
2011 年 10 月 28 日 10:25
◆今日は金曜日なので、まぐまぐ書きました

今日のお題は、

2011 年 10 月 28 日第 26 号 三内丸山遺跡と、ねぶた。東北がこれから目覚めるとわたしは思って

いることについて。

というものです。今の時期の弘前はほんとに寒い。クラウドしか使わないので、わたしにパソコンは

必要ないかもしれません。ギャラクシー tab みたいなものか、ipad があれば、用が足ります。

iphone も、フリック入力にかなり慣れてしまって、長文が書けることに驚きました。

2011 年 10 月 21 日 18:43
◆脳科学は面白いです

年末までに、一冊本を書く予定で、いまは準備段階で、メモなど取っていますが、脳科学の本を読

んでいます。で、脳科学は面白いです。ただ毎月のように新情報を見ないことには、すぐに遅れて

しまいます。その意味では、原宿のファッショントレンドを追っかけているようなものです。現場の研

究者には偏見がなくて柔軟だけど、それを紹介するジャーナリストにはあきらかに偏見があります

ね。なんか自分のプライドを満たすために、これを利用している感じがある。このフィルターがかか

ると、おかしなことになるので、直接研究者の本を読むのがいいです。で、たぶん、複雑系と、高次

意識の接点を考えると、それは非常に可能性のあるものだと思います。全体性というのは、ひとつ

の小さなフォルダの限界点なんです。その上に知覚のねじり目がある。が、いずれにしても、わた

しは科学畑ではなく、精神世界畑の人ですから、そこから見る視点を崩すつもりはないです。なん

か楽しいなー。なんかこの分野、２００４年がターニングポイントだったんでしょうかね。

今日のめるまがは、この脳の話を一部入れました。で、あらためて、進化していない原始的な脳は、

情報を写真のように克明に観る。しかし高次な脳は、この手の克明な情報についてはほとんどい

いかげんで、統合化する力のあるものは、細かいことにはでたらめ、というのが話題のメインだった

のですが、それを入れることをしっかり忘れました。

で、オーディオの話ですが、水晶講座の生徒だったアナンさんのお父さんはある日急死されたそ

うですが、オーディオマニアだったらしく、わたしのところに「これ、わからないんだけど、オーディ

オみたい。先生、これ要りますか。要るなら、もっていきますよ」ということで、アナログプレーヤーが

来ました。夫婦で汗かきながら、事務所の三階まで持ってきてもらいました。阿南さん、ありがとうご

ざいます。しばらくは放置していましたが、昨日、動かしてみることにしました。

で、不良個所、破損個所はないです。オーディオを知らない人が、無造作に運んでくると、この手

のものは、破壊されています。これ、倒産したマイクロ精器の糸ドライヴのターンテーブルなんです。

伝説の品物です。ターンテーブルが重い砲金ですから、車でお気楽に運ぶと、軸が曲がって、使

いものにならなくなります。だいたいクロネコとかサガワとかだと、二度と使い物にならない状態で

届きます。マナーとしては、ターンテーブルを分離して、別梱包にするんですね。そのまま運ぶと

確実にアウトです。しかし、奇跡的に、痛んでいませんでした。MMカートリッジの針が折れていた

だけです。これはまあ気にならない。針はもう摩耗していたかもしれないしね。使いたくなったら針

だけ買います。

糸をつないで、廻してみる。で、手持ちのカートリッジつけて鳴らしてみると、なんともどっしり重心



の、堅い音です。堅い音、いいなー。サウンドライク、エソテリック(日本のティアックです。)これはさ

すがに良い品物です。というわけで、ちょっと暇な時に鳴らしてみるかと思ったけど、もしかしたら、

メインに居座ることになる可能性あります。モーターはきっとなかなか壊れないだろうし。糸が切れ

たら、バリコン糸を秋葉で手に入れるか、釣り具店です。無造作に運んだにしては、トーンアームも

破壊されていないみたいです。いやー、奇蹟だな、これ。結局アナログプレーヤーを売って、数を

減らしたら、こういうふうに、もっと本格的なものがやってきてしまいました。阿南さんのお父さんの

愛着は、きっと、わたしの中に混じりこんで、今後も生きることになると思います。

2011 年 10 月 4 日 12:38
◆オーディオ、まだやってた。ネットワークづくり

自作した 4 ウェィのネットワーク、何か音がいまひとつすっきりしないのと、乾いた音が気になって、

作り直しました。こんどは、中古で手に入れたステレオサウンド誌に連載されていた「JBL4343 を現

代に蘇らせる」の第五回に掲載されている佐伯多門設計のネットワークの完コピをしました。ウー

ファーのコイルは、巨大なムンドルフの 5.6mH で、直流抵抗は 0.47 オームしかないという高級品

です。連載のものは、JBL の特注コイル 5.4mH で、これは手に入りません。ムンドルフはこれより高

額です。

コイルは 0.1 オームで、ダンピングが半分に落ちると言われていて、細い線の安いものを使うと、音

の鮮度が落ちます。たぶん、ウーフアーの低音のだらだら感は、安いコイルを使っていたこともあ

る、と考えて、高級なコイルに変更しました。

この佐伯氏のネットワークは、固定抵抗しかもセメント抵抗を使っています。アッテネーターはなし

で、一度組むとそれぞれのユニットの音圧レベルをいじることはありません。たぶんそのほうが試行

錯誤しなくていいとも思いました。

で、今日の朝にネットワークはできあがりましたが、まとまりの良さに驚きました。それに品質のいい

ウーファー用のコイルを使った結果もあり、だぶつく低音が減り、しかも低い周波数まで再生されて

います。このコイルはそうとうに良いです。

このシステムの音には、2001 年くらいに、はじめて既製品の高価なスピーカーとして手に入れた

JBL4344Mk2 の時みたいな感動があります。

それまで、値段の高いスピーカーというのは買った事がないんですね。たいてい三万円とか四万

円が限度で、中古で 65万円という高額なスピーカーをはじめて買いました。それで、プッチーニと

か聴くと、ほんとに感動がありました。

いま作ったものはユニットは 4343(4344 の前身)と同じで、ただしオークションなんかで、古い部品

を手に入れたりしていたので、2001 年あたりに購入した 4344Mk2 の時にかかった金額に比べて

数分の一のコストしかかかっていません。しかもアンプも、やはり古いものしか残していないので、

これも中古市場で手に入れると、定価の十分の一以下みたいなものばかりです。

お金はかかっていないけど、感動はあります。今日はネットワークができあがってから、カラヤンの

ブラームス交響曲全集を一番から順番に聴いています。レコードです。JBL の 4343 みたいな古い

タイプのスピーカーで鳴らすと、独特の古風な鳴り方をします。ブラームスの古くさい建物みたいな

香りが十分に醸し出されます。

佐伯多門氏は、自分の作ったネットワークで 4343 を再生させると、目のさめるような現代的なサウ

ンドに生まれ変わると書いていますが、確かにオリジナルの 43 シリーズに比較して、まろやかさと

鮮明さが増しています。でもユニットは古いのでやはり古風なサウンドです。ツィーターなんて超高



音はまったく再生しません。現代スピーカーとはまるっきり違います。4343 が発売されたのは、

1976 年なので、35 年前です。その頃の音です。

当然部品は新品なんか存在しないし、使い込んでいる中古だからなのか、全体にユニットはみな

音がゆるキャラ的に聞こえます。4343 はかつて下北沢のまさこという喫茶店に置いてありました。

そこではファットな音だと思いましたが、いまこのユニットで聴くと、ファットにはならない。でも緊張

感はあまりない。ただ佐伯氏の巧妙な設計は感心する。やはり長年メーカーでスピーカーの設計

をしていた人は上手です。マルチの時のユニットのばらばら感がないです。全体がしっくりと組み

立てられた音がします。そしてリラックスしています。

ここ数ヶ月、高額で重たいオーディオは次々に売り払ってしまいました。で、残っているのは、古い、

オークションで手に入れたようなものばかりです。それどころかアンプは業務用です。

こんどは、次の目標としては、オーディオは二種類だけにしたい。

しかしできるかどうかわからない。いま五種類くらいです。

ノートパソコンは十台くらい持っていたのを次々と売り払い、いまは必要最低限しかないです。次

はオーディオだ。

本と CD とレコードは、いくらあってもかまわないです。それは処分するほうが良くない。

コンマリ(近藤麻理)は、ときめかないものは捨てるべきだと言ってますが、わたしは、もともとものが

捨てられないタイプでなく、反対にものが長持ちしないタイプで、無関心だと放置しているので、そ

こそこもつけど、関心があるものはあっという間に違うものに変えられてしまうという癖があります。

ファックスとか興味がなかったので十年間同じのを使っていた。しかしノートパソコンとかだと、半年

おなじものを持っていることはない。

なので、ときめくものは長持ちせず、ときめかないものは安定している。

ものをあらわす 2ハウスが、おひつじ座で、火星と金星があると、ときめきすぎて、吹っ飛んでしまう

んです。どうでもいいものだけが長生きする。

いずれにしても、ゆっくりと片付け中です。そもそもいまの 4 ウェイネットワークを作ったのも、複数

のアンプとチャンネルデバイダを売りに出して、もっとシンプルにしたいために作ったわけですから。

いま数えたら、パワーアンプだけで、まだ 11台あります。マッキントッシュとか高級なアンプをたくさ

ん売り払って、安価なものばかり残っていますが、それでもまだ 11台あるわけです。基盤だけなら、

さらに四台ある。これは自分で作ろうと思って、基盤だけを手に入れていたものです。

骨折の後遺症で、外を走りたいけど、走れない。トレッドミルも、最近は走れない。やはり痛くなるの

は避けられないです。

なので、いまはずっとエリプティカルですが、どうしても運動負荷が少ないみたいなので、何かし足

りない感が強いです。この、し足りない感がややストレスです。ランの場合、週五回以上、一回十キ

ロ以上、一回 45 分以上。このうちどれかを超えると膝などヘの障害が増えて来るそうです。トレッド

ミルで、猛烈に足が痛くなっていたのは、毎日 50 分走行だったからかな。そういえば、週五回でな

く、週七回だったし。

でも、運動始めてから血圧は改善されました。運動する前の何年か前は上 85、下 45 くらいだった

のが、いまは平均値。あとは体温をなんとか平常時、36.0 よりも上にしたい。するとまともです。

2011 年 9 月 24 日 11:20
◆またオーディオ話です、ネットワーク作った 4 ウェイ用

マイルス・デイビスの全集を買いました。中古です。これも CD が 71枚で、そうとうな量です。もうす

でに書いていますが、大型システムの 4 ウェイを、マルチアンプでなく、自作ネットワークで組むの



を、いまのうちに進めることにしました。かなり複雑なネットワークが必要ですが、なんと全部手持ち

の部品で作れることがわかりました。それはそうかもしれない。一度昔、数年前に作ったことがある。

一番最初にこの 4 ウェイネットワークを作ったのは、記憶では、2000 年あたりです。ただ、そのころ

は、計測器、つまりべリンガーの DEQ2496 を持っていなかったので、耳で調整しただけでした。だ

から途中でやめたということもある。

今回は計測器を使って、細かく追い込むことにします。でも、これを作るには、まず問題点があり、

巨大な箱に入ったウーファーの 2226H のダブルは、能率が高すぎて、ミッドバスがついてこれない。

マルチならば、それぞれ別個のアンプで駆動するので、まったく問題はないが、ネットワークの場

合には、ウーファーよりもミッドバスのほうが能率が高くないといけないのです。というわけで、この

ダブルウーファーをヤフオクで販売することにしました。かわりに、名古屋の大須のハイファイ堂に

あった、傷あり中古の 38センチシングルの箱を購入しました。(まだ届いていないです。)これに

JBL のウーファーの 2235H をひとつだけ入れます。能率は 93 デシベルで、ミッドバスはそれよりも

4db くらい高いので問題なし。というよりも、そもそもこれは JBL の 4344 とか 4343 のセットの部品な

ので、はじめから何の問題もないわけです。250 リットルの箱を売り、200 リットルの箱を買うのです。

エレベーターのない三階を、これらが行ったり来たりします。たぶん買った中古の箱は、ダクト周波

数が合ってないので、これから一か月くらいかけて、こまかく調整する必要があります。

でも、マルチではないので、部屋はシンプルになります。パワーアンプは三台あまります。チャンネ

ルデバイダもあまります。順次、売りに出して、さっぱりします。それで、シンプルになった装置でマ

イルスとバッハの全集を、長々と聴きます。

で、先にネットワークを作ってしまいました。まだ箱は来ないというのに。

前回の写真も、なぜか好評で、金色が光ってるというメールが何人もから来ました。そんなことで

メールしてくるんですね。今回も金色光ってますよ。あれはどういうレンズなんですかと質問されま

した。オリンパスペンのパンケーキレンズです。

たぶんこのネットワークは調整しないことには使えません。それと、ステレオサウンドの 152 号から

156 号までを、ヤフオクで入札しています。ここに、JBL4343 を蘇らせるという連載記事があり、ネッ

トワーク回路の改良版が掲載されています。それを参考にもすこし定数を変えてみるつもりです。

無響室でチェックすると、JBL は、4343 のネットワークを間違えて設計していることが判明したとい

う話が書いてあります。そもそもが、オリジナルは定数の根拠がわからない、謎の値で作られてい

ます。そのまま作ると、めちゃめちゃな音になりそうですが、しかし固定抵抗を多用していて、しかも

セメント抵抗みたいな劣悪なものを使っているので、それら全部を含めて、JBL の音なのだというこ

となのでしょう。マイルスにはすごく合いそうなんですけどね。固定抵抗を使うと、乾いた棘のある

音になります。

箱は、いま来ました。ハイファイ堂から、西濃運輸で送りましたという連絡メールを見た時に、いや

な予感がしましたが、予感は的中しました。運搬してきた人は一人で、わたしの事務所の三階まで

荷物を運べないと言います。なので、ふたりで運びました。ジムに行ってるくらいだから、別にいい

んですけど。でも 2226H のダブルの箱は、しろうとでは無理です。これはくろねこのらくらく引っ越

し便でなくては運べない。

昨日のまぐまぐのメルマガのお題は、占星術の 165度は、吐きだしたものを取り戻すという意味が



あるというものと、日本人はアダムとイヴの子孫ではない、というような話でした。

---------------------------------------------------------2011 0925  08:47
さて、昨日箱を手に入れて、次の日の今日、日曜日、朝にウーファーを箱に入れ、ネットワークも

すべてのユニットに接続しました。エンクロージャは、計算してみると、162 リットルでした。わりに小

さい。しかし JBL4344 とかでは、156 リットルで、かなり小さい箱ですから、これでも問題はないです。

むしろタンノイの GRF みたいに 250 リットルくらいの箱に入れると、低音は出ますが、超低速に

なって、どろどろになります。162 は、適切な感じだと、見当をつけました。

で、いきなり音楽聴いたりしないで、まずは、DEQ2496 に、RTA マイクをつないで、特性を測って

みました。300 あたりに落ち込みがありました。ので、ミッドバスのローカットのコンデンサの 48μ に

5.6μ を足してみました。すこしディップは緩和。さらに、ミッドバスを逆相接続しました。落ち込みは

あることはあるけど、目立たない感じになりました。ミッドバスのアッテネーターをマイナス 3 から 2db
に変更しました。

以前も 4 ウェイのネットワークは三回くらい作ったことがあったけど、全部聴感による調整だったの

で、自分の感覚が信じられないわたしは、結局やめてしまいました。自分の感覚が信じられないと

いうのは、日々食べ物の味も変わるからです。聴感による調整は、たいてい何か CD の音楽ソース

で調整することになりますが、CD によってバランスはみな違うので、違う CD をかけるとこれは違う

となってしまうのです。泥沼です。

特に、ミッドバスが、樽のような目障りな音を出す、というのがあって、昔は断念しました。でも、いま

は、この測定装置による調整ができるので、ソースの CD ごとに振り回されるというのを避けることが

できます。

で、だいたい調整はこのくらいだろう、十分フラットだと判断した段階で、はじめて音楽 CD を聴い

てみました。新しく手に入れたマイルス全集です。いままでのダブルウーファーのマルチシステム

に比較すると、音が跳ねる、全体にトーンの統一感、ウーファーがひとつになったので、なんとなく

軽い。(そもそもこの事務所に 38センチのダブルそのものが不要。)でも、全体に音のしっとり感は

減少。乾いてる。これまでマルチシステムで聴いていた時には、それぞれのユニットを 48db の急

峻なカットオフで聴いていたのですが、ネットワークではゆるい 12db です。なのでユニットの音が

混じります。マルチに比較すると、ネットワーク式は音は荒いが、飛び出す勢いは強くなることは

知っていたので、狙いどうりかもしれません。リズムのある音楽はこのほうがいいです。予想よりも、

実はかなり結果は良かった。このまま聴き続けると、また音が変化するので、しばらくは様子を見な

がらですね。

しかしマルチシステムは、やはり身動きのとれない巨体みたいな印象だと、あらためて思いました。

それに比較して、このひとつのアンプで済むネットワーク式は身が軽くていいです。リズムがあり、

跳ねています。ダクトの周波数が少し高め、腰高ぎみなので、ポートを長くする素材を東急ハンズ

で検討してみます。

--------------------------------------------201109 26  14:05
今日になって、やはり真空管アンプは、無理だと思うようになりました。なにせ、ウエイトリングつき

の重たいコーンの 2235H。そんなに動く筈ありません。いろいろ音楽を聴いてみると、低音が緩く

て、しまりがないです。これは普通のアンプを使っても、やはり緩いです。



なので、強引に制動をかけるために、ダンピングファクターの異常に高いアムクロン K2 を持ち出し

ました。さらに、ブリッジ接続で、それぞれ右と左に一台ずつあてがいます。これで、片チャンネル

1500w のアンプになります。アムクロンは業務用アンプですが、音は粗くないです。これをオー

ディオ専用に使っている人はたくさんいます。これは低音が比較的締まります。しばらくはこれにな

るかもしれません。もともとこれはマルチアンプのウーファー用に二台持っていたものです。つまり

ブリッジ接続するために二台持っていたのです。

2011 年 9 月 17 日 15:45
◆スピーカーの作り直ししました。

時々オーディオ話題を書きます。20センチのウーファーのセットは、3 ウェイを作っていたのです

が、いまひとつぴたっとこない。なので、基本に戻して、フォテクスの推奨スタイルに戻すことにして、

FW208N のウーファーに、900ヘルツから、フォテクスの大型ドームツィーターである FT48D をつ

けた 2 ウェイにすることにしました。ベーシックなセットです。

秋葉原のコイズミ無線にいったら、いかにもわがままそうな中年の店員がいました。コイズミはよく

行くのですが、この店員ははじめて。むちゃなことを言いそうだ。案の定、「FT48D をほしいけど、

ついでに適当な箱ないかな」と言うと、「そんなもの、ない」の一言。「穴は自分であけるから、適当

な箱があるといいんだけど」と食い下がっても、「ホームセンターで板を買って、自分で作るしかな

い」の一点張りでした。わたしは、箱はいくらでもあるのは、よく知っています。

店番する間、ノートパソコンを見ていて、コイズミ無線のホームページの、ダイトーのスピーカーの

特性の数字に間違いがあることを見つけ、そのことで、本店の店長に興奮して電話している最中

で、客のことに関心がないという状態です。わたしの後にやってきた客は、スピーカーのサランネッ

ト買おうとして、「忙しいからちょっと待って」と鋭く言われ、サランネットの筒を左手に、右手に一万

円札を持ったまま、フリーズしていました。もうひとり品物について質問した客も、黙らされてしまい

ました。

秋葉原では、客にかみつく店員はわりにたくさんいます。それは昔からの伝統です。気に入らない

と、「よそに行ってくれる?｣と本気で言います。顔みただけで機嫌悪くなって口をきかなくなる定員

いますからね。で、秋葉原ではたいていわたしも強気なので、そういう時はけっこう突っ込み入れ

て遊びます。

それはともかく、ツィーターを入手して、2 ウェイ組み立てましたが、ドームらしい繊細な音であるの

はいいんですが、なんせ FT48D は設計が古いし、なんとなく地味な感じ。高音にブリリアントさが

ほしいです。でないと、ダウランドがちゃんと鳴りません。

というわけで、もともとツィーターなんだけど、900ヘルツという低い帯域から使っているし、というこ

とで、FT48D をハイカットして、数年前に入手してそのまま死蔵していた HiVi リサーチのスーパー

ツィーター(リング)をつけることにしました。6db のネットワークでつなぐことにします。

これで、音は輝かしさは増しましたが、いまひとつ押しが弱い。パワーが入らない感じ。で、最近い

つも使うべリンガーの DEQ2496 で、ピンクノイズの周波数特性を測定してみると、ウーファーと、

FT48D のつなぎの部分がやや落ち込み。いつものことです。つなぎめのところは、いつも計算だ

けでやると、失敗するのではないかと思います。製品にばらつきがあるので。ウーファー側のコン

デンサを 22μ だったのを、20.5μ に治しました。これで、ハリのある音に変わりました。ウーファーの



ハイカットが少し高めになって、FT48D の弱い部分をサポートするようになりました。

わたしはこのスピーカーのネットワーク作りが趣味になってしまいました。とくにべリンガーの

DEQ2496 で、RTA マイクで特性を見るようになってから、細かく設計しなおすようにしています。調

整はかなりメーカー品に近づきます。

スーパーツィーターは、東急ハンズで板を買って張り付けたので、見た目がそうとうにおかしいで

す。のこぎりが見つからず、しかたなく電動ジグソーでカットしたので、板はデコボコです。しかし、

音はかなり調整されて、ハリのある、輝かしい音も出てきます。でもやっぱりドームのツィーター使う

と、刺すような刺激的な音は出ないですね。やはりホーンのほうが好みです。

2011 年 9 月 15 日 07:32
◆映画ツリー・オブ・ライフについて

映画ツリー・オブ・ライフは、聖書の生命の樹とか、カバラの生命の樹などに直接関係ないようにみ

えて、ちゃんと命の誕生、父、母、子という連鎖が描かれており、やはり生命の樹の話です。

ただ、シンボルが定型化しすぎているというか、現実よりも概念を見ているような状態なので、この

型にはまりすぎたものが批判の対象になるかもしれません。

成功しない父をブラッドピットが演じていますが、大変に上手です。成功しない父は、自分のように

なるな、と息子に言います。成功しない父、男性のストレスというのは、半端なものではありません。

その押し付け、ストレスが、そのまま家族に、息子に向かいます。そして弟が事故で死にます。これ

もこの抑圧された雰囲気に無関係ではないです。主人公は大人になっても、この弟の死、父のこと

などのトラウマを抱え込んでいますが、救済は中途半端です。というか根本的な解決はされていま

せん。

成功しない父。やがては大人になったら父になるはずの弟の死。抑圧された家族のムード。これら

はみな同根のものです。前編クラシック音楽がかかっていて、一瞬「のだめ」か、と思いますが、ク

ラシック音楽がかかっているということは、この映画のストーリーは、作者の個人的なものではなく、

西欧の歴史そのものだと言いたい訳です。もし個人的なものであっても、個人は社会の縮図で、

その投射によって生まれてくるのですから、共通です。

西欧の歴史においては、暗い鎖国の時代がありました。西欧しかないと思うと、この鎖国は存在し

ないように見えます。自分たちしか見えていないからです。しかしある時代に、暗黒の閉鎖された

時代がありました。

どうして、閉鎖された時代があったのか。

それは西欧の精神構造の中に、閉鎖構造があったからです。聖書の神は、人格神で、唯一神で

す。この構造は、ほかのものを押しのけて成り立ちます。自分以外のものはみな悪魔になったり邪

教とみなされています。そのくらい狭量で閉鎖的ですから、その神を信仰する人々は、みなこの神

の小型コピーになってしまいます。信仰を深めるほどに閉鎖的になるのです。

禅の鈴木大拙は、キリスト教は世界を不幸にすると言いましたが、それはそうでしょう。神それ自身

の中に、苦しみが内包され、苦しめたり苦しめられたりするのです。成功する男がいたとしても、そ

れはほかの男を押しのけて成功するわけですから、成功しない男を背後にたくさん作るはめになり

ます。犠牲にしたりされたりするのです。

この雰囲気が、映画の家族にも満ち満ちています。神を信仰すれば、その神が持つ不幸がそのま

ま現されてしまいます。

それに、母を抑圧する父というのは、そのことで力を失います。ひとつのものを父と母にわけたので、



母を押しつぶしたら、父も実際にそうなります。排除し、限定的なところで成り立つ父の権力は、ま

さにあやういものです。影が進入してくれば、もう崩壊します。

これは神学的に矛盾した中であがく家族のことを描いていますが、しかしノスタルジックな光景が

多いので、とても懐かしい雰囲気です。年代的には、わたしの子ども時代と似ています。コクリコ坂

もそうでした。

日本の場合には、このようなそもそもが矛盾した、解決不能な問題を抱え込んだ西欧の神の概念

の支配力をそんなに受けていないので、このツリー・オブ・ライフのような映画を作るのは大変に難

しいです。

まず、このツリー・オブ・ライフの中にいる母は、無力で、何もできません。そんな母は日本には珍

しいのです。いっけんおとなしく、背後に静かに隠れているように見える母がいたとしても、それは、

表向きのスタイルに過ぎず、隠れるほどに強烈な支配力を発揮します。

日本では古い時代から、この表向きおとなしい存在こそが、もっとも凶暴です。蛇ですから。

わたしの母親も、男の子が大人になったら、自分は息子のことに従うと言ってましたが、濃密な空

気の支配力は恐ろしい力があって、この空気の濃さをまるで海のようにみながら、「この中にずっと

いると、自分はおぼれて死ぬだろうな」と、18歳の時に考えたことを思い出します。

父親は朝六時から夜 11 時まで仕事して、仕事人間でしたが、居合わせないために仕事していた

のかもしれません。その証拠に、日曜日の休みなどは、おなじスケジュールで一日じゅうパチンコ

屋にいたのですから。

用事があるときには、パチンコ屋に電話します。すると、知らないおじさんが出てきて、「あー、松村

さんはいま手が離せない」などというのです。

で、日本の原罪というのは、父あるいは男性が肝心のところで責任を放棄して、その後母あるいは

女性は恥ずかしい目にあうとか、自分が尻拭いしなくてはならないというスタイルです。なので、コ

クリコ坂みたいに、いっけん立派に見える父も、途中で死んでしまい、その後、母が子どもたちを育

てるのです。母は勝手に父の伝説を作るのです。

この日本の原罪は悪いことなのかというと、西欧的な精神からすると、ひどくだらしないです。しか

しこの原罪の構造をうまく活用することで、社会は平穏に成り立ちます。「父はうそつきだ。殺して

やりたい」と息子に言われるのでなく、「おやじー、またかよ。肝心なときに、消えるなよ」と言われる

んですけど、珍しいことではなく、普遍的なスタイルで、いまでも、テレビドラマでは、刑事の父は仕

事で肝心なときに来なかったというのは、繰り返されています。

肝心なとき、つまり中心的な位置に、父がいる場合もありますが、決まって母化した父です。それ

は父化した母とともに、くどいくらい面倒を見てくれて、事実ものすごくくどいのですが、つまり肝心

な時には、中空の神化した存在しかいられないのではないかと思います。

西欧の場合に、この肝心なときに父がいたりすると、それは恐ろしい。それは人格化された、名前

と個性を持った何者かです。支配的な位置に、そんな存在にはいてほしくない。

空けておいてくれたら、息子はそこに向かって走れるのです。

父は殺すしかありません。妬む神は妬む父を作り、そして妬む息子と衝突するからです。それを避

けようとするためには、父は中空の神に化し、抽象化されなくてはなりません。どこか単身赴任して、

一生帰ってこないほうがいいのです。そしたら、母は勝手に話を作ることができて、しかもバレませ

ん。

天皇はトイレに行きません。天皇はあらひとがみであり、人ではないのです。そしていかなる決断も

しなかったのです。これいじょうないくらいの抽象化で、話の途中に、「これはブラームスだ」と言っ

て中断したりはしません。何か決まったら、「あ、すごいね。俺も同じこと考えていたんだよ。それで

いこ」と言います。



このツリー・オブ・ライフにはまだ解決がないです。作者は放り投げたままです。とってつけたように、

死後の家族に会うシーン、お花畑が出てきますが、解決できない人は、そこに当人が不在なので、

不在なぶんだけ、とってつけたような象徴表現を持ってきます。赦しとか、そんな問題でなんとかな

る話ではないです。

ps.マーラーの一番のモチーフがかかっていたので、わたしは一瞬で懐古趣味になりました。高校

生のときは、マーラーに耽溺していました。

2011 年 9 月 14 日 08:29
◆まぐまぐのメルマガは、かなりたまりました。今週は about10ハウス

はじめて、そんなに時間は経過していないのですが、なんせ毎週書いているので、そうとうにた

まったです。

これまでは、以下のようなタイトルでした。

2011 年 5 月 6 日 1 号 月がひとつしかないことの不幸、月に同化するのは月の誤用

2011 年 5 月 13 日第二号、ヘリオセントリック占星術の本を書いています

2011 年 5 月 20 日第三号 ヘリオセントリックのノード。占星術と水晶読み

2011 年 5 月 27 日第四号、日本は世界の縮図説。同期をとること。地震の不安。

2011 年 6 月 3 日第 5 号 浅川嘉富氏の新刊のこと、龍蛇族

2011 年 6 月 10 日第 6 号 神社、ノストラダムス・コード、個別の過去生は存在しない

2011 年 6 月 17 日第 7 号 日本人のエーテル体を取り戻すには。大化の改新、阿弖流為、震災

2011 年 6 月 24 日第 8 号。カフナの高自我、中自我、低自我の思想はグルジエフの三層思想と同

一。

2011 年 7 月 1 日第 9 号、パスワークについて。八つのアーム。ヘリオのハウス区分

2011 年 7 月 8 日第 10 号 正確なリーディングをするための工夫

2011 年 7 月 15 日第 11 号 ヘリオセントリックとジオセントリックのトランシットを比較しよう

2011 年 7 月 22 日第 12 号 涼宮ハルヒの憂鬱、オタク第二世代

2011 年 7 月 29 日第 13 号 村上春樹の「1Q84」、チャクラ、小説の神様

2011 年 8 月 5 日第 14 号 アースダイバーの稲荷神社の登録が増加していない

2011 年 8 月 12 日第 15 号 急降下。そして超能力は正確になることはない。

2011 年 8 月 19 日第 16 号 水の女

2011 年 8 月 26 日第 17 号 引退する話題。新宿の縄文の海の境界線と水の女

2011 年 9 月 2 日第 18 号 ヘリオセントリック本出ます。虐待があったかなかったのか。小笹。

2011 年 9 月 9 日第 19 号 身体の脂肪。食物の消化と燃焼。

2011 年 9 月 16 日第 20 号 直線時間と円環時間。10ハウスは大人意識ではない

それで、今週の金曜日は、上記のように、ホロスコープの 10ハウスというのは、別に成熟した大人

意識でもないよ、という内容です。心理占星術で 10ハウスは母という説も、母そのものというよりは、

母の執着心のことで、それが集団意識を守るというものです。

何か原稿をまとまって書いている時には、このメルマガを書くのは苦しくなります。なんせ、毎週、

けっこう長いからです。今回のものは 8600 文字です。前回の脂肪の時には、11600 文字です。初

回の、月がひとつしかない、は、6850 なので、しだいに増えています。まとまって書いていない時



には、これは単なる言いたい放題で、苦しくならないです。文字カウントは、いまはじめてしました。

自分でびっくりしています。いままでカウントしたことはなかったです。

だいたい単行本は 12万字が、平均です。だから、終わりころの文字数をもとにすれば、このメルマ

ガの十記事程度で、だいたい一冊になるわけですね。

2011 年 9 月 11 日 18:59
◆11 月 5 日から、水晶学校します

水晶を使って、その中にヴィジョンを見る練習会です。

土曜日と日曜日、午後一時から五時まで。一日、四時間続きます。
11/5   12  13  19  20  26
12/3  10  11  17 23(Friday)
の、10 日間です。

このうち、11/12 あるいは 11/13 のどちらか一日は使えません。この予定は後で決まります。

決まったら掲載します。

必要なものはヘッドホンです。

また水晶を購入する必要がありますが、黒曜石を使う人は、黒曜石だけでなく、水晶も用意してく

ださい。水晶は天然でお願いします。

わたしの本、「水晶透視が・・・」をもとに進めます。

参加費は、140000円です。

完全未経験者でも大丈夫です。

詳細は予定表にあります。

申し込みは
1.matsumura31@gmail.com
に申し込みのメールお願いします。

2.ジャパンネット銀行、本店営業部 普通 2753312 マツムラキヨシ

に、14万円、振込お願いします。

振込完了後、申し込み完了となります。

一回目に、水晶を持参する必要はありません。説明をしますから、それから購入してください。二

回目の時には持ってきてください。

2011 年 9 月 10 日 08:17
◆vaioP は軽くて持ち歩きやすいので、

外ではこれしか使いたくないです。たぶん 600 グラム程度です。

で、atom なので、ゲキ遅ですが、エントリーマシンとして使うならば、むしろ SSD なので、ほかのマ

シンよりも使いやすい面があります。

編集をする必要はなくただ入れるだけ。

編集は事務所のデスクトップですればいいわけです。

小林ビルの一階は、改装中で、カフェと料理教室になるそうです。

道を歩いていたら、空きを見つけたので、フランス帰りの人が、そのまま借りたらしく、家主は千

駄ヶ谷は食べ物関係は売れないよーといったけど、売れなくていいそうです。料理教室ができれ

ば。



夕方六時からはワインバーなんだそうです。

おとといくらいに、二ヶ月弱いじりまわしていた原稿がひと段落終わり、いまは、次の本の項目を考

えています。

冥王星は山羊座で、これは古い外皮の解体。そしてこの解体した作用の中で、天王星は新しい種

まき。

これが冥王星と天王星のスクエアの作用ですが、わたしの水星に重なっているわけですから、旧

体制の解体と、種まきを、水星を通じてするということになるわけです。

で、ヘリオセントリックも、ジオセントリック的な概念を解体して、種まきしようとしているわけですが、

この第二段を作りたいわけです。

十一月から水晶学校を再開したいと思って、それは先週のメルマガに書いたと思います。

世の中で面白いと思えるものは、いろいろあるかもしれないけど、わたしには、この水晶で見る映

像というのは、もっとも面白いもののひとつです。そこまでこぎつけるのに時間かかることも多いと思

いますが、なぜそれができるのか、しかも実際にそれは未来とか、いまとは異なる時間を覗いてい

るということの不思議さが、かなり刺激が強いのですね。

9 月 10 日は、国立劇場 45周年記念、十牛図と秋庭歌一具に、行ってきました。国立劇場の大劇

場のほうです。前半、お坊さんがたくさん登場して、菅野由弘の作曲のものでしたが、これは国立

劇場の依頼で作られたものだそうです。たぶん,わたしが見るに、失敗作、とくに盛大な失敗作で

す。菅野氏が、十牛図、というよりも、そもそも仏教に対してほとんど理解していないのではないか

と思いました。で、菅野氏は、いつものおぼっちゃまみたいな気持ちで、作曲していたのです。菅

野氏、昔から変わらない。あの多人数の坊さんたちに、悪いことしたなーと。

第二部は、武満徹の秋庭歌一具です。これはわたしも CD を持っています。で、演奏がへたでし

た。距離を大きく広げた配置だと、音速はかなり遅いので、全員がうまくタイミングをあわせるのは

不可能に近いです。コンマスみたいな人がいればよかったのですが。そもそも菅野氏と武満徹を

同列に扱うのがひどいと、個人的に思ったのです。武満徹は空間配置にうるさいです。演奏者を

幾何図形配置にして、音の神聖幾何学みたいなやりかたをします。それに多時間軸だし。多時間

軸だからこそ、演奏者はタイミングに慎重にならないといけないので、大変だと思いました。

コンサート会場で、ハシケン(橋本健一)氏を発見しました。昔の知り合いです。しかし、終わった後

で声をかけようと思ったけど、見失いました。

演奏はひどかったけど、でも、時々こういうのに行きたいと思いました。わたしはレコードと CD しか

聴いてないからです。やっぱり面白いことは面白いです。わたしがもともとコンサートに行かないの

は、人がいるからです。そのウォッチングに走ってしまうからです。今回もハシケン見つけたしね。

となりの太い男の人は坊さん関係者かいな、とか。純粋に音楽を聴くのだけなら、秋庭歌にしても、

CD で聴いたほうがいいです。

2011 年 8 月 27 日 07:09
◆東京都内の、縄文の海との境界面。原宿が海だと思った理由が判明した

メルマガで、渋谷のツタヤまでの駅前に、針金のような女性が立つヴィジョンを見たということを前

に書きました。この針金女は、いまでは、折口信夫の水の女であることが判明しています。水に立

つ灌木のような、というものです。



で、中沢新一のアースダイバーの地図を見ると、渋谷はまさに縄文の時には海の底にあるので、こ

のミズハノメは、水との接点なので、納得しました。

で、考えてみたけど、縄文時代の海がある場所が重要なのでなく、むしろ土地で重要なのは、陸

地から海へ、という境界面ではないかということですね。陸地は集団的な自我です。これとの通路

が重要なわけです。千駄ヶ谷駅から、わたしの事務所に向かっての道は、強力な通路であること

はわかっていました。この場合、アースダイバー地図を見ると、明治通りに向かって、海に沈没して

いきます。鳩森あたりは地上。そこからしだいに海へ、ということです。縄文の海を、今日のような海

と考えないほうが良いです。古い記憶の中での海は、シフトした次元なので、それはアストラル界と

いうようなイメージを持つのです。

で、最大の疑問として、99 年に原宿に引っ越してきて一か月の間、ボートのモーターの音で目が

覚めてしまい、「ここは海なのか。自分は船に乗っているのか。いったいそれはなんだ」というのが

あったのですね。原宿は海だと思ったのです。それは東郷平八郎とか、水交会があるからという理

由だけではなかったのです。ともかく海の匂いがしていたのです。

アースダイバーの地図を考えると、わたしは縄文の海に浮かんでいたわけです。これで納得しまし

た。で、わたしが、原宿から千駄ヶ谷、千駄ヶ谷のサザビーの近くから、今の事務所の場所に移動

していたのは、この海に流されて移動しているみたいです。原宿の前は目黒でしたが、海の先は

そのすれすれ前まで伸びています。ですから、目黒にいた時に、あちこち歩いている時に、この海

に接触し、ここから一気に原宿に流されていったみたいな。

縄文の文化は、湿った、女性的な性質で、弥生的な乾いたものではないらしいです。建物とか高

台は基本的に弥生的。縄文は鬱蒼とした森とか、海とか、高くない土地、そして地下のエネルギィ

につながるもの。お金持ちというのは高台に住み、そしてそういう海の中に接触していく者というこ

とでしょうね。金銀財宝やエネルギィは海のほうにあるから。

このアースダイバー地図、もっと細かいものがあると面白いです。海との境界面がいずれにしても

重要で、そこにかかわり方のスタイルがあると思います。それがその地域の文化の特質を作り出す

と思います。

2011 年 8 月 14 日 10:26
◆幻冬社の社長も走ってるそうなと聞きました

まぐまぐの読者の人が、そのページを JPG で送ってくれました。結局 iphone を使っている人は、目

の前にあるものを写真に撮って、そのままメール送信できるわけです。本の内容ははっきりとわかり

ます。というか、わたしも本のコピーとかメモを、iphone4 でそうとうに撮ります。週アスで新製品情報

が乗っていたら、iphone4 で撮影して、ヨドバシのお店の人に見せて、これないの?と言ったりします。

写真でメモしたら、そのままアマゾンなどで注文すればいいわけです。

で、ゲントウシャの社長は、週に六日走るそうです。都内の四カ所のジムに入会しているそうです。

ランニングマシンで 40 分、あとは軽い筋トレなんだそうです。で、文章の最後に、「トレーニングは、

決して楽しいことではない。始める前は、憂鬱でしようがない。でも僕は、自分を苦しめていない奴

はだめだと思う。自分を追い込み、憂鬱なことを乗り越える。そうすることが、仕事をする時の姿勢

に、大きな影響を及ぼす。そもそも仕事とは、憂鬱なものだ。」と書いています。

トレーニングを前にして、憂鬱というのは、どうしてなんでしょうか。トレーニングは運動機能なので、



走っている最中に苦しくなっても、それは身体的な苦しさであって、感情とは関係がありません。憂

鬱というのは感情のことで、わたしはこの社長の書いている内容を読んで、感情作用を、身体機能

で補おうとしている人なのか、と思いました。

運動のトレーニングに対しての思い入れが大きいので、もしこれをやめてしまうと、仕事に差し障り

があるかのように書いています。エーテル体の本で、グルジエフの水素のことを書きましたが、動

作・本能としての水素 24 は、感情の 24 に影響は与えます。もちろんそれは共鳴するからです。し

かしその前に感情は感情で、やはりジャンプ力の 24 をもっと豊富に持つほうが良いです。

この社長の場合、感情は落ち込みやすい人なのかもしれないです。それを身体の運動の 24 でカ

バーしている。これは他の組織から力を借りて来ることであって、正攻法ではありません。

借りて来るというのは、緊急であり、いつもやっていると、依存症になり、誤用につながることがあり

ます。議論で勝てないと手が出るというのも、誤用です。

で、感情が落ち込みやすいと、自信がない。自信がない人は、人に押し付けやすい。人に説教し

たり、また何か方針を押し付ける人は、根本的に自信がないのです。そしてそういう人たちは攻撃

的になってきます。

「今でも僕は、ほとんど強迫観念に駆られながら、トレーニングを行う」と書いています。やっていな

ければ、自分が崩れてしまうと言ってます。

ビジネス的な攻撃性は、自信の無さとか、また感情の落ち込みやすさの反動という傾向と連動して

いることになると、迷惑を受けるのはやっぱり周囲の人々です。社員とかです。

で、やはりこういう強迫観念的な運動は、グルジエフの言うセンターの誤用として、決して勧められ

るわけではないのですが、それでも毎日やってると、ハマってしまうのは事実です。最近、足が痛く

ないぎりぎりレベルを見つけて、四十五分から五十分、休憩なしで走り、その後、自分で数分間、

ストレッチしています。すると、いままで筋肉がぱんぱんで、足を触っただけで飛び上がるほど痛い

という症状が、いつのまにか消えてしまいました。五分のストレッチでここまで変わるのか。

以前はこれをしてなかったので、日々乳酸の疲労が蓄積された感じがあります。しまいに歩くことも

苦痛な状況になっているくせに、あいかわらず走っていたというのを、一年くらい続けていたので

す。

村上春樹の「走ることについて語るときに僕の語ること」を読むと、村上春樹は、筋肉ばりばりに固

くて、若い女性の整体師に外部からのストレッチしてもらっているそうだけど、その人の言う事には、

このままだと危ないということだそうです。村上春樹は「そうならないかもしれないし」みたいなことを

言ってるけど、やはりストレッチは大切なんですね。

村上春樹は、やはり走ることについてああでもないこうでもないと書いていて、走る事が億劫でい

やになった時、自分はサラリーマンでなく、毎日好きなことをしている。満員電車に乗って、退屈な

会議に出席しなくてはならない、というような生活を免れていることを考えたら、一時間走ることなん

て、なんの苦もないではないかと、自分に言い聞かせるそうです。

げんとうしゃの社長は、トレーニングが終わって、シャワーを浴びた時、勝利の感覚に似たものを

味わっているそうです。さすがに勝利の感覚は大げさだろ、と思いましたが、気持ちよくなることは

確かで、それは癖になります。

2011 年 8 月 1 日 15:55
◆昨日、TYG で講座してきました。足が痛くないので驚きなので雑記に書く

昨日、骨董通りにあるヨガスクール、TYG に、講座をしに行ってきました。で、走ると右足が痛いの

はどうなんですかねーという話を、講座の前にしていたら、この講座に参加している中に三人プロ



の整体の人がいるから、その人たちに聞いてみればということになり、そのうちのひとりに話が振ら

れました。筋肉をうまく鍛えれば、ぜんぜんオーケーなのでは、と自信たっぷりの回答。

わたしはジムのトレッドミルで走ってるのだけど、数年前に交通事故で骨折した右足が痛いのです。

走らないと痛くはないのだけど、走りたい。で、走るので、毎日痛い。オールウエイズです。去年は、

一か月くらいビッコひいてました。(いま、この言葉、差別語で、使ってはいけません。)で、ここんと

こ、毎週行ってたコツバニアの人に言わすと、痛みが消えるというのは無理でしょうね、という話で

した。骨が曲がってくっついているので、どうみても、力のかかり方に無理があり、痛みが消えること

はないだろう、と。それに交通事故の時のショックは、腰の右側にダメージを与えているらしい。

ということで、わたしは痛みを、週一の整体で緩和しながら、だましだまし走ろうと思っていたので

す。痛くても死ぬわけでないし、と。で、昨日も、TYG の講座の前に走ってきました。前は昼に走る

と、その後眠くなるので、なかなか仕事になりませんでした。でも、この眠くなるというのは疲れでは

ないです。おそらくリラックスしすぎ、というものではないかと思っていました。慣れてくると、まあ眠

いけど、それでも仕事はできるようになる。なので、これからは昼に走ることにしていました。これは、

夕方に行くと、マシンに空きがなくなるのですね。昼、まだ人があまり来てない時に行くと、使い放

題です。

夕方でも混雑していないはずの、もっと高めのジムにも申し込もうと思ったのですが、ZARA の二

階にあるとこに申し込みにいって、受け付け見ていて、断念。ひどくとろくさい。そして雰囲気合わ

なさそう。

TYG の講座の後で、ヨガスクールの主催者のちゃまさんが、「足が痛いんですって?うーん、こんな

のどうかな」という感じで、アドリブで、ひとつストレッチ作成してもらいました。「これでだめなら、連

絡を。次の手、考えます。」ということでしたが、今日、やってみたら、足の痛みが消えてしまってる。

なんともあっけないです。今日は、時速 9キロでとろとろと６キロ走った後で、そのちゃま製ストレッ

チを二分しただけです。なのに痛くない。痛みがひどくなった時は、エリプティカル・トレーナーに

切り替えたりしていましたが、もしかして、ずっとトレッドミルでいけるかも。やはりトレッドミルのほう

が、エリプティカルよりはるかに気分がいいんですよ。できるなら、ずっとこれがいい。

こうなると夢は広がりますね。いままで足が痛むのが怖くて、スピードを出さないようにしていた。痛

いだけならいいけど、時々歩けなくなることもあったので。少しずつ小出しに加速してもいいですよ

ね。１時間の制限時間で１０キロいくためには、時速１０キロ。マシンは１時間で自動的に切れてし

まうのです。５０分で１０キロくらいのリズムがちょうどいいかもしれないです。あたりまえだけど、昼前

に走ると、やたらにお腹すきます。

今週から、週刊アスキーで、堀江貴文の収監アスキーの連載が始まりました。今週の体重は９１キ

ロ。これから毎週出るらしい。収監されてると、新製品情報にうとくなるで。いやー、でちゃったね、

今週マックブック air のサンダーボルトが、とか言えなくなる。それとも外部情報提供者が出てくるの

でしょうか。ともかく毎週読むことにします。

余談ですが、ウンベルト・エーコの参加した対談本「もうすぐ絶滅するという紙の書物について」と

いうのを読みました。エーコの本はわりに読んでいるけど、今回ので、エーコの嫌な面がわりに露

呈した感じがします。たくさん本を読み、博識な人って、深く考える力がないのでは。すごく浅いの

です。それはフーコーの振り子の時も、うすうす感じていたけど。考える前に、データとか知識に走

るんです。こらえ症のない、吠える子犬だよ、これじゃ。みんな本を読みすぎるのはやめましょう。

考える力がないことを隠すために博識になるのは、恥ずかしいです。



さらに。乾緑郎の「完全なる首長竜の日」を読んでみましたが、村上春樹と、落差がありすぎる気が

します。村上春樹の 1Q84 だけ読んでいると、なんだかんだと文句を言いたくなるけど、こうやって

比較すると、どうみても、村上春樹の能力は否定しようもなく、議論にならないと思う。乾緑郎でも、

読めることは読めるけどね。それに、わたしは小説って、会話の部分がひどいと、読む気失います。

かといってチャンドラーみたいな凄いのは滅多にいない。

2011 年 7 月 30 日 17:06
◆昨日のメルマガは、1Q84 に関してだった。写真。

わたしが、アサハラショウコウのことを少し書いたので、それについてコメントがメールで来ていまし

た。

>オウムの麻原に関しては、彼の能力がオウムという組織をあそこまで作り上げて事件を起こしたの

ではないと思います。

>組織を拡大するシステムを作りだした人間は他にいるんでしょう。

>一般人を入信させるシステムの洗脳計画はすごいと思いますし。

>どの時点でかはわかりませんが、政治家が利用したりロシアとの工作関係に

>教団が利用されただけで麻原のコントロールのもとにだけ動いていたのではないと思います。

>当然組織の中でも盲信の信者と、ある目的のための活動をしていた信者とがいたのではないで

しょうか？

アサハラショウコウが、あれだけ組織を大きくしたのではないです。それについては、はじめに計画

があって、そこに麻原彰晃が組み込まれたのです。それについて計画がどこから始まったかは、あ

のオウム事件の 15 年前頃から始まっています。そして最終的に、麻原にしよう、というより、あの団

体にしようということになったのは、91 年前後だと思います。海外のことも絡んでいたりするので、

複雑です。誰も正確な真相を説明しきれません。

わたしのかつての知り合いは、この手の「パワーゲーム」が嫌いで、だから、その首謀者たちと関わ

りを持つことを拒否して、そこから距離を取り、かなり離れた土地で研究会を開くという平和な生活

を始めました。

でもこの手の話題を蒸し返さないほうがいいと思うので、一般論のところで、話題を止めてしまうほ

うがいいのではないかと、わたしは思っています。

この手のことについて、オウム事件以外にも、多くの人が想像するのとまったく違うものがたくさん

あると思います。わたしたちは表向きの情報で右往左往するだけです。

それらがいつか真相が判明する時期が来るのかというと、おそらくずっとないと思います。それは

誰かが隠蔽するから、というよりも、受け止め手の意識の問題だと思います。気がつかない、気が

つきたくないというところでしょうか。集団の意識の趨勢というのがあって、一部の人がわかったとし

ても、それらは埋もれて消えてしまいます。そして集団の意識の趨勢に受け入れられるものだけが

残ると思います。

というわけで、急に話題を変えます。デジタル一眼レフを買ったのは、そもそも、その前にシグマの

F1.4 の単焦点レンズを発見し、それを使いたくて、適当なボディはないかと思い、キャノンの

EOSkiss の新製品を手に入れました。シグマは、ライカのレンズも作っていましたね。

さすがに F1.4 は、ボケ味がすごいです。このボケのためだけに手に入れたようなものです。たださ

すがに 1.4 なので、とても重いです。風景を撮影するのにあまり適しているとは言えず、何かアクセ



サリぽいものを撮影するのが良いのではないでしょうか。わたしは木村伊兵衛が、ストロボとかフ

ラッシュを使わず、F1.2 でよく撮影していたのを写真集で見ていたので、その記憶が、暗いところ

は解放で、というふうになったわけです。このホームページは写真が掲載できるので、ここに掲載

するのはどうだろうか。それで高木氏がこれを電子出版にまわしてくれるらしいので、それなら、写

真も入れたまま、というのがいいと思います。なんせ写真に関しては、紙印刷はシビアです。でも、

電子出版なら、そのまま掲載可能ですよね。

そうなると明確なテーマが欲しいです。

前から、稲荷神社と、土地の中のエネルギィの交点を撮影したいと思っていて、これはずっとかわ

らないのですが、なかなか手を付けないというのがあり、ちょっとともかく試しにはじめてみるのがい

いのではないかと考えています。

下のようにボケます。

2011 年 7 月 26 日 05:58
◆村上春樹と似た規則的な暮らしをしていることについて

メールその 1

> 村上春樹と先生との共通点は日々同じタイムスケジュールで動いていること

> かと思うのですが、鎌田東二氏も内田樹氏もそうらしいです。

> 映画『西の魔女は死んだ』で魔女であるらしい祖母が孫娘に魔女になるには

> 規則正しい生活が大事、と言っていました。

> 日々繰り返し、というのは平常心を養うために必要なんでしょうか。

> 先生はものを書くとき、何か儀式というか必ず行うことはありますか？

日々繰り返しは、もちろん集中力を高めます。規則的でない人に比較して、数倍、劇的なものを盛

り込むこともできます。形式の厳しいクラシック音楽のほうが、形式の自由なポップ音楽に比較して

感情も表現も激烈なのは、それだと思います。バッハは、どんな重金属音楽よりも劇的です。

それと、繰り返しは、エーテル体を作ります。

メールその 2

> ２４日の日記のソングラインの共有のくだり、いたく心を動かされました。

> 先生と村上春樹の仕事のスタイルには以前から類似したものを感じておりましたし、

> 先生も二輪の事故からスポーツクラブ通いを始められて、それまでの生活に違和

> 感というか驚きを禁じ得ませんでしたので。

> （村上氏は時代の先端の薄っぺらいものを書くという割には、

> 逆に仕事スタイルはカント的というか職人気質を感じます。

> 村上氏の難点は、今のこの時代において生活のリアリティを出すのが下手なことで、

> 特に主人公が会社員、教員だとあきれるほど現実感が乏しい。

> 「少年カフカ」の中学生にしろ、老人じゃあるまいし、

> 庭木の名前を全部知ってるなぞ、中身が老成しすぎ。

> 私が傑作として推す「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」

> みたく、計算士、暗号士が暗躍する近未来ややみくろが出没する地下の魍魎世界や

> スタンダールを彷彿とさせる静謐なパラレルワールドのフィクション世界の方が



> 似合う。

> やはり夢の世界の作家なのかも）

1Q84 のエピソードは、どれもが、どこかにあったような、使い古されたイメージの集積のように感じ

る人が多いと思います。この使い古し感、本人がちゃんと入れば、作り変えられて、誰もそう感じな

くなるのだと思います。つまりちゃんとイメージに入りきらない。やってきたイメージに、村上春樹の

意識が、浸透しないまま放置している面があると。青豆のアイスピックも、必殺仕事人のパロディに

なりきれない。

この素材イメージに、本人が入りきらないのは、昨日書いた「薄膜から外に出ない」のが理由だと

思います。ちゃんと入り込めるイメージもあれば、自分という薄膜の中にいて、対象に触れず、触

れるようでいて触れないはがゆさを感じるのではないですか。「今のこの時代において生活のリアリ

ティを出すのが下手なことで、特に主人公が会社員、教員だとあきれるほど現実感が乏しい。」と

いうのは、そういうふうに、村上春樹自意識が、対象に触れることを拒否しているのだと思います。

書いておきながら、触れていない。

これが、もし対象イメージにがしっと入り込んだら、どれもこれもが村上春樹色に浸透し、そこに

ちゃんとすみずみまで村上春樹がいる、という実感が出てきて、ご飯がずしっと胃に届いたという

満足感を感じることができるようになると思います。モーツァルトの音楽はみなモーツァルトで、そこ

にハイドンが潜んでいたりしない。

アイドルとか、人気を得たいと熱望している人の中には、この他者とか環境からもたらされたイメー

ジ、印象群に対して、自分のリアリティで浸透せず、他者の感じた感じ方を未消化なまま、取り込

んで放置してしまう人がたくさんいて、これをわたしは横流しというのですが、そういう時に、愛想の

ないわたしは、聞かなかったふりをすることがあります。実際に声は聴いても、内容は聞いてなかっ

た。聞こえなかったので、聞かなかったのです。挨拶されても、挨拶を返さないのがわたしですが、

本人が不在なまま、オートマティックに挨拶されても、それは聞こえないので、返答はできない。手

抜きに対しては答えないのがマナーだと思います。

で、チャクラ論で考えると、上から降りてきた精神は、ちゃんと腰のムラダーラまで浸透すると、それ

は聖なる侵略であり、その人がちゃんとムラダーラまでいることになります。その時に、素材としての

下から上がるものは、その人を通じて「浮かばれる」のです。しかし、まだ下まで入り込んでいない

場合には、その人は、上と下のどこかで、分断されており、村上春樹の例でいえば、あるところまで

は村上春樹だが、その下は村上春樹でなくて、いろんなテレビ、ラジオ、書籍、雑誌、通説などの

集積で、そこに村上春樹が不在で、ただ一般論的なものの堆積ということになってしまいます。会

社員、教員のようなものを描いているが、会社員、教員のリアリティがないわけです。

ある人を見てかわいい、保護したいと感じるのは、その人がこの上から降りたもの、下から上がるも

のの交流がまだうまく行っておらず、マカバの構築がなかなかできない時に感じることですね。力

を貸したい。力を貸す介入の余地がある。だから、海からの侵略者だけど力のないイカ娘も、禁則

事項の多すぎる朝比奈みくるも、かわいいキャラクターになっている。何をやっても玉砕するので

す。

で、村上春樹は、ムラダーラまで下りていないのかというと、降りつつあると思います。しかし降り

切っていないと思います。だから、手つかずの使い古しのイメージのまま、成分未調整で出してく

ることがあると思います。村上春樹は、まだそこでは眠っていて不在です。降り切ってしまうと、この

村上春樹の通路を使って、上昇し、浄土に向かおうとする、たくさんのカンダタが出てきます。いま



ももうすでに、ファンが多いということは、村上通路を借りようとしている人がたくさんいるのです。宗

教テーマにチャレンジしようとすると、大変なことになってしまいます。

誰かが降り切っていないと言った時、「ノー、いまのここが、わたしのムラダーラとしての着地点だ」

とはっきりと主張すれば、それはそれでオーケーです。そのように振動密度を決めたのです。その

人は大地を発見しています。しかし、そう言い切れず、ふらつく時に、それは降りていないといいま

す。

それで、ターゲットに入りきらず、浅い眠りの中で、本人がいるようないないような、という薄明の領

域では、たいていは、共有イメージに、無自覚に翻弄されますが、先ほど書いた、人気を得たい人

は、誰かと、ではなく、誰かということの入らない、抽象的な多くの人と接点を持ちたいために、共

通の符号だと思い込んで、この使い古しのイメージの中に埋没する。わたしからすると、そういう場

所にいるときには、なんとなく不安というか居心地の悪さを感じる。弱気になるし、ターゲットに押さ

れてしまう。ちょうど、わたしが伊勢丹のメンズ館にいる時の気分。お店の人からすると、いいカモ

がきたぜー、と。お客さんなら、これが似合いますよ、と言って、次々に持ってきて、それで、十分

の間に、五十万円くらい買わされるような。

でも、別に、弱気になる必要はないわけですね。人気を得たい人は、自分が弱気すぎて、対象に

食われている時に、この食われている状況を逆手にとって、そこで自分の人格を構築することはあ

ると思います。グルジエフが、どんな職業も尊敬に値するが、ただし、俳優だけはノーサンキューと

言ったのは、そのあたりが原因だと思います。アイドルは、自我の形が逆転する。鏡像を自分にし

てしまうのだと思います。村上春樹の場合には、そうでなくて、ムラダーラまで到達すると思います。

近いうち。1Q84 を読んでそう思いました。あ、成長する男なんだ、と。下が上にあがり、上が下に降

りないと、アナハタは作られない。アナハタは、マカバの接合部分だから。

村上春樹の音楽用のスピーカーは、JBL の L88 で、これを一度買い替えしたが、三十年使ってい

るそうです。で、レコードが多い。レコードの針は、国分寺の時は、シュアーのタイプ 3 と書いてい

るので、シュアー V15Ⅲということでしょうね。古いけど、ジャズの定番です。一関のベイシーも、

シュアー V15Ⅲです。JBL の古いスピーカーで、マーラーまで聴いているというのは、わりに多い

パターンだと思います。このようなことが、「雑文集」に書いてあり、昨日、読みました。で、ジャズを

聴きながら、本を読み、ワインも、という時があるようです。歳を取ってからのアルコールは、肝臓に

余力があるから大丈夫と、違う本で言ってる。川島直美までいくとギャグだけど、やっぱり真面目に

ジャズ、本、ワインとなってるみたい。ジャズ、本、ホッピーじゃないのですね、やはり。

2011 年 7 月 24 日 05:59
◆移動する筒あるいは管

メールに久しぶりに、雑誌上で返答します。

> 先生たちが登場する夢を見ました。

> 先生たちは何人かで管の中を移動されていました。

> 寝ている私が見て右から左へ

> 管は光っていてとても楽しそうな雰囲気でした。

> 移動は自由自在でどの方向へも可能な様子。

> 「管を自由に行き来することは〇〇が完成した証」

> と言われました。



> 〇〇は夢の間は覚えていたのに

> 書くときにはどうしても思い出せませんでした。

> 最近はファンタジーを読みふけっていて

> これが私の蟹座金星効果と思っていたのですが

> 昨晩は梨木香歩さんの「からくりからくさ」を

> 読みながら眠ったのでその影響もあるかもしれません。

> （本の中に植物の繊維の中が空洞になっていてそれで色が染まるとか

>  移動するみたいな話があるのです）

> それでも先生が夢に登場することは稀なことなので

> ご報告しました。

> この管は白に近い色で細いのだけれど何でも通れる繊維でできていて

> 以前自分でパスワークしたときに現れたものに似ていました。

>                                  三重 

> 追記
> 村上春樹さんのオディーオに関する文章のことを書かれていましたが

> 早朝から執筆活動をされている先生のことを聞いていて

> なんだか重なって見えることがありました。

> 春樹さんは若い頃、千駄ヶ谷付近にお住まいで

> 先生の事務所近くのプールにも通って見えたはずです。

> 先生がランニングをされるというのを聞いてますます。

> それとは別に、いつかオーディオ、音楽談義などをされる機会がありましたら

> マニアックなファンとしてはとてつもない喜びでございます。

筒あるいは管は、８方向に伸びていると思いますから、自由に動ける、もう制限がないというのは、

この８方向に移動可能だという意味ですね。たとえば、時間移動というパイプもあれば、空間移動、

次元の上下、複数のものをあわせると、人格というのもあります。このシフトは誰でもできるはずな

のですが、まずはじめにできない理由は、今の時間・空間・人格に対する固着です。ここしかない

と思いこんでいます。それは肉体というものに固執することから始まります。また肉体に付随する感

覚にこだわることです。

実在するかのようにみえるものがリアルで、そうでないものはリアルでないという区別をつければ、

だれもパイプは移動できなくなってしまう。

その固着が自由になると、このパイプのうち、どれかの座標を移動するようになると思いますが、全

部というのは、いってみれば、どれも重視しなくなるということになりとても自由であると同時に、こだ

わる理由がなくなるので、さらさら感が強まりますね。結局こだわるというのは、その位置を動けなく

なるということですから。人は何かしら、どこかで、この管が移動できなくなっている。ある部分は動

けても、ある部分は動けない。そのこだわりを逆に生きる糧にしています。動けないことがプライド

になりかわります。

村上春樹の「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」を読んで、村上春樹が神宮球場で野球

を見ていた時、唐突に、これから小説家になるんだと決意したというくだりがあります。で、今は村

上春樹は、ずっと走っていて、スポーツは欠かせないと書いている。ジャズのレコードは、いまは一

万枚いじょうあると書いてあります。かつての村上春樹のジャズ喫茶の場所は、わたしがいつも歩く

道にあり、いまはジャマイカうどんというレストランです。昔、その下に、白馬という喫茶店があり、そ



の店主から、くどくどと、村上春樹の悪口を聞かされました。たんに店主の娘が、村上春樹のファン

だったのが、気に食わなかっただけだと思います。

なぜ、その店主が、見知らぬ客であるわたしに、村上春樹は昔自分たちの店の上でジャズ喫茶を

していたことを説明したのか。それは、わたしが講談社のキツネの本を、そこで書いていたからで

す。しかも骨折が治っておらず、まだ松葉づえを使いながら、そこで書いていた。店主は、わたし

が物書きだと思いこんだのです。「いま、何書いてんの?」というのが、初回のあいさつでした。次に、

「あの向こう側に座ってる男の人、だれか知ってる?」と。「あれは、近所の幻冬舎の社長だよ」という

ふうに、知らないわたしに話しかけてきたのです。幻冬舎の社長は、わたしが時々行く事務所の近

所のカレー屋さんにも、よく来ています。外車で乗り付けて、カレーを食べて、また外車で運転手

に運転させながら去っていきます。わたしがいつも行ってるナカ理容室は、ずっと村上春樹が通っ

てきていたそうです。

何を言いたいかというと、スポーツ、ものを書くこと。音楽を聴く。パーティとか会には出席しない非

社交性(出席したりすると、何も書く暇はなくなるだろう)。早起き。毎日同じように規則的に仕事を

する。このあたりの何かに、千駄ヶ谷が持つ特有の「小説家、あるいは物を書く人々の姿勢のソン

グライン」があるからです。ここには宗教も絡んでいると思います。村上春樹は結局宗教のことを深

く扱っている。たぶん宗教が避けて通れないです。千駄ヶ谷に住んでいると、知らず知らず、ス

ポーツに引き寄せられます。わたしほどスポーツに関心がない人は少ないと思うのですが、しっか

り千駄ヶ谷ラインの力に引き込まれてしまいました。自分でびっくりです。物書きになりたい人は、

この千駄ヶ谷のソングラインという「筒」に、接触してみるといいと思います。スポーツに関わる時に、

唐突に、「そうだ、小説を書こう」となるかもしれません。共通のラインを使っている人には、共通の

匂いがしてきます。たぶん、村上春樹のもともと持っている資質と、この千駄ヶ谷の時空ラインが接

触した時に、スイッチが入ったんです。たぶん、というより、村上春樹がはっきりと、神宮球場で、野

球を見ている時に、いきなり、と書いているではないですか。

わたしが占星術をしているのは、思い出してみると、山田孝男が使っていたものと同じアカシックを

使っているという自覚あります。(相手が死ぬと、もっとはっきりわかります。)わたしは自分の特有の

ものを持っていないので、何かする時には、だれかの、どこかの、何かのアカシックを使います。自

分の人格が戦わなければ、このソングラインの中に入り込み、すると、その仕事をしていたりすると

思います。人格が戦わなければ、つまり自分特有の何かがあると思いこまなければ、どんな筒にも

入ります。するとその人生を歩いています。

最近、また一眼レフのデジタルカメラを買いました。毎度買っては手放しています。どうしてこれを

繰り返しているか。わたしは土地のソングラインの写真を撮りたいのです。しかしその行為になかな

か入り込めません。チャレンジしては弾き飛ばされているという感じです。また今回チャレンジです。

ツボ、交点の写真を撮りたいのですね。そこにはまったく人が入らないと思います。人の入らない

写真。しかし町の中にある交点。それでたいていはそこにはお稲荷さんがあります。

まぐまぐで、涼宮ハルヒのことを書いたら、なぜか激しくリアクションというか、感想メールがたくさん

来ました。それにわたしが日本人のペドフェチについても少し触れて、その直後に、フリンジのビ

ショップ博士が好きだという話にシフトして締めたので、そこにも、三人の人が安堵リアクションを。

ペドに関してはいま危険な時期だから、ということでしょう。確かに東浩紀あらため西浩紀はかなり

無防備発言。

わたしが村上春樹を久しぶりに読んだ理由は、ライトノベルの教祖だからです。本人は、しかし「夢

を見るために毎朝僕は目覚めるのです」の中で、究極のゴールは、カラマーゾフの兄弟みたいな



ものを書きたいということらしいです。そうか、ドストエフスキーだったんだ、とびっくり。ドストエフス

キーは翻訳者によって激しく変わるので、特定の翻訳シリーズが出ると全集買って全部読まなくて

はならないという義務があるじゃないですか。松岡正剛も、難攻不落のエベレストというふうに、折

口信夫全集をみたてています。いつかはドストエフスキー全集。いつかは折口信夫全集。いまは

わたしは、バッハ・コンプリートにチャレンジですけど、長い全集とか長い本って、楽しいですよね。

つまり村上春樹は、これから老後に向かって、果てしなくロングな本を書くらしいです。カラマーゾ

フの兄弟みたいなのを、表参道で書く。なのに、ライトノベルの人たちからすると、ライトノベルの教

祖です。

-------------------------------7/25  09:30
今日になって、わたしが村上春樹について書いていることに、違和感を感じている人のメールが

来ました。

でも、わたしは村上春樹の内容について話しているわけではないです。ものを書く人、音楽を聴く

人、そして同時に運動をする人という話です。で、村上春樹の趣味でいうと、どうして、軽くていじま

しい音楽家ばかり選ぶのか、という点では、わたしも違和感感じますよ。ちょっとこじゃれた趣味を

見せようとしている。その場合には、少しばかりマイナーなほうがかっこよく見える、というふうに思っ

ていると思う。1Q84 でも、いきなりヤナーチェクですから。東京奇譚で、トミー・フラナガンが出てき

た時もそう思った。で、雰囲気から入り、時には、それだけで終始しているという作品もあると思い

ます。わたしはそう思う。

本質と被膜という二種類でわけてしまうときに、被膜優先で、本質は二義的という作り方をするとき

に、村上嫌いの人は、そこで反発心を感じるのだと思う。本質面では新陳代謝を起こさず、旧来の

ままで、表現手段だけが新陳代謝し進化している、と。それと三人称で書いても、決して三人称の

内容にならないということかな。三人称に似せて、自分から一歩も出ない。むしろ自分から出ない

ために三人称の擬態を身に着けた。最後まで残る薄膜を突破できないでいる。じつのところ、わた

しがカラマーゾフの兄弟が最終目標というくだりを読んで、びっくりしたのは、そういうギャップ感で、

驚いたという意味なのです。感じることを、しばしば考えることにすり替える。感じる機能が、考える

ということの代役をすることはできないのですが、それをしてしまうと、「考える風」になってしまいま

す。決して考えてはいないんです。

でも、だからライトノベルの教祖です。で、村上春樹が売れているということが、現代文化の特徴そ

のものを物語っていると思います。今の時代の文化そのものが、似ているということですね。

この村上春樹みたいに、「薄い膜から外に出ることのできない」「感じることを考える機能にすり替え

ている面がある」作家あるいは著作家というのは、何人か似た人がいます。匂いが似ています。た

いていそういう人たちは文体がムーディです。それでわりに売れています。これを買う人は、自分も

これでいいんだと思うわけです。自分は否定されていない、自分の今の生き方でいいんだ、と。読

者と似た人が売れる。それはそうだと思います。メールをよこしてきた、違和感を感じている人は、

そういうことに意義を唱えたいのだと思う。でも、それはそれだ。読者の生き方を否定しない人が売

れるというのは、いつの時代でもそうだったと思うんですが。これがコンテンポラリ文学であり、客観

芸術ではないところ、ということだと思うんですが。客観芸術は人目をひかない。そして作者の死後、

作品が残ったりする。

で、この人は、村上春樹の初期の翻訳、カーヴァーに関しては、絶賛している。二度目の翻訳は

ダメなんだそうです。



2011 年 7 月 16 日 08:36
◆メルマガで、ジオセントリックとヘリオセントリックの比較をしていたのです

メルマガで、金星と土星のスクエアについて少ししつこく書きました。すると、面白いというメールが

いくつかあり、わたしには、この何が面白く何が面白くないのか、自分では想像がつきません。話

をどこに振ればいいのでしょうか。

メルマガの話題というのは、金星は蟹座で、蟹座は夏至点から始まる、内側から水分と熱を含んで

膨張する性質で、ここには批判機能はないし、純粋な愛着で膨らんでいくもの。それに対して天秤

座の土星は秋分点から始まり、刈り取りであり、しかも外皮をあらわす山羊座の支配星の土星が来

ている訳ですから、蟹座の成長過程に対する停止命令です、という説明をしたのです。

セシウムが入っていた草を食べて育っている牛(おうし座の支配星?)を停止にしたというのはごくわ

ずかの事例で、それよりも、それぞれの個人のハウスによって、それぞれの個人の受け取り口は違

う。みんな、どんなところで、これを体験していますか、というものでした。ある人はガン宣告。

にもかかわらずヘリオセントリックでは金星はこれから器が大きくなり、拡大サイクルです、というの

で、ジオセントリックでは金星の発育停止。ヘリオセントリックでは、金星は昨日から蟹座に入り、器

も工事中で、これまでよりもはるかに大きく育てるべき、という強いコントラストがあったのです。なの

で、それぞれの生活の中で、金星を軸にして、ジオセントリックとヘリオセントリックの影響の違いを、

比較できるよ、という話でした。

わたしはスピーカーを売って部屋の中を整理していました。これはジオの減らす効果です。そもそ

も、蟹座の金星ですから、インテリア的です。にもかかわらず、バッハのコンプリート・ワークス、CD
がなんと 171枚の中古ものを手に入れて、それを聴くために、残ったスピーカーがより壮大に聴こ

えるように配置しました。整理して、より感動的に鳴るように余地を作り出したのです。こんな小さな

ことでも、事例にはなるのです。なんせ金星ですから。物理的に減らしたのはジオセントリック金星

で、内的に、拡大するのは、ヘリオセントリックの金星サイドです。

でも、なんにしても、ここ数日くらい、あるいは先週からの、金星を傷つける効果というのは、何か

生々しい感じがしています。金星と土星のスクエア程度ですから、頻繁に起きているはずなのです

が、しかしそれにしてはちょっとディープだな、と感じます。

で、わたしは金星と土星のスクエアのもっと積極的な使い方をしています。

背中が過度に固くなっていて、これが原因で先月は、三十分も仕事が続けられませんでした。で、

ここ最近繰り返しているのは、スーパー銭湯みたいな気楽な温泉に行き、その後、その場所で、整

体を受けるというものです。

「いやー、この背中ひどいですね。」

「でも、最近は少し柔らかくなった。先週も、先々週もここに来て、整体してもらって、少し改善され

たという話になってる」

「そうなんですか。その一番ひどい時、わたしが担当したかったですねー。」

整体する人からすると、ひどい事例は、やはり萌えるんですかね。

風呂は蟹座です。カップの記号は、器が山羊座。中身の水が蟹座ですが、これは器がカップより

も大きくなったら、風呂です。効能がある特殊な地下素材が入る温泉だと蠍座ですが、基本的に

風呂は蟹座です。で、この蟹座で身体に熱を与え、内部から膨張させ、柔らかくした後で、天秤座

の土星が、フォーマットの仕切り直しをします。



ヨガとか整体は山羊座が多いです。もちろんそれは、冬至点としての、外側の形を整えるという意

味では、瞑想ヨガでなく、ハタヨガなどは山羊座の管轄。

天秤座はバランスです。ですから、バランスのある形を整えるのが、天秤座の土星。

蟹座の金星で、柔らかくふやかしてから、天秤座の土星で形を決める。金星と土星がセットなんで

す。

わたしが最近やってるのは、この金星土星スクエアそのものです。

あるいは金星は天秤座の支配星なので、まず、この支配星を蟹座に持って行って、ふやかして、

それから土星で調整するという、天秤座自身の調整でしょうか。

外注という発想からすると、天秤座に、山羊座の出向の土星がいる。で、天秤座をフィックスしよう

としている。蟹座には天秤座から出向している金星がいる。で、山羊座と天秤座の関係が、それぞ

れ蟹座と天秤座に出向しているスタッフに持ち込まれている。

ちなみにわたしが受けていた整体は、ちょっと痛いです。力のある男性がしていたし。でも、だいた

いかなり痛くてもわたしは何も言わないので、整体する人が察するしかないです。水のサインに対

する風、あるいは火のサインのスクエアは、結合に対する分離として、痛みを作り出すということを

考えると、土星の締め付けが強いとかなり痛いです。

「あ、いまのは相当痛かったですよね。」

「・・・・その可能性がないとは必ずしも断定できない様子が多少あるかも」

という会話が数回。

世の中的には、試行錯誤が続いていますが、スクラップ・アンド・ビルドの冥王星と天王星のスクエ

アがピークに達するのは、ヘリオセントリックでは、2013 年の二月です。

ジオセントリックでは、逆行が多く、つまり迷いとか勘違い、取り越し苦労が多く、なかなかスムーズ

に規則的には進みません。

>この金星天王星冥王星の T スクエアはすばらしいですね。

>チャートの中で浮き立って見えます。なんというエネルギーなんでしょうか。

>今、こうして地球上で生きているわけですから、ジオセントリックはやはり大切だとは

>わかっているのですが、最近なんだかジオ図が息苦しいのです。圧迫感を感じます。

ジオセントリックは「中世の淀んだ空気」に支配された占星術なので、息苦しいのは当然です。とい

うか、窓の開いていない閉鎖された部屋の中に住んでいるという構図です。窓が開いていないこと

に気がつくのは、窓すれすれのところまで行ってからです。

しかしほとんどの人は、窓の近くまでは行きませんから、事実がわかりません。

ヘリオセントリックの蟹座金星は、昨日蟹座に入り、それで土星とエクエアになるのは、26 日なの

で、ぼうっと蟹座気分に浸るとショック受けます。26 日くらいまでになんらかのまとめをしなくてはな

らないです。しかし、ジオセントリックと違い、ヘリオセントリックでは、蟹座の 13度が地球の近日点

ですから、金星はここで目一杯膨らんで、地球でしか味わえないような熱度と膨らみ感を持つこと

になります。何かむき出しのふやふやの、中身の充足が、過剰になって、そのあとでいきなり 26 日

にスーツを着せるということです。のんびりしすぎていると、時間が来たことで慌てる。太りすぎて

スーツがサイズが合わないと、無理に締め付けるしかないです。

天秤座土星の影響は、蟹座金星にフィードバックされるので、それによって、没入の程度が変わっ

てしまいます。わたしたちが、「一方的な自我」というものに閉じ込められていないのならば、ある日

土星に遭遇してびっくりするのでなく、あらかじめから、アスペクトができる前から、それを意識して、



金星の働きを調整しているはずです。

占星術の議論として、アスペクトをタイトにするべきかどうか、という話では、ものすごく鈍い、物質

主義的な人、つまり事件が起きた瞬間しか認識できないで、その直前までは何も気がつかないよう

な人はタイトなアスペクトで生きているという意味になります。

前から言うように、何か体験した時、その瞬間に何かあったのでなく、その瞬間が「一番物質密度

が濃くなっていた」だけで、その前後に、影響力の増減のスロープがあります。

夕方に知り合いに偶然会う日、朝にその友人の夢を見たからといって不思議でもなんでもありませ

ん。もう朝にはスロープが作られ始めていたのです。

これが世界をモノでなく、波動で見る見方です。

物質は物質に見えるだけで、実体は波動である。

ここからすると、物質はいきなりある場所から輪郭が始まっているわけではないです。

ぶどうグミには、強烈に匂いがあるけど、それはぶどうグミの波動が周辺に広がっているわけです。

こうなると、占星術のハウス、サイン、アスペクトなどの輪郭線をどう設定するかということに対しては、

ぼうっと無意識に決まりきった考えで、そのまま判断するというのはしないほうがいいです。ルール

は全部疑う必要があるし。

2011 年 7 月 10 日 12:48
◆昨日 9 日は、大阪で講座しました

大阪に十二時に着いて、四ツ橋線を探すのに四十分かかりました。途中から案内表示が消えたの

で、どこにいったらいいのか、まったくわからなくなったからです。でも、歩いている人に道を聞くの

は好きではない。

ところが、肥後橋の朝日新聞のビルは、なんと、以前レディナダで講座していたところから、歩いて

十分というか、見える場所です。大阪の地理には慣れていないので、こんなことしてます。

講座は二時間です。中之島の朝日カルチャー。五十人弱くらいかな。話すのに一番楽な人数で

す。人数によって内容は変化します。当たり前ですけど。数人だと、ひとりひとりにはまっていく。百

人以上だと、ともかく一般論です。

それからすぐに新幹線のぞみで戻っていると、京都を通過しているあたりで、池田えみ氏から、カ

イロンの天晶さんが食事したいと言うてる、というメール。わたしが戻るのが早すぎるのですかね。

朝日カルチャーの担当者も、「女性講師なら、たいてい観光して帰る人がほとんどですけどね」と

言ってて、わたしがすぐに帰るのが珍しかったらしいです。

でも、いまはわたしはたいてい日帰りです。こんど沖縄に講座いくけど、さすがにこれは日帰り無

理です。

観光よりも、新幹線に乗ってるタイムが楽しいです。帰りののぞみはコンセントなかった。行きは

あった。以前海外旅行した時も、行き先のホテルで文庫本読んでたりしていた。タイではそごうで

買った半村良の文庫本数冊に熱中していました。

場所とか食べ物とか、いずれもそんなにどこでも違いはないと思うんですけど。だから、観光という

のは難しい。いつもの近所を歩くみたいな気分ならばできる。でも目新しいものを探すのはほとん

ど不可能です。

たぶん、あと一ヶ月とか二ヶ月は、あまり遠いところには行きたくなくて、近場、東京都内の至近距

離が良いです。七月終わりには、青山骨董通りの TYG というヨガスタジオで、講座しますけど、こ

れも歩こうと思えば歩いて行ける距離で、近いので良いです。



たぶん、土地が流動していて、こういう時はどこに行っても、あまり意義がない気がします。行くとい

うのは、それぞれ行った場所の違いがくっきりあると楽しい。しかし流動している時は、まるで地下

水が流れているように、どこも同じような感じもある。

トレッドミルで走っている時に、ipod で、Podcast を聴いています。津軽弁と英語を両方覚えようとい

う番組があって、How rude!というのは、津軽弁では「ずんぶだな」と言うのです。津軽弁の発音は

非常に微妙なニュアンスが大切なので、これを他の地方の人が正確に発音するのは難しいと思う。

なので、本で読んでもまったくわからないです。

あらためて事務所の自作システムの 4 ウエイスピーカーを再度チャレンジしています。こんどはミッ

ドバスに JBL 2121 を使って。これはノーマルな 4343 システムに近いけど、いままでいろいろ怪し

げなミッドバスを使っていたのが、この 2121 という 25センチのミッドバスに変更すると、急にピラミッ

ドバランスの、豊かな音になってきました。

落ち着いた、聴きやすい音です。やはり 38センチダブルの低音の上のミッドバスに、16センチと

か使うと、腰の部分が細くなって、このピラミッドバランスがくずれてしまい、音の均衡が良くないみ

たいです。昔、下北沢のマサコというジャズ喫茶は、4343 が置いてある店ということを売りにしてい

ました。いまはもう無いらしいですが。そこで聴いた時に、なんとも肉付きのいいゴージャスな音だ

と思った記憶があります。それを少し思い出しました。2121 はちょっと低速で、これがウーファーと

うまくバランスをとるようです。ピアノが聴きやすいです。ブレンデルのライブ盤、本人が気に入った

ものだけを集めたものを聴くと、とてもリラックスした鳴り方をしています。4343 は、ミッドバスに重め

のものを使い、その上の金属ホーンの硬質な音との正反対的な均衡をとっていたわけです。それ

があの 4343 の魅力だった。つまりゆったりしつつ、シャープなという。これはなかなか素晴らしいで

す。2121 を安い時に確保しといてよかった。

それにそもそも 4 ウェイにしたかったひとつに、ピアノのガツッとしたアタックを感じる音を聞きた

かった。今回はそれがうまく出ています。固い音が固く出る。音の要はミッドバスだというけど、確か

にそうだ。まったく変わってしまいました。

ぼちぼち九月くらいから、五回目の水晶学校をはじめようと思っています。いままで休憩していまし

た。それまでに、事務所のものを減らさないと。減らすのはそんなに時間かからないかもしれませ

ん。

2011 年 7 月 1 日 07:40
◆ヘリオセントリックのハウス

ヘリオセントリックで、ハウスはじめました。

いままでハウス使わなかったのは、いろいろ手法と理論について迷っていたからです。しかし、わ

たしたちは地球で生まれる瞬間に気絶して、ここでカウンターリセットされて、それをはじめの生ま

れとする。この「小宇宙誕生」を契機にして、あらためて小型サインとしてのハウスを、自分を中心

にした宇宙で復元する、というアセンダントのルールをそのまま適用して、地球ポイントからハウス

を分割することにしました。これで決定。

これで急にヘリオセントリックが具体的になります。

今日のまぐまぐ、

2011 年 7 月 1 日第 9 号、パスワークについて。八つのアーム。ヘリオのハウス区分

にも書きました。



好みによって、Maddalena Cecchinato のやり方を使ってもいいです。これは特定の惑星に対して、

アスペクトが作られた時に、このアスペクトを作った惑星は、はじめの惑星から見て、どのハウスに

該当するかという考えで、たとえば、水星に対して土星が 90度ならば、その土星は水星にとって

は 4ハウスなのです。

わたしの地球ハウスは、地球で生まれた目的ということにおいて、それぞれの惑星はどの役割にな

るのか、ということです。ごくシンプル。

ジオセントリックは、肉体と個人ということを拠点にした人生コース。ヘリオセントリックは、創造力に

重点をおいたコース。このどちらも、誰の中でも働いています。どっちかが欠落しているのは、稀で

す。微量なら、常にどちらも均等に働いています。

サインに対する解釈は変化します。たとえば、おうし座はジオセントリックでは、もちろん地球資源

です。しかしヘリオセントリックでは、おうし座は太陽系資源ということを考えるべきです。おうし座の

くせに、異質なものを持ち込んでくる場合があるのです。それは地球外物質ということで。

2011 年 6 月 26 日 07:55
◆七月九日は中之島の朝日カルチャーに講座しに行きます

行き来が時間がかかるわりには、講座そのものはそんなに長い時間ではないので、この手の講座

は、わたしにはたいていレジャーです。そういうつもりで行くのです。テーマは占星術です。

◆太陽サインは使えない

九月前後には、ヘリオセントリックの本が出ると思いますが、そこでは、テレビ、雑誌などで使われ

ている太陽生まれサインに対して、なかなか辛らつな言い方をしていますが、これはジオセントリッ

クの否定ではなく、たんに太陽サインに対してです。ジオセントリックはヘリオセントリックと組み合

わせてハイブリッドで使うのが一番いいので、とくにそれが悪いと書いているわけではありません。

でも太陽サインに関しては弊害がありすぎるので、テレビ、雑誌、さまざまなメディアでの太陽サイ

ンの星占いは即刻やめるべきです。

しかし天体計算をしないで占いするには、太陽サインを使うしかないわけですね。

◆メリットの高いバイオ P

いま、これはソニーの小さなパソコン、バイオ P9 で書いていますが、文字が小さすぎて、見えにく

いです。しかし SSD のパソコンで文字入力するというのは、非常に使いやすいので、やはりバイオ

P は、捨てがたいです。どうしてこのタイプ、生産終了したのでしょうか。

最後の製品が 11 の数字のつく製品ですね。バッテリーが少しもつようになり、また解像度を落とす

仕様が加わったものです。

ヤフオクなどで見ると、売りに出している人は、ほとんど使っていないという説明が多く、みんなな

かなか使いこなせなかったのかもしれないです。

わたしは昔から、よく外のカフェで仕事していました。というか、ノートパソコンのカフェ持込の走り

です。初めのころは、みんな珍しがって、見学に来たくらいです。だから、果てしなくたくさんのタイ

プのパソコンを使ってきましたが、外で入力するのに、バイオ P9 とか 11 は、ある種の完成形です。

最近、アンドロイドのライフノートを買いましたが、あれは、使いにくかった。なので、売りに出しまし

た。



NEC としては、モバイルギアの再来という感じで出したのかもしれませんが、伝説のモバイルギア

のように使うのなら、一番近いのは、このバイオです。

問題は、CPU にアトムを使っていたことですね。この低速な CPU には、ほとんどの人がいらいらさ

せられたと思います。結局何にも使えないと感じた人もいるのでは。わたしはたんに文章入力です

から、限定使用なら、苦にならないです。

わたしはバイオ P は初期型から買っていましたが、この初期型と最終型には極端に差があります。

初期のものは、アトムの 1.3G くらいのスピードだったかな。それで HDD。さらに、OS は、凶悪なビ

スタ。ほとんど動かない。少し素早くキーを打ってしまうと、応答しません、になり、そのままフリーズ。

もっとすごいのは、再起動する時に、その前のデータの保存が間に合わず、入力したものがみな

消えてしまって再起動になるということです。

この初期型は使いこなせた人はほとんど皆無に等しいのではないかと思います。大げさではない

です。使おうとすると、生活そのものが不如意になります。みんなを困らせるために発売しました、

みたいな感じでした。でも、最終型だと、アトムは、最後には 2.12G程度まで早くなり SSd、そして

ウィンドウズ 7 ということで、実用的に使えるようになったのです。ここまでくると、まったく文句はあり

ません。でも、たとえば wimax タイプだと、切り替えに時間がかかり、この無線 LAN ではやはり

困った人はいると思います。

◆ボーズの新しいインナーイヤーは、脱落しない

数日前にボーズの、新しいタイプのインナーイヤーのヘッドホン買いました。シリコンのパッドがつ

いているタイプです。

このせいで、脱落しないインナーイヤーという新しい境地が味わえます。カナル型は、耳に突っ込

まなくてはいけないので、時々耳が痛くなります。炎症みたいになります。とくに走っている時には、

がさがさと動いて、炎症的になります。このボーズのものは耳に負担がないです。ただし装着に少

しだけ時間がかかります。

iphone にこれを使って、そしてバイオ P で、スタバで入力するというのは、軽装でいいですよ。今

日はなつかしのエミルー・ハリスです。

2011 年 6 月 19 日 06:31
◆過去の雑記を電子出版にすることになったので

古い雑記を、削除作業をしていました。ずいぶん早いのですが。で、間違えて、今年の四月のぶ

んを消してしまいました。これはまだ電子出版のものには入っていません。なので、この部分は、

保管している人のものをもらうしかないです。

昨日はディスクユニオンで、オペラ関係のレコード、箱ものを 26箱買いました。箱もののオペラと

かは誰も買わないのか、ひと箱 600円が最低価格です。ディスクユニオンは、痛んでいるレコード

は売らないので、そこそこ水準が高いです。もちろん宅配で送ってもらいます。「一部、いま持ち帰

りされるものありますか」と聞かれたので、やはり宅配にしてもらう人は、いますぐ聞きたいものだけ

を少数持ち帰りするわけですね。レコードを買う習性の人は、共通した行動特性として、買った後、

すぐにカフェに入り、ジャケットを見たりするらしいです。そういうことが雑誌に書いてありました。わ

たしは見ません。



オペラのレコードの箱ものは、ともかく面倒くさい。四枚組だと、8 面あるわけで、ひっくり返したり交

換したりするたびに、レコード面を拭かなくてはならないのです。わたしのようにモーターで回転す

る水性のクリーナー持っている人は、掃除機のような大きな音をたてながら、一面ずつ掃除します。

その手続きは大変に時間かかります。静かな室内楽を聴いていても、B 面にひっくり返す時に、ク

リーナーで、大きな音を立てて掃除するという中断過程がすごいと思います。実際、昔の掃除機み

たいな音がします。

それでも CD よりは、音は聴きやすい。ディスクユニオンのレコードのコーナー見ているたびに、店

のレコード全部を買い占めたくなります。昨日は、クナッパーツブッシュの指輪の全集も買いました

が、これは 4800円で、ちょっと高めでした。わたしはフルトヴェングラーはだめですが、クナッパー

ツブッシュは好きです。

いろんな指揮者の指輪集め始めたら大変なことになりそうだと思いますが、ディスクユニオンには

指輪がたくさんあるので、時間はかかりません。場所を取るとは思います。

渋谷にライオンというクラシック喫茶があって、あれは非常に古い時代にできたものだと思います。

古い時代に作り、そしてまったくその後工夫をしていないので、音はめちゃくちゃで、あれを良い

音という人はいないと思います。が、古風な音なので、それが好きで行く人はいるかもしれないで

す。

ツイーターが壊れて、フォステクスの安いホーンに変えてあったり、あるいはステレオとしての音場

はほとんど確保されておらず、昔のモノラルのレコードを、仮想的に立体音響にするような作り方

で、どこからどうみても、いかれているので、昔ちょっと行っただけというところですが、あそこまでひ

どくなくても、少し古風な音というのは、聴きたくなることがあります。

わたしがいま使っているレコードのターンテーブルは、トーレンスの TD124 で、これは 1950 年代

のものだから十分に古風ですね。

現代的なスピーカーは、何かしら嫌みな音があるし、コーンを無理矢理重くした結果の、鈍重な低

音が多いので、古いものを聴くと、新しいものを聴きたくなり、また新しいものをしばらく聴いている

と、反動で古いものに行きたくなるという、往復運動をしているみたいです。ガルネリはとても上品

な音でしたが、やはり現代スピーカーで、人工的すぎる音作りということで、しばらく聴くと、その部

分が気になってきます。

いまちょっと JBL のウーファーとホーンの 2 ウェイで古風な音づくりにして、ボルショイ・オペラのエ

フゲニー・オネーギンを聴いています。あと十五分すると、スタバに行くのですが、もう三枚組の二

枚目の B 面にまで来ています。

いずれにしても、音の趣味がひとつに決まることがないので、常に音の傾向は変化し続けていま

す。これはある種の運動みたいで、これが原因で、スピーカーは、たぶん、いまでも、十種類くらい

は持っていると思います。減らすと増える。増えると減らす。で、また増える。という具合に、何か季

節変化みたいな感じです。いま MarkAudio の Alpair7 というのにはまっています。これはユニット

だけの販売なので、三重県の人が作ったダブルバスレフに入れているのですが。

年齢的なところの影響だと思うのですが、講座とかはスカイプ、ビメオ、ust などに統一して、あとは

出版物、電子出版などを活用して、あまり人前に出ない生活をしたいです。

実際に人前に出ても、せいぜい数十人範囲なので、それはきわめて狭い範囲ですから、あまり違

いはないと思うのですが。

コリン・ウィルソンは、本とレコードに囲まれた生活をしたい、そのために自分は著作をしていると

言ってましたが、村上春樹は朝六時から仕事して、午後は仕事は絶対にしない、好きなレコードを

聴いているという話で、わたしもそういうのがいいです。

こういう人たちはただひたすらコレクションが増えるのではないでしょうか。図書館の攻防という本を



読むと、図書館を作りたいという野望を持つ作家は西暦のかなり前の頃からたくさんいるようです。

本を読むのは気楽だし、一日二、三冊ペースがいいのではないでしょうか。レコードに関しては、

もう溺れるように聴くので、一日十枚程度どまりとは行かない日もある。

アマゾンで本を買う時に、新品だと、宅配で出ないといけない。でも中古だと、メール便で、そのま

まポストに入れたままということも多いので、新しい本もでわざわざ中古を探します。

で、やはり海外から中古で買った Lois M.Rodden の AstroData 4 に、マスネーの出生図が乗って

ますね。わたしは興味がある作曲家は、たいてい、手に入る全部を買います。なのでマスネも、手

に入るかぎりオペラはみな持っています。作曲家とか、作家は、惑星が地上に少ない人が多いよう

に思います、傾向として。それは毎日、作っているからです。マスネーも、土星、木星しかないです。

で、木星はドラゴンヘッドと合の木星となっていて、12ハウスで、山羊座の 23度です。

オペラしか作らない作曲家というのと、こんどはオペラを作らない作曲家というのは違いはどこにあ

るのか、いろいろあるとは思いますが、マスネーは、牡牛座に太陽と水星、双子座に金星、火星、

月がありますね。人の会話というのが多く占めるオペラは、このあたりの双子座作用でもあると思い

ます。しかも太陽などは 3ハウスだしね。自分の趣味で固まる牡牛座に対して、水瓶座の海王星

が気を散らして、リバウドして牡牛座に戻るという行き来をしている間に、3ハウスの多産性が出てく

るのだと思います。ドヴュッシーは、はじめはマスネーに熱中して、その後、彼を嫌うようになったと

いう話ですが、マスネーの図はわりにイージーな感じです。しかしドヴュッシーも屈折しすぎていて、

抑圧がひどいので、その意味でマスネーのイージーさを嫌ったのかもしれないです。マスネの牡

牛座の太陽は海王星とスクエアで、木星とトラインです。

いま、セロニアス・モンクも見つけました。

2011 年 6 月 13 日 16:03
◆ここ二、三日は、防音室の整理と調整

いままで事務所の中に設置した四畳のサイズの防音室には、いろいろと荷物を詰め込んでいたの

ですが、夏場は暑いので、仕事場にはなり得ないと判断し、それなら純粋に、瞑想室というか、た

とえばバイノーラルビート聞いたりもできる空間にしようと思いました。

パソコンがあったり、オーディオがあったりすると、器機の電源のレッドとか点灯しています。目が慣

れてくると、防音室を真っ暗にした時に、この灯りが激しく目立ちます。それらを外に撤去するか、

あるいは光を通しにくい布をかぶせて、真っ暗にしようと思います。

視覚的に邪魔なものを取り払うと、この中にいる時には、頭の中もすっきりします。それは非常に効

果的です。だいたい何もない部屋に行きたくて、ホテルに泊まる人だっているわけでしょ。

ここはマイナス 35db の仕様の防音室ですから、それなりに静かです。真っ暗になり、静かになる。

東京都内では手に入らない環境です。

昨年、この防音室を作ったときの動機は、この中で爆音でオーディオを聴きたいというものでした。

で、最近解約した近所の別室というのは、そもそも音楽を聴くために借りた場所で、去年はこれを

解約して、この防音室で音楽を聴くといいのではないかと思って、大阪の音楽専門会社に、防音

室の設置を依頼したのですね。

ところが、実際に音を出してみると、なんせ狭いので、低音が回り込み、異常な音で、とうてい音楽

なんかまともに聴けないというものだったので、オーディオ用としてはあきらめて、録音スタジオにし

ようと思い、結局音楽鑑賞用としては、近所の部屋を解約しないまま使っていたのです。

でも経費がかかるので、やはり、最近、その部屋を解約して、事務所の中で、音楽を聴いています。

(音楽室は倉庫にもなっていました。それらを事務所に運び込みました。)で、この音楽鑑賞用とし



ては異常な特性を持つ防音室をもう少しなんとかしようと思っていました。

設置の時に、サービスでつけてもらった 16枚の吸音シート以外に、低音を吸収するサブロクの吸

音パネルは四枚、内部に貼付けてあります。しかしそれだけでは足りないことが多いです。だいた

い 50ヘルツあたりが猛烈に盛り上がります。

ただ、バスレフのダクトを床くらいの高さにしたスピーカーを、防音室の縦長部分の真ん中あたりの

壁際に置くと、この過剰低音は我慢できる範囲には収まります。あとは小さい、低音の出にくいス

ピーカーにするかという手もあり、このために AE1 とか、ATC の小型密閉などを試してはいました。

ガルネリのようなダクトが後ろにあるタイプは致命的で、まったく使えません。

で、今日は、自作のトールボーイ型の 2 ウェイを、有り合わせのユニットとネットワーク部品で、3
ウェイにしてみました。ウーファーは fostex FW208N、中音は、fostex FF105KW、高音は、Vifa の

リングツイーター。もともとは、FW208N と Vifa のみの 2 ウェイだったのですが、肝心の中音をウー

ファーで出してしまうと、やはり音のカラーが出なくて、冴えない音だったのです。それが原因で聴

かなくなって、放置していたものです。

FW208N は、低音のみだと優秀です。というのも箱が三重県の人に作ってもらったダブルバスレフ

で、非常に低い低音も再生できるのです。防音室では大きなスピーカーは不要なので、20センチ

ウーフアーでも十分で、この低音再生能力は捨てがたいものがあったのです。

なので、ありあわせのフルレンジを中音にして、ネットワークを組みました。とはいえ、前にホーンシ

ステムを作った時に自作した 690ヘルツのクロスオーバーの 12dbネットワークがあったので、それ

に、ツィーター用として、中音のハイカットと、ツィーター側のローカットも 6db で追加してみました。

組み立てて聴いてみると、ちょっと音が不自然。これは前にホーンシステムを作っていた時にも感

じたことで、何か腰砕け的な音で、気に入らず、結局がそれが 38センチのダブルに走る原因だっ

たのです。

ベリンガーの DEQ2496 で、ピンクノイズを出して特性を見てみると、クロスオーバー近くの 700 とか

800ヘルツが落ち込んでいます。つまりネットワークがうまくつながっていないのですね。で、中音

側のコンデンサ 15μ に、ムンドルフの 1μ 足してみました。不自然さが緩和されました。つまり芯の

ある音になりました。

たった 1μ 足しただけでも大きく音は変わるのですね。こういう原因は、DEQ2496 のようなプロセッ

サがなくて、耳だけなら、永久に判明しないです。やはり測定器は必要です。

それにしても、予備に、開封もしていないムンドルフの 1μ、0.3μ,1.5μ,2.2μ とか、スピーカー用のコ

ンデンサを保管しているわたしも、けっこう年季の入ったマニアなんだと思いました。あらためて。コ

イルもいろんな容量のものを持っていたりする。

いつもこういう時にテストの CD は、わたしは、シュトラウスのコウモリ伯爵か、サリフ・ケイタの

moffou か、Hampton Hawes を聴きます。これらだと音を記憶しているので、器機を変えた時に、バ

ランスがわかります。

今回の自作 3 ウェイは、ひとつひとつのユニットはなかなかの安物ですが、組み合わせとしては、

かなり立派な音になったと思います。防音室でも、不自然さが目立ちません。強引にプロセッサで

調整する必要も感じません。

これでエージングしてみます。たぶんほとんど聴いてない FF105KW がこなれてきて、1.5K あたり

にあったピークが消えて行くと思います。

で、肝心の話に戻ります。



防音室では、ごたごたとした荷物を整理して、すっきりしたものにすると、それは瞑想室か、あるい

はアイソレーションタンクもどき、またバイノーラルビート用に使えると思うのですが、ここ二、三日、

試しにヘミシンクをこの中で聴いてみました。

わたしがヘミシンクを聴いて幸せ感を感じるのは、しばらくすると、トランスのレベルに入り、それと

同時に、目をつぶったまま、天井が見えてくる時です。ふわっと視界が開けます。この段階でス

イッチが入ったと認識します。

つまりエーテル体にシフトします。すると、もちろん感覚の視覚ではなく、エーテル体の視覚に移

動します。この段階で、いろいろと体験するのです。

これはほとんど金縛りの体験と同じです。

幸せ感を感じるのは、当然肉体に閉じ込められた「鉄仮面」状態から、鉄仮面を脱いだ状態になる

からです。感動と開放感があります。

で、昨日の話なんですが、違和感のあるものを見ました。

首のない、鎧を着た男。

身体全体が赤い、異形の人間。これは人間というよりも、人間よりも 2倍程度のサイズのエヴァンゲ

リオンのようなものです。つまりやはり鎧か。

こんどは人間です。背が低い、ごつい男。顔は丸顔で、鮮明に顔も見たので、絵に描けます。薄

汚れていて、つまりいま合戦をしたばかりという姿で、やはり鎧姿です。

この三つが割り込んできました。

ところで死海文書とか、ナグ・ハマディの時代というのは、あるいはエノク、メルキゼデクの時代とい

うのは、たぶん現代よりも、シャープでハードな宇宙的な影響が行き来している時代だと思います。

ある意味、文化は、現代よりも高度です。というよりも、はるかに高度な時代でしょう。

数日前、いつもの灰色の女性、といっても説明しないとわからないけど、わたしがはじめて数年前

にヘミシンクを聴いた当日、わたしを上から覗き込んでいた女性がいたのです。それは灰色の宇

宙服というか、制服のようなものを着ています。

で、その時から、姿をまったく変えずに、ちょくちょく出てきます。

数日前に、その人が、三メートルくらいの背の高い、ロボットみたいな、ぬぼーとした助手を三人引

きつれて、わたしの松果腺と額の間のパイプを調整しにきていました。

ちなみに、松果腺は、本人では調整できません。自力でできるのは半分で、残り半分は、非物質

的存在の助けを借りないとできないのです。これはサハスララチャクラというのは、人間の側と、上

の宇宙のつなぎ目なので、つなぎ目である以上、こちら側の人間の側だけでそれをいじるというの

は不可能な領域なのです。それよりも下のチャクラならば自力でなんとかできます。サハスララ自

力でできるという人がいたら、それはちょっと勘違いしていると思います。

まぐまぐのメルマガで、映画アジャストメントの主人公の「未来は自分で選べる。自分で人生を作り

出すことができる。」という姿勢について、西欧的人格の自主性賛美を今頃やってどうするの、あほ

じゃないのー?みたいなことを書いたのですが、この自力で未来を開くという姿勢とか、自主性を重

視することは、実はサハスララ・チャクラが永遠に開かない現象を作り出してしまいます。サハスララ

の自主性は下に向かっては働きますが、上に向かっては受容性なので、そこを開発するには、投

げ出すしかないのです。

呼吸とか修行でサハスララチャクラを開発する、というのはできません。待つしかないです。向こう

の協力者を。来る気がない場合もあります。そういう時には、何も起きません。

それはともかく、時々、こういうふうに、定期点検みたいに来るんです。ネジが緩んでたら、締めに

来るみたいな感じでしょう。



しかし今回は、灰色の制服の人は去った後も、この石の像みたいな長い三人は居残っていて、わ

たしの周囲にまるで大理石の柱みたいに立っています。

昨日は、この三人が立っているなーと思っている矢先に、首なし鎧などの映像が飛び込んできた

わけです。

で、この石像的三人組を見るたびに、これはナグハマディの時代の、上空からやってきたロボットと

感じるのです。たぶんその頃に来ていると思います。

こういうロボットだとか、首なし鎧とか、かなり汚らしい合戦直後の男とか、そういうのを、この防音室

で見たりしているわけです。防音室がないと、もっと間接的というか、フィルターがありますが、しか

し防音室だと、いきなり生々しいです。

たぶん、世間と遮断するみたいな、感覚と遮断するとか、何かすっぱりと、外界と切り離すような効

果があるので、そのために、エーテル体的な体験が、ここでは濃密度が高くなるのだと思います。

で、これは防音室を掃除したことにも関係あります。つまり想念が単純化するんですね。想念は、

たいていものと連動しています。だからごちゃごちゃものがあると、ごちゃごちゃ考えるのです。人

は。

防音室はすっきり。頭もすっきり。なので、異様なものが入り込んでくる余地がある。ただし自作

オーディオは撤去しないですが。

三つのシーンのうち、真ん中の赤い鎧の少し大きめの男は、男か女かわからない。それに、人間

味がなく、たぶん生き物ではないかもしれない。それと首のところが複雑で、そこにいくつもの装置

というか受信機みたいなものが重なって設置されている。

この首なし武将に関しての考察は、まぐまぐの今週の金曜日に出る予定の号に書きました。2011
年 6 月 17 日第 7 号 日本人のエーテル体を取り戻すには。大化の改新、阿弖流為、震災

作った 3 ウェイは以下のような形です。なんとも不格好です

2011 年 6 月 10 日 06:25
◆ヘリオセントリックの原稿はだいたい書いたのですが

あと少し残っています。

昨日、夢の中で、「夢の中でずっと活動しているのは、良くない。休憩しながらのほうが良い。」と言

われたのですが、しかし起きた後は夢のことは忘れるので、別枠。だからかまわないということを、

わたしが言ってました。で、朝起きたら、熱があり、体が動かないという状態になっていました。寝て

休憩しているのに、さらに、夢の中でもう一段階休憩しなくてはならないというのは、階段が三段み

たいで、何か面倒でないですか。

おとといくらいに、音がひどいと思ってたけど、再チャレンジで、4 ウェイのオーディオ組みました。

2226 のダブルウーファ。フォクテクスのありあわせの FF165KW をミッドバスにして、巨大なホーン

2360A+2450j を中音。高音は 2405j。
それで、低音のみアムクロンのブリッジにして、後は全部真空管です。

これは急に音がよくなりました。理由は、やはり以前音がひどいと思った時には、ミッドバスを fostex 
FE208ES というバックロード用のものにしていて、この音の雑味が好みでなかったこと、それにホー

ンが金属だったことだと思います。



レコードプレーヤには、もともと蓋がないので、ほこりがたまります。

臨時で、ダンボールをカットして、カバーにしました。

最近、Ipad を Ipad2 にしました。で、レザーの黄土色のカバーを購入してつけました。それは目立

たない色だと思ったからです。しかしダンボールを机の上で切って、レコードプレーヤのケースを

作っている時に、そばに Ipad2 を置いておくと、ダンボールの切れ端と、Ipad の区別がつかないの

です。

つまりこのレザーのカバーは、段差もあるために、ほとんどダンボールの保護色なんですね。プ

レーヤのカバーの上に問題の Ipad2 をのせてみました。

プレーヤの蓋が、ダンボール、しかもガムテープでくっつけているというのが、景観だいなしですね。

真空管アンプが三台もあり、これから夏のシーズンなのに、暖房器を置いているのと変わらないで

す。

2011 年 5 月 31 日 09:32
◆歳差活動と、文明の推移/今後の水晶学校計画

いまごろになって、千賀一生「ガイアの法則」読みましたが、わたしが夢の中で見ていた、日本から

エジブトの「裏ルート」というのは、この本の発想だと、逆スピンの文明の流れということに対応して

いることになりますね。

この逆スピンで文明が流れるということは、そのままツインソウルにも対応します。

ツインソウルは、反対側にいるのです。日本の近くで 12000 年前に崩壊した文明というのは、ムー

なのだと書いていますが、その時に、180度側に、アトランティスがあった。そして同時に崩壊した。

この場合、ムーとアトランティスをツインとみなしてもいいと思います。

歳差活動は時間の流れの中で、いくつかの文明サイクルを作ったけど、これを地球の位置座標に

そのまま当てはめたのは面白いです。十六分割にこだわる必要はなくて、これは十二分割も併用

してもいいのでは。つまり四かける四と、四かける三です。このあたりの分割の自由性は占星術の

お家芸になるけど。形ある文明ということにこだわると、それは四かける四で見た方がいいです。し

かし精神の流れならば、三かける三のほうがいいです。

この歳差運動での陰陽をはじめに分割した、女性の流れと、男性的な流れは、相対した、ふたつ

の正四面体を作り出したとみなしても良いですね。すると、シュタイナーの言う、日本をひとつの頂

点にした正四面体というのは、女性の正四面体です。逆スピンは、それに対して反対側に置かれ

ている。

で、地球においての文明の中心点が、1611 年ごとに 22.5度移動するということは、地上において

の視点ですが、やはり、それよりも天の北極の推移のほうがまずは重要ですね。それが地上に結

果を作り出したと見なすと良いのでは。春分点移動は、いわば色合いの移動です。北極の移動は、

理想の移動です。両方が連動するのは当然ですが。

西田幾多郎とか、ブーバーとか、キルケゴールとか、いろんな哲学者の考えというのは、今の自分

の意識というものから決して出ない。つまりは「球体自我」の中で考え続けるために、西田幾多郎

にしても、平面的に見えてしまいます。こんな息苦しいところに生きていたくない。個であることの

悪夢のような傲慢さです。わたしたちはここから出ないと行けない。それが階層宇宙になり、また今

の自分の意識では決して認識化されない、無意識の奥の奥にある歳差の輪の意識などです。で

も認識化されないわけではない。個人をこの肉体的な感覚に連動する意識で考えるならば、無理

なんですけど。



>先生の雑記のすりこぎの話で、久々になんとも言えないドキドキ感があって、

>「私はこのために占星術がやりたかったんだ」という考えがうかびました。

>で、一瞬にして救われた感じがしたのには、我ながら驚きました。

個人を肉体的な存在に閉じ込めるのが、ジオセントリック占星術の特徴ですが、この「球体閉鎖」

を打ち破って、解放してしまい、長い歴史とアカシックレコードの中に、点在する部品をかきあつめ

て、もともとの自分を取り戻すというプロセスは、抽象的な操作ではなかなか難しいと思います。な

ので、歳差による計算とか、千賀式の文明移動というものと重ねあわせて、エルダーセルフの計画

を思い出すと良いと思います。思い出さないとね。頭を殴られて、記憶喪失したみたいな状態で生

きていたので、ここでしゃきっと思い出すと良いのではないですか。

そのためには問いが必要です。問いは掘り出す。問いを出さない人は、じっと待っていても、何も

来ない。

それと千賀氏は西暦 2400 年が、日本を中心にした未来の文明のピークと言ってます。わたしは

2300 年代だと思っていたけど、そのころには、想像を絶する開花みたいなものがあるはずで、わた

しはそのイメージを「投錨地点」にして、いろいろ考えたりすることが多いです。三十代の頃からそ

うです。

そのころは地球がもっとも「おいしい段階」に入っているはず。今の人たちはみな生きていない。し

かしそれはあまり問題にならない。わたしの発想だと、半分はエーテル体身体だから。パラレル

ワールド的な世界観が一般的で、今のように、「同じ時間の柵」でみんなを閉じ込めない。集団単

位で、ずるずると、違う時間に進んだりする。それを許容する。なので支配しようという政治家がい

ない。存在不可能なのです。複数の首を持つ蛇みたいなイメージで都市を考えると良いです。ひ

とつの集団は、ひとつの蛇です。時間連続体は、こういう筒で表現される。

水晶学校ですが、サンプルの質問を考えだすのが毎度大変です。無尽蔵のサンプル質問が欲し

いということで、ブックリーディングを導入します。なので、次回からは、「水晶スクライイング+ブック

リーディング」天の書物と地の書物を読む、というものになる予定です。でもフォトリーディングでは

ないんだよね。そもそもあれはマルシーなので。天の書物を読むというのはアカシックリーディング

です。

これで、質問とか写真を用意する労苦はなくなります。そのかわり、たくさん本を持参する必要が出

てきます。みんなコロコロが必要だよ。

エーテル体で、本を透過して読むというのは、シーリィではなく、A.E.パウエルが主張しています。

で、本読みすると、メリットとして、AOL をどのくらい含有したかが即座に判明することです。

2011 年 5 月 28 日 07:44
◆気の遠くなるような民族の移動の話/歳差運動との連動

>人類の移動というところでは別の考え方を想像してみたいと思いました。

>竹内巨麿とは違う竹内文書の睦ちゃんは、日本から行って帰って来て論です。

>シュメールから考えると私も行って帰ってきてではないかと思っています。

>帰ってくる時期に時間差やコースの違いがあれば、言葉や習慣や文化にも差は出ると思います。

>有吉佐和子さんは自分の生まれた和歌山は「今の天皇家よりも文化の高いフェニキア人」と

>発言していました。

>鹿島さんは「日本は中原で鹿を追う資格がある」と言っていますし。

>確かに入って来ているけど、帰ってきたのだとしたらどうなるのかと思いました。



まぐまぐと、この雑記で内容が入り交じっているので、

両方読まないと意味がわからなくなってきましたね。

わたしは 13000 年前の獅子座から、水瓶座の日本のコースのことを書きました。

で、13000 年というのは、歳差の春分点移動サイクルである 26000 年、正確には歳差は 25800 年

ですから、その半分のことを意味します。

ハータックは 13000 年前に、人類は神に反抗したと言ってますが、反抗、対抗というのは、180度と

考えてもいいのではないかと思います。

もとの姿勢とはまったく反対のものになってしまう。

で、蛇がしっぽを噛むというのは、単純に考えて、歳差の元の場所に戻るサイクルとみなしても良

い面があります。なので、わたしが 13000 年前と書いたのは、一番遠いところに行ったのが 13000
年前、それならば、さらにその 13000 年前はどこにいたの?という話になってきます。

この歳差というのは案外に重要です。

地球がすりこぎ運動をしているために、黄道北極を軸にして、その周囲を円回転しており、天の北

極が位置が違うわけですね。

エジプトのピラミッドに穴が作られていた竜座のトゥバンの方向は 2500 年前だったかな。そのころ

はそれが北極星。14000 年後には、ベガが、北極星になる。

水素 48 は、わたしたちの個人の地球意識です。そこでは個人の生命感覚でものを考えます。

で、水素 12 は、高次な感情の振動ですが、太陽にも照応させるという単純な割当も参考になると

思います。ここでの時間感覚はだいたい 26000 年くらいだと思います。つまりわたしたちは複数の

意識で成り立つが、高次な感情レベルで知覚する時間感覚としては、26000 年がひとつの単位で

す。そのくらいの時間を、まるで一生のように感じるのです。

太陽は自己を分割して、惑星意識を作り出した。ひとつの光は、その下の次元では、七つあるい

は十二に分割されて受け取られる。太陽を復元するには、十二個を全部集めないといけない。こ

れを黄道北極を軸にして、すりこぎ運動する天の北極の回転運動と、その回帰と同一視しても良

いのではないかと思います。つまり中心軸を、周辺で復元するには、すりこぎ運動の一回転が必

要である。それが蛇がしっぽを噛むことだと。

で、この 26000 年の十二分割は、それぞれ 2200 年くらいの文明サイクルを作り出していますね。

エドム王たちが互いに戦っていたのはおひつじ座の時代だった。キリストが出たのは魚座の時代

だった。除福が日本に来て米作と海運の革命をしたのもその頃だった。いちいちその時代ごとに

支配原理が変わり、人類はそのつど、くるくると振り回されている。

で、重要なのは、それらを全部連結して、「十二に区分けされた円のレベルにおいての意識の陰

陽分化を中和して、中心点を見つけ出し、それまでのパラダイムからひとつシフトすること」です。

じりじりと、26000 年ものあいだ待ち続けたものがいる。そしてその意識は肉体から肉体へ、さらに

さまざまな肉体が持ち運んだ。肉体はみなその細胞と考えるといい。

古代エジプトでは、歳差によって位置がずれる都度、恒星に向かって建てた神殿を、違う場所に

建て直した。なので同じ名前の神殿が複数登場する。72 年に一度ずれるので、地域的にはそうと

うにずれますね。日本の伊勢神宮とかは二十年に一度、場所を変えますが、歳差による計算をし

たほうがいいのに、と思います。



三十代の初めに、夢を見て、日本からエジプトに行き、エジプトからまた日本に、というコースがあ

るというのを見ました。行きの道である日本からエジプトは地下コースなんですね。

十二支族のルーツは、日本に近いところ。日本そのものではないと考えたほうがいいとは思います

が。そもそも地形も違うし。

わたしが日本のカタカナはフェニキア文字だと行ったら、ゲリー・ボーネルは、「でも日本はレムリア

の子孫であり、アトランティスの言葉であるフェニキア文字は違う系列なのでは」と言いました。

ゲリー・ボーネルの話だと、レムリアは日本海に近いところにあったそうです。アトランティスはヨー

ロッパ。セム語は基本的にアトランティス言語なのだと。

しかしふたつにわかれているわけではないと思います。この場合、土地を固定的に捉える純粋三

次元的な発想には無理があると思うのですが。地下コースがあるので。

基本原則として、地球の歳差活動は赤道の膨らみによって生じた。このふくらみ、見方によっては、

歪みは、長い道のりを作り出した。その時々で北極星、すなわち支配原理が変化した。かつては

竜蛇族が支配していた時代もあった。このすりこぎ運動によって、太陽意識は十二に分割された。

この太陽を、周辺を回る円で復元し、太陽の意識に少しでもたどり着くには、すりこぎの円を全部

回り終える必要がある。

太陽系の中において不死というのは、太陽系の支配的な原理である太陽と同質の力を持つ必要

があります。するとその民族は根において(個人個人ではなく。)太陽系の中で不死であり、永遠で

す。このために、太陽と同等の質量を手に入れるために、プロジェクトがあると考えてもいいのでは

ないかと思います。太陽の外からやってきた存在は、この太陽系に入り込み、抜け出せなくなった。

欠けた部品を取り返そうとしているのです。

でも、本当の意味でのルーツをたどるには、この歳差運動による 26000 年の春分点移動の一回転

ぶんだけでは話が済まないです。さらに、26000 年を十二分の一にした、これらを複数連結した軸

を模索するようになります。歳差の一回転のサイクルは、いわば、「直近の節目」です。

ただし、26000 年単位は、そこでひとつのプレートを作り出しており、その先のことを探し始めると、

このプレートとはまったく異なる世界になるので、地続きに考える必要はなく、とりあえず、わたした

ちはこの 26000 年のブレートについてコンセントレーションすると良いのでは、と。キリストは魚座の

はじめの時代にやってきた。つまり、このプレートで、十二分の一を占めるもので、すると、この考え

方に真逆なものも存在するはず。十二に分割された領域では、特定の十二分の一に対して、かな

らず天敵の十二分の一の部分もあるのですね。その結果、十二分の一世界は、十二分の一から

決して抜け出せない。逃げようとすると、足を引っ張るものがやってきます。

占星術はほんとうはこういう話を入れないといけないのですね。太陽を模造した地球、地球、月と

いう三つ組で組み立てられた「ささやかすぎる人間個人の視点」のホロスコープ発想では、なんの

意味も持たない話かもしれないけど、全体のヴィジョンがないと、その日の暮らしさえままならない。

全体は部分を構成するからです。

2011 年 5 月 27 日 09:41
◆六月六日にエーテル体の本が出ます

純粋にエーテル体のことを書いた本というのは、今日の出版事情からして、マニアックです。こん

な複雑な内容の本が出るということも、わたしには驚きです。後半はグルジエフの水素の話ばかり

ですが、しかしこれがないと、エーテル体とほかの関係のことがなかなか説明できません。なので、

定本テキストとして、出したいという気持ちはとても強いです。



一番強調したいことは、まず人間の意識は射出することで成り立つ。つまり運動することで、意識

が成立するわけですね。で、この射出だけだと、闇夜に放つみたいなもので、有機的な働きができ

ない。なので、射出した意識は、何かにつきあたり、そこから反射してくるものが必要です。そこで

はじめて活動の初期段階がスタートできます。また何を反射素材にしているかによって、その存在

レベルも決まります。

この反射が、現代では、光の反射というレベルで成り立っています。つまりは物質の世界です。し

かし、これを光よりもひとつ上の次元にあるエーテル体に反射させると、目に見えない世界でのさ

まざまな印象がありありと現出します。そして、エーテル体は光よりも早いために、未来、他の空間

というものも見て取れることになります。ものの外側ににじんでいるのですね。光の反射の世界はギ

リシャ以後。エーテル体の反射はエジプト時代まで。エジプトの像で、顔が動物だったりするような

ありえない存在も、実はフィクションでなく、実際に見ていたわけです。これはエーテル体に反射さ

れた印象ならば、それはありです。

なぜ、わたしたちは光の世界に転落したか。つまり反射する素材が、エーテル体よりもひとつ次元

が落ちたのか。それは退化ではなく、むしろ、もともと前にいた住民はもう去ってしまい、残された

今日の人類が、かつては人類に達しないレベルの存在だったから、ということになります。こんにち

のわたしたちは、分割魂として、かつての人間よりもひとつ下にあります。で、ひとつ下というのは、

プリズム分光と同じで、ひとつのものは、その下の次元では七つになる。ということで、七人あわせ

たら、もとに戻るような感じです。

こういう分割魂をもとにもどして、エーテル体を反射材として使うような水準の、かつての神話的人

間の水準に到達するには、占星術でいうと、惑星レベルでなく、全惑星レベルに入ることです。こ

れはたとえば、月をなくすという意味にもなります。月はもともとエーテル体のことを意味していまし

たが、わたしたちは月に同化していて、それを対象化していません。つまりは、エーテル体に飲ま

れていて、反射材として使うことができないのです。エーテル体を見るよりも、自分の感情の浮き沈

みとして、内的に感じてしまいます。

これはわたしたちの次元が落ちたからです。エーテル体を反射材として使うには、それを月に任せ

ず、素材として扱い、わたしたちの意識を、太陽、全惑星、地球という三段階で成り立つものにす

ると良いのです。今の現実の人間の基準は、太陽に似せた地球、地球、月です。ここで太陽に似

せた地球というのは、地球から見て一年で一回転する太陽を太陽とみなしているからです。これは

地球化された太陽で、これは「十二分の一化」した太陽と言います。月とかエーテル体を内的に感

じるのでなく、対象化するというのは、たとえれば、犬と同化した感情を抱く人ではなく、犬を飼う人

になることです。犬を飼う人が、犬と同化すると、犬は即座に自分が主人だと言い出します。犬は

知らない人が来ると吠えます。犬が自分の中にある人は、同じことをします。

結局アセンションという話は、このもとの人間のレベルに戻すということですね。分割魂を、もうひと

つ上のレベルに戻す。それを体験したことがなかったなら、はじめて昇格する。で、わたしは、今日

配信のまぐまぐに、日本は地球の縮図になるのならば、日本は主権を失い、分割統治になるという

話を書いています。これは仮定の話です。でも、たとえば、今の政治家のような人たちがずっと続く

と、日本は処理能力を失いますよね。総理大臣も一瞬でやめてしまうのは、たびたびの脅迫にもち

こたえられないというのもある。訪米直後にやめてしまうのです。このままだと完全に、判断中枢を

失った国みたいになります。まるで、わざわざそうしているかのような。長い計画があるかのように。

たぶん予定どおりだ、という感じだと思います。

分割魂のレベルでは、いずれにしても、こういう状況と時代の中では、何一つ判断できないです。



で、冥王星がやぎざ、天王星がおひつじ座のタイミングで、国を示す山羊座が解体し、新しい結

合が天王星ということで、分割再結合する流れが出てきてもおかしくはないと思います。これは日

本だけでなく。それに、そもそもは冥王星と天王星の影響ではないです。冥王星と天王星の影響

がタイミングを作っただけ。意図はそれらとは関係なしに、はじめから存在した。いままでの分割魂

レベルでは、何が起きているのかわからず、また今後どうしていいかもわからず、ただこれまでのよ

うな平和で静かな暮らしをしたいという主張だけを繰り返して、右往左往するようになると思います。

わたしはそういう意味で、今後のあるべきヴィジョンを示したと思うけど、わたしは政治的にも、税制

的にも何か発言しているわけではありません。この転換期は、ほんとに面白いと思いますよ。しかし

今までのところにじっとしていようとすると、困ったことになると思います。

まぐまぐは、編集者もおらず、出版社の意向もなく、ただ書きっぱなしなので、わたしはどんどん暴

走的になるかもしれません。

2011 年 5 月 14 日 09:52
◆事務所はフルに使う

別の場所を解約することは書きました。なので、仕事はたいてい事務所で続けることになり、早朝

のスタバ以外はずっと事務所で仕事します。菊地氏にさらに荷物を運んでもらったので、事務所

はさらに倉庫状態です。

それで、月曜日と火曜日の水晶練習会も、しばらくはできないです。これは、わたしがここで仕事し

なくてはならないからというのが一番大きな理由です。夏場になると、防音室は使えません。という

かドアを閉めることはできません。

缶詰でおなか壊したと言ったけど、胃は悪くないんです。それはすぐに治ってしまった。それよりも、

身体の右側が免疫力ががた落ちで、これが長引いていたのです。しかしもうだいたい普通に戻っ

てきたかな。

大型スピーカーを 4 ウェイにする計画でしたが、あまりの音の悪さに辟易。長く使ってきた 2 ウェイ

に戻しました。これは巨大なホーン 2360B をヤフオクで売るのをやめて、また使うことにしたのです。

で、ツィータも使わず、ホーンドライバを、Driverack4800 の PEQ で補正して、純粋にウーファーと、

ホーンのみにしてみると、音が太くて、とても聞きやすい。前よりも良いです。

低音用は、片チャンネルにブリッジ接続の amcronK2 で、片方の出力 1600ワットにすることは書き

ましたが、ふたつの K2 のうち、ひとつは入力が小さいとオートオフになる仕様になっていたので、

東急ハンズで、星型ネジ穴につかうドライバーを手に入れて、蓋をあけ、中の配線の一部をブリッ

ジしました。それで両方とも電源を入れると、常時、パワーオンで使うことができるようになった。こ

の K2 は、中古で手に入れたものですが、さすがに PA で使われていたのか、中の配線が少し焦

げ色に。

結局事務所でずっと仕事をする間はずっとオーディオをかけていることが多いので、事務所のドア

の二重ドアの部分の上下に、ゴムパッキンを補強しました。壁伝導の音は聞こえるけど、空気から

伝わる音はかなり聞こえにくくなりました。いまはベートーヴェンの弦楽四重奏全集です。それをは

じめから順番に。

千駄ヶ谷の駅前から、鳩森の前、わたしの事務所の側の道のラインはレイラインなので、わたしの

事務所では水晶が見やすいとか、記憶の奥にあるものを刺激されるとか、いずれにしても、地球の

重要な場所とオンライン状態になりやすいです。

で、そのことを多くの人が夢に見たりもしています。



ソングラインを辿って引っ越ししたりすると、かならずこういうラインに沿って動くことになるし、そこか

ら脱線できなくなります。

なので、たとえば、ここからよそに移動するとしたら、やはりソングラインに沿って動くことになり、任

意移動がしにくいです。

任意移動する場合には、移動する人が、そこの水準から脱落することになります。つまりそこから

一度ダウンすると、そこに戻るには、大きな労力が要求される。見えるものが見えなくなり、考えるこ

とのできたものがわからなくなり、というふうにダウンするならば、任意移動は可能です。

でも、その人にはその人の目的があるので、この目的を維持するかぎりは、それにナチュラルに

沿ったソングラインを移動しますから、このたゆまない流れを中断することはできないのです。

移動時期が来ると、環境が押し出すような働きをする。ものがたくさん壊れたり、事件が起きたり。

基本的に絞り尽くして使い尽くすと移動することになると思うけど。

今日はいまから恵比寿のアカデメイアですが、一時から六時四十分まで、と、長い。一時から始ま

るとは思っていませんでした。昨日判明した。なんでこんなに長いのかというと、以前、頻繁には行

かないと言ったら、じゃあ一回を詰め込みましょうという話から始まったのです。

長過ぎるので、テンション上げずに取り組もう。基本的に、わたしの講座は、わたしから見ると、実

はレジャーです。遊びに行ってます。どこかに出かけてだべってる人。そういう気分で行ってます。

原稿書いている休憩に、出かけてしゃべって帰ってくる。間を開けずに、ハイスピードでしゃべって

いると思いますが、本人からすると、これはのんびりした気分です。

今日の講座の題目は、小アルカナですが、四つの人物は、かつての四階層、意識の四つの段階

に照応しています。しかしこれだと、かつて人間であったが、脱落した存在というものが不足してい

ます。page、つまり徒歩の人間ホビットから脱落したゴラムも描いた方がいいです。西洋人はアダム

とイヴの子孫かもしれないが、日本人は、そこから生まれたわけではないので、こういうのも入れた

りすると、多種民族の人物像が出来て楽しいのだがなー。マムシ族はゴラムではありません。まっ

たく別種です。でもマムシ族が道を歩いていると犬は吠えるかもしれません。

昨日はメルマガの二回目配信でした。購読者の数は 128 人と表示されていました。人数の増える

のが早いですね。一年かけて数百人読者だ、というのが頭の中の計画でした。

2011 年 5 月 12 日 10:41
◆雑誌に書く、それと文楽

いま書いている本は、今月末までに書き終わる予定ですが、いま書いている本と同じテーマで、雑

誌に毎月六回連載することになりそうです。昨日編集長が来ていたので。その話が決まったような。

雑誌は久しぶりな感じがあります。いま、精神世界というか占い雑誌が数冊急に、この半年で刊行

されたそうです。

まぐまぐは、やはり火曜日に書きました。決まったスタイルを確立したいです。火曜日に書いて、金

曜日に刊行かな。わたしの今年のソーラーリターン水星は木星と天王星と合なので、しかもメディ

アの 12ハウスなので、果てしなく増量だと思いますが、しかも天王星の影響もあるので、「わたしが

天王星の代理人です」みたいな感じで、新ネタを発信し続けるのが一番良いと考えています。天

王星を言葉にするわけです。でも場当たり的にならないようにするためには、整理して、自分をひ

とつの出版社とみなし、週刊誌、月刊誌、単行本部門みたいにすると良いわけです。そのシステム

を作らないといけないので、まぐまぐではこれを書き、この雑記ではこれを書きというようなシワケを

模索しようとしています。

文楽は面白いです。人形の表情があそこまであるとは想像だにしませんでした。で、この劇は感情



過多なので、これでもかこれでもかと、シーンを伸ばし伸ばしひきずります。行き違い、勘違い、生

き別れ、とりこし苦労、悲恋などの話を盛り上げるわけですが、これらはみな、個人と個人が分断さ

れた、つまり「月がひとつしかない地球という世界の悲劇」であって、ここでは誰もが孤立して、意

思疎通が見当はずれになるわけです。その悲しさを描いていて、個人の分断という意味では基本

はこれは月の世界です。月の世界に没入しすぎています。月の存在しないヘリオセントリック的な

世界からすると、「なんだ、これは」という種類のもので、しかしやりすぎなので、ずっと見てしまいま

す。人形に力をこめるには、それらを操る人が力をこめます。その表情がリアルなので、人形師の

ほうばかり見てしまいます。

2011 年 5 月 2 日 08:39
◆今週からまぐまぐのメルマガがスタートします

もう初回の原稿は書いて、いま送信予約しました。金曜日に配信です。

内容は月がひとつしかないことの問題みたいな内容です。

この題材は、今後も続けたいです。

メルマガが毎週、それ以外に本書いたり、いろいろで、ちょっと混乱しています。

昨日水晶の学校第四期が始まりました。

みんなが呼吸法を練習している間、わたしは黒曜石で、いつもの海のそばの洋館の様子を見てい

ました。最近一番高い塔のところが、リフォームしたようです。ビフォア、アフター両方が重なって見

えています。

黒曜石だと、色は薄いです。そして少し灰色がかっています。でもちゃんとカラーです。これが水

晶だとカラーは鮮やかです。

特定の質問がないと、このように、わたしは映像を流すというか、エンターテイメントで見ています。

するとかなりの比率で、海のそばの洋館が出現します。もうこれをそうとうの回数見ました。この洋

館に行くまでの、細い道、その両側の草むらも、いつもの世界です。またこの道の手前の右側に曲

がると、神社があります。いままで見た神社のどれよりも風格があります。地上の物質では、この風

格は再現できないのではないかと。わたしが趣味でうろついている時の水晶や黒曜石の世界は、

案外と狭いです。とはいえ、日常の生活でも行動範囲はとても狭いです。

質問があると、違うものを見たりはします。しかしそれがないのなら、ずっと、ひとつの町にとどまる

みたいな感じです。で、人が予想いじょうに少ないです。人口が少なめの町なんです。ラグラン

ジュ村という名前つけとこうかな。

昨日、夢の中に、ふやーとした人物がやってきました。

で、これは誰なんだと思っていたけど、ふと思いついて、ヘリオセントリック図を出したら、金星と海

王星は合で、金星は魚座にはじめて入った日だったのです。

ジオセントリックではなんのへんてつもない時、ヘリオセントリックでは金星・海王星が来たのです。

つまり地球からはやってきてないけど、これは太陽からやってきたのです。太陽と金星と地球の直

通回路ができるのは、来年 2012 年の六月あたりです。この時、金星のサウスノードで、ビーナスト

ランシットです。

しかし、多くの人は、この太陽からやってきた位相での金星ということの意味を知りません。占星術

に詳しい人も、地上の風習に染まった金星、つまりジオセントリック金星なら知ってます。そのまま

の理屈で、異性関係?女性?などと考えると、金星の意味について間違えてしまいます。

しかもサウスノードですから、金星の新しい概念でなく、古い概念の金星がやってきます。日蓮の

言う七面観音みたいなものでしょう。

本能的に埋め込まれた金星のイメージが、集合意識の中で浮上し、そこに太陽の力が入り込んで



きます。しかもこの太陽も、ジオセントリックでいう太陽ではないのです。通常占星術で使う太陽は、

地球の移し絵で、決して太陽ではありません。不思議なことに、いつも太陽の力は逸らされていま

す。わたしたちはほとんど出会ったことがありません。ですから、来年の六月みたいな時期はほん

とに珍しいです。太陽の力が金星を通じて一瞬差し込みます。

昨日は、金星・海王星で、ふやーとして、ヒルコみたいな感じでやってきて、魚座は、もちろん水・

柔軟サインですから、空気を含んだ水、つまり雲、霧みたいなものですから、そういう半透明な密

度の薄い感じで来た訳です。

しかしこの中に、太陽の気配を含んでいます。来年のように強烈に照射する力ではなく、少し含ん

だ感じで、ふらふらっとやってきました。夢の中では、どうも京都方面から来たみたいな感じです。

そして、今日、この人は、かなりの広い豪邸を借りたらしき様子です。そういう夢でした。「こんな広

い空間でくつろぐというのは、すごいだろーなー」と、わたしはこの豪邸の部屋を見て、夢の中でつ

ぶやいています。この移動のためのトラックは、わたしが手配したのでした。

わたしは数日前の雑記で、「京都は古いんだよー」と言ったわけなので、京都方面から来たという

ことは、日本の古い記憶を利用して降りてきたんだと思います。嵐山方面から来たんだろうねー。

2011 年 4 月 28 日 10:16
◆何人かの知ってる人たちは大阪に移転

したようです。中には、震災直後にスピーディに移動し、しばらく黙っていたけど、最近になって、

実は大阪に移動しましたと、ブログなどに書いていた人も。

東京から大阪とか関西に移動するのは、ほとんど利点が感じられないです。東京よりも地震の被

害は少なそうといっても、今後のことを考えると、たいして違いはないのではないか。千葉とか茨城

の場合には、まだ大阪のほうがいいような気もしてるでしょう。しかし今回のものが純粋に自然災害

ならともかく、わたしは人為的な要素が強いと考えているので、そうなると、土地の調査などでは結

局わからないわけです。しかし地面が揺れている時には、考える前に、足が動いてしまったという

ケースは多いと思います。S さんのように超鈍い人は、最中に、震度 2程度にしか思ってなかった

ようです。わたしも同じです。そういう場合には動く気になれないです。今回の震災はやはり「祝

祭」という意味も強く働いているので、(これを、眠れる東北の神が目覚めたという言い方をしている

人もいる)影響が薄くなるほど、春分点的な作用がその人の中から遠ざかり、つまり退行していると

いうことになります。変化を受け止めることなく、いままでの自分を維持するという目的ならば、まっ

たく影響がないところまで行くと良いのですが、これからそろろそ世界の変動期が始まる、結局どこ

に行っても同じだろうと考えます。

こないだ、京都を見に行きました。で、京都や大阪に別荘を持つのは、無理だと思いました。でも、

日本に四つの場所を持つみたいな無謀な計画を立てるならば、京都・大阪・奈良のどこか一カ所

あったほうがいいと思いました。

京都や大阪は使いこまれ過ぎた土地です。枯れた土地には枯れたなりに、よい面はたくさんあると

思います。たとえば奈良の桜井近辺とかは、時間の流れが普通ではないように思えてきます。古

い時代に、ここに都市があった、という印象ではなくて、まだここにあります。それらはレイヤーとし

て重なっています。みたいな印象です。生々しく残っている感じがするのは、強度に集中したレイ

ラインの力かもしれません。つまり柔らかい力がむき出しなのです。京都・大阪・奈良には、独特の

閉鎖性があって、これがたまらなく好きな人もいれば、敬遠したい人もいるでしょう。昔のイメージだ

と東北は冬は雪がすごくて、行動面として閉鎖的にならざるを得ないし、西は暖かいので、開放的

と見えるかもしれないけど、折口信夫式の考えで、冬=フエる、という意味で、東北は魂は逆に解

放的なんですよね。



たとえば今後京都大阪奈良などの地域に遷都する可能性はあるのか、ということも考えたりしまし

たが、それは無理ぽいと思いました。やはりなんといっても、これからは東北だと思います。しかし

いまのところ、放射能とかの影響で東北は危ないと思う人は多いでしょう。でも生命力の発展力とし

てはやはり東北だと思います。

奥州藤原氏の土地とかいいですね。これはわたしの個人的な見解です。もともとヤマトという名前

の国は、東北にあって、東の勢力と西の勢力を融合するために、暫定的に、奈良に三番目の都を

作ったという話があって、ヤマトタケルは奈良に攻めにきた東北の軍のことだというのが渡辺説で

すが、宇宙的接点というと、やはりわたしは東北のことを考えてしまいます。京都・大阪・奈良とか

だと、人間どうしで世界が固まってしまって、そこに別なものが入る余地が少ないように見えるから

です。日本解体再構築計画が今後どのようになるかで、状況は変化するでしょうね。つまり遷都し

ても、それもまた暫定的なものでしょう。そもそも土地を所有物にするという生き方そのものが大きく

間違っているわけですから。日本解体再構築計画といっても、再構築のほうが少なめで、解体の

方が比率が高いと思います。

国を壊して、新しいユニットを作るというのは、ヤギ座の冥王星と、おひつじ座の天王星の鋭いスク

エアの意味ですが、やぎ座は冬至点なので、冷たく固い殻を意味していて、普通はなかなか傷を

入れにくい。しかし冥王星と天王星はやぎ座の支配星の土星の範囲を超えているわけですから、

可能だということですね。あと七年かけて、大ざっぱな進行をする感じでしょうか。メリマンとかは、

カーディナル・クライマックスは 11 年とか 12 年に終息するというような話をしていたようです。で、な

ぜこれから始まるのに、それを終息というのか疑問でしたが、惑星の影響の階層構造については

考えていないということが一番大きな原因ではないかともとれます。

◆事務所のスピーカーは 4way に

事務所のスピーカーシステムを、4way マルチで構築しようとしています。やっと、dbx の

driverack4800 の設定方法がわかった。で、低音は 38センチのウーファーのダブルなので、

amcronK2 のブリッジにしようとしています。事務所では極端に小さい音でしか聴かないのに、K2
のブリッジ、つまり 4 オームで片チャンネル 1600ワットの出力というのもそうとうに不自然です。

しかしながら、ピアノは叩く楽器。叩く楽器の音が、叩くように聞こえないとしたら、それは良くない

ので、小さい音でも、ガツンとアタックが聞こえるようにするために、こういうパワーにします。低音が

飛んできて体にあたる感触があれば、オーケーです。音楽は耳で聴くわけではなく、身体で聴く訳

で、極端に小さい音でも、がつっと体にあたるのがいいです。

ミッドバスは、フォステクスのバックロード専用のスピーカ FE208EΣ に、自作の箱ですが、やはりこ

れは雑味がある音で、合ってないかもしれません。JBL の 4343 に使われていた 2121H に取り替

えるかと思っています。

アンプは、300B の PP です。ホーンは、JBL の 2450 で、これも大型ホーンで使っていたドライバ。

ありあわせ。アンプは、6BQ5 の PP で、ベルウッド・ランシング製です。懐かしい 6BQ5 です。わた

しが小学生の頃はだいたいラジオとかステレオは、6BM8 か 6BQ5 です。今の時代のアンプでは

出てこない可愛らしい音ですけど、ホーンドライバにしか使わないので、違いはいまいちわからな

い。ただ、ドライバに 6BQ5 というのは、さすがに問題かもしれない。あまりにもソフトすぎる音なの

で、もっと違うものにする可能性はあります。

ツィーターは、JBL の 2405 で、ここには 2A3 のシングルをつないだ。つまり、この 4Way は、ウー

ファー以外は全部真空管で、しかも統一性のないばらばらな組み合わせで、いまのところ、調整を

まったくしていないので、柔らかすぎて、聴きにくい音です。ソフトすぎてどうしようもないです。きつ



い音はきつく、固い音は固くというのが理想ですが、すべてがソフトになってしまいます。

4way を耳で聴きながら調整することはできないと思います。完全に泥沼です。そもそもソースに

よってバランスが全部違う。どれを基準にしていいかわからない。この driverack4800 には、RTA マ

イクで周波数調整をする機能があるので、いずれはそれを使いますが、いまのところ、使い方がわ

かっていないので、(プロ用なので、そもそもマニュアルが、スイッチの説明のみで終わっている。

専門用語がわからない。技術屋さんに丸投げするような説明書。)わかるまでは、仕事の合間に、4
つのばらばらなレベルをいじり回すことにします。ひとつのスピーカーは、三オクターヴのみ受け持

たせるのが歪みが出にくいベスト、つまり分割振動しないと言われているので、4way が一番いい

わけです。いまのところ、190hz、1000hz、7000hz の三つで区切っています。

今年のはじめの目標は、上位にあるものを下におろすという話でしたが、なら、それを占星術でし

ようという話になって、今はそれを書いています。占星術には、上位にあるものを下におろすという

回路は失われています。下から上に上がるという回路はあります。途中で行き先を見失うシステム

だけどね。あるところまでは飛ぶ。

それにしても、グリニッジを本初子午線にするのはともかく、占星術で使う場合には、古典的な基

準に戻って、エジプトをスタート点にみなすほうがいいです。そのほうがどうみても矛盾がないです。

30度弱ずれています。従来のものではエジプトはおうし座の 2度程度。ここを古地図みたいに、

おひつじ座のゼロにしてしまうわけです。十二サインを、アカシックレコードに関連づけるならば、

それに土地とも結びつけてしまうなら、おひつじ座の起点をエジプトにして、イギリスは魚座に入れ

たほうがいい。イギリスとかヨーロッパをおひつじ座にするのはどう逆立ちしても無理な感じがしま

す。

2011 年 4 月 23 日 09:56
◆五月からの木曜日占星術有料放送の申し込みフォーマット

木曜の占星術講座が遠方の方でも受講可能になりました。一ヶ月単位の申し込みです。第１～４

木曜ｐｍ１４時から１６時まで、2 時間×4 の情報量です。

３種類から選んでください。

2011 年 4 月 17 日 07:29
◆木曜日の講座の時間料金変更/事務所の使い方の変化/シリウス

木曜日の占星術の講座は、二時から四時までの二時間になります。参加費は、4000円に変更で

す。また有料放送をしますから、実際に来られた人は、内容が、限られた参加者に公開されること

を前提にしてください。

震災後、急に占星術に関心が強く働いています。いままで、水晶とかヘミシンクとかしていたので、

わりに占星術に関しては、新機軸開発意欲が薄かったのですが、なぜか、震災後、急にまた関心

が強まってきました。で、わたしは震災前、三月はじめくらいから、ちょっと回路がいつもよりも薄く

なっていました。回路というのは、いわば、全次元的なホットラインみたいなものです。それが、また、

安定して機能するようになったので、震災は、このメンテナンスみたいな感じだったような気がしま

す。メンテナンスの間は、電源切りますよ、みたいな状態でした。

回路が活発なときには、何か考えると、夢の時間も動因して、知識の流入があります。流れ作業に

乗った感じでリズミカルに動くようになります。こういう時は生活全体が走ってるような。



東急ハンズで、板を切ってもらうサービスは知っていましたが、簡単なものなら、四十分程度で

切ってもらうことができることを知りました。サブロク合板を指定して、切断図と一緒に申し込みする

と、カットしてくれます。で、そのときに、ハタガネも手に入れました。わたしはハタガネがずっとほし

かった。その頃は買うお金がなかったので、たんなる憧れでした。小学生のときには、万力が憧れ

だったと菊地氏に言ったら、菊地氏もそうだったと言ってました。ハタガネを使って、木材を組み立

てました。これは、ミッドバスのスピーカーの箱です。こんなに簡単にできるなんて。いままで適切

なサイズのものがないので、あちこちを捜し歩くようなことをしていました。カットサービスで切っても

らって組み立てると、全工程が二時間もかからないのです。大発見です。

ust は、録画にはパスワードはつけられないそうです。放送のときだけ、パスワードつきます。なの

で、五月からの有料放送については、再検討ですが、いまのところ、リアルタイムの放送は ust で。

録画の有料放送化は、違うシステムで、ということになりそうです。テーマを決めて、放送するのが

好ましいと思いますが、テーマが決まらない時には、参加者のホロスコープ読みになります。

◆事務所の使い方に関しての変化

収入が前年、さらに前年に比較して、かなり少なくなっていますので、そのために、事務所の土日

を遊ばせておくことができなくなり、なので、タカノツメの講座に使えなくなったのですが、さらに、

倉庫にしていた場所をクローズして経費を減らさなくてはならないので、そうなると荷物を事務所に

運び込むことになります。それで、事務所では、いままでのスペースは使えなくなり、狭くなります。

前に経営アストロロジー協会の講座には使えなくなります、と言ってたのですが、つまりそのくらい

狭くなるということです。なので、水晶の練習会も制限されることになります。水晶学校は普通にで

きます。

が、練習会については、制限が出てきます。いま、わたしは全体に経費をかからなくしてゆくことで、

税金をカバーしようとしています。税金はだいたい前の年を基準にしています。なので、少しずつ

収入が減っている人は、税金を払うのが大変になってくると思います。ほかの場所がなくなるので、

そもそもわたしが違う場所で仕事するというのができなくなりますね。すると事務所をフルに使うこと

になり、空きの時間が減ってきます。なんとなくこのあたりは決めかねていたのだけど、震災が起き

て、そのあたりをすっぱりと決めようと言う感じになってきました。四月終わりの税金の金額は驚くよ

うな金額ですが、これはあらかじめの源泉のものが減って、自分個人で企画したものが増えていた

からです。

◆セオリツ姫、タキツ、アルクトゥルス、シリウス

震災の時の津波について、仙台の被災者の霊能力者は、セオリツ姫に関係があるのではないか

と言ってましたが、誰が見ても、日本神話元型的には、津波はセオリツ姫以外の何ものでもないし、

多くのスピリチュアル人や霊能者が、今回の震災と津波をセオリツ姫と結びつけています。

この話題で言えば、わたしはお正月に江ノ島に行って、そこで、タキツが、このようにして物質化す

る、というようなことを見せてきた体験があって、それをある原稿に書きました。今年のテーマは、水

素 12 の小天使領域の力が、(つまり 3-12-48 の力が)より下のエーテル体領域にまで降りるというの

がメインの主題です。そういうことで、タキツが空間にしみ込んでくるとどういう感じなのかというのが、

江ノ島に宿泊した時の夢でした。空間をランダムに切り裂くように傷をつけるのですね。で、タキツ

というのは、もちろんセオリツ姫と結びつけられています。

でも、そもそも洪水とか津波とかはセオリツ姫とかタキツ姫と結びつくのは当たり前の元型的な意味



ですから、それを「もしかして、これはセオリツ姫と関係しているのか」と考えることが変です。水を

見て、もしかして、これは水の神様に関係しているのか、と言うようなものなのだから。

小天使は水に封じ込められ、水をコントロールすることはできない。なので、動く時には、水が運ん

でくるみたいな感じになる。これが大天使 1-6-24 ならば、水を透過して行き来可能です。水は 384
ですが、これは 1-6-24-96-384 の系列。つまり自灯明の物質の連鎖。法灯明は、3-12-48-192-768
で、小天使はこちらに属しています。

わたしは脱衣婆(セオリツ姫)を、アルクトゥルスと結びつけますが、これは銀河に存在するあらゆる

生命が浸っているスープみたいなものだと、リサ・ロイヤルが言ってましたね。生命を形のないスー

プに戻してしまうのは、アルクトゥルス。その意味では、アメリカの映画に出てくるような、人が死ぬ

時に、扉の向こうからくる天使みたいなものは、アルクトゥルス元型なのだという話です。最近みた

DVD、ラブリー・ボーンも、人の形、人の形をした感情が、やがてアルクトゥルス的に溶解していく

プロセスを描いていました。なんか意味不明なへんな映画だったけど。

こういう形のないスープに溶解していくのはアルクトゥルスの関与だとして、犠牲になるというのはシ

リウス的な手法です。なので、犠牲になって溶けていくというのは、シリウスの一撃があり、そのまま

アルクトゥルスに移行するという意味です。

たとえば、ある惑星がシリウスとパランになっている人は、その惑星が地上的な意味で犠牲になっ

ていることが多いです。犠牲になることで、「地上的な枠」を超えて往き、それが拡大した集団意識

への影響力を持つことになります。シリウスは集団的な影響力がきわめて強いというのがブレイディ

の意見ですが、それは通常の人としての欲求を犠牲にされることと引き換えです。人としての枠で

満足できるならば、それは個人を超えた領域に接点を持つはずはないからです。父、あるいは母

が早く死んだ人が宗教に走るのは、拡大された父や母を求めるからです。父あるいは母が健在で

普通の人は、宗教に走る人の心がわかりません。

水晶の講座で、話したことなんですが、霊能者とかシャーマンは、怪我をしたり、事故を体験したり、

ヒア・アフターのように、臨死体験をした後に目覚めるということが大変に多いです。

しかしこれは個人としてのきっかけであり、その前に、まずその人が属する文明が、滅ぼされたり、

敗戦したり、なんらかの意味で崩壊した状況を経験していなければ、その文明の中では、シャーマ

ンも霊能者も生まれてきません。

三次元的な自我というのは、カスタネダの本では、第一の注意力と言いますが、滅ぼされていない

文明は、第一の注意力という三次元的な自我に傷が入っておらず、その結果、その第一の注意

力に、まともに自己同一化して、これが自分の真実の姿だと信じ込んでしまいます。癒着がはがれ

ないのです。第二の注意力に入る扉はエーテル体ですが、これに気がつくには、三次元的な合

意的現実という自我がどこかでクラッシュする必要があり、それが文明のおいての傷です。なので、

カスタネダの本に出てくるドンファンは、絶滅した文明の種族だったのです。

傷を持った文明の中で、傷を持った個人が、もうひとつの世界をより認識しやすいということです。

日本の場合、第二次大戦で敗戦したというのは、そのチャンスを作り出しました。もちろん広島長

崎の体験もです。広島・長崎の原爆は、その時に、シリウスが冥王星とともにヘリアカル・ライジング

していたそうです。

シリウスの直系の文明は、犠牲になることを能動的に活用します。ティモシー・リアリーは、日本人



はシリウス人だと言ってましたね。懐かしい話。反対に、戦争に負けたこともなく、占領されたことも

なく、平和にずっと維持されている国家、文明は、第二の注意力、アルクトゥルスの扉を発見するこ

とが困難です。それは孤立し、地上でぽつんと、どこにも接点がないまま放置され、そして理解す

る力を失います。三次元的には勝ち組で誇らしい。しかしそれはそこに閉じ込められることを意味

します。誇らしいのだから、ならずっとそこにいろ、ということです。

こういう話をしていたら、水晶学校の参加者が「じゃあ、今回の震災はチャンスとも言えるわけです

ね」と。形をクラッシュするのはシリウスの常套手段。そしてその後の脱衣婆(タキツ、セオリツ姫、)
のアルクトゥルス力の到来は、確かにあるきっかけではありますね。

それで、こないだの占星術研究会の時に、ラクシュミが大阪からスカイプで、東電の社長の図の

データを出して来ました。蟹座のはじめに、太陽と土星。天秤座のはじめに海王星。つまり太陽は、

土星・海王星のスクエアに関与。つまりは、今回のおひつじ座・天王星と、しばらく前からの山羊座

の冥王星がそのままグランドクロスを作る配置で、あまりにもわかりやすいサンプルなので、わたし

は「こんな例題をサンプルにしたくない」と言いました。そのくらいできすぎの図ですが、土星の年

齢期になって、わざわざ、このためにつれてこられたみたいな図です。明確に被害者ですが、明

確に被害者とわかるような扱いかたをされないのが、土星・海王星のアスペクトの複雑さです。つま

り被害者なのに加害者とみなされるような扱いを受けるのが土星・海王星の特徴です。だからこそ

土星・海王星なのです。

で、被災者は、東電の責任とか国家の責任と言いますが、誰の責任でもないよ。これは、現代の科

学の方法論がもたらした結果です。それを受け入れた上でわたしたちは生きています。誰もが共

同責任者です。常に誰かに責任を負わせ、誰かを恨むことで、私たちは「傷」を直視しなくなります。

つまり扉を正しく使えないのです。オウム事件の時も、多くの人は、あれをアサハラのせいにしまし

たね。なので、その事件を正しく受け止めることができませんでした。信者は被害者でなく、共同責

任者です。全員で、あの事件を作ったのです。もっと言うと、日本人全員があれを起こしました。

人格クラッシュが長引いて一生を無駄にする人はたくさんいます。それはみな自己憐憫によって、

というのがドンファンの説明ですが、傷について、誰かの責任にして、ずっと文句をいい続けると、

それは自己憐憫そのものです。すばやくこの傷をきっかけにして、次の展開を考えるべきです。そ

れができず、傷を避けつづける(そんなことはありえないはずだと言い続け、拒否し続ける)と、人生

はそこだけ穴の開いた虫食い状になるし、第一誰かのせいにすると、その人に支配され続ける人

生になる。

追記ですが、ここ数年はずっと次元上昇する「アセンション説」がありますね。で、四次元以上の意

識に入る人には、主客の一方性がないです。つまり主体は客体、客体は主体という入れ替えが出

てきます。なので、加害者と被害者という、互いが互いの立場に閉鎖するということがなくなります。

加害者は被害者で、被害者は加害者です。四次元に入れず、三次元世界という合意的現実に閉

じ込められるのは、この自分の立場と視点の固執から来ます。分割魂を分割魂のままにしておく原

因は、その立場の固執です。今回、東北の忘れられた神々の蘇生ということを書いてきた人がい

た。長い目で見ると、大阪、京都、奈良などに遷都するのでなく、わたしは未来、東北が中心地に

なると思っています。

◆最近また占星術に

震災後、急に占星術に関心が強く働いています。いままで、水晶とかヘミシンクとかしていたので、

わりに占星術に関しては、新機軸開発意欲が薄かったのですが、なぜか、震災後、急に。で、わ

たしは震災前、三月はじめくらいから、ちょっと回路がいつもよりも薄くなっていました。回路という



のは、いわば、全次元的なホットラインみたいなものです。それが、また、安定して機能するように

なったので、震災は、このメンテナンスみたいな感じだったような気がします。メンテナンスの間は、

電源切りますよ、みたいな状態でした。

回路が活発なときには、何か考えると、夢の時間も動因して、知識の流入があります。流れ作業に

乗った感じでリズミカルに動くようになります。こういう時は生活全体が走ってるような。

東急ハンズで、板を切ってもらうサービスは知っていましたが、簡単なものなら、四十分程度で

切ってもらうことができることを知りました。サブロク合板を指定して、切断図と一緒に申し込みする

と、カットしてくれます。で、そのときに、ハタガネも手に入れました。わたしはハタガネがずっとほし

かった。その頃は買うお金がなかったので、たんなる憧れでした。小学生のときには、万力が憧れ

だったと菊地氏に言ったら、菊地氏もそうだったと言ってました。ハタガネを使って、木材を組み立

てました。これは、ミッドバスのスピーカーの箱です。こんなに簡単にできるなんて。いままで適切

なサイズのものがないので、あちこちを捜し歩くようなことをしていました。カットサービスで切っても

らって組み立てると、全工程が二時間もかからないのです。大発見です。

ust は、録画にはパスワードはつけられないそうです。放送のときだけ、パスワードつきます。なの

で、五月からの有料放送については、再検討です。

2011 年 4 月 13 日 10:09
◆スカイプ講座

9 日だったか、いつもの三重県の櫛田に行かずに、事務所でスカイプ講座しました。

櫛田の西口さんのところに、十人弱の人が集まり、スカイプは一対一の接続です。で、わたしの声

はよく聞こえるそうですが、櫛田の人たちの声が、わたしにはいまいちよく聞こえません。その理由

は、遠いところにいる人の発言は、ノイズキャンセリングみたいな作用が働き、ちいさい声は消され

てしまい、大きくなったりちいさくなったりするからです。これは、ひとつのマイクで、全員の声を入

れようとするのは、工夫が必要だと思いました。

いっそのこと、ミキサーを使って、複数のマイクを使うと一番いいのですが、そういう設備は、手馴

れているし、事務所にも、いつまにか実験用でミキサーが四台くらいあるけど、櫛田チームにそれ

してくれと言っても、なかなか大変そうです。価格はそんなに高くないのですが、設置が大変そうで

す。一番楽なのは、発言するときに、それぞれの人がマイクを持ち、つまりマイクを移動せさながら

話すことです。わたしはこういうマイクもたくさん持ってるのだけどなー。たぶん、私が持っているマ

イクは、全部あわせると、二十本いじょうあると思います。教材づくり、あるいはいろんなことで、たく

さん実験したからです。アミボイスのため、あるいはソト歩き iphone 用だけでも、たくさん買って試し

ていたわけです。わたしはビニール袋マニアなので、こういうたくさん買ったものも、みなビニール

袋に入っています。

今日も、余震が続いていますが、アナログレコードの針が飛ぶかと思ったけど、まったく動じずに、

レコードをトレースしていますね。いま、ブラームスの交響曲全集、カラヤン版、合計四枚、つまり 8
面を順番に聞きながら、原稿を書いていたのですが、SME3009 トーンアームは、まったくのところ、

余震の揺れには関係なく、盤面を正確に信号拾いしています。レコードには、さまざまな不安定な

要素があり、それらをまったく気にせずにトレースするのが良いトーンアームの基本なのだから、余

震程度では、関係ないのかもしれません。びっくりです。たぶん逆に、CD プレーヤのほうが神経

質かもしれないです。



菊地氏が、倉庫のレコード、CD を全部運んでくれました。あと、そこにあった JBL の 38センチの

ダブルウーファーの大型システム、ヤフオクで売る予定だったのですが、今日、予定を変更しようと

思いました。巨大ホーンのみ売却して、ウーファーボックスは、そのまま事務所に持ち込み、もう少

し小さなホーンで再構築して、マルチシステムを作るほうが、はるかにリーズナブルです。たぶん、

わたしはスピーカー病なので、こういうシステムを売却しても、また似たようなものがやってきます。

たんに高いのは買わないということが決まっただけで、買わないということは決意していません。な

らウーファーはもったいないので、これは持ってよう。まだ AMCRON の K2 は、手放していないの

で、この 38センチダブルの重いシステムは駆動できます。あとは dbx の driverack260 で、マルチ

します。中音と高音は、たぶん、真空管で。EAR861 が、修理から戻ってくるらしいので、これを中

音にしよう。EAR861 を修理に出したのは数ヶ月前。で、見積もりの電話がきたのが、最近。それか

ら修理するという、超気長な話です。もしかしたら、代理店が、製造していたメーカーがあるイギリス

に送ったのかもしれないです。でないと、こんなにスローな話にはならないはず。修理に出したら、

半年以上かかります、というのは、ほんとに気長な話です。

2011 年 4 月 7 日 07:28
◆パスワークを夢で体験する人のメールです

最近、メールの引用ばかりしています。

----------ここからがメール。

はじめまして、整体を仕事にしているものです。

元々整体は身体と気的な身体のつながりを取り戻すためにやっているようなものなので最近の松

村先生の雑記は大変参考になります。

先生のタロットパスワークの本を買い、試しているのですが、イメージを能動的に作るのが苦手な

ので CD を聞き後は寝て夢を見るという方法で試しています。

地震もあったので塔のパスワークをして見たのですが以下が夢の内容です。

自分の整体院に行こうとしている。

すると看板に張り紙？落書き?がされて見えなくなっていたのでブロック塀に登りそれを剥がそうと

する。それを剥がすことはできたが自分がそこに乗ったためにブロック塀が崩れてしまう。

建物から人が出てきて何かを指摘された。よく見るとそれは自分の整体院の看板ではなく隣のビ

ルの看板だった。

間違いだと気づき隣の自分の店の建物に行こうとすると、もともとものすごく老朽化したお化け屋

敷のような建物だったのだが、ガラガラと建物が崩れて大崩壊してしまう。

5 階に人がたくさん閉じ込められているのでガラスを割って人を引っ張り出した。しかし自分の整体

院は中で違うビルに繋がっていて、店は実は後ろの大きなビルの中に入っていたのだと気づいた。

(自分の店は 4 階に入っている)店が壊れなかったことは良かったのだがひとつ奥の通りに面して

いるビルなので人通りが少なくて困ったなあと思っている。

看板もなくなったのでどうしようかとも思案している。

こんな夢だったのですが

最初は建物＝整体の技術的体系 看板＝その体系についている名前 とみて今の自分の悩み(身
体の共鳴を利用した気的整体をしています。元々学んだものと今自分がやっている整体がかなり

別のものになってしまったためにカイロ・野口整体と言った既存の名前を利用して宣伝できなく

困っている)にぴったりだと思っていましたが



松村先生の雑記を読み

古い建物＝身体

新しい建物＝エーテル体

とも読めるのではと思いました。

そこで質問なのですがこのパスワークを深めるにはこの後どのようにすればよいのでしょうか。

やはり最初はタロットカードの塔のイメージからスタートするのが良いのか

それとも同じ場面をイメージしてイメージが動き始めるのを待つのか

寝る前に「新しいビルに新しい看板をつける」など明確な意図を持って夢をみるのか・・良い方法

を教えていただけるとありがたいです。

----------------メール終わり。

上記のいずれでもいいのではないでしょうか。というのも、テーマが大切なものならば、どこから

入ってもそこに行き着きます。

で、塔のカードは、何度も新陳代謝するもので、ただ、それは任意に脱皮できる時期は決められ

ず、定期的に決まったところで塔が壊れ、また再構築される面があります。いまは震災で、春の脱

皮の大型版ということで、この流れの中で、壊れて、また再構築されるものがあるということですね。

ビルの五階は、遊び、創造的な展開、応用的なもの。四階はベーシックで、基礎的な安定感を作

り出すものですね。四階は壊れておらず、また五階は、閉塞状況になりそうな状態を回復させた。

なので、今後の展開もできる。後ろの大きなビルがバックグラウンドだとすると、看板を作って、あら

ためて展開するのが良いと思いますが、この構造をまずはアストラル的な状態の中で作り出すこと

で、それはエーテル体に伝達され、地上的なところで、それらが生き始めます。

エーテル体よりも上の世界と、物質の世界が断絶していた時代には、パスワークは、実生活を変

化させる力は少し弱めです。しかし通路ができた時代になれば、パスワークすなわち実生活の変

化ということになります。

パスワークで、これに関連する部分をしつこく歩き回り、通路をつけ、通路を作ることで、エネルギィ

の流れを太くすると良いわけです。

結局全部のパスを歩きまわるのが良いのではないかと思います。

その人がいつも寝ているベッドには、その人の身体の気の流れが刻印されたベッドパターンがあり、

これは生命の樹そっくりだという話ですが、この身体の周囲にあるエネルギィグリッドも、パスワーク

できるということにもなります。塔のカードは、ネツァクとホドの横のラインですが、チャクラは、生命

の樹みたいに陰陽分割していないので、このネツァク、ホド両方をあわせて、マニプラ・チャクラに

対応させるようです。塔のパスワークしていると、マニプラチャクラの陰陽の両極を歩くということに

なります。

塔のカードの雷は、ネツァクで、身体の左、マニプラの陽の部分。

塔のカードの建物は、ホドで、身体の右、マニプラの陰の部分。

このパスワークの中に、建物を壊して、また新しい建物を作りという運動が入っていて、たんに壊れ

るだけではないです。そしてネツァクは新しい時代性があり、ホドは保守性がありますが、安定性を

作り出します。

いずれにしても、塔のパスワークをしていると、マニプラ・チャクラが刺激され続けることになります

ね。

生命の樹の場合、矢の小道を引き合いに出すまでもなく、左は上に上がり、右は下に下がるという

特性があります。物質化、降下は右側を使います。つまり、身体の右のホドは、その下にイエソドが

あります。身体の左のネツァクは、その上にティファレトがあります。



エーテル体はイエソドであり、スワディスタナ・チャクラですが、これはホドを通じて刻印されるわけ

です。アストラル・エーテルあるいは新月から満月までの流れは、そもそも太陽のティファレトから、

月のイエソドに影響が受け渡しされるわけですが、その時に、仲介者として、ネツァクと、ホドがい

て、ティファレトからイエソドへの刻印のラインに対して、左右の変調をしていくことになります。

ティファレト、イエソドの直通ライン、つまり節制のカードは、ただその人の本質(太陽)を形にする

(月)だけなので、そこには何の新しい付加要素もないのですが、それに微妙なカーブをつけてい

くのが、ネツァクとホドであり、ネツァクは宇宙との交信で、ホドは古い記録を便覧して、ティファレ

ト・イエソドの流し込みに、色合いをつけていきます。

これらのマッピングを、この夢の中で、あらためて検討してみると面白いと思います。

ホドは、その下にイエソドというエーテル体があるということは、塔の建物は、物質の建物でなく、む

しろエーテル体の建物ということにもなります。生命の樹の図式だとそういうことです。そして、ネ

ツァクは太陽の力を受け止めて、それをホドにぶつけるので、塔が壊れるときに、太陽の力が、持

ち込まれていることになります。

太陽から月への直通のルート、節制のカードがあるにもかかわらず、どうじに、陰陽という左右のネ

ツァク、ホドで、塔を壊したり、作ったりという運動があるのは、直通のラインである女教皇・節制・世

界のカードは、陰陽化していないので、そこには運動性とか活動性がないからですね。この世の

活動、あるいはこの世でなくても、特定の世界においての活動は、そのレベルでの陰陽活動なの

で、このネツァク、ホドの陰陽のかかわりがあることで、太陽から月へという節制のカードもうまく作

用する。内容物を、新しい器に入れるときに、スムーズに入らないので、左右に揺らしながら、入れ

ているという感じですかね。

で、太陽から月へという節制のカードは新月。

月からマルクトという世界のカードは満月。

すると、ネツァクの側は上弦の月で、ホドの側は下限の月。

塔のカードは、上弦の月とか下弦の月という、太陽と月が新月、満月になるラインとは違う、それぞ

れ太陽に 90度になる位相をあらわしています。

上弦でも下弦でも、半月のときには、その人は後ろ暗いことをする、というイメージでイェイツは語っ

ているけど、わたしは個人がするべき本来の元型性の発揮に対して、他者の集合である集団意識

が働きかけることで、その人の中に、自分と他者性の関係の帳尻あわせが起きていることを意味し

ていると思います。

上弦の月では集団無意識が入ってくる。

下弦の月は、見える集団性としての、つまりは社会性が。

集団無意識が、見える集団性に力をぶつけた時に、塔が壊れる。

この関係に対して 90度の位置にある新月と満月で、個人はより大きな自己が、小さな自己に、影

響を生みつける行為が進んでいる。

言ってることがわけがわからない感じに見えてきたと思いますが、

今みたいに、海底の陸地が数十メートル移動しているようなときに、節制のカード、自己実現という

のは、よりスムーズに進むということでもありますね。

塔が壊れたり、新しく作られたりという新陳代謝がないところでは、太陽の力は月にうまく入れない。

2011 年 4 月 6 日 07:32
◆地震酔いなんでしょうか

メールです。



大震災の日から地震酔いが止まりません。ただし、私はこれが本当に地震酔いなのかうたがって

いるところがあります。

地震の数週間前から水晶透視の練習をし始めました。

はっきりした画像が見えることはありませんが、おでこから水晶にはっきりとつながっている感じが

あると共に、頭を後ろに強く引っ張られるような感じとオーガズムみたいな感覚があり、「マリファナ

を吸った時と同じ身体の変容の感覚なんだな」と思いました。それから何となく怖くて透視の練習

はあまりしていません。

地震の翌日にたまたま水晶を左手に握りしめて昼寝してしまい、気づいた時は左手の手のひらと

首の後ろがビリビリしびれてたまりませんでした。

石にあてられた、というような気分で起き上がれず、地震のショックも重なりその後２日間寝込んで

しまいました。

それからずっと頭を後ろに強く引っ張られているような感覚、旋回しているような感覚、首の後ろが

ビリビリしびれた感覚、床が斜めに傾いているような感覚の地震酔いに悩んでいるのですが、あま

りにも長く続くのでこれは本当に地震酔いなのかな？とうたがってしまいます。水晶を透視したとき

に感じた感覚とかなり近いからです。

地震酔いに悩む人たちも今多いと思いますが、身体意識、エーテル体の観点などから松村先生

が地震酔いについて考察されることは何かおありでしょうか？

また、首の後ろを閉じるって、どうやったらよいものでしょうか？私には、まだ水晶との付き合い方

がよくわからないでおります。

メールここまで。

地震は、地球と、地球のエーテル体の関係の調整というふうに考えています。シュタイナーがいう、

もっとも原始的な惑星グリッドは、正四面体ですが、これは、火山とか、人が住めない場所のでこ

ぼこしたラインを通ります。惑星グリッドは、地球のエーテル体の網の目で、わたしたちは、この

エーテル体の流れを無視して、都市を作ったりします。長い歴史の中で、断絶した「物質地球」と

「エーテル体地球」の同期を取るというのが、これから間歇的に連続して起こる一連の地震、転変

地変だとすると、だんだんといままでのひずみが修正されるという面があるわけですね。

で、こういうときには、そこに住む人間の集団意識にも影響があるわけで、人の身体と、エーテル体

の間の関係が比較的活性化しやすいのではないかと思います。これが、「春のにぎわい」としての

影響力だと思います。いずれにしても、大地に起きていることと似たことが、人の身体の中で、映し

絵として起こっていることは間違いはないでしょう。

水晶は、練習したり、持っていたりすると、エーテル体が刺激されます。わたしの表現では、「水び

たし」のような初期症状が起こります。松果腺を中心にして、そこに、八方向のパイプがあります。

で、最近は、呼吸法で、真上と真下のライン、真横のラインを行き来するというのをみんなに勧めて

いますが、松果腺を中心にして、プラナが動き始めることになります。エーテル体は、ヒンドゥーで

は「プラナの器」という名前がついています。前に、後ろに、引っ張られたり、押されたり、上に持ち

上げられたり、下に押されたりします。つまり八方向のパイプがそれぞれ、パイプ掃除を始めていく

のです。

で、感覚は身体に付随したものですが、エーテル体のほうに感覚が移ると、エーテル体の変化を

感覚的に受け取ります。すると、肉体は上と下が決まっていますが、エーテル体はわりに回転した

り、流動したりしますから、感覚はそれにつれて、揺れたり、おかしな動きをしますよ。わたしは目を



つぶって、エーテル体に感覚をあわせてしまうと、回転して、どこが上かわからなくなることはよくあ

ります。感覚をもう一度肉体にあわせれば、それは止まります。そして地震だけをキャッチしますが、

エーテル体に感覚が移動すると、地震プラス身体のエーテル体の揺れ、水を入れたゴム風船が

揺れるみたいになると思います。

どうやってとめたら、という話ですが、あなたはこの揺れに関心を抱いていると思います。関心を感

覚に集中させたら、とまります。ものとして生きることに比較すると、エーテル体に感覚を移動させ

たときに、本人が言うように、マリファナを吸ったような気持ちよさが出るわけです。だから、そのス

イッチを切りたくないという気持ちが働いていると思います。意志で、とめる決意をすればいいだけ

です。エーテル体に移動すると、感覚の重さ、硬直、鋭い刺激が緩和されて、リラックスし、大変に

気持ちよくなりますから、なかなか離れられないです。

大地が揺れているときに、どうじに、大地は自身のエーテル体を活性化させている。そのときに、

人も同じことをしたほうがいいと思います。いままでは精神世界では、何かスピリチュアルなことをし

た後は、物質界に着地するというのをしていたと思いますが、これはエーテル体と物質が分離して

いた暗黒の時代の方法であって、今後はむしろ、同居させて、エーテル体と肉体がなじむというよ

うなあり方を探索したほうがいいと思います。いま、かなりの人がこの同居のリズムを模索している

のだと思います。感覚の比率、エーテル体の比率をどう配分するか。

春分点は、十二の循環の中の最大の切れ目で、外宇宙につながっています。つまりはスタイルを

変更するには、この場所のときこそもっとも変更しやすいということで、ここで単にもとに戻りしたりす

ると、チャンスをまったく生かしていないことになります。昨日もおとといも揺れていました。揺れて

いると、効果は継続していると思えます。まだ、影響が冷めないうちに、新しい方法を模索したほう

がいい。

>雑記をみると、アクセスした状態、繋がった状態を切って

>普段は日常の感覚で自分を生きるというのは

>違うということで良いのでしょうか？

>現実の仕事の段取りや、他人とのやりとりでは思考を使います。

>そうすると人のエゴや、自分が限界だと思っている壁のようなものに

>直面すると感情が揺れます。

>水晶視をはじめた頃のような、うっかりやまだらボケは最近なくなってきていて

>不思議な流れに乗っています。

>もしかすると不思議な流れに対しても、流れを止めてしまうので

>「なぜ？」「何？」を思わない方が良いのでしょうか？

>あとは、日常の練習の中で調整していくと

>アカシックを感じ取れて現実化が進むということでしょうか？

シュタイナーが言ってるみたいに、エーテル体の上の領域と、下の物質の領域が断絶を起こして

いる間は、つまりアーリマンが力を握っている間は、この両方をわけて扱うほうが良いという意味で

した。だから、戸籍名と、オカルト名を変えたり、修行の世界を、労働の世界と分離するというような

テクニックを使っていました。精神世界的なことをする場合も、その後で、スイッチを切って、着地さ

せるというのが常識でした。

でも、これは 13000 年前に、歳差活動の暗黒面への傾斜が始まった段階からの話であって、こん



どは今の、反対側へのシフトに切り替わった場合には、エーテル体の上にある上位の次元と、物

質の次元の断絶というのが、ただの混乱ではなく、整理された形で再結合しやすいと思うので、そ

うなると、今までの時代のように、くっきりと分けて、ひとつが働く時には、反対側のスイッチを切ると

いうことよりも、上手に「編み込む」というのが良いのではないかという考えを、わたしは持っていま

す。だだもれにしないで、編み物のフィルターを作る。エーテル体の低い次元の部分は、あきらか

に、光、磁気、微細な物質などに結びつき、相互作用を持っていますね。つまり N 放射線と言わ

れている領域です。これは物質と無関係とは言いにくい。

これは、地震が起きてから、とくにそう思ったかな。

その前に、お正月の計画をたてる講座で、今年は上位のものをおろしてくる、というテーマを見た

時に思ったことかな。

上位のものが降りてくるって、昔だと、ウカノミタマが初午に降りてくるということですよね。初午は震

災が起きた頃のことかな。だいたい春分のちょっと前ですよね。

断絶がある間は、降りてこない。

で、カバラの生命の樹では、神はイエソドにしか降りない。マルクトには触れないという話でした。イ

エソドはエーテル体。しかしエーテル体は、下の部分は、あきらかに、磁気、光線などに接触して

います。イエソドとマルクトの間も、また七つの段階になっている。

故意にグランディングしない、ということの中で、少しずつ関係性を取り戻すのが良いのではない

かと。

それと、わたしは海王星が魚座に入ったことをしっかり忘れていました。また逆行するので、いちお

うお試し期間です。海王星魚座のお試し期間。いまは無料。来年になると、正式版が発売されま

すというところ。

2011 年 4 月 5 日 15:03
◆銭氏に関する話

>今回の東日本大震災に関して、１９９５年の阪神淡路大震災を予測した、

>といわれている、故、初代銭天牛さんのことが松村さんのサイト上で

>話題になっているようだったので、ネットでちょっと調べてみたら、

>興味深いブログ記事を見つけました。

http://blog.tourei.net/?eid=894328

>マスコミでも活躍する有名な占い師、立木冬麗さんの３月１２日の

>ブログ記事です。

>立木さんは、初代銭天牛さんのお弟子さんだったそうで、地震予知

>についてもいろいろ教えてもらっていたそうですが、そういうのはちょっと

>恐いので、あまり真正面から取り組んでこなかったそうです。

>初代銭天牛さんは２０００年元旦に、自身の予言通り、心臓の病（心筋梗塞）

>で亡くなったそうですが、その数週間前に、立木さんが銭さんに会った時

>（僕は１月６日までに亡くなるからな）と言ったそうです。

>立木さんは（東京に大地震が起きる時は、夢にでも出てきて

>必ず教えてくださいね）と銭さんに言ったそうですが、

>今年２０１１年の１月２３日に、銭さん死去後、１１年たって、



>初めて立木さんの夢に現れたそうです。

>でも、特に地震については答えてくれなかったとか、、。

>なんか、興味深い記事だったので、メールしてしまいました。

>やはり、銭さんはアカシックリーディング的な要素を大いにからめて

>予測していたんでしょうか？

わたしは銭さんに関しては、占星術の技術よりも、アカシックリーディング的な能力を発揮している

のだと思います。占星術は、それを発揮するための前座的なツールとして使っていたと思います。

ただ、多くの人が占星術をしているうちにそういうふうになると思います。占星術とアカシックリー

ディングは非常に相性が良いからです。

ただ、いつも思うのは、銭さんは、そういうふうに正確な予測をしたことで、大きな傷を負ってしまっ

たということです。阪神震災を日時まで正確に、前の年の雑誌に書いてしまったことで、マスコミが

注目して、「次はいつか」という不謹慎なことを聞きました。で、銭氏は、それに乗ってしまい、次の

日時は、わたしの記憶では、その年の九月だったか、確かにその日に小さな地震はありましたが、

大惨事にはならなかったということで、マスコミは、「詐欺師銭天牛」という記事の見出しを、電車の

中にまで貼ったようです。

そのころから、銭氏の性格が変わってしまったと、身近な人が言ってました。もう笑わなくなったの

です。で、婦人公論でもぼやきばかり書いていたような。たぶん、寿命が十年くらい縮まったと思い

ます。

驚くことを言う。周囲は挑発する。乗せられる。失敗して非難される、という流れは、銭氏以外にも

たくさん事例があります。圧力が大きいので、抵抗しにくいんですよ。そもそも、地震とかに関して

は予測してはならないという社会的なルールもありますから、この手に関して、真剣に喧伝しないと

いうのが妥当かなと思います。雑誌の占星術などの予測は、ある種のエンターテイメントで、そこで

目立つことは書かない、というのが良いとわたしは思います。そういう情報を正しく受け止めること

のできる人はこの世にいないと思います。たいてい処理を間違います。

占星術を未来予測ではないところで使うのは良いと思います。それはなかなか役立つと思います。

立木さんのブログを読むと、

>私の鑑定だと、3 月 23 日が危険日となっていました。

>天王星が大移動するのが 3 月 12 日、海王星が大移動するのが 4 月 6 日、

>きっと、その 1カ月くらいだろうと思い、3 月 23 日だと占ったのです。

これもちょっと近いですね。正確にやってしまうと、なかなか危ない、と、わたしは思います。2012
年だと思っていたら、一年早い。びっくりしました。という感じくらいのがいいのではないかと思いま

す。

人間は松果腺が退化しています。社会生活をする上で時計もあるし、カレンダーもある。集団の防

衛力がある。なので、それを必要としなくなったのです。江戸時代までは、船には猫が搭載されて

いました。嵐が近づくと、猫が暴れるから、猫計器として使っていたのです。猫はもっともエーテル

体の強い動物として知られていて、猫の松果腺を、ハイパーな計器として「正式採用」していたの

ですね。笑い話みたいですが。ダブル猫搭載大型船みたいなのが最新鋭かな。

松果腺が機能すると、地震とかの時には、ハイヤーセルフが故意に情報をマスクしたりしない限り

は、知らず知らず、どっかに旅行していたり、避けたりするようになるでしょう。山に上がる象みたい



に。認識に上がる前に、動作の方に情報が伝わってしまうのです。前にも説明しましたが、人間の

思考はもっとも低速なので、情報が思考に受け渡されると、たいてい判断を間違うか、行動が遅れ

てしまうのです。

松果腺は未来を予知する器官ではなく、たんに身体の外にある空気を読むだけです。でも、人間

はこの身体の外を読まないですから、松果腺が働くか働かないかでかなり違います。人間が読ん

でいる空気というのは、人と人の関係だけです。これは、「広い自閉」であると思います。外に開い

ているようでいて、閉じていることです。

昔、二十歳くらいの時に、原宿の街頭でタロット占いしていたことがあり、その頃には、路上に無数

のアクセサリー屋さんがいて、不定期に渋谷警察がやってきて、路上で商売する人を全員始末書

書かせていました。で、わたしは頻繁にタロットしていたのに、警察が来る現場に居合わせたことが

ありませんでした。道の直前に来て、この道はなんか嫌だなーと思って、気まぐれに違う道に行く、

みたいな行動が多かったからです。わたしの友人は、わたしを探し物マシーンのように扱っていま

した。タロットをしていたので、松果腺がばりばりに機能していました。(わたしは猫か。)

占星術とか、水晶透視などは、まずは個人として活用することができるようになると良いのではない

かと思います。それぞれの人が松果腺を回復させるわけです。いずれにしても、未来予測に使うと

いうのは、ごくごく限られた目的で、そのためだけに勉強する人はあまりいないと思いますが。何か

あったら、ダイレクトに公言するより、四行詩だ。SF のルールを違反しない、みたいな感じです。

2011 年 4 月 5 日 07:36
◆いろいろ計画したいので、頭が混乱

昨日も、スカイプで、カウンセリングしました。水晶の練習をしている人たちがいたので、わたしは

防音室で会話をしていました。

で、一対一の会話の相手を複数にすることを考えます。つまり相手のほうは公民館に集まっても

らって、そこで、少数の講座とかセミナーをするということです。まず、大阪でテストします。その後

は、こういうので、遠方との勉強会をするという計画を立ててみます。

それと ustream の有料放送をすることにします。木曜日は少数来てもらって、そのときのものを

ustream に録画して、いまのところ、毎週で合計四回を、一ヶ月、一万円の会費で、継続的に有料

放送するというものです。これは五月からしたいと思います。

いまオーディオ教材で、サビアンを作り始めています。昨日からです。で、ふたご座からです。昨

日は CD 一枚、六十分ほどの分量で、7度作りました。ということは、このペースだと、ひとつのサイ

ンは CD が四枚くらいです。

なにかこういうことを考えていると、ちょっと頭が混乱します。同時にいくつかのことをすると、心理

的についてこれない感じがありますが、まあ慣れてきます。

震災の後、わたしは重たい、高級なオーディオを売り払ってしまいました。揺れて壊れると、惜しい

と感じるようなものを置きたくないと思ったからです。はじめからなかったら、残念感はないです。で、

マッキンのアンプとかは、重さ 70キロくらいで、こういうのが複数ありましたから、まさに重量級の石

がごろごろしている感じです。またスピーカーも巨大なものはやめて、ライトなものにします。あまり

高級でないものに。最近、CD はほとんど聴かないし、これらはみな iTunes に入れてしまってもい

いと思っています。聴きたいのは、アナログのレコードだ。これは事務所に移動しました。



CD には向かず、レコードに向いているスピーカーというのはあります。つまりその時代のスピー

カーです。ソナスファベールのガルネリ・パラディオを使っていましたが、これはあきらかに CD の

時代のスピーカーです。で、レコード向きのものとして、わたしが一番好きなものは、ロジャースの

スタジオシリーズです。ポリプロピレンのウーファーで、あらゆる音がソフトに鳴りますが、LS シリー

ズはふわふわ、スタジオ 1a とかは、きりっとした鳴り方をします。そもそもロジャースは BBC に納入

されたり、また有名な LS3/5 とかで、八十年代には、大変に有名なメーカーでした。わたしはポリプ

ロピレンの音が大好きなんです。で、このロジャースのスタジオシリーズでレコードを聴くと、古いレ

コードも不快な鳴り方をしません。古いレコードが一番不快で気持ち悪い鳴り方をするのは、なん

といっても、長岡バックロードだと思います。

先ほどはバックハウスのブラームスを聴いていましたが、ルドルフ・ケンプも、このあたりの古いレ

コードを、不足感なく聴くことができるのです。低音も高音もぱっとしない。なんとなくワウフラがある。

そもそもモノラル。この手のレコードを節度ある形で聞かせてくれるわけです。震災の影響で、オー

ディオマニア的な要素が減って、昔の普通の音楽ファンに戻ってしまったような感じです。ほっとく

とまた増殖しますが。

ロジャースのスタジオ 1a は、こんなに雰囲気が良くて、バランスが絶妙なのに、当時の定価で 27
万円です。ボラないメーカーですね。いまではこの手のものは三十年前のスピーカーということで、

綺麗なものはほとんどないし、五万円前後が相場でしょうね。ガルネリには、無理をしている感じ、

不自然さがありました。大変な美音なんだけど、この無理している感が、鼻につく。ソナスファベー

ルは、イタリアで、ソナスの音は湿度感がないです。やわらかいのに、乾いているのです。しかし、

ロジャースとかタンノイなどのブリティッシュサウンドは、湿度感があります。ブリティッシュは、やや

暗くて、エモーショナルです。ビートルズはこの重さ、湿度感を嫌って、アメリカで録音したがったと

いう話があります。当時のアメリカは、どこのスタジオも、アルテックばかりで、からっとした、軽い音

です。おなじブリティッシュでも、ATC は、どうもわたしには合わないので、手放しました。

基本的に、CD を聴かず、レコードばかりなので、CD以後の時代のスピーカーは全部気に入らな

いということになってしまうのかもしれません。

2011 年 4 月 2 日 07:38
◆昨日がスカイプのカウンセリングはじめて体験

大阪と、スカイプしましたが、普通に使えることがわかりました。usterm 用に購入していた、三脚接

着の USBカメラを、七十インチの画面に向けて、そこにホロスコープを出して、それを映したまま、

会話は普通に。相手の人もヘッドセット使っているように見えなかったので、両方ヘッドセットなし

で、会話できることがわかりました。

で、その前にテストで、S さんとスカイプしていたのだけど、その時に菊地氏にレコードを運んでも

らっていたので、いきなり、カメラの前に菊地氏を連れて行って、自己紹介してもらったら、いつも

の「福来研究所の菊地でございます」ではじまり、S さんのガイドは誰なのか、何をしていたのかを

言い始めました。こういうのが、菊地氏言うところの「むちゃぶり」で、S さん言うところの「境界線メル

トダウン」なのだそうです。わたしの性格。

でも、これでスカイプ使って、ガイド相談室できることが判明しました。もともとエーテル体を通じて、

バイロケーションするので、その場にいなくてもいいわけです。なので、グッドモーニングカフェだ



けでなく、スカイプでのモードも増設することになると思います。

2011 年 3 月 31 日 08:02
◆スカイプをテストしています。今後のやりかた決まり

予想いじょうに使いやすいです。とくに、マックブック pro だと、カメラ、マイク、スピーカーは全部本

体についていて、スカイプで動画通話するときに、何も必要ありません。しかもわたしは大きな声だ

とハウリング起こすと思っていたけど、まったくその気配もなし。ごく普通に使えます。そういえば、

夜中のテレビ番組の、クリミナル・マインドとか DVD録画して運動中に毎度見ていましたが、そこ

ではよく動画で会議とかしているシーンがありますね。

ウィンドウズマシンで、レッツノートのようにカメラもマイクもついていない機種の場合には、USB で

接続するマイクつきカメラが、ヨドバシで 3500円くらいです。パソコン本体のスピーカーが小さいの

で、それをなんとかしないといけないかもしれないですが。

メルマガのまぐまぐは、創刊が五月六日ですが、創刊準備号はいくら作ってもいいそうです。なの

で、作ることにします。ちなみに、一回配本が 890円というのは間違いです。これは毎週金曜日で、

一ヶ月の金額です。

実験形式のサインの電子本は、ちょっと遅れています。途中でわたしが脱力していたからです。た

ぶん、多くの人が震災の時の「春の訪れ」で、いろいろ変わってしまい、もとに戻れなくなっている

はずです。新規スタートという気分で取り組む必要があると思います。で、わたしもその期間は、

ちょっとサイン本執筆が、休止していました。いまはあらためて取り組む体制ができつつあります。

わたしのことしのソーラーリターン図の話ですが、三ハウスに月があると指摘されました。見てみる

と、三ハウスにふたご座 22度の月。メルマガを毎週版計画したり、またホームページの雑記の電

子出版計画があったりする、というのは、あきらかにこのふたご座 22度の三ハウスの月のなせる業

ですね。月には計画性がありません。とくにふたご座の 22度は、無計画で、泥縄式で、なおかつリ

ラックスしているつもりで、量産です。三ハウスの月には、緊張感がない。周辺をうろつきまわる。

実は散歩原稿入力は、うまくいかないかなと思っていたのですが、これはソーラーリターン図成立

の時期の後にするべきことでした。暖かくなるし、あらためて気分一新、東京の稲荷神社写真集を

作るべく、うろついて写真撮ると良いとおもいました。

それにソーラーリターン図では、太陽と月がスクエアです。上弦の月です。これが一番期待できる

ことです。なんともタイトな 90度なんです。12ハウスの深層にある、新規な意志を、道端の 3ハウ

スの月は、反射します。道端の光景の中に、太陽の意志を反射し、なおかつそれを集団性の記憶

と照合します。したがって、わたしはこれから一年間、道端の乱雑な情報(三ハウス、ふたご座)を逍
遥して、そこに、自分の意志をスクエア的に反射させると良いと思うわけです。スクエア的というの

は、予定外の、ふたご座的な情報を取り上げるということです。ふたご座はレベルを上げる力がな

いです。しかし情報は横広がりに拡張します。バラエティは出るけど、質は上がらない。なんだか

怪しい情報も入る。でもこれは熱さましとして使えます。単調なひとつの題材で推進するのでなく、

ごみ情報的なものも拾って、そこに太陽の光を反射させるわけです。すると別角度の視点が生ま

れます。

それと、毎週のメルマガではネタギレ起こすと思っていたけど、昨日、高木さんと話をしていて、思

いつきました。書評をしてみようということです。洋書の一部を書評するのも楽しそうです。これも



「ふたご座散歩」に違いないです。というわけで、あー、そうだったんだ、ふたご座の泥縄 22度で、

しかも徘徊の 3ハウスだったんだーということで、方針がなんとなく決まった感じがします。
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スカイプで、複数の参加ができる多人数モードは、どのくらいの人数が使えるのでしょうか。もしこ

れがスムーズに活用可能ならば、スカイプで講座をしてみたいです。また木曜日のいつもの占星

術も、スカイプに移行したいです。

昨日、ラクシュミが大阪のジュピターから、木曜日講座をスカイプで見ていたのだけど、事務所に

ある、いつもホロスコープを表示する 70 インチ画像を、スカイプ画像で、惑星位置とか鮮明に見る

ことができるならば、CCDカメラをそこに向けて、それで音声はスカイプで、というやりかたをすれ

ばいいと思うのですね。昨日は、画面に MacBook を向けていただけなので、もっと解像度の高い

CCD を漁ってもいいし。

じっと、互いの顔を見るのは、boring なので、ホロスコープ表示しながら、話しましょう。三重県の櫛

田の講座はどうなんだろう。櫛田には二ヶ月に一度行ってますが、片道三時間半、しかも日帰りで

かなり無理なことをしています。櫛田に、いつものメンバーが集まってもらう。そして、スカイプで、と

いうのは実験してみる価値はあるね。そうすると、もっと頻繁なスケジュールでも実施可能だと思う

のですが。回線が予想以上に安定しているので、いろいろ試してみたいです。重要なのは、わた

しのところの大画面の図が鮮明に見えること、そして会話が互いにスムーズに聞こえることです。こ

の二点がなんとかなれば、いけますね。


