
 

 

次元上昇（アセンション）とカフカ 
                                     井上 勉 

 
アセンションという言葉がしばらく前からしばしば耳にさ

れるようになってきた。従来キリスト教徒の間で使われてい

たアセンションという言葉のもとでは、イエスが再来して信

者を千年の平和の中に運び去るということが信じられてきた

ようだが、近頃では一般にその言葉によってある地球的、か

つ宇宙的な大変化のことが言われている。われわれの太陽系

が属している銀河の中心から発している光の帯（フォトンベ

ルトと呼ばれる）の中に間もなくわれわれの太陽系が完全に

入りこみ、その光の影響を受けて地球でも、また太陽や、地

球以外の惑星系においても一連の大変化が起こるというので

ある。われわれの太陽系は約 26,000 年かけて銀河の中心を

回り、そのフォトンベルトの中に入るのは 11,000 年毎であ

り、2000年かけてそこを通過するという。つまり 26,000年

の間に 2回、われわれの太陽系はその光の帯の中に入るので

ある。 
フォトンベルトの中に入ることによる大変化で、地球以外

の太陽系天体でのそれについて語られていることはわずかで

あるが、地球における大変化として例えば次のようなことが

挙げられている。すなわち地球の磁気が減少する、肉体が準

エーテルレベルのものになる、生命活動のレベルが４次元に

移る、食物摂取量が減少する、睡眠時間が減少する、時間と

いうものがなくなる、想ったことがすぐ現実化する、すべて

のエネルギー形態の周波数が上昇する、意識の焦点が変化す

る、といったようなことである1。 
すべてのエネルギー形態の周波数が上昇するとすれば、人

間においても、人間以外の生物においても、また地球環境に

おいても根本的変化があるはずである。アセンション

(ascension)とは上昇を意味する。アセンションとは、われわ

れの太陽系が上述の光の帯の中に入ることによって地球（地

球以外の惑星、衛星も？）とそこに存在するすべてのものが

より高い存在様式のレベルに上昇することだと言えようか。

アセンションに関する種々の情報の中では３次元、４次元、

５次元といった用語が見られ、人類はアセンションによって

4次元、そして 5次元へと移行すると言われているが2、その

                                                 
1 次のウェブサイトを参照。

http://www.h4.dion.ne.jp/~mf124/sub%206%20sinnka.htm
l 
2 例えば西園寺昌美も「人類は今まさに、地球の波動が高ま

り、そして次元が 1次元上がろうとしているちょうどその時

を迎えている」と言っている。西園寺昌美「地球の次元上昇

と人類の選択」 同『次元上昇――地球の進化と人類の選択』

所収 白光真宏会出版本部 平成 11年。ちなみに、7年間に

わたって「宇宙究極の光の一筋」が地上に降ろされつづけて

いる静岡県の「富士聖地」では、その結果として現在すでに

3.959次元まで次元が上昇しているという。西園寺昌美「真

理の本道を行く人々――宇宙大生命エネルギーについて―

―」 『白光』 白光真宏会出版本部 2005年 9月号 9、

次元という用語の定義は与えられていない。他方、神智学文

献3では存在世界全体は諸世界を作っている質料の精粗に応

じていくつもの階層に区分されており、その質料の精粗にし

たがって諸世界が図式的に整然と分類されている。神智学は

物質界より一段精妙な質料からなる世界をアストラル界、も

う一段精妙な質料からなる世界をメンタル界と呼んでいる。

そして物質界を３次元、アストラル界を４次元、メンタル界

を５次元としている4。こういうことから次のように言えよう

か。数学的定義は別にして、次元とは階層的諸世界を構成し

ている質料の精粗ないし濃密度（これは質料の周波数ないし

振動数の高低、波動の精粗でもある）に関して言われるもの

であり、次元数が高くなるにつれてその世界の質料が精妙、

希薄になる。アセンション（次元上昇）によって人類はより

精妙な質料、より高い振動数の質料、より精妙な波動から成

る世界に移行する。次元上昇によって人間は 4次元世界（ア

ストラル界）へ、さらには 5次元世界（メンタル界）へ入っ

ていく。 
 しかし神智学によれば、人間はこれから初めてアストラル

界に入っていくのではない。人間は多次元的存在であり、も

とからアストラル界やメンタル界でも生きているのである。

次元上昇によって意識の焦点がこれからはアストラル界やメ

ンタル界に移り、人間はアストラル界やメンタル界で意識的

生活をすることになると言うのが正しいだろう。フレッド・

スターリングを肉体的仲介者とするキラエル5という地球外

存在はアセンション情報の提供者の 1人であるが、そのキラ

エルはアセンションという出来事において意識の変化(shift 
in consciousness)を強調する。 
 さて、筆者もこれ以降意識状態の変化、意識レベルの変化

ということを考察の軸にして、次元上昇という予想されてい

る大変化がどのようなものであるか、そのほんの一端だけで

もフランツ・カフカを例として推測してみたい。もちろん 1
人の人間の経験を例にして全般的なことを類推するのはあま

りに軽率であるし、次元上昇において人類が経験するであろ

うことは千差万別のはずである。しかし人類が初めて経験す

ることがどのようなものになるのかを予測する上で何かの参

考になるのではないか。 
 フランツ・カフカは 1883年から 1924年まで生きた物語作

家で、主にプラハで生活していた。いまではもうかなり昔の

作家がどういう点で次元上昇に関係があるのかと思われるか

もしれない。ここで次元上昇は意識の変化、意識レベルの上

昇であることを再度確認しよう。カフカはこの点において人

                                                                                   
12ページ参照。 
3 A.E.パウエル編著 『エーテル体』、『アストラル体』、『メ

ンタル体』、『コーザル体』、『太陽系』 たま出版参照。  
4 パウエル『アストラル体』 昭和 56年 201-206ページ参

照。 
5 次のウェブサイトを参照。http://www.kirael.com/ 



 

 

類に先駆けていたとも言えるのである。彼は人類がこれから

経験するだろうと思われる意識レベルの上昇による特異な心

的経験を持っていた。筆者は 1997 年に『二十一世紀のカフ

カ――深層と別世界』6という著書を発表した。この本は人類

が 21 世紀への転換期頃に意識レベルの上昇を経験するであ

ろうと予測し、次元上昇する 21 世紀の視点からカフカを論

じたものである。次元上昇によって意識の状態が変化する。

カフカはしばしば謎であると言われてきたが、変化した意識

状態、つまり変成意識状態という視角からカフカを見なけれ

ば、たしかにカフカは解けない謎である。 
 変成意識状態はずっと昔から存在し、それはシャーマニズ

ムや宗教的方面で探求されてきたが、科学の領域ではスペイ

ンのコルドバで「科学と意識」と題したシンポジウムが開催

された 1979 年頃から思い切って語られるようになったであ

ろうか7。チャールズ・タート（元カリフォルニア大学教授）

は変成意識状態を定義して次のように言っている。すなわち

意識はその中にいくつかの諸部分を含む一つのシステムであ

る。意識の諸部分が一丸となって一つのパターンを成して機

能する。そのパターンの特定の状態が通常の意識状態や変成

意識状態(Altered States of Consciousness)である8。他方、

神智学は、意識は単一であり、それは一時にひとつのレベル

においてしか集中できず、意識の焦点を別のレベルに移せば

別のレベルの世界が知覚されると言う9。 
 なお、本稿では神智学文献で言われていることを正しいと

仮定して以下の論述における説明の参照とする。神智学で言

われていることが正しいかどうか、現在の人類の知識では検

証できない。ここで参考にする「神智学大要」10で述べられ

ている種々のことは相互に整合、一貫しており、正しいもの

と理性的に判定できる。Ａ．Ｅ．パウエルは 20 世紀初頭に

おける神智学と心霊研究の諸文献、特にアニー・ベザントと

リードビーター司教の著作に述べられていることを「神智学

大要」としてとりまとめた。彼はその作業の姿勢についてこ

う語る。編者は「本叢書全編の内容を証明、あるいは正当化

しようとする試みは一切これを為さず、その内容が包蔵する

証拠をしてみずからを語らしめ、合理性をしてみずからを正

当化するに任すのみである」と。そして「前述の二大著者（ア

ニー・ベザントとリードビーター司教、引用者注）の著書を

約 2年有余もの間徹底的に研究した結果、両著者の書の間に

は文字通りに二、三の瑣末事以外には何らの喰い違いも矛盾

も見い出されなかったという事実が、原著者たちの細微に至

るまでの信頼性および神智学体系の首尾一貫性の顕著なる証

                                                 
6 井上勉『二十一世紀のカフカ――深層と別世界』 鳥影社 

1997年参照。 
7 コルドバ会議の記録「科学と意識シリーズ２」、『神経・心

理・生理学と意識の諸状態』 たま出版 1985年参照。 
8 チャールズ・タート「意識へのシステム・アプローチ」参

照。R.N．ウォルシュ／F．ヴォーン編『トランスパーソナ

ル宣言――自我を超えて』所収 春秋社 昭和 61年。 
9 パウエル『コーザル体』 昭和 58年 49、236ページ、『メ

ンタル体』 昭和 57年 30ページ、『アストラル体』 107、
139ページ参照。 
10 注 3に挙げた五つの書物。 

明となる」と言う11。 
 さて、変成意識状態はこれまでは断崖から転落するとかい

ったような突然の死に瀕した突発的な場合とか、あるいは

種々の特殊な方法によって経験される例外的な意識状態であ

ったが、これからは変成意識状態とみなされている意識状態

の一部がだれにとっても通常の意識状態になるだろう。これ

までは覚醒意識は肉体脳に依存していた。人間が眠りから醒

めると意識は肉体脳において焦点が合わされ、肉体脳を基盤

として物質界における意識的生活をしてきた。これまでは人

間にとって物質界が現実的世界であった。そして肉体もその

中にある物質界の他に、物質界のように現実的に存在する世

界があるとは考えられなかった。そう考えられてきたのは意

識の焦点が物質界に合わされていたからである。一般に、意

識の焦点が合わされているものが現実的であると知覚される。

そうでないものは存在しないか、あるいは夢のようなもので

しかない。しかし次元上昇によって意識の焦点がアストラル

界に、さらにはメンタル界に移るとどうなるだろうか。 
 意識の焦点がアストラル界に合わされると、これまでは物

質界において目覚めたように、アストラル界において目覚め

ることになる。そうするとアストラル界に存在するものを知

覚し、アストラル界を現実的なものと感じる。アストラル界

は感情と欲望の世界である。アストラル界において目覚める

と感情と欲望が直接知覚される。人間は肉体として覚醒して

いるときもアストラル体をもってアストラル界で生きている。

感情と欲望の作用は本来アストラル体において行われている。

人間が肉体において目覚めているときに自分の感情や欲望を

意識するのはアストラル体において行われているそれを肉体

脳を介して意識するからである。ついでに言うと、肉体にお

ける覚醒時の想念活動は本来メンタル体において行われてお

り、それが肉体脳を介して意識される。なお、アストラル界

やメンタル界といった世界は実在するものではなく、そうし

た階層は欲望や想念によって描き出されているだけのもので

ある。 
 さて、次元上昇して人類はまず順序から言って 4次元（ア

ストラル界）に目覚めるのであろうし、またカフカの意識は

アストラル界においてある程度目覚めていたが、しかしメン

タル界においては目覚めていなかったので12、以下ではカフ

カにおけるアストラル的経験を観察し、それによって人類は

これから 4 次元へ上昇してどのようなことを経験するのか、

その片鱗でも窺ってみたい。 
 
■ 意識の焦点の動揺 
意識レベルの上昇のときが近づいてくると、意識状態が不

安定になり、意識の焦点が 3次元世界と 4次元世界の境界で

揺れ動き、人は 4次元世界に少し立ち入ることになるのでは

ないかと思われる。この点でカフカの 1922年 1月 29日の日

記の記述が注目される。彼はこう書いている。 
「夕方、雪の路上での襲撃。いろいろな考えがたえず入り

混じる。[････]ぼくはここシュピンドラーミューレにひとり

                                                 
11 パウエル『メンタル体』 序説参照。 
12 前掲拙著第 7章「メンタル界への入場」参照。 



 

 

でいる。おまけに人っ子ひとりいない。雪が降り積もった暗

がりの道でたえず足を滑らせる。それにまたこの道は地上の

目的地に通じていない無意味な道だ。（橋へ行くのか？ なぜ

そこへ行くのだ？ それにぼくは一度もそこにたどり着いた

ことがない。）」 
カフカは物質界の土地、ズデーテンラントの保養地シュピ

ンドラーミューレで夕方、寂寥たる道を歩いている。彼はそ

の道は地上の目的地に通じていないと奇妙なことを言う。と

ころで、この日記の書き込みの前日には日記にこう記してい

る。 
「ぼくは今ではもうこの別の世界の住人だ。この世界は、

ふつうの世界が耕作される土地だとすれば、まるで荒野のよ

うなものだ。」 
「この別の世界」というのは 4次元世界、アストラル界の

ことを言っているのではないかと考えられる。カフカはこの

時期よりかなり以前から自分はどこか別の世界にいるようだ

と感じていた。1913年には友人フェーリクス・ヴェルチュへ

の手紙の中で「ときどきぼくは自分がもうこの世にいるので

はなく、どこか煉獄をさまよい歩いているように思うことが

ある」と書いている。煉獄はアストラル界におけるひとつの

階層であると言われているから、いまや自分は「この別の世

界」の住人だとカフカが言っているその別の世界はアストラ

ル界であろう。とすると、カフカが歩いている「地上の目的

地に通じていない道」というのは物質界の道ではなく、アス

トラル界の道ではないだろうか。神智学によれば物質界に重

なって物質界と同じような世界がアストラルレベルでも存在

しているのである。カフカは夕方、シュピンドラーミューレ

の孤独な道を歩いていて、彼の意識の焦点が自然に物質界か

らアストラル界へと移動し、アストラル界の道を歩いている

アストラル体としての自分に気づいたのではないか。人間は

物質界では肉体をもって行動するように、アストラル界では

アストラル体で行動するのである。 
カフカは晩年になると意識状態が自分の意思とは関わりな

く勝手に切り替わってしまうという事態に陥る。彼は孤独な

環境で静かに座っているうちに意識状態が変わり、その意識

状態において現れてくるイメージを物語に形成するという独

特の書き方を獲得したのだが13、晩年になると、道を歩いて

いても、あるいはだれかと一緒にいるときでも意識状態が自

然に変化するといった事態に陥る。例えば、カフカは結核を

患って何度かサナトリウムに滞在していたが、あるときサナ

トリウムの別の患者と話をしていて、突然失神状態に陥る。

このときのことを 1921 年 1月末、友人マックス・ブロート

宛の手紙で述べている。 
「特別の移行状態というものはなかった。ぼくは自問した

（これまでにもときおりこういった発作があった。いつもこ

の問いで始まるのだ）、『お前がいま失神するとしたらどうだ

ろうか』と。するともうぼくは失神が波のようにぼくの上に

やってくるのを見た。ぼくは意識をようやくぎりぎりのとこ

ろで保っていた。少なくともぼくはそう思う。しかし手助け

なしにどうして部屋を出たらよいものか判らなかった。彼が

                                                 
13 前掲拙著第 4章参照。 

まだ何か言ったのかどうか、ぼくには判らない。ぼくには物

音ひとつ聞こえなかった。」 
次元上昇すると想ったことがすぐに現実化するとアセンシ

ョン情報の中で言われているが、このケースもそうした状況

を述べているように思われる。カフカの意識はこのときアス

トラル体の方に切り替わり、失神のことを思うやいなや失神

が「波のように」彼の方にやってくるというアストラルレベ

ルにおける現実的現象をカフカは実際に見ているのである。

アストラル界は物質界に比べるときわめて精妙、希薄な質料

でできているため、その質料が想念にすぐに反応し、想念そ

のままの形態をとる。それから「失神」についてであるが、

意識の焦点がアストラル体に移ると肉体の方の意識は薄れる。

そのため「失神」し、カフカには物音ひとつ聞こえなくなる

のである。 
 カフカは劇場でオペラを見ているときにも意識状態の切り

替わりに襲われる。シュピンドラーミューレ滞在の約 1週間

前の 1月 21日の日記ではこう書かれている。 
「まだ静かすぎはしない。劇場にいて、フロレスタンの牢

屋の場面を見ているときに突然深淵が口を開く。すべてのも

のが、歌手も、音楽も、聴衆も、隣の席の人も、あらゆるも

のが深淵よりも遠くにある。」 
カフカはこのときベートーベンの歌劇『フィデリオ』を見

ているのであるが、突然意識の焦点が肉体からアストラル体

に移り、彼はアストラル界の方から劇場という物質界のもの

を見ることになる。 
 そして「まだ静かすぎはしない[････]突然深淵が口を開く」

という記述はしばらく前に意識状態が通常の状態に戻り、し

かしまた劇場に座っているときに再びアストラルレベルに切

り替わったことを言い表しているのだろう。この「静かすぎ

はしない」ということについて言うと、それは意識の焦点が

アストラルレベルに移ると、時に嵐のような内的経験がある

ことに関連している。カフカは『フィデリオ』を観た日の 5
日前、1月 16日の日記にこう書いている。 
「二つの時計が一致しない。内部の時計は悪魔のような、

魔神のような、あるいはいずれにしろ非人間的な仕方で突進

し、外部の時計はつまづきながらそのふつうどおりの仕方で

進行する。[････]その突進はぼくの中を貫きとおり、ぼくを

ずたずたにする。」 
ところで、向精神性物質は意識状態を変え、異常な内的経

験を引き起こすが、フランスの詩人アンリ・ミショーはある

とき実験的にメスカリンを服用し、カフカと同じような内的

経験をする。 
「拡大してゆく内部空間の大伽藍（ドーム）の中に、極端

な加速度が、イメージの通過の、観念（イデー）の通過の、

欲望の通過の、衝動の通過の、矢のような加速度が、存在す

る。」14 
「そこでは、狂ったようなスピードで、数百の力の線が次々

とわたしの身体を梳った。[････]このようにして、いつも、

あの絶え間ない非人間的なスピードで、わたしは、わたし自

                                                 
14 アンリ・ミショー『荒れ騒ぐ無限』 青土社 1980年 

13-14ページ。 



 

 

身の本質（エッセンス）のもっとも個人的な部分の中を道を

作って掘り進む電気もぐらによって攻撃され、突き通され

た。」15 
ここに指摘したカフカとミショーの経験はきわめてよく似

かよっている。どちらも変成意識状態における経験である。 
 意識の焦点が物質レベルとアストラルレベルの間で揺れ動

き、突然後者の方へ切り替わり、また通常の状態に戻るとい

った事態を、シュピンドラーミューレ滞在の 2ヶ月余りあと、

4月 6日の次の日記の箇所も示しているようである。 
「もう 2日前から予感があったのだが、昨日突発が起こっ

た。さらなる追跡。敵の大きな力。そのきっかけのひとつは

母との会話で、将来のことについて冗談を言ったのだった。

――ミレナに手紙を書く予定。3人の復讐の女神。」 
カフカが何か冗談としてでも言ったことが「突発」の事態

を引き起こし、すなわち意識状態が突然切り替わり、ひょっ

として冗談で復讐の女神のことを口にしたことがすぐにアス

トラルレベルで現実化して、その復讐の女神が見えたのかも

しれない。自分が言った何かのことが意識状態を突然に切り

替えてしまうほどにカフカの意識の焦点が不安定になってい

るのだと思われる。いまの引用で「ミレナに手紙を書く予定」

とあるが、そのカフカの晩年の恋人ミレナ・イェセンスカに

宛てて書いた手紙の中でも「突発」について語られている。 
「わたしは突発のために身を震わすばかりで、苦しみ悶え、

気が狂いそうになります。[････]それは突発です。それはい

ずれ過ぎ去るでしょうし、一部はもう過ぎ去りました。しか

しその突発をひき起こす力はたえずわたしの内部で震動して

います。突発の前もあともです。」 
同年 3月 22日の日記ではこう書いている。 
「通常の生活と見たところよりいっそう現実的な恐怖との

間で絶えず震えている境界。」 
この「境界」は物質界とアストラル界との間の境界を指し

ているように思われる。それが絶えず震えているというのは

意識の焦点がきわめて不安定になっていることを意味してい

るだろう。この意識状態の不安定を暗示する日記の記述は同

年 9月 26日まで見られ、翌年 6月 12日の日記にもある。 
 次元上昇のときが近づいてくるとカフカの例のように意識

状態が不安定になるのかもしれない。意識の焦点がアストラ

ル体に移り、アストラル界の光景が垣間見えてくるのかもし

れない。先にカフカがシュピンドラーミューレの道を歩いて

いて意識がアストラル体に移り、アストラル界の道を歩いて

いる自分に気づいたのではないかと述べたが、長編小説『城』

はアストラル界におけるカフカの行動を描いたものではない

だろうか。『城』はシュピンドラーミューレからプラハに戻っ

てから書きはじめられたが、小説の冒頭はシュピンドラーミ

ューレでの出来事との関連を思わせる。その始まりはこうな

っている。 
「Ｋが到着したのは夜も遅くなってからであった。その村

は深い雪の中にあった。城山は全然見えなかった。霧と闇が

城山を包み込み、大きな城があることを示すほんのかすかな

                                                 
15 アンリ・ミショー『みじめな奇跡』 『アンリ・ミショー

全集Ⅲ』 青土社 昭和 53年 175ページ。 

光さえ見えなかった。Ｋは街道から村に通じる木の橋の上に

長いこと佇んで、そのいまのところ何も見えない辺りを見上

げていた。」 
プラハに戻ってきて静かな部屋で机に向かっていると意識

状態が変わり、シュピンドラーミューレで少し立ち入ったア

ストラル界の光景が再びカフカの前に開け、彼はアストラル

体としてその世界で行動したことを『城』として描いたので

はないか。というよりも、アストラル界で行動しながら、そ

のとき同時に肉体の手で書きとめたものが『城』という小説

ではないだろうか。肉体を離れてアストラル体で行動し16、

その行為を肉体の手が記録するという奇妙なことについては

のちほど述べる。『城』の主人公Ｋ――Ｋはアストラル体とし

てのカフカである――は上の引用箇所のあと、橋を渡って城

に属する村に入ってゆき、何とかして城の内部に至ろうとむ

なしく試みる。城に属する村はアストラル界であり、城の内

部はメンタル界であると考えられる。 
『城』において城に属する村はいつも雪に閉ざされた陰鬱、

荒涼たる世界だが、次元上昇のときに視界に開けてくる世界

は人によって異なるだろう。そのとき見えてくる世界は人そ

れぞれのアストラル体の状態に応じたものであるだろう。こ

ういうことについてものちほど触れる。 
 
■ ありのままの自分が見える 
意識の焦点が物質界に合わされていると肉体の目は自分の

肉体を見ることができるが、自分のアストラル体を見ること

はできない。しかしアストラル体に意識の焦点が移ると自分

のアストラル体の状態が映像的に客体的に見える。カフカは

意識の焦点がアストラルレベルに移ったときに出現する光景

の中で行動しながら、それを小説として書いたのであるが、

その光景は彼のアストラル体の状態が投影されたものである。

アストラル界は感情と欲望の世界であり、低級な感情や欲望

の作用を起こすとその人間のアストラル体は（アストラル界

としては）粗雑で濃密な質料で満たされることになる。そし

てそれは「汚れ」として感じられる。その汚れをカフカは小

説を書くことによって浄化する。カフカにとって小説を書く

ことは自分のアストラル体を浄化することなのである。彼は

婚約者――結婚には至らなかった――のフェリーツェ・バウ

アーに、吐き気をもよおすような物語を自分の内部から書き

出してそれを外に投げ捨て、そうすることによって自分はい

っそう汚れのない状態になると手紙（1912年 11月 24日付）

で言っている。大部分が陰鬱なものとしか言えないカフカの

小説、物語はカフカのアストラル体の汚れた状態を映し出し

ているのである。自身のアストラル体の粗雑な状態は例えば

悪魔の姿で現れる。あるいは自分が悪魔に襲われるといった

状況で表現される。カフカが 1922年 7月 5日にブロート宛

に書いた手紙の次の箇所はこのことに関連している。 
「ぼくはここに作家の気楽な姿勢で腰を下ろし、あらゆる

美しいものを見ようと待ち構える。そしてなにもせずに傍観

していなければならない。[････]ぼくの現実の自我、この哀

                                                 
16 アストラル体が肉体から離れるときはメンタル体もアス

トラル体と一体になって肉体から離れる。以下同様。 



 

 

れで無防備な自我が････悪魔からつねられたり、鞭打たれた

り、ほとんど挽き砕かれたりする様子を傍観していなければ

ならない[････]。」 
意識の焦点がアストラル体に移って、カフカには自分のア

ストラル体の状態が映像的に見えてくるのである。しかしこ

のように自分のアストラル体の状態が客体的に見えるからこ

そ、それを改善することもできる。彼が 1914年 6月 8日に

バウアーの友人グレーテ・ブロッホに宛てて書いた手紙はそ

ういうことを言っている。 
「わたしは 7月になったらどこか森に移り住んで、自分を

改善してみようと思います。[････]こちらでは両親は子供た

ちを見て自分たちが年をとるのが判るとよく言います。子供

がなければ自分の妖怪たちを見なければなりません。[････]
わたしは覚えていますが、若かったとき、わたしは妖怪をお

びき出そうとしました。彼らはほとんど現れず、[････]のち

になってしかし彼らはやってきました。[････]彼らはせいぜ

いまるで小さなライオンが雌犬に跳びかかるようなかっこう

で跳びかかってきて、噛みつきました。[････]のちにはしか

し彼らは大きくなり、好きなようにやってきて居つきました。

デリケートな鳥の背中は記念碑的な巨人の背中となり、

[････]彼らは大きな、骨ばった、多数で名前のない妖怪たち

で、････書いているときはよい精霊ばかりで、書いていない

と悪魔ばかりで、その押し合い圧し合いの中に取り囲まれて、

自分がどこにいるのか示すには、雑踏の中から手を差し挙げ

るのがやっとでした。」 
結婚せずに終わり、子供を持たなかったカフカは自分の妖

怪を子供に喩えている。つまり妖怪は彼に属するものであり、

彼のアストラル体の汚れの映像的表現なのである。ここで

「森」と言っているのは物質界の森のことではなく、暗いア

ストラル界のことである。ちなみにダンテも「暗い森に迷い

込み」、地獄に入って、さらに煉獄を通り（いずれもアストラ

ル界）、そして天国（メンタル界。さらにコーザル界も含む

か？）へと入っていくのだが、その「暗い森」はすでにアス

トラル界であろう。アストラル体に意識が集中すると、ある

いはアストラル視力が開発されると、自分のアストラル体が

どういう状態であるかが客体的に認識される。そのアストラ

ル体が汚れたものであれば、それは悪魔や妖怪のようなもの

に見える。ルドルフ・シュタイナーはアストラル界やメンタ

ル界を認識する能力を開発する修行法を述べているが、その

修行の道である程度進むと「境域の小守護者」に出会うこと

になるという。その存在は恐ろしい妖怪のような姿で修行者

の前に現れる。その怖気づくような姿は実は修行者自身のア

ストラル体の状態を表す彼自身の反映像である。その姿には

修行者の善良な点と邪悪な点が入り混じって映し出されてい

る。その姿は修行者に邪悪な点を克服し、彼自身をもっと浄

化していくように促す17。 
 次元上昇すると、これと同じようなことをわれわれも経験

するのではないだろうか。ゲリー・ボーネルはアセンション

                                                 
17 ルドルフ・シュタイナー『いかにして超感覚的世界の認識

を獲得するか』 イザラ書房 昭和 54年 192-203ページ

参照。 

の過程で起こるであろうことを「光の 12 日間」として描い

ている。それによると、その「光の 12 日間」の 3 日目には

自分の記憶や感情、想念が現実化し、隠されていた、あるい

は意識していなかった自分のありのままの姿が客観的に自分

の前に明らかになるという。そしてそれに対面することに堪

えられない人は無意識状態に陥る、つまり肉体レベルの意識

が消失する。そしてうち続く夢として現れる自分のアストラ

ル体の状態を見ながら、それらの夢を自分の意思で制御でき

ない状態で自己吟味する。このとき、深い葛藤を抱えている

人のほとんどが、その深い葛藤が肉体組織の基盤であるエー

テル体を損傷するため、肉体を去ってしまう。つまり肉体と

しては死んでしまう。肉体を去ったあとはいわゆる地獄のよ

うな場所、すなわち下位アストラル界で悪夢から悪夢へと転

がりながら、罰を受けることによって自らを浄化しようとし

つづけるとボーネルは言う。しかしアセンションのときに

人々が体験することはそれぞれ異なるはずである。ポジティ

ブなことを日頃から信じている人やアストラル体の浄化され

ている人は喜ばしい体験をするだろう。ボーネルはアセンシ

ョンのときに人々が体験することのシナリオとして喜ばしい

ものも示している18。 
 
■ 「行為―観察」と明晰夢19 
カフカが彼のアストラル体の状態を映像的に見ているとき

には、意識を保持しながらそうしている。このとき意識はア

ストラルレベルにある。上に引用した 1922年 7月 5日のブ

ロート宛の手紙が示しているように、カフカは映像として現

れた自分のアストラル体の状態を見ているとき、自分はそれ

を見ているという意識を保って見ている。そしてカフカはそ

のとき同時にその自分が見ている映像的出来事を物語に描く。

こうした事態をカフカは「書くことは行為―観察である」と

定式化する（1922 年 1 月 27 日の日記）。ここで行為と観察

がハイフンで結ばれているが、これは行為が同時に観察であ

る、行為しながら同時にそれを観察するということを意味し

ている。彼のアストラル意識の中に現れる映像的出来事の中

の人物や動物は彼のアストラル体のある状態を表している。

それは彼自身である。カフカはその人物や動物に同一化して、

その人物や動物として行動するのである。これが「行為―観

察」のうちの「行為」である。と同時にカフカはその出来事

を、自分はそれを見ているという意識を持って対象的に見て

もいる。こうした事態が「行為―観察」である。そしてカフ

カの肉体の手はそれを物語として書き留める。こういう事情

を彼は「書くことは行為―観察である」と言うのである。カ

フカにとって「書く」ということは、アストラル意識におい

て現れる映像的出来事を、その出来事の中に入って自ら行為

すると同時に、それを観察しながら書くということである。

「書くことは行為―観察である」と言うのだから「行為―観

察」のときに同時に書いているということになる。 
                                                 
18 ゲリー・ボーネル『光の十二日間』 ヴォイス 2000年 

80-134ページ参照。 
19 これについて詳しくは次の拙論を参照。井上勉「カフカの

<Tat-Beobachtung>とは何か――明晰夢と比較して」 『西

日本ドイツ文学』 第 11号 1999年所収。 



 

 

 こういう奇妙なことは近頃科学的にも研究されるようにな

ってきた明晰夢と比較すれば理解しやすい。明晰夢(lucid 
dream)というのは夢を見ているときに、自分はいま夢を見て

いるという意識を保って夢を見ることである。このとき人は

肉体的に目覚めているときに自分の肉体的行動をそうするの

と同じように、その夢の内容を自分の意思で方向づけ、制御

することができる。明晰夢について本を書いているマルコ

ム・ゴドウィンは、明晰夢においては人は演技者であると同

時に観客でもある、言い換えると、夢の中にいながら夢の一

部ではないということが特徴的であると指摘している。彼は

明晰夢において夢見る者は三つの立場をとることができると

言う。一つは夢をその外部から注意深く見ている立場、二つ

目は夢の中の人物や動物などに同一化して、その人物や動物

などとして行動する立場、三つ目はそうしながら、それを意

識的に観察している立場である20。この三つ目の立場が本来

の明晰夢の状態を成立させる。 
ちなみに、シャーマンがシャーマンとしての仕事をすると

きも明晰夢と同じようなことをしているのである。すなわち

シャーマンが別世界（アストラル界）に入っていくのは夢見

(dreaming)によってである。カルロス・カスタネダによれば、

夢見とは、眠って夢を見ているときにもなお意識を保ち、夢

の光景の細部に注意を注いでよく観察し、その夢が勝手に変

化していかないようコントロールする。そしてその夢の光景

を単に客体的に見ているだけでなく、その光景の中に入って

ゆき、肉体が目覚めているときと同じようにその中で行動す

ることである21。とすると、逆に明晰夢を見る人はシャーマ

ンと同じことをしているのだと言える。明晰夢を見る人はア

ストラル界に立ち入り、そこで行動するのである。夢を見た

とき、自分は夢を見ているという意識を確保するのはアスト

ラル意識に目覚めるということであり、夢を見ているという

意識を保持しながら夢の世界で行動するということは、アス

トラル界で意識的に行動するということである。これは、人

が通常眠りから醒め、肉体として起き上がり、自分の意思の

ままに肉体的に行動することと、方向は逆ながら、まったく

同じことである。明晰夢を見るということはアストラル界に

おいて目覚めるということである。スタンフォード大学で明

晰夢を研究しているスティーヴン・ラバージによれば、明晰

夢というものが 1980 年代初めに科学界に受け入れられるよ

うになり、それ以来一般の人々や科学界における明晰夢への

関心は爆発的に高まった22。明晰夢という術語のもとに人々

の間に肉体とは別の独自の世界、アストラル界への関心が高

まり、アストラル意識が目覚めつつあると言えよう。 
ちなみに、明晰夢においても恐ろしいような夢の光景が現

れる。ラバージ自身もある明晰夢で「あばた面のぞっとする

ような野蛮な大男」に押さえつけられる夢を見る。彼はもが

                                                 
20 マルコム・ゴドウィン『夢の劇場――明晰夢の世界』 青

土社 1998年 391ページ参照。 
21 カルロス・カスタネダ『呪術の彼方へ』 二見書房 昭和

53年、および同『呪術と夢見』 同訳 二見書房 昭和 57
年参照。 
22 スティーヴン・ラバージ『明晰夢――夢見の技法』 1998
年 84-85ページ参照。 

いて逃げだそうとするが、その「鬼」23は自分が否定して自

分から切り離したいと思っている何かの化身であると認識し、

それを否定することをやめ、自分の一部として受け入れると、

内的調和が生まれ、生き生きした活力に満たされるというこ

とを経験する24。明晰夢によって、カフカの場合と同じよう

に表面からは隠されているありのままの自分を認識し、そう

して自分を改善することができるのである。ラバージは明晰

夢には「人格的成長や自己啓発の推進、自信を深めること、

心身の健康の増進、創造的に問題を解決する能力の促進、そ

して自己統御への道を歩むといったことの一助となる可能

性」25があると指摘する。 
 
■ 肉体外から自分の肉体をコントロールする 
上でカフカは彼における明晰夢、すなわち「行為―観察」

の状態のときに、そのとき行為し、観察していることを肉体

の手で記録すると言ったが、こういうことが本当に可能なの

かどうかを先ず明晰夢の実験26を参考にして手短に検討して

みよう。明晰夢の実験実施者と被験者との間で、被験者が自

分はいま夢を見ていると気づいたときに実験実施者の方へ、

夢を見ているレベル（夢を見ている側）で眼球を左右に動か

すとか手を握るとかして合図を送ると取り決めておく。夢は

レム睡眠中に生じるということが確認されているので、実験

装置が被験者のレム睡眠を示しているときに、睡眠中は弛緩

しているはずの筋肉の動きが実験装置によって表示され、レ

ム睡眠のときに生じる眼球の動きとは異なった眼球の動きが

グラフに現れれば、明晰夢の状態のときにも自分の肉体をあ

る程度支配できる可能性が存在すると言うことができる。実

験ではそうした変化が装置に現れたときに被験者を起こして

                                                 
23 「鬼」はシュタイナーのいう「境域の小守護者」に相当す

るだろう。カフカの長編『訴訟』（日本では『審判』という題

で知られている）は主人公ヨーゼフ・Kが 30歳の誕生日の

朝に逮捕を通告されることで始まるが、その逮捕を通告しに

来た 2人の監視人の 1人は「太った体にはおよそ似つかわし

くない干からびて骨ばった顔」をしており、頑丈そうな鼻は

横にねじれている。その男はヨーゼフ・Kの頭越しにもう一

方の監視人と話し合うほどの大男である。この人物像も「境

域の小守護者」であると言える。それはカフカのアストラル

体の状態を反映したものであり、小説はその状態を認識し、

吟味するものである。しかし 1年にわたる裁判審理のあと、

ヨーゼフ・Kの 31歳の誕生日の前夜に 2人の死刑執行人が

やってくる。彼らに押さえつけられたヨーゼフ・Kは死刑執

行人が手にしているナイフを手にとって自ら自分の心臓をえ

ぐるべきだと思うが、しかしそうはせずに死刑執行人の手を

煩わせて死ぬことになる。ヨーゼフ・Kはそれまで下級裁判

所の堕落ぶりを非難し続けてきたのだが、その堕落した下級

裁判所は実は自分自身のことであると認めず、また低級な自

己の現状を自己否定しないために、「まるで犬のような」死を

迎える。 
24 ラバージ前掲書 4-5、15-16ページ参照。 
25 同上書 5ページ。 
26 この実験は日本テレビ系の番組「特命リサーチ」シリーズ

で 2002年 2月 17日に放送された「確実に見たい夢を見る方

法を調査せよ！」で紹介されたもの。 



 

 

そのとき夢を見ていたかどうか訊ねられ、被験者は夢を見て

いると気づいたので合図を送ったと答えた。なお、実験は明

晰夢を見ているときに自分の肉体をコントロールできるかど

うかを調べることが目的ではなく、明晰夢が実際に存在する

かどうかを明らかにすることを目的として行われた。 
アストラル体が肉体を離れてもある程度肉体を支配できる

ということをさらにエマヌエル・スウェーデンボルグの例で

見てみよう。スウェーデンボルグは多方面に大きな才能を発

揮したが、生きながらにして霊界や天界に立ち入り、そこに

いる死者や天使と交流したということでも有名である。スウ

ェーデンボルグは自分の肉体を自分の意思で死の状態におき、

自分の霊を肉体から離脱させることによってそういう世界に

入ったのだと言う27。その「死の状態」を彼はこう説明して

いる。 
「霊の肉体離脱の初めに、私は必ず眠っているのでもなく、

といって眼ざめて覚醒しているのでもないという特別な感覚

の中にいる自分を自覚する。それなのに、このような時、私

は自分では、自分が十分に覚醒しているのだという意識がさ

えざえとする。だが、ここで注意しなければならないのは、

この覚醒は普通の肉体的人間としての覚醒ではなく、霊とし

ての、霊の感覚においての覚醒なのだということだ。だから

普通の眼、耳、鼻といった外部的な肉体的な感覚は全て眠っ

てなくなってしまうといってよいだろう。これらは全て肉体

としての人間に属する感覚だからだ。しかし、そのいっぽう、

さっきいった霊としての感覚はますます醒めてはっきりして

くる。霊としての意識の中での視覚、聴覚、そしてさらに触

覚にいたっては普通のときの 50 倍も 100 倍も鋭くなってい

るのが自分でも解ってくる。だが、何度もいうが、これらの

感覚は全て肉体的な感覚の覚醒ではないことはいま述べたと

おりだ。このような時の私をもし人が見るとすれば、私は全

ての人間としての意識を失って死んだのだとしか見えないだ

ろう。また、心臓の鼓動、肺臓の脈はくも止まっているに違

いないのだ。」28 
カフカも「書く」とき、すなわち「行為―観察」をすると

き、彼の肉体は深く眠りこんだ状態、一種の「死の状態」29に

                                                 
27 エマニュエル・スウェデンボルグ『私は霊界を見てきた』 

叢文社 昭和 50年 20、23ページ参照。 
28 スウェデンボルグ同上書 24ページ。スウェーデンボルグ

はこうした肉体状態を死の状態だと言うが、あとで再び肉体

に帰ってくるのだから、正確には仮死の状態だと言うべきで

ある。ここで仮死状態における別世界知覚についてパラマハ

ンサ・ヨガナンダから引用しておく。「サマディーに入ると、

ヨギの目と、呼吸と、心臓は静止し、別の世界が見えてきま

す。」「神との霊交に入った初めの段階（サビカルパ・サマデ

ィー）では、瞑想者の意識は神の中に融合するが、同時に、

その肉体は生命エネルギーが引きあげられて動かなくなり、

硬直して一見死んだように見える。しかし、瞑想者は、この

仮死状態の肉体を完全に意識している。」パラマハンサ・ヨガ

ナンダ『人間の永遠の探求』 森北出版 2003年 436、476
ページ。 
29 カフカの遺稿の中に「仮死について」という文章があるが、

彼はここでも他の箇所でも心臓の鼓動の停止や肉体の硬直な

なっていることを次のバウアー宛の手紙は言っているようで

ある。 
「ぼくは書くためには他から隔絶されていることが必要な

のですが、＜隠者のように＞ではなく、それでは不十分で、

死者のように隔絶されていることが必要なのです。この意味

での書くことはより深い眠り、つまり死であり、死者は墓か

ら引き出されないだろうし、引き出すことができないように、

ぼくも夜の書きもの机から引き離すことはできません。」

（1913年 6月 26日付） 
スウェーデンボルグが肉体の「死の状態」のときにますま

すはっきりと目覚めてくる「霊」としての感覚と言うのは、

アストラル体における感覚ではないか。肉体の「死の状態」

のときにスウェーデンボルグはアストラル体として覚醒する

のであろう。「死の状態」に入って肉体から離脱する「霊」は

アストラル体であると思われる。 
さて、スウェーデンボルグは「肉体を離脱して、まだそれ

ほど肉体との距離のできていない段階では、[････]いま離脱

したばかりの自分自身の肉体をはっきりと見ることができる

し、かなりの程度肉体に対する支配力を持ち続けている」と

言う。例えばあるときスウェーデンボルグは「霊」として肉

体を離脱し、2、30 メートルほどの高さから下を見ると、ベ

ッドに横たわっている自分の肉体の首筋がベッドの端に当た

っているのが見える。それで「あれでは、首が苦しい。もし

かすると窒息してしまう。体をずらさなければいけない」と

思うと、彼の肉体が体をずらして首筋をベッドの端からはず

すのが見える30。 
カフカがアストラル体として行動し、経験することを物語

に書くとき、彼の肉体は眠りこんでいる。しかし彼は肉体へ

の支配力を保ち、手を動かして、自分が経験していることを

自分の手に書かせるのである。このとき目も開いていて、自

分の手が書いているものを見ているはずである。しかし全体

としては肉体は眠りこんでいると思われる。 
先に触れた明晰夢の実験も示しているように、夢の側、ア

ストラル界から自分の肉体を支配する可能性はあると考えら

れる。訓練すればカフカのようにベッドに横になるのではな

く、机に向かって座り、その姿勢で肉体を睡眠状態におき、

「行為―観察」しながら、その「行為―観察」を書き留める

ことは可能だろう。これはだれにでもできる芸当ではないが、

カフカのような人物を他に 1人挙げておこう。ロベール・デ

スノスである。彼はシュルレアリストの 1人で、好きなとき

に眠りこみ、しかも眠ったまま、書いたり話したりできたそ

うだ。1922年 9月 27日に行われた催眠実験では、睡眠状態

に入ったデスノスは内部に見えることを語り、アンドレ・ブ

ルトンがそれを筆記した31。 
 
■ 開けゆくアストラル界の光景 
スウェーデンボルグは死んで霊界に入ってきた人間が当初

                                                                                   
どについては語っていない。 
30 スウェデンボルグ前掲書 25-26ページ参照。 
31 アンドレ・ブルトン『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』  

岩波書店 1992年 234ページおよび塚原史編著『シュルレ

アリスムを読む』 白水社 1998年 70-71ページ参照。 



 

 

どういう様子をしているかを描いている。次元上昇すると人

類は死者と同じような経験をするだろうと思われる。すなわ

ち人類はアストラル界において目覚め、自分の眼前にアスト

ラル界の光景が開けていく様子を目撃するだろう。そのとき

の様子がどういうものかを、スウェーデンボルグの書いてい

ることを参考にしてほんの一端でも垣間見てみよう。 
上で少し言ったが、ここでスウェーデンボルグのいう「霊」

を少し立ち入って明確にする必要がある。彼は死んで間もな

い人間も「霊」と呼ぶが、彼によれば人間はいつでも霊であ

る。ただし天界にいる霊を天使といい、地獄にいる霊を悪霊

とか悪魔とよぶ。人間は死後、天界あるいは地獄に行く前に

中間の世界、霊界に入る（霊界を精霊界、そして霊界にいる

霊を精霊と和訳することがある）。彼はこう書いている。 
「この世の人間が死んで、まず第一にその霊が行く場所が

精霊界である。人間は死後ただちに霊となるわけではなく、

一たん精霊となって精霊界に入ったのち、ここを出て霊界へ

入り、そこで永遠の生を送る霊となる。」32 
この点について神智学ではこう言う。すなわち人間は肉体

の死後、アストラル界に滞在し、やがてこの世界においても

死に、つまりアストラル体を脱ぎ捨てて、今度はメンタル界

で生活することになる、と。だから「精霊」はアストラル体

としての人間であり、「精霊界」はアストラル界に相当するだ

ろう。スウェーデンボルグが精霊と交流するときはアストラ

ル体としてアストラル界にいるのだと考えられる。そして彼

が天使と交流するときには、彼はメンタル体としてメンタル

界にいるのだろう33 
さて、スウェーデンボルグは仮にジェフと名づけた死者が

精霊界で意識を回復し、アストラル視力が開かれて、そこに

アストラル界の光景が見えてくる様子を描いている。アスト

ラル視力が開かれる様子をスウェーデンボルグは次のように

比喩的に描く。 
「ジェフの精霊は左の眼の上のうす布が静かにめくり上げ

                                                 
32 スウェデンボルグ前掲書 42ページ。おな、この箇所はス

ウェーデンボルグの言うところに正確に従うなら、「この世の

人間が死んで、まず第一にその霊が行く場所が精霊界である。

人間は死後ただちに天使または悪魔になるわけではなく、い

ったん精霊（霊）となって精霊界に入ったのち、ここを出て

天界または地獄に入り、そこで永遠の生を送る天使または悪

魔となる」と訳すべきである。こういう点についてはスウェ

ーデンボルグ研究者の大賀睦夫氏にご教示いただいた。 
33 スウェーデンボルグの意識はさらに彼のコーザル体にま

で昇ったようである。というのも、例えば彼は天界は天的王

国と霊的王国の二つに分けられると言い、天的王国について

も明確に述べているからである。前者は神智学でいうコーザ

ル界、後者はメンタル界に相当すると考えられる。なぜかと

いえば、スウェーデンボルグは天的王国の天使は神の真理を

自分の中で直視しているかのように感じ、理性で吟味するこ

とはないと言うからであり、一方、神智学によれば人はコー

ザル界では推論ではなく直観によって知るからである。これ

についてはしかしここで詳細に立ち入ることはできない。エ

マヌエル・スヴェーデンボルイ『天界と地獄』 アルカナ出

版 1989年参照。 

られるのを感じる。そして左眼から少しずつ光がさして来る

のがわかる。」34 
開かれたアストラル体の目にアストラル界がぼんやりと見

えてくる。「彼の眼の前には、まだ、ぼんやりとだが、それま

で見たことはもちろん想像さえしたことのなかった世界が展

がり始め」る。 
「彼の目の前には、ぼんやりとだが、広い広い平原のよう

な景色、向う岸も見えない大きな河、うすく空に照っている

太陽のようなもの、何か人間を思わすような感じの生物――

だがかげろうのように影はうすい――が自由にその世界の空

中を飛んでいるような[････]こんな不思議な世界が見えてい

るような気がする。」35 
次元上昇するとアストラル界がわれわれの眼前に見えてく

るはずだと思われるが、そのときはこんな様子だろうか。 
 物質の地球の表面は現代ではほとんど隅から隅まで踏査さ

れ尽くしていると言える。地表はすべて人工衛星から写真に

記録されているだろう。物質界の生活はほぼ地球の表面に限

定されているから、現代人はだれでも物質界は狭くて有限の

世界だと実感するのではないだろうか。他方、アストラル界

はどのように広がっているのだろうか。物質の地球のように

球形の世界だろうか。そうだとして、アストラル界の人間は

その表面だけに住んでいるのだろうか。神智学によれば、ア

ストラル界は物質の地球に重なって存在し、地球の中心から、

その表面、さらには地球のずっとはるか彼方の上方にまで同

心円的に広がっているという。しかしアストラル界には物質

界のような 3次元的空間概念は当てはまらない。だからアス

トラル界における空間概念は物質界に住むものには理解しが

たいものであるだろう。アストラル界の人間は地球の中心部

分に相当するところから地球のはるか彼方の上空に対応する

圏域までにわたって生活していると神智学は言う。一方、死

後の世界から物質界に生きている人間に死後の世界の様子を

伝えてきた生前名フランチェッツォなる霊によれば、霊界（ア

ストラル界）の表面は惑星の地球のように丸くはなく、霊界

は連続的に続く高台のように伸び広がっている36。 
スウェーデンボルグは精霊界はあまりに広すぎてどれだけ

広いか分からないくらいだという。「精霊界はその広大な周囲

を巨大な岩山、氷の山、どこまでも連なる峯々からなる大き

な山脈に囲まれた中にある。その広さにおいては、この世に

比べることのできるものとてない[････]」37と彼は語る。カフ

カの遺稿『支那の長城が築かれとき』において強調される支

那帝国の広大さもアストラル界の広大さを示唆しているかも

しれない。この断片において「メールヒェンの世界もこの国

土の大きさには及ばないし、空の広がりも全土を被い尽くす

ことはできない」と語られている。 
神智学によれば、死者はそれぞれのアストラル体の状態に

よって地球の中心辺りの無明の地獄のようなところからずっ

と上方の桃源郷のようなところまで住むところが相違すると

                                                 
34 スウェデンボルグ前掲書 35ページ。 
35 同上書 34ページ。 
36 A.ファーニス『スピリットランド』 コスモトゥーワン 

平成 12年 337ページ参照。 
37 スウェデンボルグ前掲書 42ページ。 



 

 

いう。次元上昇のときに人が目にする光景もそれぞれのアス

トラル体の状態に応じてさまざまに相違するだろう。 
 
■ 自然霊 
アストラル視力が開かれると、人間のアストラル体の他に、

アストラル界に存在する色々な存在者が見える。自然霊（精

霊）も見える。自然霊は物質界のエーテル階層より上のレベ

ルとアストラル界に存在する。自然霊は彼らを統率する高次

の存在者の指揮の下に自然界を治めている。ここで自然界と

いうのはアストラル界と物質界両方の自然界である。物質界

の自然現象の背後には肉眼には見えないながらあらゆる種類

の自然霊たちが働いている。カフカはある程度アストラル視

力が開かれていたから自然霊の姿が見え、その彼への作用、

働きかけを知覚し、それに恐怖を感じていたようである。カ

フカは晩年になって頻繁に何者かによる攻撃について語って

いる。初めの方の引用における「雪の路上での襲撃」という

のも自然霊によるカフカへの働きかけではないだろうか。意

識の焦点がアストラル体の方に移動しているこのときに、物

質界のエーテル階層やアストラル界にいる自然霊が見え、そ

の自然霊の彼への働きかけを攻撃と感じるのではないか。あ

るいは「さらなる追跡。敵の大きな力」というのもそうでは

ないか。この二つの引用の場合、人間のだれかよるカフカへ

の襲撃というのは考えにくい。伝記的事実としてカフカが上

の引用の時期にだれか人間から攻撃を受けたということはな

いからである。意識状態が変わり、アストラル界に意識の焦

点が移ったときに、物質界のエーテル階層やアストラルレベ

ルで彼の身近にいる精霊が見えるのではないか。カフカは

1922年 1月 31日の消印のあるブロート宛の絵葉書で「この

土地の精霊たちが眼を覚ました」と書いている。これは上の

方で述べた、カフカの意識の焦点が不安定になっている時期

のものである。 
またカフカを崇拝する若い医学生のローベルト・クロプシ

ュトック宛の葉書では「あなたは自分がありとあらゆる邪悪

な精霊にとり憑かれた哀れなちっぽけな人間に手紙を書いて

いるのだということを知らなければなりません」（1922 年 3
月 1日の消印）と書いているし、イェセンスカ宛の手紙では

「空気の精が貪るようにそれを彼らの飽くことをしらぬ喉の

中に呑みこんでいます」と語っている。ここで「それ」とい

うのはカフカがいま書いているその手紙、あるいはそこに書

かれている言葉を指していると考えられる。 
こうした精霊たちがまるで人間のようにカフカを待ち伏せ

し、あるいは彼の跡を追ってくるようである。1922 年 3 月

24日の日記では「なんという待ち伏せ！ 例えば医者へ行く

途中がそうだ。あそこでは実に頻繁だ」とカフカは書いてい

る。遡って同年 2月 5日には「彼らから逃れた。なにかうま

い跳躍だった。家に着いて静かな部屋で明かりをつけている。

そう言ったのは不用心だった。ランプは森から彼らを呼び寄

せるのだ。まるで彼らの追跡を助けるためにランプを点けた

ようなものだ」と日記に記している。この箇所も跡をつけて

くるものが人間であるようには思えない。先にも言ったが、

「森」はここでもアストラル界を指しているだろう。 
ところで、シャーマンはアストラル界に入っていって、そ

こに棲んでいる精霊たちの力を利用してシャーマンとしての

仕事をする。だから当然シャーマンと精霊は頻繁に交渉をも

つ。その中で精霊の方からシャーマンに近づいてくる場合も

ある。シャーマンとしての修行をしている若い女性が人気の

ないところで精霊がよく自分を待っていたと、人類学の研究

から自らシャーマンの世界に入っていったカルロス・カスタ

ネダに語る38。あるいは精霊は人を探し、跡をつけ、例えば

――カフカが日記に書いているのと同じように――部屋に吊

るしたランプの光にひかれて近づいてくる39。 
なぜ精霊は人間に近づいてくるのだろうか。カスタネダに

よれば精霊はある「特徴的なエネルギー」にひかれてやって

くるのである。彼は夢見――夢見については上で言及した―

―によって「特徴的なエネルギーの充填が生じ」、それが精霊

の注意をひいてシャーマンに近づいてくると言う40。一方、

カフカも夢見と同じようなことをしているのだから、「特徴的

なエネルギー」を発しているのであろう。ところで、魔法は

アストラル界のエネルギーを用いて魔法の作業をするが、そ

の魔法の言うところによれば、アストラル界に遍満する力は

磁気的な力であり、その主観的な表現は感情である41。魔法

は感情的エネルギーを使って仕事をすると言ってよい。とす

ると、人間がアストラル体の機能である感情作用を行うと、

磁気的エネルギーを発することになるとも言える。精霊はこ

の磁気的・感情的エネルギーにひかれるのであろう。カフカ

がイェセンスカに書いている手紙の言葉にも精霊が好みそう

なタイプの磁気的・感情的エネルギーがあるのではないかと

推測される。 
なお、ボーネルは「光の 12 日間」で起こるいくつかのシ

ナリオの一つで、第 1日目に人が精霊（自然霊）を知覚する

様子を描いている。 
 
■ 新しい肉体と意識 
カフカの場合も、明晰夢を見る人の場合も、さらにはスウ

ェーデンボルグの場合も、「行為―観察」とか明晰夢など、そ

れぞれの言い方は異なるが、いずれもアストラル体が肉体を

離れて行動すること42について上で述べた。そのとき肉体は

眠りこんだ状態ないし仮死状態になっているが、もちろんま

だ生きている。 
では次元上昇後は肉体はどうなるのだろうか。次元上昇す

ると意識の焦点は通常アストラル体におかれ、アストラル界

で意識的活動を行うことになる。次元上昇以前は肉体は物質

界での意識的生活の媒体として必要だったのだが、いまや肉

体は不要となるのだろうか。ここからいくつかのアセンショ

                                                 
38 カスタネダ『呪術の彼方へ』 176ページ参照。 
39 カルロス・カスタネダ『未知の次元』 講談社 1979年 

40-41ページ参照。 
40 カルロス・カスタネダ『夢見の技法』 二見書房 1994
年 65ページ参照。 
41 W.E.バトラー『魔法入門』 角川書店 昭和 49年 

130-131、215ページ参照。 
42 体外遊離体験と呼ばれる現象もこの範疇に入る。チャール

ズ・タートはこの現象の存在を実験で確認した。R.A．モン

ロー『体外への旅』 学習研究社 1985年参照。 



 

 

ン情報43を参照しながら、次元上昇後の人間の肉体について

考え、さらにアストラル体や肉体における意識活動について

考えてみたい。 
この小論の始めに、次元上昇後は肉体が準エーテルレベル

のものになるというアセンション情報に言及した。ところで

神智学によれば、肉体は固体、液体、気体だけから成るもの

ではなく、その他に、濃密なレベルから希薄なレベルへの順

序で言うと、エーテル、超エーテル、亜原子、原子から成り

立っている。「準エーテルレベル」は神智学でいうエーテルレ

ベルより粗いものと思われ、そのレベルの肉体はたぶん固体、

液体、気体の状態の物質を含まないものであるだろう。つま

り次元上昇後の肉体の一番外側、言い換えるともっとも粗い

レベルは「準エーテル」ということになるだろう。固体や液

体などでできているこれまでの肉体は重くて、例えば跳躍し

てもそれほど高く跳びあがれない。新しい肉体がそうした粗

い質料を含まないものであるとすると、その運動能力は現在

よりもはるかに優れたものではないだろうか。ここでキラエ

ルの言うところによれば、アセンション後、人間の肉体的あ

るいは感覚的能力が飛躍的に高まるようである。例えば空高

く点のようにしか見えない鷲の羽ばたきの音さえ聞くことが

できるし、スキップひとつ、ジャンプひとつで 400メートル

も進むことができるそうである44。あるいは西園寺昌美も 21
世紀には「肉体のすべての器官、組織、機能の働きが開発さ

れ、それにより、酸素ボンベを使わずとも深海を魚のように

自由自在に泳げたり、8,000 メートル級の山を難なく登れた

り、一定の距離を超スピードで走れたり、海の上を歩けたり

するようになる」という。彼女はここでは 21 世紀という言

葉で次元上昇したあとの地球世界を意味している45。 
固体、液体、気体の次に、物質の第 4の状態としてプラズ

マがある。準エーテルレベルがプラズマを指しているとすれ

ば、そのレベルの肉体、いわばプラズマ・ボディ46は光を発

するものであるかもしれない。オーロラはプラズマ現象であ

り、ネオンサインや蛍光灯はプラズマの応用である。ところ

で、アセンション後、人間は「光の体」を持つという言い方

をする情報もある。光の体はプラズマ・ボディかもしれない。

ある情報47によると、アセンション後は人間は宇宙船に乗ら

                                                 
43 いわゆるアセンション情報は相互に矛盾している場合が

あり、われわれはその中から本当らしいものを見分けていか

なければならない。 
44 次のウェブページを参照。

http://www.crawford2000.co.uk/kirael.htm 
45 西園寺昌美「我即神也を意識して生きる」 『白光』 白

光真宏会出版本部 2001年 12月号 12-13ページ参照。 
46 ボーネルはアセンション後の新しい体は「エーテルプラズ

マ物質」からできていると言う。ボーネル前掲書 181ページ

参照。ちなみに、元コーネル大学教授カール・セーガンはプ

ラズマで形成された生物の可能性を示唆し、それがもっとも

棲みやすい環境は太陽だとしているそうである。プラズマ宇

宙論によれば、太陽は巨大なプラズマ領域である。飛鳥昭雄

『完全ファイル UFO＆プラズマ兵器』 徳間書店 2005年 

408ページ参照。 
47次のウェブページを参照。

ずとも光の体（「メルカバ」）で惑星間旅行ができるようにな

るというが、プラズマ宇宙論によれば宇宙はプラズマに満ち

ているからプラズマ・ボディでそれができるのかもしれない。 
さらに人間の肉体を地球との関連で見てみよう。ある情報

48によればフォトンベルトとの出会いのときに地球は再誕生

するという。このとき地球は二つの部分に分かれるが、両方

の部分ともその全体を保持している。地球の再誕生によって

これまでの地球は第 3濃度（周波数レベル）の地球と第 4濃

度の地球に分かれる。これはつまり濃密な質料でできた物質

地球と希薄な質料でできた物質地球に分かれるということで

はないか49。二つの地球への分離は、希薄な質料から成る地

球が、ちょうど蝶が変態して古い体から脱皮するように、い

わば濃密な質料の地球を脱ぎ捨てるようにイメージできるか

もしれない。それと同時に、人間を含む地球上の生命も古い

体、濃密な質料でできた体を脱ぎ捨てるのかもしれない。 
自分は「眠れる預言者」として有名なエドガー・ケーシー

の生まれ変わりであると示唆するデイヴィッド・ウィルコッ

クは次のようなことを言っている50。最近前例のない活発な

太陽活動が起こっている。太陽から発するエネルギーが爆発

的に増大すると、地球上の全生命が死滅する。そしてそのあ

と、突然に一段高い秩序の生命体系が出現する。UCLAの宇

宙生物学者による最近のコンピュータ・シミュレーションは、

6,500 万年前、太陽系の共鳴周波数に混沌的変化が起こった

ことを明らかにした。そのとき恐竜は絶滅したが、その魂は

哺乳類の魂に進化した。種の大量絶滅のあとには新しい種の

大量発生があることは地質学者に知られている。太陽からの

エネルギーの爆発的増大のあと、生命は次の段階に進み、別

の体での生活を始めるのである。そういうわけで例えばネア

ンデルタール人とクロマニョン人との間にはミッシング・リ

ンクはない。ネアンデルタール人はクロマニョン人に飛躍的

に進化したのである。アセンションのときが来ると動物や植

物は死んだように見えるかもしれないが、実は人体はそのと

き「錬金術的変容」を遂げる、と。 
ウィルコックは人体は「変容」すると言う。「変容」である

から濃密なレベルの肉体を脱ぎ捨てるのではなく、固体、液

体、気体などを含んだ肉体全体が別の状態のものに変わるの

だということかもしれない。ちなみにボーネルは、アセンシ

ョン時の人々の反応のシナリオの一つの中で、イエスに起こ

ったと言われているような、肉体が光に変容する場面を描い

ている。従来の肉体が（準）エーテル的体に変化するのだろ

うか。 
こうして見てくると、次元上昇後、人類はアストラル界に

目覚めるとともに、「準エーテルレベル」の肉体も持つようで

ある。このとき、意識はこれまでのように肉体とアストラル

体との間で断絶しておらず、両方の体にわたって連続的につ

                                                                                   
http://www.crawford2000.co.uk/goingon.htm 
48 次のウェブページを参照。

http://www.crawford2000.co.uk/Photonessay.htm 
49 地球には物質レベルのものの他にアストラルレベルやメ

ンタルレベルの地球もある。 
50 次のウェブページを参照。

http://www.crawford2000.co.uk/wilcock.htm 



 

 

ながるのではないか。肉体において意識的に活動していると

きもアストラル界を意識しており、またアストラル界で覚醒

して行動しているときも肉体を意識しているのではないだろ

うか。神智学によれば、意識は一時にひとつの体にしか集中

できないが、しかし他の体も漠然と意識することはできる。

例えばアストラル意識とメンタル意識の両方を開発した人が

肉体脳に意識の焦点をおくと、人々の肉体がはっきりと見え

る。と同時に、そのアストラル体およびメンタル体もぼんや

りとではあるが見える。今度はアストラル体が見えるように

意識の焦点を変えると、メンタル体と肉体はぼんやりと見え

ることになる51。このことは固体、液体、気体などの状態の

質料も含んだ肉体について言われているのではないだろうか。

一方、そうした濃密な質料が抜け落ちた、あるいは「準エー

テルレベル」まで振動数が高まった精妙な肉体を持ち、かつ

意識の焦点をアストラル体に合わせている場合、肉体は、「ぼ

んやり」というより、かなりはっきりと意識できるのではな

いか。次元上昇して人類がアストラル界に目覚めたら、アス

トラル界のことをはっきりと意識し、また物質界のこともか

なり明瞭に意識できて、他方またメンタル界のこともある程

度意識できるのではないだろうか。神智学はこう言う。 
「自我意識がアストラル界層で発達し、頭脳がその波動に

応えうるまでに発達するにつれて、アストラル意識が覚醒意

識部分となる。そうなると今度はメンタル意識52がスヴァプ

ナすなわち夢意識となる。」53 
そして、メンタル意識やそれよりさらに高次の意識を開発

しても、高い次元の階層の諸々の力を物質界に伝えるために

肉体を保持することがあるとも言われている54。そういう場

合、高次の階層から肉体界に至るまでのあらゆる意識が覚醒

意識に含まれる55。 
次元上昇すると、（物質界としては）精妙なレベルの肉体を

持ちながら、アストラル意識を中心としてこれまでより幅広

い意識生活をすることになるのではないかと思われる。そし

                                                 
51 パウエル『アストラル体』 107ページ、 同『メンタル

体』 144-145ページ参照。 
52 カフカにおける夢のようなメンタル意識は『支那の長城が

築かれたとき』の中の「窓からはしかし神的諸世界の光の反

映が指導部の設計図を描く手の上に落ちていた」という箇所

にも表現されていると考えられる。長城建設の指令はその「指

導部」、「最高指導部」から発しているという。「最高指導部」

には人智を超えた能力があり、それは人民一人ひとりのこと

を知っていると語られる。その「最高指導部」をも超えた神

的諸世界は、支那帝国がアストラル界だとすれば、明らかに

メンタル界か、それよりもっと高い階層を暗示しているだろ

う。 
53 パウエル『メンタル体』 174-175ページ。 
54 パウエル『アストラル体』 107ページ参照。 
55 パウエル『メンタル体』 175ページ参照。ここで注 28
におけるヨガナンダからの引用の続きを書いておく。「瞑想者

がさらに高い境地（ニルビカルパ・サマディー）に達すると、

肉体の硬直を伴わずに神と霊交できるようになる。そして、

普通の顕在意識を保ったまま、日常の仕事をしながらでも神

との霊交を持続することができる」。ヨガナンダ前掲書 476
ページ。 

て次元上昇前は入眠するとアストラル体は肉体を眠った状態

にしてベッドに残したままアストラル界で行動したが、次元

上昇後はアストラル界で覚醒した生活をしながら、そのとき

――肉体を完全に休ませる少しの時間を除いて――肉体も目

覚めた状態で伴っているのではないだろうか。 
 

■ 次元上昇はいつか？ 
アセンションに関する多くの資料が大変化の時として

2012年 12月 22日、あるいは 23日という日付を指示してい

る。メソアメリカのマヤ族の暦によれば 2012年 12月 22日

に現在の世界が終わるという。この日はマヤ族の言う「最後

の太陽」の時代が終わる日である56。そしてこの日は約 26,000
年の歳差運動周期の終る日と一致している。 
宇宙物理学者ポール・ラヴィオレッテによれば、過去に銀

河の中心で何度も爆発が起きており、最大の爆発は約 26,000
年周期で起きるという。その銀河中心部の大爆発のエネルギ

ーがわれわれの太陽に向かって宇宙塵を押し出し、太陽はそ

の大量の宇宙塵によって窒息状態になるという。1 万年以上

前に銀河の中心で大爆発が再び起きたようである。ラヴィオ

レッテによれば、その大爆発のエネルギーがすでに銀河の中

心を出発し、われわれの太陽系に向かって接近している、し

かしいまのところそれを観察する手段はない、という。だが

そのエネルギーはやがて見えるようになり、それは地球から

はまばゆい青い光のスポットとして見え、まるで空に二つの

太陽があるかのようになるはずだという57。ラヴィオレッテ

はさらに言う。銀河中心部からやってきた宇宙塵が太陽の表

面に滞留するようになるとコロナが強力にチャージされ、非

常に熱くなる。太陽フレアの活動が活発化し、地球の温度が

どんどん上昇する。その宇宙塵が太陽に付着すると、今度は

太陽の活動が弱くなる。その結果、温度が突然低下する。つ

まり銀河中心部の大爆発は地球に 2段階のカタストロフィを

もたらす。それはまず熱と洪水によるものであり、次は凍結

である58。これが少し小さい規模で起きたのが 15,000年ほど

                                                 
56 エハン・デラヴィ『太陽の暗号』 三五館 2005年 210
ページ参照。 
57 ここで次のことも考慮に入れよう。すなわち、北米の先住

民ホピ族は、空に青い星のようなものが見えるとき、彼らの

民の儀式は終わりを告げると言い伝えている。同上書

144-145ページ参照。さらに、ラヴィオレッテの言うところ

と部分的に一致しない点もあるが、われわれの太陽系内の異

星人の 1人だという「ラムー船長」が次のように語っている

こともこれに関わりがあるのだろうか。「ラムー船長」はこう

言う。「もう一つの太陽が、間もなく我々の太陽系に入るだろ

う。幸運にも 2つの太陽を有する恒星系になる。[････]それ

は[････]はじめは太陽のように光を出さず、我々の太陽系の

ような 2次的磁場に入ったときにのみ、明るくなる天体であ

る。[････]それは最初、赤い光として見えはじめ、後に青く

見えるようになる。」この第 2の太陽が出現する時期を久保

田寛斎は「201X年または 202X年」と推測している。久保

田寛斎『ラムー船長から人類への警告』 たま出版 2001
年 122、151ページ参照。 
58 デラヴィ前掲書 139-145ページ参照。 



 

 

前で、何百万もの動物が、胃袋にまだ食物が入っている状態

で突然死滅した。そのあとに地球は氷河期を迎えた59。 
ラヴィオレッテの研究がアセンションに関係するのかどう

か不明であるが、キラエルはシフト（アセンション）のとき

こうなると言う。すなわち、かつて経験したこともないよう

な、骨まで沁みとおるような寒さが突然空気を貫きはじめる。

と同時に太陽が日中に薄暗くなりはじめる。そして太陽が突

然見えなくなる。暗闇は 3日間続く。このシフトを意識を保

って通過できるのは地球人口の約 3分の 1である。眠りこん

だ状態でシフトを通過する人もいる。このシフトを通り抜け

ることを欲しない人は創造者のもとに帰る60。 
また、何人かのインドのコンピュータ科学者が地球物理学

者や天文物理学者と共同で研究したところによると、2012
年に地球と太陽で北極と南極の逆転が起こるそうである。こ

れが最後に起こったのは恐竜絶滅のときだった。極の逆転の

時に地球の磁場はゼロになるという。しかし地磁気がゼロに

なる前から地磁気減少の影響は深刻な事態をもたらす。かつ

ては４ガウスあった地磁気がいまでは 0.4 ガウスまで減少し

ていると言われている。インドの科学者は 2012 年までに地

球は人類文明の存続に適さないものになるかもしれないと指

摘している61。インドの科学者による研究結果もアセンショ

ンに関連するものかどうか判らないが、とにかくいわゆるア

センション情報だけでなく、いくつかの科学的研究結果も

2012年を指し示しているのは偶然ではないだろう。 
多くのアセンション情報は次元上昇はすでに始まっており、

2012 年 12月 22 日の翌日に次元上昇が完了すると言う。こ

のときどの次元に上昇するのだろうか。ある情報62によれば、

2012 年までに人類は 5 次元に入っているそうである。それ

以前に地球磁場がゼロになってわれわれは 4次元に入ってい

るという。しかしまた別の情報63では、われわれの太陽系が

銀河の中心から発している光の帯に完全に浸るときは 2017
年から 2018 年にかけてとしている。そしてこのときはまだ

地球の 5次元への移行ではないという。しかしその情報はア

センションの最終期限は 2012年 12月であること、2007年

までに多くのことが起こること64、そしてアセンションへの

                                                 
59 同上書 144ページ参照。 
60 注 44参照。 
61 次のウェブページを参照。

http://www.indiadaily.com/editorial/1753.asp 
62 次のウェブページを参照。

http://www.crawford2000.co.uk/shiftages.htm 
63 次のウェブサイトを参照。

http://www21.0038.net/~gaia-as1/ 
64 注 63に挙げたウェブサイトのオーナー小松英星は 2007
年までに起こるという多くのことが如何なるものであるか述

べていないが、ここで別の一部の情報を見ておこう。Earth 
Changes TVの主宰者ミッチ・バトロスによれば（2005年

10月 11日および 11月 10日のニューズレター）、マヤ族長

老のカルロス・バリオスが他の高僧たちとマヤ暦を見直した

ところ、次の予言を得たとのことである。「先ず水があった。

それから空気があった。それから土（地）があり、次に火が

やってくる。」ここで「水」とはインド洋の大津波であり、「空

気」とはハリケーン「カトリーナ」と「リタ」であり、「土」

対応の最終期限は実質的には 2007 年だということも言って

いる。 
次元上昇について2012年12月 22/23日という日が非常に

重大な日であるようだが、そのとき人類は 4次元に入るのか、

5 次元に入るのかはっきりしない。しかし人類がアストラル

界に次元上昇したあと、その階層、次元に滞在しているのは

そう長くはないようである。ある情報65はこう言っている。 
「地球人の 4次元から 5次元へ、さらにはその上の次元へ

の移行は段階的に起こる。それは三つの波、あるいはグルー

プをなして起こる。第 1のグループは長年にわたってこうし

た事柄に関わってきた人たちである。第 2のグループは最近

数年間にこの点において進歩してきた人たちだが、まだもう

少し達成すべきことを残している。第 3のグループはようや

く変化へと目覚めはじめたばかりの人たちである。[････]し
たがって 5 次元への移行は全員同時に起こるのではない。

[････]各波、各グループの中にも進化レベルの違いがある。4
次元への窓は 1998 年の末に開かれ、第 1 の波に属する多く

の者が現在そこを通過しつつあり････さらに 5次元への移行

のために準備している。その 5 次元への窓が開かれるのは

2007 年の予定である。この窓はその後 60 年から 90 年の間

開かれているが、その期間の終わりには地球とそのときに 4
次元レベルに生きている人々全員がアセンションする。」 
この情報によると 3次元から 4次元へ、そして 4次元から

5 次元への移行は全員が一時に行うのではないということに

なる。しかし次元上昇の時期は人によって相違しても 21 世

紀のうちに地球と地球の人類は 5次元へ、メンタル界へ移行

するという。神智学によればメンタル界は喜びのみ、幸せの

みで、一切の苦しみ、悲しみなどのない天国である。しかし

そのメンタル界も永遠の進化の階梯のなかでは低い階層であ

る。ここは想念によって描きだされているところであって、

実在界ではない。上の引用にあるように、意識がメンタル界、

5 次元からもっと高い世界（コーザル界以上）に速やかに進

んでいく人間もいるだろう。進化は加速しはじめると急速に

進行していくようである。われわれは近いうちにこれまで思

いもかけなかった状況が次々に展開していくのを目撃するこ

とになりそうである。 
 
（井上 勉：博士（文学）、徳島文理大学教授） 

                                                                                   
はパキスタン大地震とこれからも起こるもっと大きな地震で

あり、「火」はこれから起こる多くの火山噴火（マグマ噴出）

である。そうしたことが起こる時期は 2012年や 2007年では

なく、まさに今であり、これから 18ヶ月に亘って続き、拡

大していくという。次のウェブページを参照。

http://www.earthchangestv.com/artman/publish/article_10
267.phpおよび

http://www.earthchangestv.com/artman/publish/article_10
891.php 
65 次のウェブページを参照。

http://www.crawford2000.co.uk/bigger.htm 


