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はじめに 

 

            この小冊子は、コソラジイの歴史とその探検・研究プログラムである 

            プロジェクトＸの説明のために作られました。我々の人生のテーマの 

一つ─永遠の生命を求めて─真の魂の探求・探検・研究の旅路を、我々 

はプロジェクトＸと呼んでいますが、このプロジェクトは、一人の聖職者志望の学生

の探求から始まっていて、現在もこの探求は続けられています。それは、外面的には

実際に未知の失われた都市の発見とか、その文化の解明の冒険探検の旅路でもありま

す。内面的には我々の魂の旅路の意味でもあり、この両面をもつのが目的であります。 

 

そして、その探検は一人の先駆者の研究・働きにより、見い出された宇宙的原理・技

術・真理・宗教科学をコソラジイと呼んでいます。そして、多くの協力者の実践・応

用により、その有用性は、この現在の混沌とした世界に、一条の光をともしています。 

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

この小冊子はお読みになる各人を少なくとも新しい思考の世界へ導きます―この新し

い思考の世界とは神秘主義的宗教を創設した偉大なる宗教家たちによって体得されて

いました。これらの宗教は、初期の宗教の主義、教義に生きた、2、3の神秘力のある

人々の独占的な所有物となりました。彼らの目覚めの後、創設者の名前をつけられた

宗教は正式に体制化され、自ら指導者と名乗った人達が理性的認識力では理解できな

かった―理解でき得なかった宗教的観念を革変してしまいました。こうして神秘主義

的宗教の創設者の最初の目的は忘れられてしまいました。やがてこのような伝統的宗

教は多数の信者を獲得したエリート聖職者たちの所有物となる結果になったのです。

そしてこれらの体制化された宗教が社会的秩序の為の国の片腕となる結果をもたらし

たのです。 

 

キリスト教をはじめ他の宗教はその宿命に陥りました。創設者たちやその直弟子たち

を動機づけた最初のインスピレーションがなくなると真理は革変によって汚染されて

しまったのです。 

 

数世紀にわたって、もっと神と個人的レベルで深く交わりたいと願った思慮深い人々

は、この伝統的な考えに従うことを望まず一般の型から離れていってしまいました。

私たちが少なくともいえることは、そのような神を知りたいという願望がイエス・ 

キリストにしてその当時の厳格な法律やユダヤ主義に厳しい発言をさせたのであると

いうことです。興味深いことにキリスト以前にもモーゼがエジプトから民を奴隷の身

分から解放するために連れ出すように駆り立てられた時にも同じ道を辿っているの 

です。歴史上において多くの人々が宗教権力者によって迫害されその結果、秘密教団

を結成することになりました。必然的に順応者と自由思想家との間の溝は埋まらず―

その傾向は現在に至っています。 

   



  

 

歴史は宗教が、政府と同様に数人の手のなかで権力を蓄えていたり、公平な法による支配 

ではなく不公平な人々によって支配される時、圧政的になることを示しています。人々の 

自由への憧れと神を知る権利はアメリカの基礎要因となりました。ヨーロッパにおける 

キリスト教会は、イエス・キリスト時代のイスラエルの国家や民間の宗教と同じように 

あまりにも制約がありすぎました。歴史は繰り返されるということです。 

 

近代社会は、宗教的フィーリングや表現の復活を見てきました。個人は宗教に興味を 

持っています。しかしながら、体制化され儀礼的になった教会や宗教団体では満たされな 

かった多くの人々が、かつてはオカルトや偽宗教やはずれた道と思われた、メタフィジク 

スやエソテリック(秘儀的)な団体に救いを求めております。黒魔術、魔術、心霊主義、 

シャーマニズム、鬼神学、神知学や薔薇十字会の神秘思想についてある程度まで吟味され 

続けて来ました。そして、また東洋的宗教に対する興味も復活しました。人生の大きな 

意味を追求し人間的理解の新しい展望を望む努力の中で、多くの好奇心と興味をもった 

人々は瞑想、心(マインド)や肉体のコントロール、思考システムの変更、人間工学や性格 

拡大(発展)プログラムを学び関わってきました。どこへ向かうかも知らず、もっと深い 

霊的体験を求めている迷いから覚めた人々は、既成の教会や抽象的科学の派生的結果と 

して最近湧き出た数多くのカルトに信仰の表現(expression)を求めています。このカルト 

とは大部分において混合主義、又は析衷主義であり、その中には哲学、心理学、宗教、 

物理学やコミュニケーション・サイエンス(伝達科学)のもっている最高の特徴が含まれて 

います。 

 

最近の興味ある現象は既成の教会や宗教、体制化された社会団体が、場合によっては、 

これらの新しく現れたグループをつぶすために権力者やメディアに圧力をかけること 

です。確かに極端なケースにおいての批判手段は正当化されましたが、これが全ての 

ケースに当てはまると言えるわけではありません。ニュー・エイジ・グループに対して 

無差別に否定的判断が向けられた時、ヨーロッパでの中世における宗教裁判時代に行われ 

た宗教的自由に対しての弾圧や同様にエルサレムで法律尊重主義者たちによるキリストヘ 

の攻撃を思い起こします。人はこの事を永遠に警戒しなければなりません。 

 

確かに言えることはあらゆる偉大な時代において、人間の進化の重要な時期には、宗教的 

インスピレーションの復活が起こり、当然の権利であり予定された永遠の生命に至るのを 

妨げている束縛から、我々の霊を解放するということが起こるのです。 

 

宗教的に深い意味で最近興味あることは、この物質主義時代の多くの利点があるにも関わ 

らず、表現や満たされる事を願う我々の霊の要求を満足さすことができず、結果として 

霊の探究が復活し人道主義が復興しているということです。増大した通信と宇宙科学技術 

の世においての宗教的ルネッサンス(再生)は、宗教が、人類を新しい思考の次元へと押し 

出してしまった科学的、技術的進歩とペースを合わせることを要求しています。もし人間 

の霊が宇宙時代において本当の表現を体験できるとすれば、神の創造力と直接に接触 



 

 

できるということになります。ですから、神聖と親密な関係を体験するためには、人々 

は人間の霊を支配するこれらの真理をつかまなければならないのです。我々はまず一般的 

な宗教の信ずることの体系を取り除かなければなりません、そして、霊が持っている宗教 

芸術や科学やテクノロジーのような高いレベルの霊的真理を適用するのです。現代人は 

この方法でのみ、キリストの奇跡、モーゼのカ、仏陀の平静さ、マハトマ・ガンジーのカ 

とヴィジョン、その他に見られるような過去の偉大なる宗教家たちが体得したものが得ら 

れるのです。確かに古代の予言者や聖人たちはいなくなってしまいましたが、それゆえ、 

これからの時代の人たちが彼ら以上のものを成し遂げるのです。それは彼らの願いであり 

ました。 

 

本文は霊の真理を探究した一人の男の物語で、そしてそれは世界中の数多くのミス 

ティック宗教家の人々を引きつけた宗教的かつ科学的探検プログラムの始まりでもあり 

ます。ユニークで独創的なプログラムはこの近代的な時代において、比較されるものが 

ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<はじめに一終了> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

読者の皆様は宗教が探検/研究プログラムであるプロジェクト Xと何の関係がある 

のかとか、宗教が特に重要視される理由は何ですかとお尋ねになるでしょう。 

 

これらの質問に答えるため皆さんを 40年ほど前(この本は 1988年に書かれている） 

1947年、このプロジェクトの長であるジーン・サヴォイが大学で聖職者となるべく 

準備をしていた時代へご案内します。 

              

サヴォイはカトリック教会の司祭、ジョン・ 

B・デラウニー神父から個人教授を受ける 

特権が与えられました。デラウニー神父は 

イエズス会士で、著名な心理学者でもあり 

ました。この年老いた神父は21 才の学生 

を彼の生徒としてくれたのです。そのわけ 

は、サヴォイが神父にみせたエッセイに 

ありました。この若者は、以前にエッセイ 

を教授の一人に提出したところ、その教授 

は太い赤のペンで「このエッセイに書かれ 

ている考えは異教のものだ。警告する。」 

と書いて返してきたのです。 

 

そのエッセイを読んだデラウニー神父は 

サヴォイの理論を理解できないまま、意見を述べました。そして彼は以前に、フラ 

ンス人でイエズス会士ピエール・ティルハード・デ・チャーダン神父から聞いた話 

を思い出しました。チャーダン神父によって書かれたものは、教会の検閲により 

削除されてしまいました。(その後、この書き物は神父の死後、個人的に出版され、 

名声を得ました。) 

 

デラウニー神父はサヴォイに個人学習を続けるよう励ましました。それは、サヴォ 

イが書いたエッセイの何かが彼を引きつけたからでした。彼はチャーダン神父の 

書物が正統派的信仰に反したが、全ての司祭がローマ法王庁に賛成したわけでは 

ないと話しました。そこでデラウニーは活動している隠れたカリスマティック教会 

(カリスマ派)の存在を話しました。彼はそれを"この世で活動している目に見えな 

いキリスト教会"と呼びました。司祭は、この体制化されていない教会はかなり  

以前から存在し、いつか教会内だけでなく、キリスト教や他宗教にも変化をもたら 

すでしょうと話しました。デラウニー神父は、サヴォイは体制化された教会の聖職 

者ではなくこのような方で働く運命のような気がしました。 

 

デラウニー神父は、宗教は人類の出来事の中で新しい役割を果たし、人間を調和さ 

せるべきだと信じていました。彼はこの信念を強くした一つのエピソードを詳しく 

話してくれました。それは、かなり前でインドでの出来事でした。マハトマ・ 

ジィーン・サヴォイ（右上） 

フェザー・サーペントⅡ 
（羽根をつけたヘビⅡ号）
探検船（次頁）のキャプテ

ンであり、プロジェクト X
の長だった。 
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ガンジーがデラウニー神父に、困難の 

多い国で子供たちの教育をしてくれて 

いることに対するお礼を伝えるために、 

宣教師館を突然訪問した時のことで 

した。献身的な弟子たちに同行された 

マハトマは司祭に近づき、感謝の念を 

もって彼の足元にひれ伏しました。司祭 

は驚き、インドの偉大なる霊的指導者に 

よって表現された謙遜な行為に驚きま 

した。ガンジーは司祭に人類はいつか、 

キリストの山上の垂訓や、聖なるヒン 

ズー教教典に表された新しい霊のもとで 

統合されることを信じていると伝えまし 

た。その日以来、デラウニーは変わりま 

した。彼は違ったタイプの司祭になった 

のです。この体験は、大きな謙遜、憐み 

の心や他宗教に対する寛容を教えてくれました。 

 

その話の後、希望にもえた若者とデラウニー神父はますます親交を深めていきま 

した。サヴォイは以前よりもっと彼の思いや考えをデラウニー神父と分かち合い、 

神聖な神学や教会法を学び、神父はサヴォイの神学的概念について耳を傾けてくれま 

した。彼らはティルハードの信仰の概念について話し合いました。これらの初期の頃 

知られていた部分は人間の未来の進化について論じていました。若いサヴォイは物質 

界を越えた霊的世界について話しました。それは神性内から出た目に見えないカと 

エネルギーの世界なのです。神は物質界から離れ、人間の霊と魂のみが霊的世界の 

一部だとサヴォイには思われました。 

 

明らかにイエスは神の領域との接触に成功し、神聖なる神の存在の体現となったの 

です。イエスは現世において神との接触を成し遂げたのです。福音書によると他の人 

も彼と同じように成し遂げることができるとイエスは約束しました。 

 

サヴォイはティルハードの考えは正しいと推測しました、それは、人のある精神/肉体 

の器官が、神から送られてきた霊的生命力によって刺激され目覚めると、人に変容を 

与えるというものでした。いかにしてこの生命力を見いだすかは秘密でした。  

ティルハードにはその手段はわからなかったのですが、サヴォイは、彼の、人が存在 

の超越的なオメガ状態を達成するためには科学的な宇宙の枠組や、時間と空間を 

越えた他の次元へいかなければならないという推理に同意しました。サヴォイはカト 

リック教義の領域から出る必要があると感じました。デラウニー神父も同意してくれ 

ました。そして、神父はもし人生をやり直すとしたら、司祭の道を選ばずサヴォイを 

とらえた勉強や研究を追求するだろうと告白しました。それは、まだ司祭としての 
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人生を心に描いていた若いサヴォイにとってショッキングな告白でした。 

 

サヴォイの勉強は一般教育の他に聖オーガスティン、聖トマス・アクイナスや教会 

の歴史にも及んでいました。彼は異教にもひかれ、バジリデス、バレンティナスや 

オリゲン神学体系や古代のグノーシス主義宗教にも興味をもっていました。彼は 

特にドナトウス派や後世、世俗化した教会に対する彼らの拒否反応に興味を抱いて 

いました。教会が、聖なる神秘主義者や悟りをひらいた人々の共同体から、神の 

恩寵によって救済を与えるという雑多な人たちの集団になってしまい、しかもそれ 

を通じて教会が絶対的な権力を持ったからでした。彼は儀式や式典において神の霊 

が重視されたカリスマ的な動きに近づいていきました。 

 

しかし、デラウニー神父のはげましもあって、感化力のある神のカ(Spermatikos) 

の概念についての勉強や研究を続けました。スパマティコスとは神から直接、  

霊/魂に与えられる種(germseed)のことなのです。サヴォイはこの概念こそがキリ 

ストとその弟子たち、パレスチナの初期教会によって体得され、この知識とカの 

所有がキリストと彼の直弟子たちに奇跡的なカを与えたと確信しました。しかし 

ながら、教会はこの知識を失ってしまったのです。又、人は、学究的教育や制度化 

された教会の中ではスパマティコスを得ることはできないと確信し、サヴォイは 

個人的な勉強を続けるため大学を断念しました。しかし、その時点では彼の研究が 

どの方面に向うか分かっていませんでした。サヴォイはデラウニー神父の祝福と共 

に大学を去りました。 

 

サヴォイの神秘主義に対する傾向は、アシジの聖フランシスコ、十字架の聖ヨハネ、

聖シメオンやその他のキリスト教神秘主義者たちの書物に出合わせました。又、 

エジプトで秘儀を受けたギリシャの神秘主義者ピタゴラスの教えに魅了されました。

これらの書物は、宗教的信念においてパレスチナのエッセネ派と関連があったセラ 

ピュウタエ(THERAPEUTAE)への研究へと導いていきました。 

 

サヴォイがエッセネ派について 

調べたところによるとイエス・ 

キリストはエッセネ派のラビで 

あったことは明らかで、ファリ 

サイ派と律法学者は彼の反対者 

と思われていました。エッセネ 

派の教義は、神聖で、閉鎖的 

で、教団の中で秘密裏に保たれ 

ていました。古代の初期キリ 

スト又はメシアニック教会 

(救世主教会)は、このエッセネ 

派から派生したことは論理上、 

マハトマ・ガンジー（右）
の予期せぬ訪問 
サヴォイの指導者である

デラウニーを変えたイン
ドの霊的指導者 
 

 
ピエール・ティルハード・
デ・チャーダン神父（次頁）

の著述は、サヴォイを人間
の超越した存在の研究に
導いた。 
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十分考えられます。そして、非凡な 

人間として、神との親密な交わりを 

可能にした神秘的教義が、のちに世俗 

的な教義に取って代わり、真の教えを 

台なしにしてしまったのです。新しい 

教義の目的は神との融合ではなく 

イエスを神として、崇拝することに 

なってしまいました。その結果、 

エッセネ派や後にはパレスチナの古代 

キリスト教共同体によって永続されて 

いた霊的知識は、当局者に対して反抗 

した、啓蒙された人々の殉教と共に 

消滅してしまいました。これらの啓蒙 

された信心深い人々は、まだ啓蒙され 

ない人や知識人や実践主義者たちに 

取って代わられてしまいました。 

従って、教会の退廃は民法、宗教法、 

両方からの支配に堕落したパワーが 

使われた結果によると考えることができます。結果として、後のキリスト教徒は、 

かつて教会が何を体得していたかわからないまま、イエス時代に神殿支配された 

神官のもとでユダヤ教が辿ったように、神によって立法された法による律法尊重 

主義宗教としての道を行くことになってしまったのです。宗教の必然的な退廃は、 

ローマ帝国の各地にあった神秘学派の迫害と閉鎖という結果になりました。そし 

て、彼らの守護者の死と共にこの神聖なる教義は人類の前に存在しなくなってしま 

いました。 

 

しかしながら、サヴォイは神秘家たちの人生を研究するうちに一筋の光を見まし 

た。人は神とその人自身の不滅の体験をする共通の衝動力を分かち合います。死が 

最終的という考えはティルハード神父やデラウニー神父のように目に見えない世界 

を信じている人々に拒絶されました。この若い求道者は、神学体系や独断的教義に 

よって制定された制限を越える必要を感じ、霊的事実は体験的に立証できなければ 

ならないし、これは世俗的な宗教を出て、経験上の感覚を越えた霊的科学への領域 

に導いてくれると信じました。 

 

サヴォイとデラウニー神父は心理学においても共通した考えを持っていました。 

若いサヴォイは精神分析の父として尊敬された、フロイトの夢や性的衝動について 

異なった考えを持っていました。例えばサヴォイは精神(マインド)や心霊(サイケ) 

がイメージや思い出を記憶し、睡眠中に夢として現われるように、霊/魂もイメー 

ジや思い出を記憶し、大きな愛や感動的体験をする時に現れると感じました。彼は 

神秘主義者たちによって教えられた絶対的エネルギー、スパマティコスの存在に 
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感づいていましたし、そのエネルギーが性的衝動を越える大きな活力であると感づ 

いていました。確かに、汎性主義のいうように性的行動は全ての人間の中で重要な 

役割をもっていますが、サヴォイは性的エネルギーが主要で唯一のエネルギーとは 

信じていませんでした。 

 

神の感化力ある絶対的なエネルギーはロゴスとも呼ばれますが、性的エネルギー 

よりはるかに大きいものでした。そのエネルギーは霊/魂に生命を与えることが  

できるのです。さらに生命が与えられると、理性的な霊/魂は人間の有機体に 

よって造られたエネルギーより更に大きな絶対的エネルギーを受け取り、人々にカ 

を与えるのです。このように神を知っている人は経験主義者ではなくむしろ心霊力 

 (サイキック)の強い人か霊的な人たちなのです。経験主義者は、悟りをひらいた宗教 

 の創設者や聖なる神秘主義者たちによって体得された秘儀を所有することによって 

のみ、神を知ることができるのです。この知識はこのような人々とロゴス又は神の 

言葉との接触を可能にし、その結果アンソローポス又は真の人間となりました。 

 

この人間の変容は実験科学の範囲外なのです。このような経験はある人に起きて 

いることを他の人が自分に起きていることとして証明され得ないからです。 

ですから、実際に体験している人のみが知ることができるのです。それでいて、 

この秘儀は全てにおいて最高のサイエンスなのです。 

 

それは生物学的、理性ある人間が、それ自身の表現をする行動や本能があるよう 

に、霊/魂は完全な純枠な人間としてそれ自身を表現するように駆り立てられるの 

です。理性的、又は経験的人間は、ただ単にその人の全人間としての存在の一部に 

しかすぎません。理性的な人間が霊/魂と相互関係で結ばれている事実は、人間が 

理性を使って霊/魂と神との接触を求めるということで表されています。残念 

ながら、この霊的本質を解く方法やシステムは人の前から消えてしまいました。 

サヴォイは、古代の精通したマスター・アデプト（熟練者）や神秘主義者たちの死 

によって、その科学と技術の世界を奪ってしまったと感じました。かれらを殺した 

ことによって、世界はそれ自体の存在の大きな部分に終わりを告げたのです、この 

ため人類には責任がないとはいえないのです。世界中の大きな政治力や経済力を 

持ったリ一ダーたちを調べると、人は神を知る権利を断念してしまったことが 

分かります。奴隷的物質欲には限度がないということです。 

 

  サヴォイはスイスの精神分析医カール・ユング博士の考えに 

  も精通していました。サヴォイが読んだリチャード・ウィル 

  ヘルムの中国古典"金色の花の秘密" (The Secret of the 

Golden Flower)の訳についてのユングの論評は、彼に新しい 

研究への道を開きました。このようにして、サヴォイは東洋 

宗教の本格的な研究に着手しました。幸いにも、彼は英国人 

神秘主義者、ポール・ブラントン博士の同僚と出会うことが 

カール・ユング博士（右）

の考えに精通したこと
は、サヴォイに新しい研
究の道を開かせた。 

 
英 国人神 秘主義 者の 
ポール・ブラントン博士

（次頁上）と近密な同僚
に出会ったことは、サヴ
ォイを人間の魂の不滅

を研究するよう発奮さ
せた。 
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できました。ブラントンから人間の魂 

が不滅である可能性を学びました。 

それは教義を越えたものでした。 

そして、それは古代エジプトやインド 

の 神秘儀式の神官たちに知られていた 

事実に基づく可能性でありました。 

サヴォイはブラントンの考えから多く 

のことを学びましたが、わかりにくい 

ミステリーである人間の変容は、ただ 

ミステリーのままでとどまって し 

まったと確信しました。彼はいかに 

してこれを実現するかを発見する 

つもりでした。彼はもはやそのような考えについて書かれた書物を読むだけでは 

満足しませんでした。ユングの研究から、精神分析は心(マインド)や心霊(サイケ) 

の真のサイエンスに至らなかったし、物理的現実の中の自然科学のレベルにも達し 

なかったと推測しました。そうする為には、古典物理学が放射能を発見したような 

業績が必要でした。これは、魂のサイエンスとしての形成、霊的誕生の技術、魂を 

創造的なカや宇宙のエネルギーと結びつけるテクノロジーが必要とされるのです。 

この思い描いた知識の主体は高い宗教との融合が必要とされます。サヴォイは、 

もし、彼が人間の変容の神秘を解明するつもりであれば、心理学の分野から出て、 

超越的宗教の領域に進んでいかなければならないことを知っていました。彼は自然 

科学の方法は心(マインド)と心霊(サイケ)の作用についてはある程度、解明できる 

が、人間の霊/魂の解明はできないと考えました。 

 

理性的な心(マインド)は物質的現実を処理し、一方心霊(サイケ)は人間の集合的心 

(マインド)の宝庫であり、個人や全人類としての記憶や経験によってつくられて 

います。霊/魂は物質的現実を越えた世界の部分です。物理学者が認めている 

ように目に見えないカが物質的現象を支配しています。真の霊的な心理学者は人間 

の心 (マインド)/心霊(サイケ)は、心(マインド)ではなくそして心霊(サイケ)で 

ない、即ち霊/魂に根を持っていると認めざるを得ないでしょう。 

 

それはそうですが、サヴォイは新しい知識は、哲学的や宗教的な推論ではなく、 

観測できる事実に基礎を置く必要があると気づいていました。そのような知識の 

発見は科学と宗教の橋渡しとなります。このようにして、科学的宗教学をつくり 

ます。それは、人間の外面ではなく内面を取り扱う学問です。サヴォイの研究に 

よれば、科学的または理性的な学問は、内面の霊の世界を探索するには不十分で 

あると分かっていました。これは、ユング博士にはよく分かっていたことです。彼 

は内面の霊/魂を体験する必要を認識していました。目標は、彼の理論では、エネル 

ギーの源を見い出し、それを使って人間の眠っている霊的性質を目覚め、再燃させ 

ることです。これはただ単に感情的な宗教的体験ではなく、実際に人間を変容させ 
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るものでした。一度活性化されるとその霊/魂は意義のある仕事に従事させます。 

サヴォイはこの事を実行するのに自らの不十分さを知っていました。彼の知識だけ 

では不十分でした。彼にはこの研究をするのに信頼できる情報が必要でした。一体 

どこを探せばいいのかは彼には分かりませんでした。 

 

その探索は、古代の古典からより近代の学者達を含む、哲学とエピステモロジイ  

(認識論)の学習に及びました。たとえば、カント、エカアート、ニイーチェ、 

ショウペンハウエル、オーダス・ハクスレイのような人です。サヴォイはヒューム、

ロックとバークレイの作品を読みました。彼は神秘主義者ローゼンクロイツ、  

グウージレフとオースペンスキー達の流れをくむ人達と親交を結んだことで、新し 

い考えの見通しがでてきました。しかしながら、彼のメタフィジクスでの研究は、 

その他のオカルトや秘伝芸術(エソテリック)やその実践同様に、失望に終わりまし 

た。そこには、数多くのほとんど実りのない憶測や古代のアイデアの改良、思い 

上がり、うぬぼれ、たわいもない嫉妬心、そして、霊性をまねる人の不誠実さが 

あるだけでした。そこには少しの謙遜、献身、正直や正義の行為もありませんで 

した。神智学者、薔薇十字教団、ヘルメス研究者たちの活動は求道者たちの真剣な 

体質の現れでした。しかしサヴォイは光源を見つけることができませんでした。彼 

の求めているものは誰も持っていなかったのです。彼の研究の中で、しばしば超自 

然的テクニックについて、知性偏重、理論や推測を見つけましたが、実体があり 

意義ある知識については見つけることができませんでした。よくあることですが、 

サヴォイは世俗的人々が一時的に、霊的真理である神聖な領域に入るのを見ま 

した。そして人間の外的、物質的概念に適合することを望んでいたのです。そう 

することにより彼らは霊的意識の世界を、彼らの理性的概念の形に、はめ込めよう 

としたのです。サヴォイは新教正統派をはじめとする多くのキリスト教からの分離 

者グループは言葉本来の翻訳によって、隠された聖書の言葉を理解しようと努めた 

ことを発見しました。形而上学者たちも読んだものの中に信仰をおき、読んだ 

ことを彼らの精神(マインド)や霊に刻印し、いつか、これらによって啓蒙されると 

信じていました。 

 

サヴォイにとって霊/魂の誘発は神聖なプロセスの適用によってのみ可能であり、 

霊的真理の内なる世界の権威ある動力は、外面的世界の核兵器の爆発力のような 

威力として感じられました。サヴォイは人間の霊的構造は、目に見えない原子の 

ように目に見えない世界に根を持ち、物質的宇宙を発生させるばかりでなく、それ 

を維持していることをも確信しました。その上、人間の物理的本質は根本的、先在 

的原型としての霊的構成から進化したと感じました。原型を構成している物質は 

霊的宇宙をつくり、この先在的物質は物質界の物質と同じようにあらゆる面に 

おいて実在の物だったのです。 

 

宗教についての研究を続けているうちにサヴォイは、純粋な形而上的観点から 

天文学や数学に興味を持ちました。 

物理学者アインシュタ
イン（次頁下）は、自
然界の本質の根底にあ

るものを理解し、超自
然的な思考を大刷新し
た。 
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ユング博士は、数学的思考は心霊的(サイキック)機能と教えています。そして原子の 

操作は自然的機能ではなく、自然秩序の心霊的障害だと言っています。サヴォイは 

数学的公式が心霊力によって創造され、原子分裂をまねくなら、この同じ能力が目に 

見えるものと見えないものをつなぎ、霊/魂が霊的エネルギーを利用する公式を作り 

だし、善のために操作できるという考えを持ちました。物質とエネルギーは自然的 

秩序においては同じ性質です。そして先在的物質と霊的エネルギーは超自然的秩序に 

おいて同じ性質です。  

 

古代エジプト人やギリシャ人は原子の存在を発見しました。そしてギリシャ人が名前 

をつけたのです。サヴォイはギリシャ人やエジプト人のもとで教えられたアデプト 

(達人)たちが、どのようにして見えないものを発見したか不思議に思いました。明ら 

かに、彼らはこの研究のために心霊的性質のものを使っていたのです。もちろん、 

彼らは危険が伴うことを知っていました、なぜなら、古代の神秘流派は心霊的  

（サイキック）な知識の実用的応用はしないように警告をしていたからです。この 

ルールを破った者は全て教団から追放されました。古代の倫理は科学やテクノロジー 

の発見を乱用する近代よりも優れていたと思われます。 

 

原子核分裂製造の責任者であり、理論数学の公式によって自然の秘密に通じていた 

アルバート・アインシュタインはヘルメス哲学（Hermetic Philosophy）の学生で  

した。サヴォイはこの背景が、アインシュタインの相対性理論の開発に役立ったこと 

がはっきりわかりました。アインシュタインはある時、彼の知識を実用に応用した 

ことを後悔していると認めました。後年、アインシュタインは物質的宇宙において 

ほとんどの現象の原因となる二つの根本的なカである引力と電磁気の基本となる物理 

的法則の発見に身を捧げました。この研究は彼の統一場理論となったのです。  

これらの組織体は世界の強力な枠組 

を構成しているが、心(マインド) 

なくしては実質がないというバーク 

レイの考えから、アインシュタイン 

は一歩進み、意識の概念から色、 

形、サイズを分離できないように、 

空間や時間でさえ直感、心霊(サイ 

ケ)の表現形式であると言っていま 

す。空間は我々がその中に知覚 

する物体の秩序や計画の他に実在の 

真理はなく、時間は我々がはかる 

事象の秩序以外にはそれ独自の存在 

はないのです。 

  

このようなことは、サヴォイに物理 

的現象が心(マインド)/肉体の感覚によって知覚されるように、全ての霊的現象は 
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必然的に、霊/魂の能力によって知覚され、それがなければ霊的実質がないことを 

教えました。霊/魂の感覚が休止状態であると言うことは、経験のみによる科学的 

思考に支配された物質的志向の社会で、不可知論者になる原因となっています。 

一方では、彼らの目覚めは、鍛錬された生活と神聖なテクニックを身につけていた 

神秘主義者たちが、このわかりにくい目に見えない世界を知覚する能力に欠けて 

いる実務派によって否定されている、霊的領域へ通じることができ、そして体験 

したことを説明できるでしょう。磔の刑の後で、イエスによって示された霊光体 

(ライト・ボデイ)はこの目に見えない世界のものでした。それは近代の物理学に  

知られている原子と分子を超越したものでありました。イエスが彼は「この世の人 

ではない」と言った時、彼は目に見えない世界や霊的世界に存在していることを 

言っていたのです。 

 

それはサヴォイには、正統派キリスト教がイエスの物理的復活を説明しようと試み 

た時、教会の俗化が現れ、大きなギャップが生じイエスの真の教えから離れて 

いったことが明らかでした。イエスを崇拝する対象とするために、教会はイエスの 

教えの初期の意向―宇宙的変容は全ての人間に可能であるということを示した 

こと―を放棄したのです。イエスの教えの核心を失ったことによって、人間は霊的 

遺産を失くしてしまったのです。それは人間の霊の堕落という結果になりました。 

 

イエスによって示された宇宙的変容の秘密をさがす試みの中で、サヴォイは彼自身 

の内面にある大いなる知識を探求することになりました。彼の心の中にあるのは 

聖パウロの言葉で"世界は神の言葉によって創られた、目に見える全てのものは見 

えていないものによって創られた。"というものでした。サヴォイにはある一つ  

だけ確かなことがありました。それは彼が、ウィルソン山の天文学者であり哲学者 

であるカール・ストロムバーグから得た知識で、空間や時間のような全ての物理 

的現象は無から創り出されることはないというものでした。物理的現象と精神 

(マインド)は、聖パウロが言った目に見えない世界である、これらの最終的な源と 

の関係を失っていないのです。生存している全てのものはそれらの形や存在の要因 

になっている、組織化された場やカで包まれています。この場は原子のエネルギー 

や活動を供給してくれる世界と連結されています。場 (フィールド)は関係ある 

物質によってつくられるのではありません。放熱された電磁気の場は、物理的現象 

の空間と時間の描写以外の要素を含んでいる、ということは非物理的世界に関係し 

ているということです。 

 

完全な学問としての物理学は、アインシュタインが知っていたように、物質的概念 

のみの中では確立できません。場の概念を組み込み、物理学は宗教よりも更に 

深く、霊の世界や見えない世界へ入っていったのです。不滅の霊光体 (ライト・ 

ボデイ)を生じることによって、イエスは物理的世界の限界を超越し、本源の目に 

見えない世界へ進んでいったのです。このようにしてイエスは物理的な死後、彼が 

世俗的な人生の中で、この世の外よりのエネルギーを受けて発生された霊的場に 
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よって、彼の帰るべきところの住人となったのです。その死によって彼は高いレベル 

の世界へ戻ったのですが、その前に弟子たちにその存在を見せたのです。 

 

確かにイエスは突然変異や人間としての彼の性質の変動を経験しました。サヴォイ 

は、この経験はイエスが他の世界からの創造的エネルギーを得たことによってできた 

ことを知っていました。イエスの新しい心(マインド)や意識の状態は、彼の古い精神 

の能力より優勢となり支配しました。それはちょうど物理的な人間が死に、その結果 

として霊的人間が誕生したかのようでした。それゆえ、イエスの言葉を使えば、彼の 

王国はこの世のものではなかったのです。この霊的な存在として新しく生まれた人 

は、他の世界、真の根源の世界の一部である光の本質、光の存在でできた存在だった 

のです。これはサヴォイに人間の魂は動物の魂から進化したのではなく、ダーウィン 

の進化論は部分的な真実だということを教えてくれました。彼は、どちらかという 

と、種の進化についての共同発見であるアルフレッド・ウォレスによる、もっと正確 

な推測に同意しました。それは人間の起源は先在した霊的存在までたどれるという 

ものでした。もし、これが真実であれば、高度な宗教、魂の科学は世界で最も強力な 

支配力を持っていることになります。しかし、これはそれらが神聖なる本源へ回帰 

する為の秘密を持っている時に限られるのです。もしそのような宗教が存在すれば、 

この近代世界の霊的喪失を癒してくれることになります。その見込みは大でした。 

サヴォイは彼の精神と存在をこの仕事に注ぎました。 

 

年月は早く過ぎていきました。ティルハードとデラウニー共に亡くなりました。彼等 

の死はサヴォイを悲しませ、以前よりもっと仕事に熱中しました。サヴォイは堅い 

決意を持っていました。彼は地元のユダヤ人コミュニティセンターをしばしば訪れ 

ました。そして、トーラ、タルムドやカバラーの勉強に従事しました。エルサレムの 

アブラハム・ロビンソンや M・エプスティン、その他のラビ達がサヴォイの教師で 

した。彼は、又、東洋の神聖な業について勉強しました。そしてカバラーの種々の 

学校に参加し、瞑想のテクニック、聖なるシンボルや魔法の名前の使い方を学び 

ました。 

 

その頃、サヴォイはパレスチナの死海近くで発見された巻き物に興味をもちました。 

彼は入手できるクムランやエッセネ文献について調査しました。彼はエッセネ派に 

ついてできる限りの研究をしました。それは、教典は正しく解釈されないと真の理解 

はできないことを教えてくれました。この解釈の知識は口頭で弟子から先生に伝えら 

れました。それでなぜ、イエスが彼の説教を聞きに来た大衆にむかって、彼の言葉の 

真の意味ではなく、たとえ話をしたかという理由がわかります。彼の教えは弟子たち 

の為だけにありました。それは聖書の著者が意図した本当の意味は、一般の人々には 

伝わらなかったということが明らかでした。人はエッセネ派に入門し、ラビの教義 

パラドシス、又はペシャー、秘儀、口述や記述されていない聖書の解釈の方法につい 

て教育を受けなければなりませんでした。そのために、聖書はこのような意味解釈に 

翻訳ができなかった人々にとっては理解されなかったのです。美しく神秘主義者たち 
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の叙情詩のような聖書は翻訳の秘儀を 

持たない限り、真の意味をなさないの 

です。ひとたび聖書が正しい状況で 

読まれたならば、全く新しい理解の 

世界が広がってきます。サヴォイは 

彼の研究が発見していることについて 

興奮と感動を覚えました。 

 

彼がエッセネ派の文献を発見した同じ 

年、アラビア人神秘主義者のもとで 

研究を始めました。彼はレバノン人の 

詩人であるカーヒル・ギブランの仕事 

仲間でもありました。ギブランの詩的 

神秘主義の一般的読者に気付かれず 

に、作者は彼の作品に神秘的象徴学を 

組み入れました。彼は、旧約、新約 

聖書を書いた古代の作者たちと同じ 

秘密の方式を使ったのです。サヴォイ 

は、今はなき詩人の美しい詩句の内容 

を熟読しましたが、それは彼をじらし 

苦しめました。疑いもなく、ギブラン 

は超越的キリスト教に対して深い知識を持っていました。それが正統派教義から 

脱する原因となったのです。その結果、コプト教会は彼を破門しました。サヴォイ 

はこの知識の発見に駆られました。ギブランの親しい友人たちとの話の中で、ギブ 

ランはかつてイエスの弟子だったことがあると信じていたということが解りま 

した。彼はイエスが現世で三度現れたことを認めました。ギブランは彼の秘書で 

仕事仲間でもあったバーバラ・ヤングに、彼がかつてユダだったことを白状しま 

した。そして、現在、マスターに対する裏切りを償うために戻ってきたことを告げ 

ました。この償いは、彼の仕事を通して証拠を残すことにあります。ある日、彼は 

輝く光で作られた目で太陽を見ていたところを見られました。彼を見た秘書は彼の 

体の身近で放射されている光り輝く光に引きつけられました。そしてそれについて 

尋ねました。しかし、ギブランはその件について話すのを拒みました。そして他言 

しないように言いつけたのです。ギブランの個人的生活の習慣として、この出来事 

や以前に言った告白について秘書に秘密を誓わせたのです。 

 

このエピソードはサヴォイにギブランは体の身辺に光り輝くフィールドを発生させ 

るのに成功したことを示唆しました。これは、ストロムバーグによって話されたラ 

イト・フィールドの最初の証拠でした。もし、ギブランが過去の人生で堕落した弟 

子だったのが事実ならば、彼はイエスの秘密の教義について知識を持っていたはず 

です。ギブランの詩の多くは隠された意味に満ちていましたが、サヴォイには完全 

同年、サヴォイは死海
の書（右上）に興味を
もつようになった。 

彼は、レバノン人で神
秘主義的詩人である
カール・ギブラント

（次頁上）の仲間のも
とで研究を始めた。 
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に理解できました。例えば、「私は 

光によって盲目になった。同じ太陽 

があなたには昼を与え、私には夢 

よりも深い夜を与えた。」そして、 

「私は、深く高いものを見つめて、 

盲目になった。そして、高くて深い 

ものを見るための目を、誰が生み 

出したくないというのか?誰が、 

かすかな日の出の光景に、二本の 

小さな瞬いているろうそくを吹き 

消さないというのか。あなたは言う 

だろう、 ‘彼は星や野原のキンポ 

ウゲが見えなくてあわれ'と。そし 

て私は言うだろう、 ‘星にとどく 

ことができず、キンポウゲの音を 

きくことができない彼等はあわれ' 

と。」ギブランはよく彼を焼き尽くす熱い炎について嘆きました。サヴォイはこの炎の 

源を発見する決心をしました。 

 

シャタパサ・ブラーマナにおいて、サヴォイは次のような記述を読みました。「そこ 

で彼は太陽を見上げます。なぜならそれは最終目的地であり安全な場なのです。最終 

的目的地であり彼の向かう場という理由で太陽を見上げるのです。彼は見上げながら 

言います。‘なんじは独立存在の芸術、最高の光。太陽は真に最高の光の光線。 

なんじは光を授ける芸術、我に光(ヴァカス)を与えたまえ!そう私は言うだろう、 

そして私はこれが為にブラーミンは努力をすべきだと言うだろう、もし、彼がブラマ 

ヴァカシン (BRAHMAVARKASlN)になれば、光や神聖なる教典によって光明をうけるで 

しょう。’彼はそこで左から右へ回り、‘私は太陽のコースと同じように動く’と 

言います。最終的目的地であり、安全な場に着いた彼は今、太陽の向こうのコースを 

まわっています。そこで彼は炎の家族、安全な場へと進むのです。７つの光があり、 

最上の存在は太陽の面であり、天上の世界を守る金色のかけ橋なのです。」 

 

ユダヤ人歴史家であり、神秘主義者であるアレクサンドリアのフイロともう一人の 

好戦家ユダヤ人歴史家ジョセファスの書物はエッセネ派の慣習を言及していました。 

修道会のメンバー達は夜明けに集り、差し伸した手と共に太陽の光へ向かって顔を 

向けました。白い衣をまとい、これらの聖なる神秘主義者たちは太陽が地球に益に 

なるように輝いてくれるように祈願し、神に人間の魂を啓発する真の太陽を送って 

くれるよう懇願したのです。エッセネ派はデミウルゴスの崇拝に反対しました。それ 

は地球と太陽の知性的なカで、神官たちは犠牲として血を捧げたのです。その  

かわり、彼らは霊の神、光の父を崇敬しました。 
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全てのこれらの参考書や詩的暗示は、サヴォイに、ギブランは古代の神秘主義の 

知識を持っていたという確信を強化することとなりました。しかし彼はギブランの 

詩の一つの中に反映されている、聖なるものに反対した無分別な行為に絶えず悩ま 

されていました。"公正と不公正を引き離すことはできない。又、善と悪を離す  

こともできない。それは黒糸と白糸が一緒に織り込まれたかのように、太陽に 

向かって一緒に立っている。そして黒糸が切れた時には、織手は全体の布を調べ、 

又、織機までも調べるだろう。"文字どおりの解釈を超えた象徴学はサヴォイには 

明らかでした。生まれ変わったユダは、彼が物質界の創造主―デミウルゴス―の 

犠牲者だったと言っているのです。しかし真の偉大なる霊の神は最後の審判の場で 

正しく裁いてくれるでしょう。ギブランは未来の目覚めた人達の考察のために記録 

を残そうとしました。 

 

サヴォイは、太陽に目を向ける行為は難解な努力だと判断しました。確かにそれは 

神聖なる芸術だったのです。ヒマラヤのヨガの実践者や、エジプト、メキシコ、 

ペルーの神官達によって残された記録によって確認されています。しかしながら、 

すべてのケースにおいて、この行為を制限する厳しい規則があり、常にしかるべき 

適正な方法が用いられたのです。彼はこれらの規則を守らせるには、確かな理由が 

あったからだという結論に至りました。 

 

光が目に射し込む時、脳波は拡大し、同様にそれは人間の有機体のまわりの 

フィールドも増幅します。視覚中枢から脳と神経系統間の神経繊維は、個人に色と 

光の領域の通信の役割をします。もし、人が何かの安全な方法で太陽を見ると 

すれば、その人の脳、神経系統、および強力な電磁場が、太陽とそれを超えた全て 

の生命の本源、意識、自然法則の領域と直接的な交信をすることになるでしょう。 

人はもっと直接に究極的現実にアクセスし、真に太陽に投射されることとなるで 

しょう。サヴォイの中に新しく湧き上がった考えが形となり始めました。それは 

ちょうど太陽へ時計を持っていくと時計がゆっくり回るように、人の意識と存在を 

その領域に投射させると、その人の生理的プロセスはスローダウンする結果になり 

ます。事実、人はゆっくり年をとっていくことになります。もっと重要なことは 

明らかに、物質的な太陽の向こうにある近づきがたい光―神秘主義者たちがいう種 

をかえす力を持つ光輝―は、もしそこに到達できれば、人の意識を照らし、霊/魂 

に命を与えるでしょう。そこで、サヴォイは、霊的な人生とは自身の中で探究する 

のではなく、光である神のイメージの中にあると判断しました。ある、昔の神秘 

主義者は、"人間の生命は、我々の周りにあり全てを照り輝かしている人間には見え 

ない光である"と言っています。又、ギブランの言葉では、"人は二人いる。一人は 

暗やみの中で目覚めている。もう一人は光の中で眠っている。"、と言っています。 

 

サヴォイの意見では、人の意識的本質の拡大は、この地球の物質的生命の源、太陽 

と直接つながることができれば、巨大な次元に到達できるというものでした。もし、 

    最初に触媒の働きをする脳や神経系統、そしてその次にカの中心(フォース・セン 
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ター)又はチャクラで成り立った力の場(フォース・フィールド)に十分なエネルギー 

が蓄積されれば、人は物質から解放され、原子や人の意識生命を養成している非物質 

的世界へ達するでしょう。この物質からの解放は物質的世界を超えた世界へ到達 

できる力を持つという結果をもたらします。それは実際に、その人の場(フィールド) 

が消失し、そして知識に満たされたエネルギーとして戻ることなのです。その  

経験は、新しい他の世界の情報として心(マインド)と心霊(サイケ)を育成します。 

サヴォイは、これは革命的な概念だということを知っていました。 

 

脳細胞の中の原子は常に新しいものと取り替えられていることは科学的に立証されて 

います。それは脳や有機体の全てで絶えず行われているのです。サヴォイは、人間は 

その肉体や意識を構成する原子も目に見えない世界に源を発していると信じて  

います。そしてさらに人間の生命は、死滅する有機体に源を発したり、維持されたり 

しない、と信じているのです。その上、生命の起源は他の宇宙にあると確信しま 

した。その世界とは人の存在の源なのです。そして、その空間と時間を超えた世界へ 

は、光を受けた人が肉体の死滅後行くのです。啓示宗教を起こしたイエス、ブッダや 

その他の多くの聖なる人々は、永遠なる世界に属する霊光体(ライト・ボディ)を所有 

することによって死後、この物質界から、永遠の世界へと超越したのです。この霊的 

で、先在物質から構成された霊光体 (ライト・ボデイ)は、彼等の束の間の寿命の 

中で、発生されたのです。これは、サヴォイの長年の研究と調査の成果に基づく考え 

でした。 

 

サヴォイには、今や霊的再生へのキーは、太陽と聖なるシステムによる、その  

エネルギーの正しい応用だということが解っていました。そのシステムとはイエスに 

よって用いられ、エッセネ派のような神秘派修道会によって秘密に守られたもの 

です。そのシステムの使用は物理学、生物学、哲学、形而上学又は超越的人間学の 

範囲ではなく、高度な宗教の領域だったのです。宗教的な鍛錬なしでは、この再生の 

プロセスは多くの危険が伴うことを、過去においてのシステムを用いた人々によって 

力説されていました。 

 

これまでに、サヴォイは道楽半分に秘儀芸術や疑似科学に手を出した多くのアマ 

チュア達との親交を断念していました。彼は多くの学者、神学者、そして確立した 

宗教的体系で構成されたユダヤ教とキリスト教の聖職者達に敬意を表してはいたが、 

ほどなく彼らのファリサイ主義的考えからの迷いから覚めました。彼にとってそれは 

ちょうど全キリスト教会の統一の陰謀によって、ユダヤ教－キリスト教がお互いの 

許容できる教義上の考えをあるレベルまで賛同して合併したかのようでした。サヴォ 

イの発見について聖職者やラビ達からの反応は、批判と無視でした。宗教は排他的な 

科目のように見えました。宗教には新しいことは、何も付け加えることができないの 

です。ゆえに、確立された基本的な現状に受け入れられるためには、人は是認された 

教義に賛同しなければならないのです。 
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サヴォイの幻滅はふくらんでいきました。それは彼が内心、イエスによって体現 

された霊性は単に聖書を読んだり、教義や教理を厳守することによって得られる 

ものではないことが解っていたからでした。そして、それは秘密で未知のシステム 

を実践することによってのみ、人は創造物や人を創っている目に見えるものや見え 

ないパワーとの接触が可能だということを知っていたからでした。この実感は 

彼に、現存の宗教が、本を読んだり勉強するだけで子供を生むことができない 

ように、生きた魂を発生させることは幻想だということをはっきりさせました。 

もし、人間が地球の元素と人間の支配外の宇宙の法則に導かれた自然の創造力に 

よって造られたのならば、霊/魂はその形成された物質を支配するカと能力に 

よって造られなければならない。それは霊的世界の非物質的な"物〞なのです。  

サヴォイは霊的誕生の方法の発見にますます熱心になりました。 

 

サヴォイは、真偽の疑わしいもの(アポクライファル)とされている教典や旧約、 

新約聖書から除外された、正典と認められなかった旧約聖書の偽物と呼ばれる 

(スードピグラフィク)書物について深く研究しました。幸いにも、この頃、彼は 

ネストリウス派以前のキリスト教にルーツを持つ、中国の秘密修道会を代表する 

長老の神秘主義者にも個人教授を受けることができたのです。(ネストリウス派の 

動きは、ネストリウス派がキリスト教世界から追放されたキリスト教年代の 5世紀 

に中国で見られました。それは明らかに、中国にすでに賛同する友人達がいたの 

です。ローマ人によってエルサレムや神殿が破壊された後すぐに、初期の教会を 

築いたエッセネ派の人々はヨルダンからシリア、そしてアッシリアヘと逃れたと 

言われています。宗教的表現の自由を求め、これらの年老いたラビ/僧侶たちは、 

インド、チベットを通って東方へ移動しました。そして修道院が発見された 

中国まで移動したのです。彼らは数え切れないほどの迫害に耐え、数世紀にわたっ 

て生き残ったのです。)  

 

彼の師はサヴォイに、中国で共産党 

支配が始まった時、修道院の多くの 

人々がインドを通って脱出したことを 

話しました。東洋で保たれた教義は 

ヨーロッパやアメリカでは全く知られ 

ておらず、世界から消えつつあったの 

です。年老いた教師達は滅びゆく人種 

だったのです。その頃、その年老いた 

神秘主義者の指導のもとで、サヴォイ 

は数百年も経っている神聖な教義を 

継承しました。しかし、それは、秘密 

にするとの誓約と、他の人に教える 

時、同じように秘密にすることを誓約 

させる約束をした後 ででした 。 

有名なネストリウス派
（景教）の記念碑（西暦

781 年建立）に記されて
いるクロス（十字架）。 
これは、西暦 1623 年に

古代中国で発見された。
（右） 

サヴォイの探求と画期的
な実践の試みは、プロジ

ェクトＸ：「永遠の生命の
秘密を求めて」（次頁）に
記述されている。（1977

年出版） 
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そして、又、彼が受け取った教えを正確に伝えることを誓約させられました。 

 

彼の新しい知識は多くのドアを開きました。彼はすぐにギブランの教えの源を 

発見しました。彼の聖書の重要な解釈を行う能力が大いに高められました。イエス 

の教義の神秘的で超自然的な部分が明らかになりました。彼はネストリウス派教会 

やその前任者達の教義は中国で"偉大なる太陽の宗教"や"救世主の宗教" <<注１>> 

 として知られていることを発見しました。サヴォイにとってイエスは、神の聖なる 

道、それは世界中に真実の光をもたらすクリスタルの光を与える神聖で輝く太陽を 

教えるために、一人の人間の形となって現われたことは明らかでした。(イエスの 

死とともに、この太陽、正義の太陽は暗くなってしまったのです。しかし第一回目 

のキリストの降臨の時、神は世界の最終の時代にもう一度、太陽を輝かせることを 

約束されたのです。これはイエスと、彼以前の予言者たちが約束したことでもあり 

ました。そして彼らは、神は物質界をかつての栄光の世界へと復興し、新しい神の 

国の時代を確立させるだろうと言明しました。） 

 

サヴォイの恩師は老年期を達成する基本を伝えました。かつてのマスター達に 

よって用いられたテクニックがあったのです。それは、若さ、活力や強い精神力を 

保ちながら、100 歳や 200 歳やそれ以上に到達するというものでした。その達成 

されたものは過ぎ去った過去の知識の実りだったのです。しかし、このすべてを 

超えてより高く、究極的な〝永遠なる生命への道"は熟練者(アデプト)に霊光体 

(ライト・ボデイ)を発生させる手段を与え、肉体の死後、永遠の世界でのより高貴 

な生活へと導いたのです。この尊い状態を達成するためには、生涯の専念と献身と 

が要求されました。そのため、その年老いた神秘家はサヴォイに、この霊光体 

(ライト・ボディ)は、ダイヤモンド・ボディともいわれるが、あたかも宝石の 

如く、常に"磨かれる"必要があると言われました。そのためには、隔離された 

修道院の居住領域のような所でのみ可能であると伝えたのです。そのような努力は 

物質社会志向の人々にとっては、ほとんど不可能なことでした。サヴォイの師は 

サヴォイに、〝近代生活は、短命と心と体のあらゆる病に至る道を開くだけです。 

世界が永遠の生命の豊かな遺産を放棄して、長い間経ちました。人々が終末を受け 

入れて、絶滅へと急ぎ向かっているのが、この時代の特異性なのです。この近代 

生活において最大の悲劇は、社会全体が、人間の霊の尊厳と自然への責任を 

奪った、腐敗した科学や技術によって発狂状態にされていることで、それは 

ほとんど確実に世界滅亡に至らせるということです。〝と話しました。 

 

これらの教えは若い神秘主義者に新しい世界への道を開きました。彼はその時、 

絶対的な信頼のもとで学んだテクニックを実行していたのです。彼は光を得る方法 

を体得したことに自信をもっていました。サヴォイは年老いた師が正しい道へと 

導いてくれたことを実感しました。 

 

年月が経ちました。ある時、突然、サヴォイは 4 つの太陽のような輝きをもった 
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光の荘厳な人々が現れる体験をしました。彼らの存在はサヴォイの息を止め、心臓 

の鼓動が止まり、全て静止した状態になり、その体験に魅せられてしまいました。 

その存在に釘付けになったサヴォイは、恐れながら、磨かれた金のように光り輝く 

美しい顔を凝視しました。クリスタルのような目は安らぎと強烈な愛と共に光を 

放ち、彼の高貴な自己 (ハイヤーセルフ)にメッセージを送りました。そして、 

彼はそれを理解しました。彼らは、現われた時と同じように突然に消えたのです。 

サヴォイはこれで、彼の実際の体験によって、理性を超えたより高い世界の存在が 

現存することの確証を得ました。そのヴィジョンは彼の想像や幻覚の作り出した 

ものではなく現実の事実だったのです。 

 

サヴォイがこの体験を彼のカウンセラーに話した時、その反応に大変驚きました。 

その僧侶は長い間、沈黙を保っていました。その後、やさしい目で若い学生を見な 

がら、「あなたの顔は神々しい存在からの光で輝いています。あなたは神聖な使命 

のために召されたのです。私にはわかっています。あなたのこれからの人生は自分 

では抑え切れない出来事によって変化するでしょう」と話しました。その百歳を 

超えた僧は、新しい教えが西洋からどのように出るか、数世紀にわたって予言され 

ていることをつけ加えました。うわさが現在の中国、チベットやインドで広まって 

いました。それは、その驚くべき出来事が絶望的な世界に新しい希望を与えると 

いうもので、その時が来たというものでした。その年老いた師の教団の生き残りは 

少なくなっていました。なぜなら、数世紀に渡って政府の弾圧の中で真理を守り 

続けるのは難しくなっていたからでした。年老いた師はアメリカでこの真理が守ら 

れることに望みをかけました。権力を持った人にとっては人間の霊は敵に見えたの 

です。 

 

これを機会に年老いた神秘主義者は、若い弟子に、世俗的な政府のことや人間に 

よって作られた宗教が人々を永遠の生命から遠ざけてしまったことを詳細に語って 

くれました。政府が霊的表現を根絶するために法律を用いたり、正統派教会が聖書 

を変造し、創始者達にとっては全く異質の教義に取り替え、大衆に偽りの教義を 

押しつけ、従って霊を混乱させたのです。結果は同じです。人間の正当な霊的遺産 

の否認となったのです。彼はサヴォイに、神は物質、病、苦しみ、痛み、悲しみ、 

又は死の創造主ではないことを説明しました。これらは光ではなく暗黒の結果なの 

です。神は光です。彼は、全ての人が本質の源へ帰ることができる道を教えるため 

に来たイエスについて語りました。それは全ての人が知り、この永遠の本質にあや 

かる権利があるのです。サヴォイはヴィジョンの中でその本質を見ました。 

 

その時、サヴォイは人間が造られた真のイメージを垣間見ました。それで天使たち 

がつくられている、きわめて神性で、永遠で神々しい光、サヴォイにはこれが 

イエスが磔の後に身につけられた体の本質だということがわかりました。それ以上 

に彼には、イエスが永遠の真理、常に存在していた神聖な宗教の真理を教えるため 

に来たことには確信がありました。しかしそれは無知な人々によって堕落してし 
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まったのです。それにもかかわらず、彼は、この真理の宗教は度々現われていると 

判断しました。何者も本源へ帰っていくことを止めることはできないのです。神は 

人間の霊を愛しています。そして全ての創造物が神に復帰するまで教師たちを送り 

続けるでしょう。 

 

そこでサヴォイは、全ての人々が受け取るべき本来の姿の達成の秘密を、人間の 

運命を操る宗教や権力者が法律のカで世界中から追い出してしまったと確信しま 

した。人々に当然受けるべき権利の遺産を取り上げられたということを知らせる 

必要があると感じたのです。年老いた賢人はサヴォイに世界にとって大きな望みは 

将来の教えであり、失われたものを、神の天使の助けで、再興できるということを 

語りました。彼は、その望みが西洋のキリスト教信仰から現われると話しました。 

しかし、現在の正統派教会ではなく、新しく現われる、全ての信仰の元で神の人々 

を一体にする教会から出ると言ったのです。彼はイエスが架けられ、復活のシン 

ボルではなく、恥辱のシンボルとなっている木の十字架について語りました。 

そして、神から与えられた真理の十字架は天国から光を放つ、光の十字架という 

ことを強調しました。 

 

教示の最後の言葉を終えたすぐ後で、年老いた師は彼の首から金属の十字架を 

はずし、サヴォイに、「息子よ、この十字架を受け取りなさい。これは、使徒(キリ 

ストの 12の使徒)に知られている真理と正義の十字架です。そしてこれは、イエス 

の時代に太陽の面に彼らによって見られたもので、この神の十字架は霊に生命を 

与えます。いつか、それは天国に再現するでしょう。それによって、あなたがたは 

神が世界を救うために再来したことを知ることでしょう。イエスは、神が神の国を 

確立し、世界を再興すると約束されました。彼は光の中からこの約束を成就するで 

しょう。これはキリスト教徒と世界にとって唯一の希望なのです。真の宗教の使徒 

は、人々に永遠の本質をいかに回復するかを教えることなのです。これ以上あなた 

に教えることはなにもありません」と言いました。この言葉と共に深くため息を 

つき、家長としてこのような忠告を付け加えました。「息子よ、あなたの運命を 

受け入れなさい。全力を挙げて取り組みなさい。前進し、真理を築きなさい。さあ 

私の祝福と共に行きなさい。神はあなたと共にいます。私もあなたの霊の中にいる 

ように」それが二人が会った最後になったのです。 

 

その後しばらくして、尊い師によって予言されたようにサヴォイの生活に変化が 

ありました。彼は全ての世俗的な持物を失いました。所有地、富、家族までも失い 

ました。彼は禁欲の生活を送ることを誓いました。高地で、透き通った空気の 

シエラ・ネバダ山脈に引きこもり、彼は将来について熟慮しました。そして、彼の 

師から学んだテクニックを戸外で実行しました。数カ月後、彼はアメリカを離れ 

ペルーに行き、研究と探究を続けるよう啓示を受けたのです。大学での正規の勉強 

をやめる決心をしてから 10年が過ぎ去っていました。自国から遠く離れたペルー 
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で、サヴォイは新しい人生を始めました。それは冒険で、その後 30年間彼の生活を 

占めることになりました。 

 

サヴォイは 1957 年 4月に南アメリカのペルーに着きました。そこで彼は霊的真理に 

対し真剣な探究を続けました。この仕事に専念し彼自身を捧げました。彼はすぐに 

22ヵ国からの国際的な支持者を引き付けました。最初の時点から、彼のユニークで 

独創的な研究に多くの支持者がいたのです。まもなく、種々の分野━主に彼が 

メタ・アストロフィジイクス (Meta-astrophysics 超越天体物理学)と名づけた分野 

は宇宙/太陽のエネルギーの人間の有機体、カの場や精神/霊的に与える効能につい 

て調査する━を代表する学派の共同体が彼の指導の元に統合されました。そのうち 

に、アメリカ宇宙/太陽リサーチセンター、メイクソサエティ、宗教芸術科学国際 

通信教育センター、アンデス探検家クラブやその他は世界的に認められたのです。 

あらゆる大陸からの研究者たちは、"アンデスのミステリー・スクール"として知ら 

れてきた研究所の扉をたたいたのです。 

 

それは活気に満ちた時期でした。亡命者達が中国からペルーへ流れこんでいま 

した。そして、僧侶達がチベットや東南アジア方面から来て、彼らはこの時期に生 

まれるように運命づけられた非凡な特性を持った子供を探していたのです。秘密の 

グループから何百人もの人々が、インカの定着した古い地方への道を見つけ、そこ 

に幾つかの集団社会をつくりました。彼らは何か重要な事が起こるという直感的 

フィーリングに駆り立てられているようでした。その頃、有名なグウジエフ・オス 

ペンスキイ(GURDJlEFF/OUSPENSKY)の学校のロドニー・コリンズがペルーのクスコ 

ヘ行き、教会の尖塔から落ちて命を失いました。彼は下の歩道に落ち、顔を下に 

向け、十字架のような形で両腕は左右に広げ、足はきっちりと合わされていま 

した。多くの人にとってこれは訳のわからないシンボルで、何か重大で、予期でき 

ない宇宙的大規模の事件が今にも起こりそうといううわさの種になってしまいまし 

た。それは新しいキリストの時代の到来を指していたのです。 

 

研究は相変らず続きました。サヴォイはテクニックを実行し、驚くような結果を 

得ました。彼は、数時間にわたって日光を視神経を通じて脳と神経系に取り入れる 

奥義をマスターしたのです。そして、そのエネルギーは“情報要因”や“知性力“ 

を含み、肯定的手法で操作できることを発見しました。サヴォイは又、エネルギー 

をいかに蓄積するか、そして、光/エネルギーの“包み”を使い対象に注意深く  

注ぎ、その力を使うことで動かすことができることを発見したのでした。 

 

その時、教師となっていたサヴォイは若干の生徒に彼の持っている一部のテク 

ニックを教えました。彼らはすぐに新しい視覚を習得したことを発見しました。 

そして実際に電場やオーラを知覚できたのです。彼らの脳の波動は加速され、オメ 

ガ状態と呼ばれる状態になり、その震動周期は時間の感覚を変えました。彼らはカ 

の場(フォース・フィールド)を加速することができ、未来に身を置くことができま 

1965 年、サヴォイ 

によ って発 見され 
たグランパジャテン
の廃墟で見つかった

ヴィラコチャ＝クエ
ッサルコートルの顔
の像（上） 

 

北西ペルーの高地で
出土したこの彫刻作
品には聖職者が描か
れている。（次頁） 
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した。彼らは容易に観測される光り輝く本質を持って、そして、彼らの活力が増進 

されたので若返り、健康的になったことに気づきました。一致した意見では、彼ら 

は老化進行をスローダウンさせた、又、その逆行さえもできた場合があるという 

ものでした。しかしながら、これらの成果は絶え間ないテクニックの適用を必要と 

し、彼らのみの世界に住むことを要求されたのです。彼らはこのテクニックを運用 

していない人の波動に対して極端に神経質になりました。例えば、訪問客と話した 

後、疲労を感じ、それは彼らの生命エネルギーを奪われたような状態になりまし 

た。結果として、彼らは彼らのエネルギー場が訪問者の低い波動レベルまで落ちた 

ことを実感しました。人前では他の人の目を感じ、頭痛になりました。村や町へ 

日用品を求めに出かけると、多くの好奇心の強い人について来られることも多々 

ありました。こうして、彼らは、人々の前に出ることをできるだけ控え、隔離され 

た環境で住むことを優先しました。 

 

これらや同様の体験で古代の人々が、秘儀を通じて生命力を入手する方法を失った 

普通の生活を営んでいる人々から、遠く離れ隔離された修道生活を送った理由が 

分かります。彼らは、そして新約聖書に書かれている、ある婦人がイエスの衣服に 

手を置いただけで癒された、その時のイエスの反応が理解できました。彼はその 

触感を感じ、彼から‘力'が抜けていくのが分かりました。そこで彼は、「私の  

衣服を触ったのは誰ですか?」と強い語調で言われたのでした。サヴォイは、 

それはイエスの蓄積されたエネルギー又はカが、癒しのカになったと判断しまし 

た。しかし、そのカは保存されなければならなかったのです。それは無差別に浪費 

できなかったのです。 

 

サヴォイと研究者達の発見は少なくとも革命的でした。しかし、彼らの関わり合い 

が宗教科学だったので、彼らの発見は実際の体験や観測可能な証拠を基本として 

いましたが、アカデミック(学究的)なものではありませんでした。彼らの活動は 

神秘主義の領域に限られていたのです。彼らの学校は経験科学でもなく、正統派 

宗教でもなく、第三の学派だったのです。新しい生命のサイエンスが生まれつつ 

ありました。この研究と体験の期間に、サヴォイはとても画期的に重要な一大発見 

をしました。それは、吸収されたエネルギーは、光の取り入れに反応して増大した 

カのセンター(フォース・センター)の中で、反応の誘因になるというものでした。 

さらに、各々のセンターは一つかそれ以上の生理的、心理的な機能を支配していま 

すから、この蓄積されたエネルギーは各個人の管理下におかれることが最も重要な 

のです。そうしないと、非常に強い反応が起こり、その反応は個人的にコント 

ロールがほとんどできないか、全然できないこととなります。これらの発見は 

サヴォイに、明確にされた規律の必要性を認識させました。規律なしでは蓄積され 

たエネルギーは各人を暴走に駆り立て、結果として不機嫌になったり、感情爆発、 

気分の激発やあらゆる否定性の存在に神経過敏になってしまうようでした。宗教的 

規律の必要性は、初期の研究者たちが、否定的な方法で太陽エネルギーの入力に 

応じた時、はっきりと解かりました。彼らは傲慢になり、虚栄心が強く、無節操で 
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批判的、高慢で不愛想になったのです。それは規律が不足していた為で、彼等の霊 

の暗黒の部分が発達したようでした。彼らは、共同体での一大重要なルールを 

破ったにもかかわらず、蓄積されたエネルギーは自らの管理下にあると信じていま 

した。この一大重要なルールとはこのエネルギーを利己的な理由では使わないと 

いうものでした、古代人は太陽の誤用の危険性を警告しています。サヴォイはそれ 

を知っていました。 

 

一年後、サヴォイは、太陽光線を高い目的のために適用したいと願う人々によって 

構成された神秘主義者の教団を設立しました。この教団は秘密で、潜在的な教会の 

始まりだったのです。(この教会の詳細は別の本にあり、興味のある方には応じ  

られます。) 教団のユニークな太陽光線の応用は、神の英知の存在という容認  

された知識によって理念されました。その神の英知は、超自然の法則の下では人の 

活動に影響を与え、この同じ理知力が、神聖な法則の下では人の内面に霊的性質を 

与えるということでした。この霊的性質は、心霊的な生活、精神的な能力、人格 

又は利己的性格と結びついたカのセンター(フォース・センター)とは、別の性質の 

ものです。そして本能的要求や表現的本質、感情、健康状態や性的衝動とは別の 

ものです。霊的本質は日光の中で“より高い“エネルギーに応答するように見え 

ました。教団のメンバーたちは、このより高いエネルギーを体験した人たちが過去 

の出来事を思い出したり、未来の生活のヴィジョンを体験することを発見しま 

した。何人かは太陽の中や他の次元に自らを置きました。言い換えれば、彼らは 

存在のより高い状態を体験したのです。これらの霊的レベルを達成した人たちは、 

愛、慈悲心、謙虚な性格や他の人々との友愛を感じる状態を報告しています。彼ら 

の顔立ちは穏和になり、体は柔軟になり、若々しい外観になりました。サヴォイ 

は、彼自身と研究者たちは昔のパレスチナのエッセネ派、エジプトのセラピュウ 

タエ、ギリシャのピタゴラス派やその他の聖なる人々によって伝えられた、霊的 

状態の目覚めを体験していることを実感しました。 

 

サヴォイの研究、実験や初期の教えの経験の結果、編み出された宗教的規律は 

"コソラジイ（Ｃｏｓｏｌａｒｇｙ）"と呼ばれました。その言葉は“cosmic 

(宇宙)","solar(太陽)","logos(神理)”,"theology(神学)"と"science(科学)"の 

組み合わせからきています。それと同時に、有意義な勉強と研究に参加したい全て 

の人々の為に、信頼でき権威のある形而上学タイプの協会の必要性を感じ、学校を 

も併設しました。 

<<コソラジイ協会：Cosolargy Institute>> 

世界中から多くの人々がその通信教育による勉強と研究のプログラムに参加しま 

した。このプログラムはプロジェクト Xとして知られるようになりました。(後に、 

これは牧師大学の公開プログラムとなり、アンデス探検クラブと提携しました。) 

 

研究はこの後１3 年間続きました。研究の分野は光、音、色で、それらが脳、心 

(マインド)、体の全てへの影響の研究を含んでいました。日光療法、日光による 
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生成、キリスト療法、キリストによる生成、キリストの起源やその他のコースも 

専門化した健康リサーチとして開発されました。薬草(ハーブ)やミネラルを光、 

音、色との組み合わせで使う研究をしました。(ある学校では、心理的テクニック  

や薬を使って心や脳を改造する方法を調査していましたが、サヴォイはこれらの 

実験に対して懐疑的でした。それは、これらの方法によって、何人かのかつての 

仲間が乱用の犠牲者になっていたからでした。) 

 

サヴォイの古代に実践されたことへの研究は、インドやイランで採れる、酔わせた 

り麻酔性のあるハーブ、ソーマ薬、メキシコのオクトリやウバタマ(ペヨテ植物)、 

そしてペルーの幻覚を起こすヴィルカバンバやアヤフアスカ植物のかつての使用法 

までにも及びました。ペルー東部のジャングルでキュランデロス、妖術師やまじな 

い師たちとの仕事は、彼にそのような麻酔性のあるものの使用を思い止まらせまし 

た。彼はこのような物質が精神構造にどのような変化を与えるかには興味がありま 

せんでしたが (しばしば悲惨な結果に陥ったので)、むしろ、より高い霊的能力が 

どのように生命、若さ、活力を、人全体としての精神/体の構成に与え再生するか 

に興味がありました。彼は、昔の偉大なる神秘的思想家によって適用され、その 

時代を変革し、今日に至るまで影響力をもっているシステム(方法)を学びたかった 

のです。 

 

サヴォイは又、放射能や放射性降下物が人間の有機体に与える影響について勉強を 

続けました。対応策への研究はかなり成功したことが証明されました。有害な原子 

力反応の副作用に対する免疫手段や太陽放射線の増加、保護大気の減少に伴う紫外 

線の高い発病率に対抗する手段が探究されました。長年にわたる観察や実地の経験 

におけるそのテクニックの応用は、ある程度の免疫を得ることを示していました。 

 

長年にわたる調査は大変な事実を知ることとなりました。太陽の中で何か異常な 

現象が起きていたのです。この頃、サヴォイは毎日、12 時間、即ち日の出から  

日の入りまでにわたって日光を観測できるようになっていました。(これは周知の 

危険が伴う為、一般の十分な知識のない学生や調査者は実施しないで下さい！)  

彼の鋭敏な目は、太陽の動き、太陽の黒点活動の展開や太陽面での爆発を観測しま 

した。しかし、それ以上にサヴォイは太陽が変化していることを感知したのです。 

太陽の球体の中で何か重大な異常が起き、太陽光線の本質と特性に影響を及ぼして 

いたのです。太陽から放出された新しいエネルギーは 1962 年の 2 月に最高量を 

達成しましたが、それは 1957 年に観測されたものをはるかに超えるものでした。 

地元のインディアン達に"アンデスの白人の太陽の神秘家"と呼ばれていたサヴォイ 

と仲間達は、鮮明で非常に濃い色を帯びた電場やカのセンター(フォース・セン  

ター)に、この新しいエネルギーの反応を測定しました。そして、光り輝いている 

霊光体(ライト・ボデイ)は新しい放熱によって、黄金色に変わったことを発見しま 

した。(同様の現象が 10 年後の 1972 年に再び発生し、最初の発生から 20 年後の 

1982 年にも起きました。) サヴォイは、人の個人的で内面的本質が、カのセン  
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ター (フォース・センター)やフィールド(場)を通して外面的刺激、例えば、太陽 

光線へ反応することに魅せられました。 

 

しかし、彼は再三、このテクニックの適用の実践方法は、同じような方法で太陽を 

観測したかつてのエッセネ派によって教えられた規律に似て、サヴォイが表わした 

コソラジイの規律を厳守する必要があることを確信しました。それは、彼が 20 世 

紀において全く新しい何かの存在を発見したからでした。太陽の新しい状態、新し 

い放射や新しいカが人間の有機体に影響を及ぼしていること、そしてそれ以上に 

大切なことは、古代の人々の知識の中にはなかった人間の心理/霊の属性に 

影響を及ぼしていること。そして彼は、人間の霊、心(マインド)、心霊(サイケ)は 

チャンスや運命や無謀な実験にゆだねるには、あまりにも崇高なものであると実感 

しました。それゆえに、サヴォイは古代から近代において、認知され、証明された 

事実の上に基づいて骨を折る努力をしていこうとしました。 

 

南アメリカに渡るずっと前に、サヴォイは大昔の人々の書物、彼らの口述によって 

伝えられた話、神話や、民間伝承が、人間は神の崇高な創造物で、光を通じて霊的 

領域から神によって発生した神聖な知性をもって、肉体化する事ができると学びま 

した。この知識は後年ペルーで、図書館に隠されていた埃っぽい写本を詳細に調べ 

ることへと導いて行きました。彼はメキシコや 

ペルーにおける太陽崇拝の理解を更に深める為の 

情報を探究したのです。古い写本、原文、伝説、 

宗教信念を注意深く調べていくうちに、ペルー北部 

の砂漠沿岸地方への探究へと導かれました。発見し 

たり、研究、探検すればするほど、彼はコロンブス 

の発見以前の人々についての新しい理論に行き着き 

ました。 

 

すぐに、サヴォイは探検の地域を沿岸や高地からペルーの東部ジャングルヘ拡大 

する決心をしました。そこはペルーの地理上 60%を占め、広大な未踏の領土で古代 

文明の遺跡が存在しているとは思われないところでした。 

 

ある一つの伝説がサヴォイの興味を引きました。インカ時代のずっと前、ペルー人 

に大きな受難の時代がやって来ました。太陽が長い期間にわたって輝かなかったの 

です。そこに、南部地方から背高で腰にベルトをし、白い衣をまとった一人の白人 

が現れました。彼は、髪は長く豊かな顎髭をたくわえていました。彼は人の世の 

教師として知られ、度々創造主と同一視されました。人々の絶大な信頼を得ていま 

した。彼は、一方の手には杖を、他方には本を持っていると描写されていました。 

放浪の間、二人の助手が付き添っていました。それは、狐とライオンでした。彼は 

大陸を横断し、奇跡を起こし、病人を癒しました。彼の言葉だけで盲人は目が見え 

るようになったのです。人々は彼のための神殿を建設し、彼に似せた肖像をつくり 

1969 年、サヴォイは 

フェザー・サーペントⅠ
（羽根をつけたヘビⅠ
号）（次頁左）で航海を

した。トトラ葦製の船
で、ペルー人ヴィラコチ
ャがとった航路を明ら

かにするためだった。 
 
ヴィラコチャを表して

いると思われるキリス
トの様な像（上）と龍-
蛇が飛んでいる様子を

描写したこの古代の金
属製の円盤状のもの（次
頁右）は、ペルーのアマ

ゾン地区で発見された。 
 
年老いた森の住人は、 

サヴォイに、彼がかつて
見た廃墟について話を
している。（右） 
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ました。彼は太陽の宗教を興し、人々に正しく生き、他に害を与えず、お互いに 

愛し思いやりを持つことを教えました。ティファナコ(Teahuanaco〉の町から彼の 

助手の一人を沿岸へ、もう一人を東部の雨の森林へ宗教を教えるために派遣しまし 

た。それから、彼は老人にみせかけて、カチャヘ旅しました。そこでは人々が彼に 

石を投げつけました。彼は高地の道を通って北上し海岸線へと辿り着き、結局、 

エクアドルのマンタヘ旅をしました。そこで、彼は人々に告別し、お伴と共に、 

まるで陸を横断するかのように自然に、太平洋の海を歩いて行ったのでした。 

 

サヴォイはこの人物、ペルー人ヴィラコチャ(Veracocha)は、メキシコヘ渡り 

クエッサルコートルとして現れたと推察しました。彼は神話体系やクエッサル 

コートルが西海岸に大勢と共に着いたと口述で伝えられている話に、この理論の 

根拠をおきました。十字架が飾られた白い衣をまとい、羽根飾りのあるかぶりもの 

をかぶり、彼は杖を持ち、大衆に太陽の芸術や科学を教えるために上陸して来ま 

した。(ちょうどそれは我々のキリスト時代が始まったように、古代メキシコ人の 

時代はクエッサルコートルから始まりました。)立法者、文化教育者、宗教的教師 

や太陽の教えをもたらした人として、彼はそれまでに知られていたいかなるもの 

よりも優っている人生を例証しました。ブッダのように悟りを開き、他の人々より 

卓越した存在でした。彼はピラミッドの建設を促し、人々にカレンダーと太陽界 

                について説明した生命の本を与えました。彼は 

                背が高く、金髪の顎髭をたくわえ、大きな青い 

                目を持っていました。そして、円錐形の帽子を 

                かぶり、貝殻のネックレスをし、泡のサンダル 

を履いていました。彼の名前は、鮮やかな 

グリーンの羽根を持ったカザリキヌバネドリ 

(クエッサル鳥)と、ヘビと水を意味するナフア 

語の言葉から由来し、従って〝羽根をつけた海 

ヘビ"という意味でした。 

 

クエッサルコートルの宗派は、広域にわたって、人の生活に新しい考えをもたらし 

変えました。その上、彼の信奉者たちは交易を奨励した商人達でした。沿岸の町々 

が輸出の中心として使われました。信奉者達は裕福でしたが謙遜に振る舞い、個人 

的な富を蓄積せず貧しい人々に分け与えました。彼らは王や領主たちに、全体の 

人々の幸福のためを考えるよう、感化しました。彼らは"太陽の土地"と呼んだ霊的 

世界に属していましたが、彼らの影響を受けた場所では、際立った能率性をもって 

物質界を統制しました。最初はペルーでヴィラコチャとして、後にはメキシコで 

クエッサルコートルとして、予言/教育者であり奇蹟を行った人は、自らの習慣を 

守り、神官の保護の下で強制された古い異教に反対しました。戦争と人間の生け贄 

に反対する説教をしたのです。その結果、彼は年老いた聖職者によって迫害されま 

した。彼は世俗的な持ち物を破壊し宝物を水中に捨て、忠実な弟子たちと共に雪に 

覆われた火山の頂上を目指しました。海岸線に到着した時、ヘビたちの筏で去り 
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二度と戻りませんでした。彼は東へ航海したと言われています。メキシコ湾を 

横切り、彼は、弟子たちの側近や付添い人や大勢の信奉者と共に新しい土地に着き 

ました。そこのマヤの人々の間では、彼はククルカンやグクマツとして知られまし 

た。やがて、彼は最後の航海に出て、東へ消えたのです。同じような人物の描写や 

性質が、コロンビアでボチーカとして、ブラジルのアマゾンの奥深い地方では黄金 

の男─これは後年スペイン人がエル・ドラドと確認しましたが─として知られて 

いました。 

 

サヴォイはこれらの研究により、かつて高度に進歩した宗教を代表する偉大な人物 

がアメリカ大陸で教えたことを確信しました。その人が白人で青い目をもっていた 

ということは、彼は白色人種の代表者だったことをサヴォイに示していました。 

その洗練された宗教からは、彼の人種が歴史に出ていない偉大な文化に属していた 

ことを強く連想させました。その上、サヴォイはこの文化はアメリカのものだった 

と結論を出しましたが、なぜなら、人に知られた文化でヴィラコチャ=クエッサル 

コートルに似た宗教を生んだ記録はなかったからです。 

 

サヴォイは、アメリカ大陸 

 にアーリア人と思われる 

タイプの人々が住んでいた 

ことが、コロンブス以前 

に、旧世界からの人々が 

上陸していたという理論に 

発展していることを知って 

いました。そのような理論 

の提唱者たちは、新世界の 

文化は旧世界に依存して 

いたと信じています。彼ら 

はアメリカ大陸の文化が 

独自の発展をしたことを 

否定しています。アメリカ 

原住民の相続人種の血統の雑多さは、モンゴリア原住民のそれより古いかもしれ  

ないという可能性を考えに入れていません。彼は大洋横断による移住はある程度 

あったと認めましたが、しかし、全ての文化が海を渡ったわけではありません。 

サヴォイは、陸橋理論はアメリカ原住民が旧世界に依存していたことをただ示した 

のみであるとの結論を下しました。征服の時存在していた、雑多の人種を、実際的 

にいって知られているあらゆる人種を代表していましたが、どのように説明できる 

でしょうか? アメリカ大陸にいたこれらの人種の存在は、表面的にとらえる傾向が 

ある人々には、海からのコンタクトがあり、大西洋では新世界とヨーロッパ、 

太平洋では新世界とアジアの間に接触があったことを思索させました。同時に、 

メキシコにある巨石オルメックの頭像のネグロイド (黒人種)は、アフリカとの 

CBS ニュースの特派員
チャールズ・クラルト

は、『羽根をつけたヘ
ビをたどって』の撮影
の間中、同行した。

（右） 
 

色白の皮膚をもつチ

ャチャ人の子孫は、浅
黒い皮膚の原住民と
はきわめて対照的で

ある。（次頁） 
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接触の可能性を示唆しました。しかし、サヴォイはこれらの概念には完全には異論 

を唱えませんでしたが、彼は異なった別の意見でした。 

 

アメリカ大陸には黄色人種、黒人、そして白人、その上、赤銅色や浅黒い皮膚の 

人々も存在しました。カリブ人の多くは、彼らを最初に見たポルトガルの探検者 

たちよりも明るい肌を持っていました。スペイン人は、パナマの原住民、コロンビ 

アのタイロンズやボリビア高原の原住民たちは、スペイン人たちより立派な顎髭を 

たくわえていると報告していました。同様のことが、アマゾンの下流やペルーの 

   チャチャポヤスの人々にも 

観察されました。これは 

サヴォイに、民族の統一とは 

確立した事実ではなく、アメ 

リカ大陸を一つのタイプと 

考えるのは、"典型的な〞 

白色人種を語るのと同様馬鹿 

げたことである、ということ 

を顕示しました。彼にとって 

は、ペルーのチャチャポヤス 

の人々が明るい肌をしている 

ことは、日本の北方のアイヌ 

民族の存在と同様、海から 

上陸したことを暗示しては 

いません。サヴォイが言える 

ことは、アメリカ大陸の人々 

は単にずっとここにいたの 

です。彼らは多分、大陸が移動して離れる以前からアメリカ大陸に起源を発して 

いたということです。徹底的な考古学的な遺跡の調査や口述によって伝えられた話 

や文献は、サヴォイに、ペルーの古代の前インカやインカの文明が、考古学上や 

民族誌学上の社会で一般的に信じられているように、外国から移住して来た輸入 

文化ではないことを、説得深く証明していました。 

 

サヴォイのメンバーたちは、伝説上のヴィラコチャ＝クエッサルコートルの芸術や 

サイエンスや宗教的信念について、もっと知る可能性ができたことをサヴォイ 

同様喜びました。サヴォイは、この聖なる人物は白色人種としてペルーに起源を 

発したと推測し、チームの第一の目標はこの文明の場所を突きとめることだと判断 

しました。歴史の文献は、ヴィラコチャはペルーの北方から来たことを示していま 

した。何か白人について言及されているのは、ただ唯一、インカ人によった 

もので、それはスペイン人歴史家ペドロ・デ・シエザ・デ・レオンと混血の著述家 

インカ・ガルシラソ・デ・ラ・ヴェラが記録しておりました。彼らの記録に、 

インカ人が、チャチャ人と呼ばれていた白色人種がペルー北方に住んでいたと話し 
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たと書いています。彼らの国は強力な王によって支配されチャチャポヤス王国と 

呼ばれていました。チャチャ人は背が高くたくましく優れた戦士でしたので、 

インカ侵略者たちによって征服された後、インカの人々の護衛として使われま 

した。インカ人は又、チャチャ人の多くをペルーの南方へ移しました。サヴォイは 

そこで探求を始めました。 

 

1911年、工一ル大学の歴史の 

教授Ｈ・ビンガムは、フラン 

シスコ・ピザロに率いられた 

スペイン人によってペルーが 

征服された後、最後のインカ 

国王、マンコ 2世が反抗し、 

避難した町を探すために 

ペルーへ行きました。ビン 

ガムは、マチュピッチュが 

失われた町だと主張しまし 

た。(今では世界中からの 

  観光客の名 所 と な っ て い 

ます) しかし、サヴォイの 

研究は、そこはインカの失わ 

れた町や最後の町でもない 

ことを示していました。最後 

のインカ人たちの隠れ家を、 

ついに突きとめ攻め落とした 

スペイン人兵士による歴史的 

原文や報告書によると、最後 

のインカ人たちが隠れた場所はヴィルカバンバと呼ばれた地方で、インカ帝国の 

一部でアンティスヨと名づけられたジャングルにある地区の奥にあったと記載され 

ていました。マチュピッチュは隠れ住む新インカ帝国の首都として十分な規模でも 

なく、ジャングルの中にもありませんでした。サヴォイのチームはジャングルの奥 

深くと突き進みました。 

 

90日間位の調査の後、真の失われた町、ヴィルカバンバを見つけることに成功しま 

した。町の集合体は、1マイル四方の中に約 400の建物から構成されていました。 

特に目を引いたのは多くの建物が円形だったことです。これらの円形はインカ建築 

の特徴ではありませんでした。陶器類の破片やこれらの建物を調査してみると、 

これらがチャチャポヤスに源を発していることが分かりました。しかし、チャチャ 

ポヤス王国はそこから 400マイル北西にあったのです。サヴォイはここに手掛かり 

を見つけました。 

 

マチュピチュ（右） 

かつてインカの最後
の町だと思われてい
た。サヴォイが本当の

最後のインカ人の隠
れ家の発見をしたこ
とは、1970 年出版の

『ヴィルカバンバ：イ
ンカの最後の失われ
た都市』のテーマだっ

た。（上） 
 
グラン・パジャテン

（次頁上） 
ジャングルの高地の
頂上にある砦は、伝説

のヴィラコチャに捧
げられた。 
グラン・ヴィラヤの広

大な主要都市は、1985
年にサヴォイによっ
て発見された。（次頁

下） 

 

30

1 



 

石道跡をたどって探求者たちは北へ旅し、チャチャポヤス地方に出て来ました。 

よく訓練されたチームは、高いアンデスの雪をかぶった山々、世界で最も長い雪の 

山脈を越え、そして蒸気の発生するモンタナと呼ばれた熱帯のジャングルヘ、なた 

で切り開きながら進みました。そこは、海抜 16,000 フィートにある地球上で最も 

高地にある森林でした。 

 

この探検は即時の成功を納め 

ました。チャチャポヤス国の 

高いジャングルにあった多く 

の町の一つが開墾されま 

した。探求者たちによって 

グラン・パジャテンと名づ 

けられたこの最初の廃墟は、 

世界的に知られる遺跡となっ 

たのです。掘り出されたチャ 

チャの町々は白い石灰岩で 

造られ、ほとんどが丸か円形の構造で構成されていました。グラン・パジャテンは 

小さな神殿のレイアウトになっていて川を見下ろす崖の頂上に建っていました。 

建造物の壁は、羽根や王冠をつけた人間や鳥のような人物が描かれた、装飾的デザ 

インで飾りつけられていました。石の頭像は壁にしっかりとほぞで埋め込まれてい 

ました。(この装飾的モチーフは、メキシコや中央アメリカの遺跡で発見された  

マヤ文化のデザインとよく似ていました) その様な彫刻の一つは高位聖職者を  

表現していました。それは葉状になった鼻をもち、紛れもないクエッサルコートル 

のシンボルである角度のついた螺旋が描かれた王冠をかぶっていました。遺跡の中 

の墓は、木の彫刻が誇らしく施されていて、後にヘリコプターによる調査で発見 

されました。数年後、考古学者たちは探求者たちの足跡を追い遺跡を調査しま 

した。20年間にわたって、サヴォイ 

のチームはジャングルから広大な町 

を見い出しました。それは全部で 42 

の町になりました。最後の発見は 

1985年の探検の時で、その町は 

グラン・ヴィラヤと名づけられまし 

た。(サヴォイは、この町がアメ 

リカ大陸において発見された、コロ 

ンブス以前の最も大きな中心都市だ 

と信じています。その町は概算で 

24,000 かそれ以上の建物を誇り、 

約100 平方マイルにわたっていま 

す。) 

 

31 



 

現地調査と探検の年月の中で、 

サヴォイのチームは確かに白色 

人種の証拠を発見しました。 

多くの白人タイプが、かつて 

彼らの祖先が数百年前に建設し 

た大きくて、うっそうと茂った 

都市の近くのジャングルに住ん 

でいたのです。これらの人々 

は、ブルーの目を持ち背が高く 

友好的で、先祖たちの歴史にも 

通じていました。ずっと昔に 

いた賢人の王について語りまし 

た。彼らのように彼は白人でし 

た。彼は、最後に西の山々へ 

消えるまで、長年にわたって 

人々に教えました。 

 

サヴォイは、明らかに白人の特徴であるアーメノイド鼻をもった彫刻の頭像を 

数多く見せられました。墓の外壁に彫ってある十字架、象形文字、外部の影響を 

受けている多くの証拠を見つけました。明らかにチャチャポヤス人たちは外部の 

人々と接触をもっていたのです。サヴォイのチームは、石道網を辿り古い石で 

できた町へと通じ、農耕の段々畑、水道、神殿や高い石灰岩の崖にある多くの墓を 

発見しました。それらは、高度に発達した文化を無言で証言していました。彼は 

研究の結果、古代の建築家の人々によって伝達された考えを解読する体系を開発し 

ました。この情報とチャチャポヤス人に口述で伝えられた話は、彼に彼らの宗教、 

芸術や科学についての知識を豊かにしてくれました。 

 

1969年、陶器の壺に描かれたデザインを基にしてサヴォイはトトラ葦でできた船を 

造りました。それは古代ペルー人が海洋を渡る時に使ったものと同様の船でした。 

ノルウェー人探検家、ソー・ヘヤーダールの理論によると、コン・ティシ・ 

ヴィラコチャは西へ、ペルーから遠く離れた太平洋へと航海しました。しかし、 

歴史的な記録を信頼すると、サヴォイはヴィラコチャは北に向けて航海したと強く 

主張しました。この理論の証明は航路の発見にかかっていました。サヴォイは 

‘THE FEATHERED SERPENT'(羽根をつけたヘビ号)で、風と潮流をつかいながら航海 

に出て、ペルーの北部沿岸を出発して 60日後にパナマに到着しました。 

 

サヴォイは、パナマから陸路でメキシコヘ旅をしました。この探検の間に、チャ 

チャポヤスの遺跡と古代のトルテック族やマヤ人たちによって建てられたメキ 

シコ、グアテマラやホンジュラスの遺跡の特徴を比較研究することができました。 

 

人間に似た形をした
ミイラの外包には 

高位聖職者の遺物が 
入っている。（右上） 

 

『羽根をつけたヘビ
をたどって』は、サヴ

ォイの 1969 年の航海
の様子を記述してい
る。（次頁） 
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サヴォイは明確な関連を見つけました。それは、メキシコの全ての円形の遺跡は 

クエッサルコートルに捧げられたものでした。チャチャポヤス遺跡も円形だった 

ので興味あるポイントでした。彼にはこれはヴィラコチャがペルーにおいて 

チャチャ人に起源を発しているという追加の証拠になりました。 

 

初期の現地調査や探検に参加したチームは、後に、有名になったプロジェクト Xの 

メンバーになりましたが、太陽テクニックを使って自己の探検に熱中していま 

した。その当時、サヴォイはまだ、古代ペルー人が太陽エネルギーを利用した手法 

について十分な知識がありませんでした。特に、太陽エネルギーを長命、英知や 

心霊力開発の増進に応用する手法についての知識がまだ十分ではなかったのです。 

スペイン人は、神殿や修道院で老年期の様相を見せることなく長命を達成した 

太陽神官や巫女たちを見たことを報告しています。これらの信心家たちの多くは、 

140歳かそれ以上に達し、まだ若々しく見えたことが実際に記録されています。 

ローマ・カトリック司教、デ・ラス・カサスは、長い耳を持った人々として知られ 

ていた年老いた司祭は(これらの人たちが、キイポス QUIPOS 又は、結びを付けた 

綱を使ってインカ人の歴史を全て記録していました。）、ギリシャの最も進んだ哲学 

的思考や聖書の出来事さえも精通していたことを認めました。司教は、これらの 

特別な司祭長の階級の人々は、進歩した神学的概念に不慣れではなく、キリスト教 

のそれさえもよく精通していたことを言明しました。彼らの知的な理解力に加え、 

彼らは未来の出来事を予言でき、お互いに遠く離れた人と交信でき、前もってスペ 

イン人の政治や軍の動きを知ることができる事で知られていました。現に、彼らは 

ペルーに船でよそ者が上陸して来るその日のことをインカ国王に予言していたの 

です。 

 

サヴォイの通信理論の知識によると、情報は脳にインプット(入力)されるもので、 

それにより脳は不確定な状態を減らします。有機体が決断をするために手助けと 

ならない情報は、無用なものです。走査装置のように、神経系はすでに慣れた情報 

のインプットのみをプログラムに組み入れ記録します。理解力、エネルギーと情報 

は不可欠な関係があります。情報を獲得し、保管し、使っていき渡らせるにはエネ 

ルギーが必要になります。そして、情報や理解力又は知識を使って、エネルギーに 

指示を与えます。 

 

上の理論を理解し、情報の受取、処理、そして広めるものとしての人間には、最高 

の可能性があることを認めるには、人間の理性によってデザインされた高度に洗練 

された通信機器と計器を考えさえすればよいとサヴォイは考えました。すでに、 

近代的テクノロジーでは、情報としてのエネルギーの拡大は物理的パワーとしての 

拡大より易しいことが証明されています。しかも、この二つの形態は物質界に 

おいて非常に重大な関係があるのです。 

 

サヴォイは、エネルギーと情報を最大限に使うための理論的手段は、‘経路(チャ 
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ネル)'を機械的又は物理的な行為から、心(マインド)、心霊や意識を使った精錬 

された方法で広げていく人間のメカニズム(仕組み)にあると結論を出しました。後 

の二つのレベル(心霊と意識)では、個人は、物質界の法則が適用されない非物理  

的、又は、霊的レベルに関わっており、普遍的または宇宙的レベルヘの大きな飛躍 

をします。この変化に類似したことは、光速度に達した時に起こる、物質が放射線 

エネルギーへ変わることに見ることができます。サヴォイはこのような変化を研究 

室の中の実験に留めませんでした。人間や他の生命形態は、常にエネルギーを光の 

エネルギーから電子エネルギーへ、又、その反対にも交換しています。ですから、 

我々は目に見えない現実の中に、常時、存在しているわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アインシュタインは彼の相対性理論の中で、物質とエネルギーは同じ‘物’の 

違った状態だと証明しています。このように、エネルギーは全ての命の基本です 

から、永遠の命と死ぬべき運命、無意識と意識、啓発されているか啓発されて 

いないかの違いは、エネルギーと、物理的生存に必要以上のレベルにある本来の 

‘情報’又は‘理解力'要素の意識的使用にかかっているとサヴォイは推理しま 

した。彼は古代の予言者や哲学者たちが、人は物理的身体ではなく (これは人間 

の低い性質に関しているが）、霊光体（ライト・ボデイ）として神のイメージとし 

て、造られたと教えていた事をすでに知っていました。プロジェクト X のメンバー 

は研究と実験を通じて自ら、人は本当に光のフィールドに覆われていることを発見 

しました。しかし、死ぬべき運命と永遠の命の相違点への鍵は何でしょうか。 

 

アメリカ大陸の古代の太陽神官は、明らかに太陽エネルギーを利用することができ 

ました。その吸収する方法は秘密に保たれ、それを使って霊光体(ライト・ボデイ) 

を発生させることができました。しかしながら、この偉業は宗教を司る規則の厳 

しい階級の神官にのみ制限され、インカ国王にさえも明らかにされていませんで 

した。 

 

サヴォイは彼自身の実験を通して、人の電気的エネルギー場(エレクトリカル・  

エネルギー・フィールド)は肯定的と否定的な極に、それは太陽と惑星の磁場も  

同様ですが、極性を分離することが分かっていました。惑星とは異なり、太陽の  

プロジェクト Xの調査・ 
研究チーム（上）は、 

メキシコのセミナーの
時、古代のピラミッドを
調査した。（右） 

 
ペルー北方で発見され
たモノリス（建築・彫刻

用の一枚岩）には双頭の
空飛ぶヘビが描かれて
いる。（次頁左） 
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ように人はフィールドの極性を変えることができます。それは、それ自身の鏡像 

(enantio-morph)に変えることができるのです。ですからそれは、それ以前の自己 

のミラー・イメージになります。否定的なエネルギーを与えられたフィールドは 

エネルギーを分散します。肯定的フィールドはエネルギーを保存します。彼は色の 

スペクトルのように、フィールドの色は深いブルーから、間に他の色もありま 

すが、鮮やかな赤に輝くのを観察しました。病気や支障によって起きる有機体の 

変化は、生物学的組織体にはっきりと表われる前に、電場に表されることが確認 

されています。言葉を言い換えると、有機体の病気や不調はフィールドの色や色体 

を観察することで識別することができるのです。有機体やフィールドは優勢なカの 

センター(フォース・センター)によって影響を受けます。ということは、個人の 

生物的な程度は電気的な程度と相互関係にあり、電気的構造は化学的構造と相互 

関係にあるということです。ですから、個人の電気的な程度は太陽、惑星、そして 

宇宙的エネルギーを含む全てのエネルギーの物理的な顕現と結合していることは 

理由づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

しかし、電場に加えて、より高く根本的な力のフィールドがサヴォイによって観察 

されていました。それは色がなく非物理的エネルギーによって充電されました。 

このより高いフィールドは、球体の形態をとり物理的有機体やカのフィールドを 

囲んでいます。これが霊光体(ライト・ボデイ)で超次元の領域とつながり、より  

高いエネルギー・レベルで(そのレベルは物質的ではなく、それにもかかわらず 

物質界と編み合わされて繋がっている)、動作するとサヴォイは結論づけました。 

それによって、サヴォイは人を、本質で三つの基本的レベルを持ち、全ての部分は 

相互関係にあり、全体として一人の人間をつくっていると見なしました。物理的 

有機体やエネルギー・フィールドが、より高い基本的身体(ライト・ボデイ又は、 

宇宙的ボディ)から成長したと考えると、存在が制限された三次元世界で、物質的 

宇宙を越え、超次元的レベルの存在を人は受け入れなければならないとサヴォイは 

固く思いました。この意味は、人は超次元的であり、人は本質の違ったレベルに 

存在し、その各々は特定の次元の法則によって支配されているのです。サヴォイの 

研究はすでに、人はより高い命の形態で、光の本質の派生物であり、それゆえに 

永遠の命であることを示しています。人は三次元の生活へ退化しましたが、それ 
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に制限されているわけではなく、物理的な本質のみがこの制限を受けているの 

です。 

 

サヴォイの研究と結論は新しい展望を開きました。人は、一度根本的ボディ、又は 

霊光体(ライト・ボデイ)を活性化させ、そのことについて意識を持つと、意識の 

より高い世界へ行くことができます。サヴォイのそれまでの多くの経験は、霊光体 

(ライト・ボディ)は、物理的有機体やエネルギー・フィールドとは異なり、宇宙に 

固定されたり、集束された点ではないことを示していました。確かに訓練された目 

に霊光体(ライト・ボディ)として見れるが、それは物質的宇宙においてサイズに 

よって分類したり、一つの点に制限することはできません。霊光体(ライト・ボデ 

イ)としての外見は、他次元からのエネルギー発生による顕現なのです。太陽の 

ように物理的宇宙を越えやって来るエネルギーの焦点、霊光体(ライト・ボデイ)は 

まだ神秘である別のカの世界への出入口なのです。太陽は光り輝く球として目で 

視られます。目でなかったら、太陽は全く違った様相になるでしょう。肉体の視覚 

の器官は、観測された焦点の先へ届くことはできません。それは、そのエネルギー 

の真に点の産物だからです。心(マインド)は物質的宇宙の源を貫き進むことは 

できません。それは、心(マインド)が物質的宇宙の物質のエネルギーの産物だから 

です。それゆえ、人は、より高い五次元、全ての発生した生命へ接触できる次元に 

おいて、意識を使うことによって、霊光体(ライト・ボデイ)を知覚できると  

サヴォイは決断しました。 

 

通信教育と現地調査者からなるプロジェクト Xのメンバーは、これらの発見に魅せ 

られました。サヴォイによって開発された総合的な研究は、アメリカやその他の 

国々で熱狂的に迎えられました。サヴォイによって誘導された先駆者的研究は、 

世界中の興味を呼び模倣者たちを引き寄せてしまいました。多くの奪われた資科が 

発表され許可なしに使われました。サヴォイの発見を使っている模倣者について 

質問された時、彼は、「発表された資料は一般に知らせるつもりだった部分だった」 

と単に述べただけでした。 

 

1972年、サヴォイは米国へ戻り、澄んだ空と豊富な日光で知られているネバダ州の 

北部に落ち着きました。そこで、小規模で霊的志願者に専念した先駆者的な協会を 

設立しました。高度に進んだ教義を体現している近代的教会は、法人組織となり州 

と連邦の税免除を認可されました。ユニークな大学が設立され、志願者に理論と 

宗教の芸術と科学、そしてコソラジイのテクノロジーを教えています。初期のプロ 

ジェクト X の研究を組み込んだ公開授業が、増大する探究者や通信教育を受けて 

いる人々の求めに応じられ、現地調査・探検・航海・セミナーがメキシコ・イスラ 

エル・中国・ペルーその他多くの国々で行われました。 

 

しばらくして、サヴォイは西海岸で興味を示した人々のグループに講演をしま 

した。そのうちに、革命的な宗教教会がネバダに設立されたことがアメリカ中に 

 

ABC ニュースチームは
1985年のグラン・ヴィラ
ヤでの探検を記録した。

（次頁） 
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 広まりました。高度な 

専門的知識をもった宗教 

従事者や真の霊的求道者 

の近代的な共同体が設立 

されました。   

 

その後数年、先駆者的 

共同体はゆっくりと、 

しかし堅実に成長しまし 

た。太陽エネルギーと 

それが人間の有機体と 

霊光体(ライト・ボデイ) 

に与える影響についての 

最初のデータは、約 20 

年前 に 発 表 さ れ た も 

ので、その後、更新され 

たり、改善された重要な 

新しいテクニックに取り 

替えたりして、熟 練 者 

たちによって使われま 

した。イエスの失われた 

教義を明示したものや 

新約聖書の解読に関した 

記録が出版されました。 

リノで行われたセミナー 

に多数の人が参加しま 

した。サヴォイはそこで 

講演旅行を終わりにしま 

した。1977年、60フィー 

トのスクーナー (帆船) 

で7 年間に及ぶ航海に 

着手しました。プロジェ 

クト Xのメンバーや訪れ 

ている通信教育の人々や 

在住の賛同者たちが、 

いろいろな港湾を訪れ、 

米国 の 港 か ら 南 ア メ 

リカ・パナマからメキ 

シコヘ、そしてハワイ 

諸島へ戻るものでした。 
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チームの人たちは太陽文化に 

ついて調査しました。サヴォイ 

の発見は後に、新しい出版の 

「新約聖書の解読」や「エッセ 

ネ派文献: SECRETSOF AN ETERNAL 

 RACE(不滅な民族の秘密)』に 

書き加えました。 

 

サヴォイは、真剣に学びたい人は引きこもって学べる、平和で静穏な環境が必要だ 

ということを、彼の教師やペルーにおける初期の経験から学びました。その為に、 

サヴォイに率いられた国際キリスト共同体(International Community of Christ) 

教会は、修道院、野外教会やその他の建物をおき、神聖な聖地として使用する為 

に、山地の砂漠を 1500 エーカー取得しました。ネバダの共同体の拡張はビルの 

買収に及び、事務局、チャペル、大学、そして、その他、出版局、音響、そして 

映画の部門に使われています。それに加え、共同体は誓いをたてた聖職者用の 

住宅、鉱泉・ミネラルウォーター・温泉のあるヘルスセンターを取得しました。 

 

敷地内における教会共同体の機能の前提には、人々は尊厳を持って扱われるに値 

するとし、また高度な学びのため認可された学校で、専門的に訓練を受けた責任 

ある人々により監督された、信頼性のある情報を与えられるに値するとしていま 

す。一方では、この研究には高度に洗練され真面目に考えられる人々への留意が 

必要な為、教会はそのプログラムについては公表していません。 

 

  真剣な探究者に真の教義を 

  役立ててもらうという初期 

の目的を維持し、共同体 

は、古い質問に意味ある 

答えを探している人々に、 

形而上学・宗教の分野に 

おいて価値ある重要なサー 

ビスを提供している と 

サヴォイは言っています。 

 

今日の一新された関心や 

霊的啓発の重要性は、特に 

米国において 1980 年代の 

半ばにユーゴスラビアの 

メジュゴージェで、子供や 

若者たちによって見られた 

太陽現象や幻影に多くの注目を集めることとなりました。同様の出現が 1960年代の 

サヴォイは調査船、フェ

ザー・サーペントⅡ（羽
根をつけたヘビⅡ号）
（右下）での７年間に及

ぶ探検を指揮した。 
 
フェザー・サーペントⅢ

（羽根をつけたヘビⅢ
号）の模型（右上） 

ミッション様式の建物
は、コミュニティのステ
ィームボート・ホット・
スパ（次頁） 
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始めにスペインのサン・セバスチン・デ・ガラバンダアルで、60年代の終わりには 

エジプトのゼイツオンであったことが報告されています。1917年に、ポルトガルの 

ファティマで、壮観な太陽光線表現に先導された出来事が確認されています。報道 

機関は、この出来事に一般の人々の関心が高まり、「太陽のダンス」を自分で見る 

為に人々が野原や田舎に集まったことを報告しています。この観察に関する報告 

は、太陽現象に関してサヴォイと研究者やその仲間の人々が観察したものと、全く 

同じ意見でした。 

 

情報は公にされてはいませんが、プロジェクト X のメンバーは 25 年間以上に 

わたって壮観な太陽現象を観察しました。共同体の神聖な場所である野外教会で 

行われる霊的親交のための暁の礼拝に集まったメンバーたちは、定期的に「太陽 

が空いっぱいにダンス」をし、多くの幾何学模様を呈している光景を報告して 

います。何人かは空に快い芳香が広がって、太陽の表面に教会で使われている 

十字架を見たと報告しています。又、他の人は礼拝の間に鈴振者の出す音と調和し 

た音楽を聞いたと言っています。言い換えると、ファティマや他の場所で報告され 

た現象はすでに、そして今も、定期的に教会のネバダの聖地において起きているの 

です。 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同様にメディアによって出された題目は「調和的集中」と呼ばれ、1959 年と 1969 

年にサヴォイによって真剣に取り組まれました。彼はプロジェクト Xのメンバーに 

は適切な期日の情報を与えました。1976年、古代アメリカ大陸の宗教、クエッサル 

コートルの教義に関しての二冊の本が出版されました。米国とペルーの共同体メン 

バーは、発生が予定された 1987年 8月 16日と 23日に太陽現象を観察しました。 

これらの重大な期日の意味は、共同体プログラムの勉強と研究に関わっている人 

のみには、知らされました。 

 

サヴォイは教えの中で度々、世界は新しい太陽の時代を迎えていることを強調して 

います。しかし、この太陽の出来事は、この件に関して真の知識を持たない懐疑 

主義者や不可知論者の笑いものにするために公表するには、あまりにも重大なこと 

なのです。この理由のため、共同体の研究者や神秘主義者たちは一貫して公表を 

39 



 

避けてきました。観察された出来事は報道機関には公表せず、十分な知識のない 

まだ啓発されていない人々へは、その詳細な説明はなされていません。この特権 

ある情報は、伝統的に、教会の高位聖職者や、プロジェクト X のメンバーに保有 

されました。これらのプロジェクト X のメンバーには、事実に基づく証拠なし 

では容易に感動しない、男女の元管理者やあらゆる分野で成功した専門家たちも 

含まれているのです。聖職者、準会員、平信徒、訪問者たちは、一様に聖地のグラ 

ンドで体験したことや観察された太陽光線現象に圧倒されます。 

 

長年にわたる調査、観察、研究、勉強、体験や実践により、サヴォイと仲間たちは 

太陽の出来事に関しての莫大な記録を蓄積してきました。一つの特殊な事実が分 

かりました。『カリスマ(聖霊の賜物)』の特別な状態がなければ、これらの現象を 

大きな出来事として観察できないということです。その上、聖地のグランドを包囲 

しているカのフィールドは保護的テントの役割を果たし、集まっている人々に、 

通常知覚できないものを見えるようにするのです。この包囲している傘は、集 

まった神秘主義タイプの人たちに依って発生させます。彼らは太陽に影響を与える 

ことができ、又、逆に太陽から影響を受けるのです。彼らは実際に、エッセネ派の 

人々がパレスチナの荒野で行ったように、そして、イエスがこの世にいた時にした 

ように、太陽を空で踊らせることができるのです。 

 

サヴォイは、アメリカが、今まで経験したことのない 

ような宗教再生でのリーダーになると繰り返し言って 

きました。彼にとって非常に重大なことは、アメリカ 

が今、以前の神秘的宗教の達した段階に追いついたと 

いう事実なのです。それは、神秘主義者をつくるだけ 

でなく、これまで文字どおり神秘(ミステリー)のまま 

になっていた、神秘の知識や理解をも深めようとして 

いるのです。アメリカは成熟しています。これゆえ 

に、サヴォイは、アメリカは、この近代人の科学的で技術的なぺ一スと合わせられ 

ない、限定され、解釈的なヨーロッパやアジアの古い宗教から向きを変えるべきで 

あり、変えなければならないと感じたのです。今日、以前の出来事を思索する一般 

的な形而上学校が流行っています。教会の信者はかつての予言者たちを偶像化し、 

正統派教会の聖職者たちは、崇拝教義のもつ自己消沈や自滅的性格の為、太陽現象 

の経験ができないし、しようとしないのです。今日の人間の霊的能力は、共同体 

メンバーが太陽テクニックを用いてできるように外面的表現を促すのではなく、 

内面的に表現することに駆り立てられています。 

 

キリスト教に関しては、共同体はコソラジイの研究を通して、神は人間が作った 

制度で支配されるものではなく、又、聖職者は人と神の仲介者ではなく、仲介者と 

なるべくしておかれているものでもないと教えています。そうではなく、イエスが 

教えているように、各人がそれぞれに神を体験しなければならないのです。真の 
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仲介者や媒介となるカは、全ての人々の霊に届くように天国から輝いている神の光 

なのです。 

 

サヴォイは彼の書物や講演の中で、全ての人は創造主と接触できる鍵をもっている 

という、イエスのメッセージを解釈しました。サヴォイによると、弟子たちは疑い 

もなくイエスの存在によって霊感を受け、啓発されました。しかしながら、この 

個人的効力を越え、イエスは弟子達に、神の内での新しい霊的誕生の道を示すこと 

ができたのです。それは、神と直接する、ある秘密の霊的親交の過程で実感された 

のです。弟子たちはイエスから学びましたが、彼を崇拝しませんでした。イエスは 

教師だったのです。この件に関して、伝統的キリスト教はイエスの教義を失い、 

イエスを崇拝の対象としました。それは、人類にとって残念な事で、そして損失な 

のです。 

 

霊的世界との交信は、自然、超自然のエネルギーを保持し使う必要があり、それに 

より、霊的組織、力のフィールドやセンターは周波数を加速することができるので 

す。瞑想的タイプと言われる人や、口や頭だけの祈りをする人たちは、周波数を 

下げ、霊的能力を落とし否定的状態にします。彼らは無意識的に霊的成長を〝弱め 

ている"のです。 

 

このような状況と、国際政治や経験主義的科学とテクノロジーと一緒になった軍隊 

が作り出している危険な状態との組み合わせが、世界的規模で突然変異や精神病を 

つくりだしているのです。ですから、新しい宗教の教義は、この近代社会に必要な 

真の霊的求めを満たしてくれるので、これこそ人が生き残るための方法であるかも 

しれません。 

 

サヴォイの無比の発見と研究、プロジェクト Xは、真剣な霊的探究者に、近代人が 

住む複雑な宇宙のより高い理解を達成する方法を提供します。宇宙は 2000 年前と 

は違います。そして太陽の新しい状況のため変化し続けます。この太陽の新しい 

状況は、それは光の中の神の存在の産物なのですが、今、全ての生き物に影響を 

与えています。そして、これらの影響力はだれも抑制することはできないのです。 

 

プロジェクト Xは、理性ある個人が、自らの永遠の生命に積極的に参加できる素晴 

らしい冒険です。それは宇宙の創造力の中で達成される現実なのです。各々自身の 

永遠の生命に積極的に参加する能力は、今現在とこれからも、生き残る可能性の 

要素となります。自分のことを思い、人類の未来のことを気にかける人々にとって 

圧倒的な利点なのです。 
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<<注１>> 

弘法大師（空海）(774-835)は、ネストリウス派の教会（景教＝偉大なる太陽の宗教）と親交が

あったと考えられています。空海は、太陽のテクニックの基礎は、すでに役行者から習ってい

たと思われますが、西安(旧長安)に留学中にこの景教との繋がりを持っていたことは、その後

の彼の活躍からして見逃せません。このことを最初に指摘したのは、アイルランドのキリスト

教徒、Ｅ．Ａ.ゴードン夫人で、高野山の一の橋近くには夫人の尽力で、西安で見つかった景教

普及の碑のレプリカが建立されています。また、女史自らも外国人であり異教徒でもありなが

ら、碑のすぐ傍に埋葬されています。 

日本で空海ほど、明らかに霊光体(ライト・ボデイ)を発生させた記録がはっきりと残っている

人物はあまりいません。例えば、次の記述です。これは、弘仁２年(８１１)正月１５日、平安

京の宮中で現した奇蹟として：━「ならば、そちの説く即身成仏の現証をみせよ」と嵯峨天皇

の声に、その僧は静かに結跏趺坐し、手に印を結び、口に真言を唱えた。と、見るまに僧の肌

は黄金に輝き、眉間に白光を放ち、頭に宝冠を現して五色の光明を放散した。芳しい香りを秘

めた絢爛たる光が、周囲を満たし、すべてを包み込んでいく。「大日如来さまだ！」 この世の

ものとは思われぬその像は、しばし、光を放ちながらゆれ動き、人々の心に直接、大きな力で

働きかけてくる。あまりにも偉大な法力に圧倒され、人々が気を失いかけたとき、光が遠のき、

僧は、ふたたび元の姿に戻っていた・・・・・（密教の本、学研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<本文一終了> 
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                  ジーン・サヴォイ（１９２７－２００７）  

は、1960 年代に、アメリカ大陸の古代文明に関した 

独創的でユニークな理論で探検家として国際的な高名

を得ました。それ以上に重要なことは、インカ文明と

コロンブス以前の人間の起源を調査するためにアンデ

ス東部、ペルーのジャングルの奥へと勇敢に進み、 

誰もその存在を考えなかった 42 の遺跡を発見するこ

とになったことです。 

 

1964年、インカ王国の最後の町、伝説に名高いヴィル

カバンバを発見したことは(長い間、1911年に H・ビン 

ガムによって発見されたマチュピッチュがインカ王国の失われた町と思われていた)今世紀に

おける最も重要な考古学的発見の一つでした。1965年、ペルーの北東ジャングルの中でグラン・

パジャテンを発見したことは、歴史家、考古学やその他の科学者たちに新しい視界を開きまし

た。(この場所は、1980年代の初め論争の対象になりました。) 

その後、1985年にサヴォイは世界へ向けて驚くべき発表をしました。それは、ペルーにおける

巨大な古代中心都市の発見で、アメリカ大陸における最大級のコロンブス以前の都市と思われ

るもので、約 100平方マイルの中に 24,000の建造物があるというものでした。 

 

サヴォイの教育は 10 年間にわたる個人教授に基づいています。限定された大学の勉強を断念 

し、歴史・考古学・神話・古典・古代や近代の宗教、特に宗教上の文献や教典の翻訳等、多方

面の分野における知識の探究に旅立ちました。細心の研究と共に鋭い直観や非凡なエネルギー

が、だれも成し遂げることのできなかったことへのカを与えました。彼は、ヴィジョンを持っ

た人、理想主義者、反骨者であり、卓越した考古学者と呼ばれています。また、他の人には、

彼は時々この世に現れるたぐいまれな、真の独創的かつ信頼できる専門家なのです。 

ジーン・サヴォイは常に目標を高いところにおいていました。遺跡の発見の先に、それを  

つくった偉大な文明の発見を目標にしていたのです。サヴォイにとって、過去は未来の為にの

みあるのです。ゆえに、これらの探検は、古代人の触知しがたい非物質的な霊的遺産の発見へ

の足掛かりだったのです。これらの発見は必ずしも世間に発表されませんでした。サヴォイは、

時代に先駆けて早い時期に、これらの真実を世間の懐疑主義者や冷笑から守る必要性がある  

ことを、決意していました。それで、彼は「本当の探究」を内密にしてきました。今日まで  

サヴォイは世評を避けていますので、神秘的、神秘主義者として見られているのです。30年 

にわたる古代宗教の探究の後、多くの信奉者、彼の仕事や教義を学びたいと願うひたむきで  

熱心な支持者を得ました。 

 

ジーン・サヴォイは、アルバート・アインシュタインが物理学で成し遂げたことを形而上学で

成し遂げたと言われています。彼の第一の興味は一貫して宗教ですが、正統派的キリスト教で

はなく、人間の全ての局面、人間の万物の関わり合いを取り巻く宇宙的宗教、単に信仰や信念

を越えた字宙法則に参与した宗教なのです。 
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ジーン・サヴォイは、THE INTERNATIONAL COMMUNITY OF CHRIST, CHURCH OF THE SECOND ADVENT

の司教と保管人、THE MEMORIAL CHAPEL OF THE HOLY CHILDの主任司祭、教会法博士、THE SACRED 

COLLAGE OF JAMILIAN THEOLOGY の創設者、総長、THE JAMILIAN UNIVERSITY OF THE ORDAINED

の学長、ネバダにあるアンデス探検財団と海洋セイリング・クラブ (以前は、ペルーのリマに

あったアンデス探検クラブ) の創設者であり、会長を務めていました。 

 

認知された探検家であり作家でもあるサヴォイは、WHO’S WHO IN AMERICA,WHO’S WHO IN THE 

WORLD, INTERNATIONAL AUTHORS AND WRITERS WHO’S WHO, WHO’S WHO IN US WRITERS, EDITORS AND 

POETS に記載されています。多くの学究的な本や本格的な旅行案内書の中でもサヴォイの仕事

について知ることができます。 

 

彼の考古学的探検や航海についての本は、ANTISUYO: THE SEARCH FOR THE LOST CITIES OF THE 

AMAZON, SIMON AND SCHUSTER, 1970; VILCABAMBA: LAST CITY OF THE INCAS, ROBERT HALE, LONDON, 

1970; ON THE TRAIL OF THE FEATHERED SERPENT, BOBBS-MERRILL CO., 1974; PROJECT X: THE SEARCH 

FOR THE SECRETS OF IMMORTALITY, BOBBS-MERRILL CO., 1977。 CBS ニュース、ABC ニュース、

BBC ニュースやロンドンのアングリカン・フィルムがサヴォイの仕事について 1 時間番組をつ

くりました。彼の仕事に関する特集記事が世界中の主な新聞や雑誌に記載されました、又、多

くのテレビのトーク番組にも出演し、ラジオのインタビューも受けました。 

 

それに加え、サヴォイは 1957 年から、無比な一貫した流れの卓越した論文を発表しました。 

これらの刊行物には神学、宗教に関する 59の本、276 の講演テープもあります。彼の国際的に

認められた DECODED NEW TESTAMENT (新約聖書解読), THE ESSAEI DOCUMENT : SECRETS OF AN  

ETERNAL RACE (不滅な民族の秘密)は、エッセネ派や死海文書の理解に貢献しています。サヴォ

イの研究は、イエス・キリストがラビだったと思われるエッセネ派の真の教義に光をもたらし 

ました。サヴォイの宗教的研究は、現在一般に知られているキリスト教の啓示と修正、予言、

知恵の教え、理論とテクニックを含み、それらはサヴォイによって始められた宗教的修行のシ

ステムであるコソラジイの実践者に対してのみ与えられます。 
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