は存在しません。 

全ての形態は、唯一の至上者に対する 

奉仕者に他ならないからです。 

 

地球の人々は自分が立っている場所― 

自分で築き上げた地上の基礎が 

他人から取られて無一物にならないようにしようとして、 

追い払われることを恐れています。 

 

人間は永遠なるものではなく、 

変化と崩壊の過程にあるものに対して、 

発生していることに盲目になるまで 

警戒しているわけです。 

 

人間は〝永遠の一体性〟の道へ 

自分を導くかもしれない 

光を自己の内部に閉じ込めてしまいました。 

その道を進んでいった他の全ての人たちは 

確かに歓喜を得ています。 

 

地球人がおかしている大きな誤りは、 

絶対に分割してはならない多くの部分を 

分割する習慣にあります。 

あなた方は形式や教訓などに沢山の差別を設け 

多数の人は好き嫌いをはっきりさせていますが、 

これら全ては地球の混乱状態を 



増大させるのに役立ってるだけです。   

 

私達はこのような差別をしないで、 

万物の相互関係と相互依存を認めています。 

私たちは創造主の中に万物が存在することを 

決して忘れないのです。 

 

創造主こそは人間に対する〝生命〟の贈り主です。 

また創造主は私たちを通じて 

私たちの創造物に対する生命の贈り主でもあり、 

何を創造するべきかを 

教えてくれる教師でもあるのです。 

 

あなたがた地球人は共同で働くよりも 

むしろ互いに敵対し合う 

共同動作を起こすことによって、絶えず不幸を招いています。 

 

実は触感とし知られている感覚が真の英知であり， 

肉体の魂または生命なのです。 

〝触覚〟は宇宙的なもので， 

これが他の四つの感覚器官に対して知覚力を与えます。 

人間がこの事実を認めるとき仮相の背後にある 

自己の実体を見い出して，宇宙の住人になるのです。 

 

〝ただ一つ〟の生命が存在するだけです。 

その生命は全包容的です。 

地球人は,二つの生命に仕えることはできず 

一つの生命だけに役立ち得るのだ 

ということを悟るまでは、絶えず互いに反目し合うでしょう。 

これは、地球の生活が他の諸惑星の生活に 

匹敵するようになるまでに、全地球人が 

〝知らねばならない〟一大真理なのです。  



私たちは皆これらの惑星世界や銀河にいる訪問者であり、 

終わりなき創造を学び、その手助けをしながら、 

至高なる一者の定めに従って永遠に存在し続けるのです。 

つねに光の中を歩み、世界に光明を与え、 

闇の支配をなきものとしなさい。 

母なる地球を救いなさい。        （金星のマスター） 

 

 (宇宙意識) 

 

自然界には宇宙の意識が存在しています 

意識とは、万物の創造主である生命力であります 

意識の法則は生命の原理 

即ち絶え間ない運動であり 

永遠の聡明な活動であります 

意識があらゆる現象を生ぜしめています 

 

宇宙の創造主は、生命と存在である 

活動の法則を生きています 

それは、あらゆる生命の 

意識的原動力として万物を支えています 

 

人間の大きな目的は 

宇宙の英知の無限の表現であると言える 

物質は進化の過程にあり 

意識は表現の過程にあります 

想念とは 

意識活動によってつくり出された不滅のエネルギー 

創造において 

あらゆる物質を動き出させる振動する力である 

 

宇宙普遍の意識は 

万物が一体であるという自覚であり 



生命は区別なしにあらゆる自然へ 

自らを貸しているのがわかります 

ただ人間は 

原因の結果である自我によって生き 

生命の自然な表現から分離してしまい 

自らの創造物に支配、制限され、疑惑や恐怖にまみえ

数々の迷妄と混乱を生ぜしめています 

 

人間の心は４つの感覚器官から成り 

自我を形成しています 

心とは想念の大通り 

物質と英知との間に介在する媒体に他なりません 

真のあなたは意識であり 

心と肉体はあなたが用いる道具にすぎません 

自我は、意識によって導かれるのである 

ことを認める必要があります 

 

常にあなたは神が集中した一点として 

一つであり、全部でもあります 

真のあなたは死ぬこともなく変化もしません 

一つの形あるものを 

統一された知覚の状態に進化させ 

変形させる意識であり 

因であり、そして活動でもあるのです 

 

われわれ各人は 

宇宙意識の中の単一細胞であり 

われわれがひと度、この意識と一体化するや 

必要な知識にたいして制限はなくなります 

 

唯一なる宇宙の言語は 

宇宙の力として万象を貫き流れている 



目に見えない創造的感覚波動… 

宇宙の英知そのものです 

この宇宙の力(因)は常に活動しており 

ある物体から他の物体に作用し 

伝達するのがこの力であります 

 

宇宙的な想念は真理そのものであり 

それを歪めることは不可能です 

それは活動の法則であり 

いかなる形で発現しようとも 

その相触れるところ必ず作用と反作用を生じます 

想念は常にいつでも 

肉体(物質、環境)を完全に支配します 

人間は想念を生むものであるが故に 

万物を支配するのです 

 

あらゆる行為や言葉の背後にある 

不可視の英知に気づきなさい 

宇宙的な原因とその諸結果を 

よく自覚しながら生きなさい 

あなたの真我、内部に宿る永遠の神性に気づきなさい 

宇宙の法則が、万物の中で働いていることを見なさい 

 

今に生き、平安と喜びに生きなさい、 

そして宇宙を愛しなさい 

心を素直に、自らを謙虚にするならば、 

学ぶことができます 

真の教師、即ち万物の意識という 

指導者のもとへ帰りなさい 

あなたはその指導者の現われの中に 

生きており、その一部であるからです        
(Ｇ・アダムスキー) 



(宇宙人の生き方) 

 

宇宙の隣人たちは 

生きるための原則というものを持っている。 

これは土台であって 

子供の生活をまずこれに基礎づけて 

大人は大抵はそれから外れないようにしようと 

努力するもので、次のとおりである。 

 

１．日常の健康と慰安にとって実際に必要なものだけを望む

こと 

２．偏愛することなく万人を平等とみなすこと 

３．自分の想念を観察し抑制し、いつも宇宙的な状態に保っ

ていること 

４．万物が奉仕し合っていることにたいして感謝をすること 

 

これは、日々新たに始められること、 

彼らは［創造者］に奉仕するために 

日々がもたらす多くの機会を感謝し 

喜びと熱心さをもって新たな日々を迎えるのである。 

彼らは自分自身や自分の想念、印象などを調べているので 

地球人がおちいりやすい偏見でそれらを歪めるよりも 

その純粋なままにそれらを認めてそれに従って行動する。 

 

金星の人々は 

心や肉体の病気というものを知らない。 

これはたとえば地球人の個性上の区別 

すなわち好き嫌い、批判精神などによって 

生じる緊張の束縛を彼らは受けないからである。 

 

われわれが精神的に弛緩することを知ったとき 

われわれも彼らの援助の想念にたいして 



感受性が高まるようになる。 

緊張した心というものはそれ自体の想念以外の 

如何なるものについてもあまり感受できないのである。 

 

他の遊星の隣人たちが健康を保つもう一つの重要な要素は 

彼らが肉体を柔軟にするために一定の運動を行うことである。 

彼らは自分の肉体を 

愛と誠実とをもっていたわらねばならない 

神の創造になる美しい寺院とみなしている。 

彼らはリズムを楽しみ 

自分の体が自然のリズムを表し続けるように努力する。 

 

万物を通じて表現される［創造者］なるものと 

［永遠］の現れである 

人間に関する彼らの概念について 

長い間に私は理解力が高まってきた。 

彼らが過去を忘れて 

現在のために生きる能力を発達させたのは 

この概念によるのである。 

 

金星の人々は個人の生涯で数百年を生きる。 

彼らにとって死ぬることは 

自分たちに十分役立った一軒の家から 

別な新しい家へ移動するだけのことなのだ。 

彼らの遊星から発した肉体の無機物は 

もう一度その遊星に帰っていく。 

 

賢明な人は 

一瞬一瞬を生きることを学ぶにつれてこそ 

進歩が自分のものになることを知っている。 

自然のあらゆる面に表現されているように 

それは分裂というもののない 



永遠の融合を示す一つの生命なのである。 

 

一度われわれが［自然］を導師として 

受け入れるならば、多くの［神秘］が 

全く簡単に内容を語ってくれるだろう。 

 

私は知っているが 

火星は科学と工業が高度に進歩している。 

しかし金星と同様にそこにも束縛はない。 

土星を秤の象徴として描写すればそれは正しい。 

土星は多くの点でバランスの 

役目をする遊星であるからだ。 

太陽系に関してこの遊星は、遊星群、太陽 

アステロイド帯群間の秤として役立っている。 

金星は愛と同情の教課が主体となっている遊星、 

それは全人類の態度と行為が 

基礎とすべき土台として応用されねばならないものである。 

 

それ以外の遊星については 

私は特別な知識を与えられなかったが 

もし地球のわれわれが 

金星人のようにもう少し自分の感覚を 

互いに相手に向け合って生きることを知り 

そして火星人のように 

万人の福利のために科学的にも生長し 

土星人のように 

遊びと休息と仕事のあいだのバランスを 

もっとうまくとれるようになったならば 

非常にうまく生活していることがわかるだろう。 
(Ｇ・アダムスキー)                   

 

 



(金星人ヴァリアント・ソーの物語） 

 

1957 年 3 月 16 日ヴァージニア州アレキサンドリアに宇宙船が

着陸した。到着した金星の指導者は、かけつけた二人の警官に

連れられパトカーでワシントンＤＣに向かう。武装した警備体

制のもと、一行は地下列車でホワイトハウスに到着した。三人

のシークレットサーヴィスが、彼をアイゼンハワー大統領の執

務室に案内した。金星の指導者はヴァリアント・ソーと名乗り、

大統領に最高議会の特別製の手紙を渡した。彼はこの惑星は

1945 年原爆が投下される以前にも数百年にわたって注意深く

監視されていたことを断言した。 

 

…それから三年間、彼はペンタゴン（国防総省）の美しい家具

がそろった個室で過ごすことになる。彼は長期滞在の準備を整

えていたし、宇宙船と常に連絡を取り、護衛には超像を見せ、

テレポートで出入りした。大統領は彼に、地球人はまだ、地球

外からの訪問者の助言が実行に移されたときに生じる状況に

対応できるだけの準備を整えていない、と述べた。彼は、宇宙

科学と直接関係のある医学プロジェクトに従事していた人々

の手助けをして欲しいと要請された。しかし、その三年間、彼

はスターヴォーズ計画には助言することを拒み続けた。彼の来

訪の目的は、人類が神の御許へ帰るのを助けることであったと

いう。（1957～1960） 

 

○彼の特徴 

 ・身長 180cm、体重 85kg、茶色の毛、茶色の目、肌色は普通、

指に指紋がない 

・やわらかな銀色とまばゆい金色をしたつなぎの制服（弾丸

もレーザー光線も通さない継目のない素材） 

・人の心を読む又安心させる能力、テレパシー能力を持つ 

○彼による情報 

・現在アメリカには金星から７７人来ており、絶えず行き来



している 

 ・現在イエスキリストは､宇宙の支配者という正当な地位に

ついていて、人々の時間と場所を用意している 

 ・宇宙の多くの惑星に生物はいる、人類には神の創造物すべ

ての所有を主張する権利はない 

 ・なぜなら不服従によって神の完全無欠な法を破ったからで

ある 

 ・地球では、自分の存在と意図は、政治的・経済的構造に対

する脅威になる 

 ・提案を世界中に知ってほしかったが、国防長官、中央情報

局長官、軍の参謀総長達が異を唱えた 

…1960 年 3 月 19 日、彼は非物質化し、森に隠してあった乗組

員が待つ宇宙船に乗り帰星した。 

金星に着くと、彼は中央管理機構議会に出席し地球訪問に関

しての報告を行った。人類に助言と助力を与えようという申

し出をアメリカの指導者達に受け入れさせることに失敗した

と伝えた。 

○金星議会からヴァルへの指示 

①地球人の間に溶け込んで生活すること 

②地球の企業に就職し、働くこと 

③世界平和を実現するために尽力している内に危険にさらさ

れた人々を助けること 

④その様な人々に助言と指導を与えること 

⑤その資格があることを証明した人々に、卓越した知識を与

えること 

⑥彼らの使命の確信を、各国の指導者に明かすこと、但し時

が至ったときに 

○ヴァル・ソーの任務 

①ヴィクターワンとスターシップの指揮 

②金星１２人会議の議長 

③地球上の各地に設けられた前哨基地の管理 

④地球上の諸都市を放射線から守っている特別舞台の監督 



⑤諸惑星の定期的な巡回 

⑥スターシップで開かれる他の太陽系からの訪問者のための

セミナーの運営 

⑦世界各地の指導者の討議やもくろみの監視 

⑧人類の特定の機関への一定の限度内で干渉して核戦争によ

る破滅を防ぐ 

⑨天にまします創造主と完璧に調和して働く 

○宇宙船内での宇宙教室のテーマ 

❍地球科学  ❍人間の理性  ❍人間の心理 

❍人類の歴史 ❍地球人とその習俗  

❍人類の堕落と救済  

❍宇宙における人類の根源的位置 

〇炎の環 

宇宙人が地球救済に来るときの祈りと儀式 

真の光に至る歩み…神の加護を得る祈り… 

地球上で行われている邪悪な影響、 

つまり戦争、犯罪、不調和、不統一、非人道的行為、 

破壊的行為を受けず、炎の環が守ってくれる 

① 白いローソクを立てる(儀式中は厳粛に) 

② 主の祈りを唱える（天にまします…） 

③ 次の祈りを唱える 

永遠の父、宇宙の造物主…、 

本日はわたしの願いをお聞きください 

  いまこのとき…聖なる炎の環で… 

神のご加護の炎で…神の豊かさの炎で… 

完全な癒しの炎で…聖なる豊かさの炎でお包みください 

  全能の神の手をわたしのために 

ふるってください…お願いいたします… 

・祈っている間、目を開き、両手を天へのばす 

・炎を見つめ、五官を研ぎ澄ます 

・何をしているか常に意識し祈りをはっきりと 

・祈願の真にその瞬間、造物主がお聞きになっている 



④ ローソクを見つめ、願望又は問題を炎の中に送り込む 

⑤ ローソクを消し、立ちのぼる煙が神の鼻に吸い込まれ、あ

なたの祈りが聞き届けられる様を見る。少なくとも三分

間は、部屋から出てはいけない。火の消えたローソクの前

に立ち、目を開いたまま「炎の環」の存在を感じる事                            
（ストレンジス博士） 

＊    ＊    ＊           ＊    ＊    ＊4 

＜ヴィクター・シリーズの宇宙船＞ 

 

 

   
○地球上に２８７機、大陸や大洋や国にとど 

まっている。（日本には２９機） 

○２千ｋｍ以内の人間の行動･言葉を選択し 

て拾い上げ、記録することが可能である。 

○マスタービームで制御され、通信には、 

テレパシー、ホログラフィー等を用いる。 

○ヴィクター・ワンの乗組員約２００人 

  司令官 ヴァリアントソー 

    副 ドン、ソン、ティール、ドク  

 

＜Ｇアダムスキー撮影宇宙船・同乗した円盤＞ 

 

 

 

 

    

 


