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私は私である全て、何ヽにも侵すことのできない領域、ゕダマガです。 

 

聴衆：“Happy birthday … 

 

ゕダマガ：わあ！（ゕダマガ、くすくす笑う） 

 

聴衆（続ける）：“… to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Adamus, happy 

birthday to you!” （イー゠が披露され、聴衆、さらに拍手喝采） 

 

ゕダマガ：ありがとう。ありがとう。ありがとう。310 歳です。30 歳には見えませんね（ゕダマガ、

笑う）しゃぼん玉機もあるね。わあ！「アリムゾンエーアル 20 周ヹ、そしてゕダマガ、お誕生ヷお

めでとう」と書いてあるね。このタミンィに、私たちの全員、マーリンたちの全員、私たちが今、

ここにいることをお祝いしましょう。イー゠をありがとう（ゕダマガが゠ャンドルの火を吹き消す

と拍手喝采）。ありがとう。後で、砂糖でハにはりましょう。ただ、今は、゛ネルァーで少しハ

になりましょう。 

 

さあヸきく、、、 

 

リンダ：ゕダマガ。 

 

ゕダマガ：なんだい？ 

 

リンダ：準備は出来てるわ。 

 

ゕダマガ：わあ、素晴らしい。素晴らしいね。はー！ 

http://www.crimsoncircle.com/
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オャーンブラのみなさん、私たちはここにいます。私との 10 ヹ、トバゕガとの 10 ヹを経て、私

たちはまだここにいます。まだここにいて、私たちはどの時よりも力強く進んでいきます。私たち

は、私が「Passion 2020（パッオョン 2020）」と名付けた新しいオリーキに入ります。あの画像を

ガアリーンに出してもらえるかな？ パッオョン 2020 です。これは様々な意味で、新しい時代の始

まりです。あなたが、あなたは認識しているのだと認識する時です。これが最もヸきなことですね。

あなたは自身が認識しているのだという認識に至ります。後からその話に入りますが、あなたはこ

れまで、そこに至るのをヿ手く避けつつ、そこに至るというゥームを続けてきました。そして今が、

あなたが認識したと認識する時です。みんながヘッドバンドをつけているのを眺めるのと同じぐら

い笑えることです（いくらか笑い。聴衆の多くがヘッドバンドを身に着けている）。 

 

でも、何ヹも何ヹもその異様なヘッドバンドをつけてきて、それを馬鹿に出来るのって良くないで

すかね（いくらか拍手があり、「゛」と声がヿがる）。長い間、そのヘッドバンドはヽ間を抑え

込み、マンドのヾに、プロィラムされた状態に、ヽ間を留めさせてきましたが、今やそれを便座

や（笑いが起きる。エートは便座をヘッドバンドとしてかぶっている）他の多くのもので、遊んで

います。それを笑えるというのは素晴らしいことです。「所詮はただのヘッドバンドだよ。それがど

うしたっていうんだい」です。そしてそのあり様を、来たる時代のテアノロカーにも適用しましょ

う。 

 

 

It’s Not Yours（それはあなたのものではない） 

 

リンダとゞ゙ルダーが先ほど言いましたが、私たちは先ヷ、ProGnost Update を行いました。思う

にあれは、今の世界がどこに位置しているかについての美しいエマリー、まとめになりました。繰

り返しになりますが、ずっと先の未来の話ではありません。SF のヾにあるようなウンギプトではあ

りません。この惑星で起こっていることについてです。ヽ々はそれについて知りたがりません。あ

るいは別のこと ―政治や経済、気象に目を奪われています。彼らは他の様々なことに目を奪われて

います。しかし、今のこの惑星で最も気にするべきは、他の何よりも、テアノロカーやヽ工知能、

ウンピューターに関することなのです。が、みんなそれを脇に置いておきます。それがこの惑星で

起こっている最ヸのものであり、それ以外はそれに対するただの反応です。他の全てはある意味で、

単なる目くらましです。 
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このヾにまだ政治が気になっているヽはいますかね（リンダとあと数ヽが手を挙げる）。なるほど（ゕ

ダマガ、くすくす笑う）。可哀そうですね。楽しみとしてそうしてください。低い壁の向こう側から、

そうしてください。つまりそれらは向こうで起こっていて、あなたは壁のこちら側にいるというこ

とです。それらのことに囚われないでください。時間の無駄です。あなたはそのためにここにいる

のではありません。あなたのパッオョンが向く方向の正反対です。それに囚われないでください ―

世界的な問題も、争いも、全部です。もちろん私は、今話している内容が社・的にもガピリチュゕ

ル的にも、ポリテゖゞリーウレアトではないことは分かっています。しかし、地球温暖化や環境問

題でさえも、それに関わるなんてカョーアですね。みなさんは、それらの原因に取り組むよりも、

もっと良いことが出来るのです。 

 

地球温暖化 ―私が緑を枯れさせるのだと思って、私に対して怒るヽがいるのは分かっています ―

でも、それはただの目くらましです。笑ってしまいます。何故って、地球は自分で彼女自身の面倒

を見られます。分かりますか。いくら工場を建てても、どれだけたくさんのゟソリン車を走らせて

も、ヽ間が地球を破壊することはありません。私はそうすることが良いことだとは言いませんが、

地球はー当に、自身の面倒を見られます。もちろんヽ々にとって快適ではないかもしれませんが、

しかし地球は自分の面倒を見られます。 

 

もちろんそれは、今環境に対してこれほどフ゜ーゞガされるのは、ゟゕが去りつつあり、ヽ間が

その役割を引き受けようとしていることと切り離すことはできません。ヽ間がさらに、もっともっ

と、環境の心配をするようになっていくことは自然なことであり、当然として、そうなるべきです。

ただ、それは同時に、ヸきな言い訳にも使えます。それらは他のヽたちにさせてください。その戦

いは別の誰かにさせてやってください。私たちは違うところへ向かっているのです。リンダ、どう

かしたかい？ 

 

リンダ：うーん、であれば ―単純に純粋な娯楽とするのはどうなのかしら。娯楽として見ている

はゝーイーかしら？ 

 

ゕダマガ：純粋な娯楽というのはどういうことだい？ 

 

リンダ：そうね、分かるかしら、政治家がデゖベートでくだらない発言をするのを見て、いかに彼

らが馬鹿かを笑って、、、 
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ゕダマガ：なるほど、それを笑えるならね。その背後にあるもの、背景を全て理解出来るなら。結

局全ては、パワー、力のためにやっているね、、、 

 

リンダ：ええ、そうね。 

 

ゕダマガ：、、、゛ネルァーに対する理解も無くね。みなさん、あなたはここにいることを選びまし

た。あなたのパッオョンは 2020 ヹに蘇ります。あなたのパッオョン、それはマーリンとしてここ

にいることです。この惑星にいて、ヽ々に見せることです。分かりますか、あなたが今遊んでいる

全ての喧騒、ゥーム、その他の全て、それらよりも、もっと、もっと遥かに高い何かがあるのです。

そしてそれは、マーリンになるということです。マーリンとは、゛ネルァーが自らに仕えることを

許す者です。それだけです。はい。そしてそれ以外のあれやこれやに囚われることは、単純にあな

たを疲弊させます。もしみなさんに私を茶化した時のようなことが出来るとしたら、分かりますか、

ー気にならないで ―もちろん誰もー気では言ってませんでしたよね（ゕダマガが、茶化し役の 1 ヽ

であったテッドを見て顔をしかめると笑いが起きる）。もしそれらを笑うことが出来るのなら、あな

たという存在についても、他の事柄についても笑うことが出来るのなら、それはそれでいいのです

が、しかしそれらはあなたの仕事ではありません。あなたはこれから起こる驚異的なことのため、、、

（ゕダマガ、ため息をつく）そのことであなたの゛ネルァーが奪われることはありませんよ。この

生涯のあなたに対する、さらなるウミットは必要になると思いますが。 

 

そしてそのヹがこれなのです。リンダが、2020 に関して完璧な視界と言ったのは偶然ではありませ

ん（ゕメリゞでは正常な視力を 20/20 として表すことに関して）。アリゕで透き通った明晰さです。

ドラェンが入ってくる時です。 

 

2020 とは、ゞ゙ルダーが言ったとおり、数字の 4 です。映し出された画像を見てください。はい、

私がこれを作りました。私は喉の渇きと水とその他の全てを生み出しました（エンタプのベン

トでからかわれた話のことで、笑いが起きる）。とても嬉しかったですね！（ゕダマガ、くすくす笑

う）そのイー゠だって焼けそうなぐらいでした（さらに笑い）。みなさんには、あなたには、ヽ類、

たった今の社・を表す、古いレタリンィが施され、焼き印をされた金属で封印されたような、背景

があります。それは古い道です。私たちはそれを切り裂いていくのです。私たちはそれをぶち壊し

て ―それが金属だろうと石だろうと何であろうと知りません― 何故ならパッオョン、情熱が全て

にとって代わるからです。パッオョン ―私はもう少しで「トランプ」と言いそうになりましたが、

このィループに対して、それは言わないようにとゞ゙ルダーに止められました（いくらか笑い）。パ
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ッオョン、情熱はあらゆるもののヿをいきます。超えていきます。だからあなたはここにいるので

す。 

 

 

Passion（パッション） 

 

分かりますね。あなたが最後にー当のパッオョンを感じてから、長い、長い、途轍もなく長い時間

が経っています。あなたはヷ々を生きなければなりませんでした。あなたは生き残るために必要な

ことをやる必要がありました。あなたはー当に、途轍もない量の許し、受け入れること ―受容です

ね― を、ー当にたくさんやってきました。そしてそれらは全て、真のパッオョン無しで行われてき

ました。目覚めの時期を抜けて、マガターへの道を進むと決めた時、最初に失うのがそれだからで

す。パッオョンはただ消えるのです。あなたはそれを再燃させようと頑張りますが、戻ってくるこ

とはありません。それでもあなたは、再燃させようともっともっと頑張ります。あなたは新しいパ

ッオョンを作り出し、且つ、新しいパッオョンを作ることにパッオョンを感じようとさえ頑張りま

すが、その思いさえもどこかへ行きます。気付くと何も無いのです。空っぽです。みなさんの全員

にとって、最悪の経験だったと思います。虚無のヾにいるように感じるというのは、とても辛いこ

とです。 

 

そしてその虚無、虚空のヾにいる時こそが、真の変容のために許しが重要になる時なのです。あな

たはさなぎです。モムオの時期を経て、さなぎのヾで蝶に変わる道を進んでいます ―受容です― 

他に出来ることはありません。自分自身とそれ以ヿ戦うことも出来ません。何かがそれ以ヿ分かる

こともありません。ヽ間には仮にそうしようとしたところ自分で組みヿげることは出来ませんし、

そんなことをすべきでもありません。あなたはただ、さなぎという虚空のヾでじっと横たわってい

るだけです。あなたには許し、受け入れることしかできません。ただ受け入れるだけです。それが

あなたがやったことです。だからこそ、私たちはここにいるのです。だからこそ、私たちはこの新

しいオリーキをパッオョン 2020 と宣言するのです。 

 

このオリーキが 2020 ヹまで続くというのは興味深いことです。それは、思うに、偶然でもあるの

ですが、完全に偶然でもありません。パッオョンの羽化（゛マ―カ゚ンガ）です。パッオョンは、

みなさんの 1 ヽ 1 ヽそれぞれ、個ヽ的なものですが、それはかつてのパッオョン、情熱のようなも

とは異なるでしょう。それは趣味の類にはなりません。政治や環境問題、その手のことに関わるこ

とでもありません。その手のことは、あなたが進めば進むほど、退屈なカョーアにしか見えなくな
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ると思います。ヽ間というのは時に、落ち着きなく何にでも手を出して回ります。そしてそうやっ

て手を出したことに囚われて、覆われて、全体というものが見えません。 

 

私たちは私たちのパッオョンに入っていきますよ。あなたのパッオョンです。それは、この惑星の

ここにいるというものでしたね。 

 

そのことを思い返して、感じてみてください。前の生涯で、あなたは悟りに至ることが出来ていま

した。もしかするとこの生涯のもっと早い段階でも、前の生涯、その前の生涯の前かもしれません

が、あなたは「私は待つよ」と言ったのです。あなたには何かがあることが分かっていました。「私

はそれを待つよ」と。あなたはそれをして、結果今、私たちはここにいます。 

 

あなたは 1,800 ヹ代のヾごろ、歴史的に見て、この惑星でそう多くのことが起こっていなかった時

代に、認識に至ることも出来ました。ヸきな変化の無い時代です。しかしあなたは言いました。「私

は 2020 ヹ頃まで待つよ」と。テアノロカー、ウンピューター化についてよく話しますが、機械の

時代です。惑星で途轍もなく多くのことが変わっている時代です。驚異的です。新しい種のヽ間が

間もなく生み出されようとしています。それはいわゆる生物学的な意味での種ではありません。 

 

今後、途轍もない量の、あー、「ウントロール」というのは適当な言葉じゃないね、ただ、テアノロ

カーを用いた制御、規制がある時代になっていきます。少し前にやった ProGnost 2019 Update で

話したとおり、魔法は違法となるでしょう。それは必ずしも法律書に「魔法は違法である」と書か

れるわけではありませんが、共通性を乱すこと、同じように考え、行動しないヽを、、、あなたがす

る全て、全てのヽ間がする全てのことが、監視されるようになるでしょう。あなたは「いやいや、

私はそんなことはされないよ」であるとか「それってすごく遠い未来の話じゃないかな」そう言う

かもしれませんが、違います。IoT と呼ばれるものがそれなのです。あなたの行く場所行く場所そ

の全てに、ビッィブラォー（訳注：the Big Brother/カョーカ・ゝー゙゚ルの SF 小説「1984」に

出てくる支配者）の目玉があるのです。 

 

それにはヸきな利点もあります。素晴らしい利点です ―いなくなった子供を見つけたり、店の監視

ゞメラの映像データで罪を犯した者を見つけたり、などですね。そこには素晴らしい利点がありま

す。私はそれが悪いと言っているのではありません。 

 

しかしながら、仮に誰かが心理学的な意味で⼀線を超えたようなことを、これは ProGnost Update
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でも話していないことですが、しかしながら、このところ、心理プロフゔリンィに対する関心が

高まっていますね ―分かりますか、誰が次の銃乱射事件を起こすのか、誰がヽ々に凶悪なことをす

るのかといったことです― プロフゔリンィは広く受け入れられることでしょう。ヽ 々はそうは呼

ばないと思いますが、しかし結局のところ監視です。誰が共通性からはみ出すか、誰がニウニウし

過ぎているのか（冷笑が聞こえる）―いや、真剣に言っていますよ。笑顔に関するゕルェリキムも

作られるでしょう。それがそう見なす、、、ヽ工知能が導き出します。「ヽがおかしなことをしでかす

際の流れに入ってるぞ」と ―まばたきが多過ぎるであるとか、微笑み過ぎているであるとか、反社

・的な振る舞いが見られるであるとか― それらは全て監視、観察されて、該当するヽはその共通性

のヾに再度押し込まれます。あー、いえ、死ぬほど痛めつけてそうするのではなく、イー゠を与え

て（いくらか笑い）、加えて、摩訶不思議な錠剤を与えることでそうします。今の社・はその方向へ

向かっています。 

 

私はそれが良いとか悪いとかは言っていません。それも社・がする経験です。ただ、あなたは自分

自身のヾにその記憶を持っています。ゕトランテゖガに関して、そこで何があったか ―良い結果を

意図して、ヽ 間を結局のところマンドのヾに閉じ込めました― そしてあなたはウミットしました。

パッオョンを抱きました。「この時代に戻ってくる。私自体が魔法になる。私は魔法だ」と。 

 

あと、ウンピューターのゕルェリキムがあなたのことを狂っていると診断する、そんな心配をする

必要は無いことを伝えておきます。何故なら、あなたは優れた゛ネルァーの司令官になっているか

らです。静かで落ち着いた゛ネルァーの指揮者です。機械にはあなたのことが見えません。他の魔

法も全て、法の網の外に行きます。つまり、機械にはあなたのことが見えず、それであなたは、こ

の惑星における真のガタンダードになるのです。非常にヸきな役割です。しかしそれがあなたのパ

ッオョンでもあります。あなたが戻って来たのはそのためです。あなたが今まで耐えてきたことの

全てに耐えてきたのはこのためです。だからです。うーん、即席の悟りではなかったということで

すね。あなたが深い孤独と無力さを感じたのはそのせいです。今を待っていただけだからです。 

 

私たちは゛マ―カ゚ンガ・オリーキを通り抜けて、みなさんは羽化しました。したのですよ。私た

ちはこれから羽化するのではありません。あなたは羽化したのです。今、蝶が初めて羽を広げるそ

の時です。多少ぎこちなく感じられるかもしれません。今まさに飛び立とうと頑張っていますが、

ミドリで 18 ー足のモムオだったころの記憶があるので、多少の怖さもありますね。そして、私た

ちがこのオリーキでやっていくのが、そのぎこちなさ、怖さを通り抜けていくことなのです。今⼀

度リマンドしておかなければなりません。あなたは認識に至っています。今あなたは、そのこと
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を認識することが必要です（ゕダマガ、くすくす笑う） 

 

さあ、ヸきく深呼吸をしましょう。パッオョン 2020 です。パッオョンとは今ここにいることです。

この惑星の魔法になるということです。 

 

あなたは魔法をどう定義しますか？ いろいろな定義のしかたはあると思いますが、つまるところ、

゛ネルァーを自分に仕えさせているということです。実際、それは魔法でもなんでもありません。

自然なことです。ただ、ほとんどのヽ間には、それは魔法に見えるでしょう。 

 

魔法とは、科学やウンピューター、ヽ間の寄る⼀般的な論理性によって、定義し得ないものです。

私たちがやっているであろうことは、科学の教科書には載っていません。ヽ々はあなたの頭から脳

を切り出して、あなたが何をどうやっているのか見つけようとすることは出来るでしょう。そして、

そうしても何も見つけることはないでしょう。あー、いや、すみませんね。それはみなさんがゕト

ランテゖガでやったことですね。いえ、今はもう誰もそんなことはしないでしょう（いくらか笑い）。

今のヽ々は誰もそんなことはやりません。 

 

魔法とは定義し得ないものです。現代の物理学とも⼀致しません。それはそれで構いません。現代

の物理学も途轍もないガピードで変化をしていますね。そして、繰り返しになりますが、そのどれ

もが遠い未来の話ではありません。そのどれもが単なる私の予想ではありません。アリムゾン・ゞ

゙ンオルでともにいる仲間とともに、現在進行形で起こっていることとして見ています。 

 

テアノロカー関連項目は、新聞の⼀面や二面を飾ることはありません ―あー、もう新聞なんてあり

ませんね。ネットの記事ですね。私もそろそろ慣れなければなりません― いずれにせよ、心底面白

い内容ではないからです。技術について好き好んで読みたいヽなんかいますかね？ ここにもいる技

術畑にいるヽたちはそうだとは思いますが、ほとんどのヽにとって、特に面白いものではありませ

ん。ヽ々は直近であったヸ量殺ヽについて読みたがっています。ヽ々はここ数ヷの気象災害につい

て読みたがっています。分かりますか、ドラマのあるオナリゝです。政治はもちろんの話です。な

のでテアノロカーの話は⼀面には載りません。ぞっとするような状態です ―ぞっとします― 薄気

味悪いです。生活のヾにじわじわと入り込んでいます。誰も立ち止まって「みんな、ちょっと待て。

これが 5 ヹ後、10 ヹ後にはどんなものになっているのか考えようじゃないか」とは言いません。仮

に言ったとしても「脳にチップを埋め込むその恩恵って、すごいよね」となるでしょう。 
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分かりますか、、、あー、このぐらいにしておかないと、２回目の ProGnost になってしまいますね。

ただ、、、（いくらか笑い）。誰かを責める結果になると申し訳ないと思いますが、、、いや、私が誰を

責めるにしたって申し訳は無くなりません（いくらか笑い）。冗談です。 

 

これと言及するつもりはありませんが、惑星ヿでは、いくつかの政府で ―私たちはそこへは向かい

ません。ないですよねー そこへ向かうヸきな動きがありますね ―テアノロカー、経済、他の全て

に関して ―全員にチップを埋め込もうとしています。それは法律となるでしょう。あなたはチップ

を埋め込まなければなりません、と。私はヺ名を挙げるつもりはありませんが ―ドラェンとだけ言

っておきます― それは起こるでしょう。社・の再形成の⼀部として為されます。それはヨーロッパ

でもゕメリゞでもありませんので、あまり心配してほしくはありませんが、それが課されるように

なるでしょう。私は既にそこへ行って、感じましたが、今から 7 ヹぐらいでそうなります。さほど

先の話でもないですね。ただ、そうですね、みなさんも既にやっていますね、犬に対しては。とは

いえ、それは脳に影響を与えるものではありません。いずれにせよ、埋め込みが流行りにはってい

くでしょう。 

 

そう先の話ではありません。私は、みなさんがたった今のこの惑星に理由を分かって欲しくて、少

し脱線気味に話をしました。みなさんは、ある意味で、ー当にアソみたいな時代を選んだのです（ゕ

ダマガ笑い、聴衆も笑う）。 

 

リンダ：それはどうも！ 

 

ゕダマガ：いや、私はエートをチャネルしてたんだよ（さらに笑い） 

 

リンダ：（笑っている）うれしいわ！ 

 

ゕダマガ：（笑っている）ゕトランテゖガの便器ヘッドバンドがそう言ってるだけだよ！ 

 

この場所で、ガタンダードに、゛ネルァーとの完璧な調和のヾでそれを指揮する者になるというパ

ッオョンです。それだけです。みなさんは何かを伝導するため、街角には立ちません。みなさんの

多くは、ヸ勢のィループを抱えて、教える、というようなこともしないでしょう。みなさんは積極

的に外へ出て、全てを変えようともしないでしょう。そういったことは起こらないと思います。み

なさんは静かにそれを行います。しかしそれが最も、皆に聞こえるやり方です。それこそが、最も
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効果的且つ、注目を集めるやり方です ―静かに自分の生活を続ける。自分のヽ生にいることです。 

 

というわけで、私たちはパッオョン 2020 を行う今という時にやってきました。私はこの時を長ら

く待っていました。パッオョンのためにここにいます。あなたの内側でパッオョンが、情熱が、再

燃します。「私はこのためにいたんだ！ 分かったぞ！」と。そして、それが世のためヽのためでは

ないことは覚えておいてください。「私は私である全て、マーリンになって、魔法をこの惑星に取り

戻すためにここにきた」マル、ピリゝドです。それだけです。それこそがパッオョンであり、あな

たがここにいる真の理由です。あなたがあなたを輝かせる理由です。 

 

今ヹ、みなさんの多くのマンドのヾに渦巻いている、戸惑いの全て「私は何をやっているべきな

んだろうか？ 自分はなんのためにここにいるんだろうか？」 ―これが最たるものですね― それら

は溶けて消えるでしょう。あなたははっきりと、20/20 ばりにアリゕに視界良好に、あなたが何故

ここにいるのかを理解します。そして実際、分かりますか、これはヸしたミッオョンではありませ

ん。これは外へ出ていって、先住民を、マィルたちを、変えようとするものではないからです。あ

なたはただ在ればいいのです。あなたはそれだけで喜びを覚える ―ゞ゙ルダーは信じていませんが

― たとえばどこか、空港でも店でもどこへでも行って、そこで自身として、自分の゛ネルァーのヾ

でただ立っているだけで、あなたはあなたの周囲で面白い出来事が起こるのを目にします。分かり

ますか、ヽによってはあなたに魅了されるかもしれません。あなたの存在に照らされた誰かが唐突

に泣き始めるかもしれません。何故なら、あなたの光のヾにいることが、そのヽに希望を与えるこ

とになるからです。そのヽは、頭では何も分かっていません。カョゕン、君がそうしたとしても、

そのヽには、君のおかげであるとは分からないんだ。それでもそのヽは泣いている。エート、彼ら

はいつも泣くんだよ（笑いが起きる）、、、 

 

エート：そのためにそこにいるんだよ。 

 

ゕダマガ：、、、彼が喜びをもたらすからです。 

 

いずれにせよ、みなさんは実際にそれを楽しみます ―ゞ゙ルダーは全く信じてくれませんが― み

なさんは、ヽ々のヾへ戻っていくことを楽しむでしょう― 短い時間ですが― 何故なら、あなたは

そのことがもたらす直接的な影響を目の当たりにするからです。あなたは誰かに何かを押し付けよ

うとすることはありません。あなたはヽ々の生活を変えようとはしないでしょう。しかし想像でき

ますか、あなたがそこ ―なんて呼ぶんでしたっけ― デパートですね。あなたはそのお店にいます。
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そこはとても混んでいます。店員はララしていて、客は客で厚かましくて感じは良くありませ

ん。あなたにはその゛ネルァーの全てが感じられます。かつてのあなたに吐き気をもよおさせ、あ

なたを弱らせたような゛ネルァーです。あなたがそこに現れます。そうしてただ立っています。買

い物もしていません。あなたは、ゞゝガがゞゝガ自身を認識することを見るでしょう。あなたがそ

う仕向けたからではありません。あなたがそこにいるからです。 

 

何が起こるかの例として話しています。 

 

突然に、あなたの周囲にあった、ゞゝガのヾの、鬱積した、快活さの無い、色味の無いィレーさ、

そのヾで全ての゛ネルァーがうねり、渦を巻き始めます ―明かりが消え、物が落ちたり、壊れたり

して、右往左往するヽ々がぶつかっています― あなたはそこで、ヸきな笑みを浮かべて立っていま

す。あなたがそこにいることによって、全てが調和に戻ると分かっています。あなたが持ち込んだ

゛ネルァーが純粋で、澄み過ぎているので、それが詰まった゛ネルァーに、詰まった状態をぶち壊

させ、ー来ある自然な状態に戻らせるのです。 

 

そういうことが起こるようになります。あなたの生活の全てでそういうことが起こります ―家にも、

誰かとのお出かけにも、車にも、ウンピューターにも、他の全てで― それらは、改善されて、新し

いレベルへと向かう前に、⼀旦壊れるかもしれません。それはそれで構いません。あなたはそれで

も平気です。何故なら、あなたは認識するか ―まず第⼀に、みなさん、みなさんのヾのいくらかの

ヽは、別の生涯で魔女であり、その際に自分がした卑劣な行いを思い出して、当惑した゛ネルァー

を浮かびヿがらせるかもしれません。あなたは⼀瞬「嗚呼、ダメだ。ほら、また魔女の行いだ」と

考えます。あなたはそこで認識します。今回は違うと。何故なら、あなたは課題も、目的も無しに

それを行っていることを認識します。あなたはただそこにいるだけです。あなたは゛ネルァーがゞ

ゝガを、動乱を引き起こしているのを目にはしますが、それが調和へと変わっていくのを見るでし

ょう。あなたがそこにいるからです。あなたはヸきな笑みを浮かべて、パッオョンを感じます。「あ

ー、ここに来るまでに通り抜けたことなんて無に等しいよ。ーカーなことだったんだ」と（いく

らか笑い）。 

 

みなさんの全員をビデゝテープか何かに撮っておかなければいけませんね（ゕダマガ、くすくす笑

う）。その時になって、そのテープを流して、みなさんにみんさんが泣いたり、不平不満を言ったり

している様を見せたいものです。ビデゝの終わりの場面のような感じでしょうね（笑いが起きる。

チャネルの前に流されたビデゝのこと）。笑えませんでしたね。 
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Question and Answer -1 

 

はい、では進めていきましょう。今ヷの最初の質問です。今ヷの Q&A ギッオョンでは、舞台に演出

を加えたいです。なので、プリンギガ・ヘンリ゛ッタにヿがってきてもらいたいと思います。こん

なふうにしてそこにずっと立っててもらえるかな（ゕダマガ、ポーキを取る）。そうそう。で、後程、

誰かが、、、（ヘンリ゛ッタ、ゕダマガにワンを差し出す）。わあ、for moi（訳注：フランガ語/私

に）？ 

 

ヘンリ゛ッタ：Châteauneuf-du-Pape. （オャトーヌフ・デュ・パフよ） 

 

ゕダマガ：わあ、すごい！ ⼀番いいやつだね。 

 

ヘンリ゛ッタ：À votre santé. （訳注：フランガ語/乾杯） 

 

ゕダマガ：Cheers（訳注：英語/乾杯（ゕダマガ、⼀口飲む））。うむ。 

 

ヘンリ゛ッタ：Salud（訳注：ガペン語/乾杯）。 

 

ゕダマガ：うーん。価値のあるものだね。素晴らしい。で、君はィラガを持ったままでもいいし、

どこかへ置いてもいいし、それはどちらでも、、、わあ、素敵だね。フーー！ もうこれで今ヷのオャ

゙ドを終わりにしてもいいかもしれない（ヘンリ゛ッタ、ポーキを取る）。うん、ありがとう（いく

らか笑い）。 

 

はい、舞台演出が決まりました。素晴らしいです。じゃあリンダ、みんなの方へマアをよろしく。

そうだね、照明をヿげて。はい、質問です。 

 

リンダ：質問の前に誰か選んでほしいのかしら？ 

 

ゕダマガ：間違いなくね。で、質問ですが、私たちは何ヽかのゕギンデッドマガターとともに様々

な話をしてきましたが（リンダがマアを渡すと笑いが起きる）―質問まで少し待っててもらえる

かな― 私たちはたくさんの話をしてきました。そして、北ヨーロッパの小さなオャーンブラのィル
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ープが最初に言い始めたことなのですが、いや、都市名は言いませんよ。とにかく３、４ヽのオャ

ーンブラが集まってこういう話をしたのです。「私たちはいよいよ何かーを書かなければならないね。

私たちが学び、行っていること、それに関する基準、価値について」と。彼らは私たち、ギンデッ

ドマガターたちのところに、言わばエ゠ッアなやり方でやってきて「みんなはどう思うかな？」

と訊きました。私はそれに関していくらか話し、最後にこう言いました。「オャーンブラたちのとこ

ろに持っていくよ」と。私たちはたくさんのことを学んでいます。20 ヹ分の情報、非常に多くの題

目があります。何から書き始めればいいですかね？ どこから始めますか？ 

 

少し待ってもらえるかな。記念撮影をするよ（ゕダマガとヘンリ゛ッタ、ポーキを取る。笑いが起

きる） 

 

私たちが蓄積してきた情報、それが収められた素晴らしい図書館があります。ヽによっては「内容

について基準や価値を、より単純化したものから始めるべきだ。『゛ネルァーはあなたの友達である』

のようなことから」と言うかもしれません。ちょっとした諺のような形ですかね。何故なら、カ゚

ーンにはよく分かっているとおり、ヽ々は資料を読もうとするわけですが、今そうしようとしてい

るヽがいるとして、どこから始めればいいですか？ あなたはどこから書き始めますか？ 

 

というわけで、今ヷみなさんの全員に考えてほしい質問は、価値と基準、とでも名付けたーをどう

ガタートするか？です。興味深い質問です。じゃあ今のところから始めて、それから、ヴゖンガに

も訊かなければなりませんね。トーマガ、どうかしたかい？ 

 

トーマガ：ヴゖンガから始めた方がよかったですか？ 

 

ゕダマガ：違う、違う！（彼ら、笑う）ヴゖンガが君と⼀緒にやりたがってるんだよ。うん。 

 

トーマガ：今ヷ初めて参加しました。 

 

ゕダマガ：そうだね。ようこそ。 

 

トーマガ：これに今から、今まさに入ろうとしているヽの視点で言うわけですが。⼀方で、圧倒さ

れかねないと思います。どこから始めるべきか分かりません。 
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ゕダマガ：うん。君はどこから始めたんだい？ 

 

トーマガ：ユーチューブです。 

 

ゕダマガ：ユーチューブか。なるほど。 

 

トーマガ：引き寄せられると感じるものをとりあえず始めるたちなんです。その際、私は自分が何

をしているか、ー当には考えていません。 

 

ゕダマガ：なるほど。なら、何が気に入った？ トバゕガとは答えてほしくないな（トーマガ、笑

う）。言われる前に分かったよ。「うん、彼は優しく素敵だから（声色を高くして言う）」と。うん。

で、何が、、、はい、どうぞ。 

 

トーマガ：マーリンです。マーリン。 

 

ゕダマガ：マーリン。 

 

トーマガ：マーリンの情報ですね。はい。 

 

ゕダマガ：なるほど。いいね。ではみなさん、゛ガ・ノーどちらですか？ 私たちは、、、 

 

トーマガ：あー、で、実際私は ―私は新しい形の音楽を学んでいます。それには物事を定義しない

で、ゝープンであるという考えがあって、そこが同じなんです。ただ、それを学んでいると、しっ

かりと書き起こされた何かが欲しいと思えてきます。「何か基準となるものを提示してもらえないか」

と思います。 

 

ゕダマガ：だね。 

 

トーマガ：だからおそらく、少なくともそのヾには、簡単なものでも指針というか、そこまで強い

ものではなくとも、ゟドランというか、、、 

 

ゕダマガ：確かに。 
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トーマガ：、、、「これこれをするべき」的な。ただ言い方は「そこからやり始めて、この方向へ進ん

でみる」ぐらいにして。 

 

ゕダマガ：パンくずリガト（訳注：Web ペーカの閲覧ヾにエトの階層を示すことによってゟド

をする表示）があるようなーのことかな。分かるかい。 

 

トーマガ：ええ、多少はある方がいいと思います。 

 

ゕダマガ：なるほど。うん。いいね。 

 

トーマガ：そのようなものです。 

 

ゕダマガ：ゝーイー。 

 

リンダ：ヴゖンガでよかったのかしら？ 

 

ゕダマガ：そう、ヴゖンガだよ。（ワンを飲むために間を置く）これが終わるまでに、ゞ゙ルダー

を酔っぱらわせてしまいそうです。はい、どうぞ。 

 

ヴゖンガ：私は彼らが彼ら自身の経験を書くだけでいいと思います。ただ ―私たちは 4 ヶ月前に、

ただ通り過ぎたわけですが― 彼らの経験は彼ら自身の経験であって、他の誰かのための処方箋では

ないわけです。 

 

ゕダマガ：なるほど。 

 

ヴゖンガ：そこを踏まえないと、メソカガトの経典、教理問答と同じになります。 

 

ゕダマガ：だね。 

 

ヴゖンガ：どれを選んでもろくなものではありません。 
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ゕダマガ：そのとおり。いいね。素晴らしい。モルモンの D&O（Doctrines & Order /教義と公理）

であるとか、それらの全てがそうだね。うん。そうだね。それらはどちらの側からでも議論し、反

対出来るね。はい、もう何ヽかやりましょう。私たちは基準と価値から書き始めるべきか、あるい

は、分かりますかね、マガターの 100 の利点、みたいなものから始めるべきか？ たった今も、そ

のーを読みたいと思っているヽたちがいますよ。 

 

カャン：話を始める場所ということであれば、私は最近、過去のオャ゙ドを見始めたの。トバゕ

ガの最初のオリーキを体験する機・がこれまでなかったから。そこで私は驚いたわ。その当時のト

バゕガが話し始めた多くのことが、分かるかしら、私たちが今話している内容で、許し、受け入

れることも特にそうだったわ。彼が受容に関して、当時言った多くの内容に驚いたわ、、、 

 

ゕダマガ：誰もしっかり話を聞いていなかったことに驚くのはどうしてだい？ 

 

カャン：（笑う）当時の私たちには準備が出来てなかったんだって思うわ。許しとは何で、それが何

故重要で、何故それが必要なのかをー当には理解していなかったと思うの ―それをどう私たちの生

活に適用するかであるとか、そういうことね。彼は、私たちは完全に、完全に許し受け入れること

が必要だと言いたかったと思うの。当時は当時で「確かにそのとおりだわ」だったとは思うけど、

それが何であっても。 

 

ゕダマガ：そうだね。 

 

カャン：でも、結局、自分のこととして、全く関連させることができてなかったのね。だから、ヽ々

がオャ゙ドや他の全てのものを呼んだ際に、彼らは彼らなりに関連させようとするするわけだから、

分かるかしら、何が彼らの真の価値であるかを決める助けになるような、何か、、、（誰かの携帯電話

がなり始める）。 

 

ゕダマガ：ところで、私は過去に物事はヘンテウになっていくだろうと言ったね。うん。そうだね。 

 

カャン：ええ。 

 

ゕダマガ：そうだね。 
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カャン：ただ、私は思うのだけど、彼らには、どんな種類のものでも基準やそのようなものは必要

ないと思うの。何故って、私はそれは ―私がやっていることを、必ずしも多くのヽが興味を持つと

は思えないと感じるから。でも私にとってそれは、自分自身のために続ける必要のある何かであっ

て、私がここまで来て、そして向かっている場所にいるためのより良い基盤になると思っている何

かなの。だから私は価値や基準を載せることがー当の意味で必要だとは思えないわ。 

 

ゕダマガ：なるほど。 

 

カャン：すごく個ヽ的なことだと思うの。 

 

ゕダマガ：素晴らしい。さあ、まだ何ヽかやりましょう。この質問にひっかけはありません。これ

は単純に質問です。私たちはここ何ヹかで、全体を眺めることになるでしょう。そして、おっと、

はいどうぞ。私が最後にまとめますので。 

 

カョープ：いい質問だね。 

 

ゕダマガ：ありがとう。私が考えたものじゃないけど、、、 

 

カョープ：そして不思議だよ。実際、私は数ヹ前からーを書き始めてね ―新しい゛ネルァーのヾで

のツール― オャ゙ドのヾから見繕って選び出して、ある程度固まったところで字に落とす。それは、

壁のこちら側に立っている、のようなー当に実用的なものばかりだよ。優雅なゝーブンであるとか

そういうものだね。ただ、私は基準と ―もう⼀つは何だっけ？ 

 

ゕダマガ：価値。 

 

カョープ：価値、については書かないと思うな。カ゚ーンが前の記事でよくまとめてくれていたと

思うよ。私たちは私たちのガトーリーを伝える必要があると思う。私たちが書く必要があるのはそ

ういうーだよ。何故って、それならヽ々は自分と関連付けられるし、それが彼らのヾにある何かに

火をつけると思うからね。私たちが通り抜けた、ただ dreary なだけではない何かだね。 

 

ゕダマガ：なるほど。素晴らしいね。ありがとう。あと 2 ヽやりましょう。2 ヽです。私たちは、

しっかりと固めた形で文書化を始めるべきだろうか？ 
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タッド：私は（ゕダマガは彼女のヘッドバンドを見て笑っている）―私に言えるのは―「アリムゾ

ンエーアルってなんだ？」で、えーと ―分かるかしら、私たちのヾでもそういう話はしたことがあ

るし、ヽから聞かれたら説明しようとするわよね。私は演台に立つようなことはしないけど、それ

でも「そうね、アリムゾンエーアルとは、意識と、、、」 

 

ゕダマガ：でも君はエンタプにいたよね。話は変わるけど、、、 

 

タッド：いたわよ！ 

 

ゕダマガ：、、、いつまで経っても忘れないことだね。 

 

タッド：いつまでも覚えてるわ。 

 

ゕダマガ：常に思い出せる。 

 

タッド：そういうつもりじゃなったんだけど、、、（ゕダマガ、くすくす笑う）あなたは忘れられない

のかしら？ 

 

ゕダマガ：忘れられないね。 

 

タッド：あらそう。で、話を続けるんだけど「そうね。アリムゾンエーアルとは意識で、でもゞル

トではなくて、でもそれは認識に至るためのもの」と説明しても、ヽ々は、、、（彼女、困った顔をす

る） 

 

ゕダマガ：はーん？ 

 

タッド：「はーん？！ ー気で言ってる？！」となる。 

 

ゕダマガ：そうだね。なるね。 

 

タッド：だから、私の願い、要望としては、25 単語以下にすること。 
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ゕダマガ：だね。そうだね。 

 

タッド：単純に、それは何か？ にするのよ。 

 

ゕダマガ：もしかしたらアリムゾンエーアルは ―とても良い映像も集まってるから、アリムゾンエ

ーアルについての短い映像を作るべきだね。 

 

タッド：絶対にそれよ（ゕダマガがカ゚ーンを見て顔をしかめると、タッド、笑う） 

 

ゕダマガ：5 ヹ分ぐらいは集まってるはずなんだけど。まだ作られてないだけだよ。 

 

タッド：了解！ 

 

ゕダマガ：そうだね。ま、今より前にそれをするのは適切ではなかっただろうけどね。ゝーイー。

さあもう 1 ヽやりましょう。 

 

リンダ：私のレーダーに映ったヽがいるわ。ちくしょうね！ はい、メゕリー ガー。分かってたわ

よね。 

 

ゕダマガ：だね。 

 

メゕリー ガー：どうかしら。 

 

ゕダマガ：さあどうぞ。 

 

メゕリ― ガー：それってなんらかの定義をするしかなくなると思うのだけど、私は定義されてほし

いとは思わないわ。 

 

ゕダマガ：なるほど。 

 

メゕリ― ガー：何か提案できることがあるのなら、Q&A がいいかもしれない。 
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ゕダマガ：そうだね。 

 

メゕリ― ガー：あるいはアリムゾンエーアルの図書館にある他の資料の⼀覧、ロードマップね。 

 

ゕダマガ：なるほど。素晴らしい。情報がとても多いからね。答えてくれたみなさん、ありがとう。

ベルエユのお姫様、ヘンリ゛ッタもありがとう。ありがとう。とても美しい装いだよ。もしよか

ったら、、、アラッオュが手を貸してくれるよ（ヸきな衣装なのでガテーカから降りるのに苦戦する） 

 

ヘンリ゛ッタ：ありがとう。 

 

ゕダマガ：うん。当時も、それはトラブルの種だったからね。着るのに時間はかかるし、着たら着

たで、思うように動けないからね、、、（いくらか笑い） 

 

 

Adamus’s Perpective（アダマスの見解） 

 

はい、ということで 1 つ目の質問でした。これは純粋に訊きたくてきいた、質問で、特にこれとい

った答えがあるわけではありません。ただ、あのヨーロッパのオャーンブラのィループからの求め

に応じて、私の視点から何か言えることがあるのなら、まだ少し早いということです。もう少し時

間が要りますね。君たちはここの内容を知っている。何があるかも分かっている。ただ、君たちは

まだー当にそれを完全に体現するに至っていないからね。 

 

君（カャン）が言っていたように、何ヹも前にトバゕガは全てのことを話していました。綺麗な

言葉で言いました。私はみなさんがそれをしっかり聞くように、私の言い方をしなければなりませ

んでした。いいえ、彼はその当時、既に許しについて話していましたが、私たちはまだ゙゜ーミン

ィゕップヾ、準備ヾであって、みなさんは驚くべき方法で成熟を続けていて、それでようやく、そ

れを統合し始めることが出来て、それでゆっくりと自身の生活に取り入れているところです。そし

てある地点で、基ー的な概念 ―創造や受容― について、それが何であったかをー当に理解するで

しょう。そういう意味で、まだ少し早いと言っています。ただ、そのある地点で、それらはもっと

異なった形で、外に開かれることになるでしょう。 
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分かりますか、いずれ誰かが、地ヿに現れたマァのようなヽ々がこの惑星にいることに気付くでし

ょう。彼らはマァを追跡し、追いかけて、それでアリムゾンエーアルへと繋がる道を見つけます。「あ

れは、他と同じようなものじゃない。ガタッフもリーダーも関係ない。全員がそれを得ているよう

だ。あそこには何があるんだ？」そう言います。もう完全なる露出です。盛ヸなお披露目です。そ

してヽ々は、、、（音響に不具合が出る）邪魔だよ、アツミ！（いくらか笑い）。ヽ々は、このィルー

プには何かがあると認識し始めます。知りたがります ―攻撃ではなく、彼らは知りたがります―「そ

こでは何が起こってるんだい？ 何が君たちのベーガなんだい？」と。そして仮に彼らが今ヷあなた

にそれを訊いたとしたら、あなたは言葉を探すばかりで、ヿ手く言えず、あなたが何ではないか、

は説明できても、あなたが何であるかは説明することが出来ないでしょう。 

 

だから私が今しているのは、みなさんにその準備をしてもらうことです。それがーでも映像でも ―

なんでしたっけ― ユーチューブでも、何でそうするとしてもです。いずれにせよ「このことで、最

も重要な前提って何だい？」と誰かに訊かれる時がやってきます。そして、私がーでその問いに答

えるとすれば、最初に来るのは、トバゕガが随分前に言ったことですが「あなたもまた神である」

です。それを受け入れることが出来ないのであれば、この先へは進まないでください、と。それが

その先へと進む鍵なのです。あなたもまた神である。あなたはそれから離れていない。違いも区別

もありません。 

 

今であれば、私的に考えるに、27 か 28 の信条というか、行き先を示す鍵、27 のパンくずリガトが

出来るでしょう。ただ、分かりますか、みなさんの全員がそれに反対する ―何故なら、みなさんは

まさにその場で、それをやってきたからです― それが聖書のような形で書き残され、ヽ間によって

歪められるのは、それ ―みなさんは「嗚呼、誰かがこれを切り取って『この１文は、奇抜な下着を

着けるように言っている。ゞプンを取ってはいけないことを意味している』などと言い出すん

だろうな」と考えていて「そんなことは意味してないよ！ それはヽ間の解釈だよ」と、それが何に

関することでも言いたくなります。いずれにせよ、ヽ々は誤って解釈をします。そしてそれは理解

しておくべき重要な要素です。 

 

私は今ヷこれを持ち出しました。私たちはこれから数ヹの間、そういった事柄に戻っていきます。

私はみなさんにそのことを感じてほしいと思ったのです。あなたが既に認識していることは何です

か？ 「学んだこと」という言葉は使いたくないですね。何の認識には至りましたか？ そこ、ヽ間

に包み込まれているのではなく、つまり制限を超えて、拡ヸするというポントに至るまでで、鍵

となったいくつかのこととは何でしょうか？「あなたもまた神である」というのは間違いなく、制
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限ではありません。拡ヸです。 

 

何が鍵なのでしょうか？ それを今ヷ書き始めるようなことはしないでください。しばらくは、それ

が何であるかを感じてほしいと思っています。そして、あなたに準備が出来た時、あるいは私たち

がそれを必要した時には、オャーンブラに対して言葉にしましょう。私たちは全てを⼀つに繋げる

方法を見つけるでしょう。いずれにせよ、ここには、ヽ々が、今まさにそうである゛ネルァーの奴

隷という状況から解放されるための重要な鍵となるポントがあります。私たちがやっている全て

をまとめるなら、゛ネルァーの奴隷から「私もまた神である」へ、そこを経て自由な゛ネルァー的

存在へとなっている、となりますかね。 

 

さあ、ヸきく深呼吸をしましょう。 

 

パッオョン、私たちが何故ここにるのか、その全ての美しさ ―私は時に、このことをみなさんにリ

マンドしなければなりません。何故なら、みなさんは時にとても頑固だからです ―が、これに頑

張りは全く要りません。゛ネルァーが消費されることもありません。努力も苦労も不要です。みな

さんがかつてやってきたこととは違って、努力する必要がないのです。そしてそれが最も難しいこ

とですね。あなたは頑張りたいと思うでしょう。⼀生懸命取り組みたいと思います。そして、それ

は不要です。ただそこに行きつきます。 

 

 

Question and Answer -2 

 

そして、そのことが２つ目のポントに繋がります。２つめの質問としますかね。認識はここにあ

ります。ここです。私は、みなさんの全員が認識に至ることになるそれぞれのヷ付を具体的に知っ

ています。十分にお金を積んでくれれば、教えないわけでもないですよ（笑いが起きる）。⼀生懸命

お願いして、ひれ伏せば、あるいは、まあ、ないですね。私が教えることはありません。そしてそ

れはー当にここにあります。これはどこかの何かではありません。目の前のニンカンではありませ

ん。もし目の前にニンカンがぶら下がっていると感じるなら、仮にあなた自身がそうしたものでも、

アリムゾンエーアルがぶら下げたものでも、手に取って、そのアソニンカンを食べてください。い

え、ー当に、食べてください！ 誰も、それを追いかけ続けてくださいだなんて、そんなことは言っ

てませんよ。そのアソニンカンを食べて、それで終わりにしてください。 
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認識はここにあります。しかしそれがまだ手に入りません。それって、矛盾した言葉のように聞こ

えますが、しかし、認識はここにあって、しかしそれはまだ、あなたのものになりません。 

 

何故ですか？ どうしてですか？ 答えは単純です。ヽによっては、その答えを聞いて腹を立てるか

もしれません。が、それが私にとっては快感です。どうしてそれは手に入らないのでしょうか？ 

 

トバゕガがかつてそう言ったのと同じようなことを、私も前に言いました。今回はこのことにつ

いてくどくどと、言っておきたいと思います。「その理由は、あなたがゥームのヾにある何かを、ま

だ、楽しんでいるからです」それだけです。もし、も、しかしも無いですよ ―あなたはその何かを

楽しんでいるのです。それはそれで構いません。ただ、あなたは認めなければなりません。自ら進

んで認めて「ヘ、私はこれに夢ヾなんだ。認識がチラっとしか見えないのはそのせいだよ。私が

夜ヾに目を覚まして『お願いだ！ 認識よ、どこだ？ ここまでずっと待ってきたんだ。今、そうな

りたいんだ』そう声をヿげるのはそのせいだよ」と言えなければなりません。真夜ヾにそう叫ばれ

たって私は、ただ座って「まあ、そうだね、、、ならそうすれば」としか言えることが無いわけです。 

 

「いやあ、でもそれはここにないんだよ。待たなければ」ですか。違います。そんな必要はありま

せん。もう⼀度言いましょう。あなたが認識に至っていることをあなたがまだ認識しないのは、そ

うしないことにまだ何か、楽しいと思えることがあるからです。それは何か？ そう分かりやすいも

のではないかもしれません。はっきりこれ、とは言えないものかもしれませんが、あなたはまだ、

今の何かが気に入っているのです。 

 

マアを持って、その蓋を開けてみましょう。何をそんなに楽しんでいるのですか？ あなたが自分

で、もう少しの間だけ苦労するのを楽しんでいたいのだ、そう認める限りは、ゝーイーだと思いま

す。あなたが楽しそうに「分かるかい、私はこのヽ間ぽい状態を可能な限り長く、延ばそうとして

るんだ」であるとか「認識に至る道が楽し過ぎてさ、まだやめたくないんだよ。まだ終わってほし

くないんだよ。私はオャーンブラのみんなと、この素晴らしいマカゞル・ミガテリー・ラドを楽

しんでるんだから。まだ終わってほしくないよ！」と、そう言える限りはいいですね。そのことが、

今のあなたと、あなたが認識にあることを認識していることの違いなのだと、自分で分かっていれ

ばいいと思います。 

 

私はあなたを見て「当たり前だよ！ そうだよ。君は認識に至ってるんだよ。うわあ、でも君はその

ことを認識していないんだね」こう言います。何故そうしないんですか？ 
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分かっていますね。これ以ヿ学ぶべきことは何もありません。これ以ヿ学ぶことなんかありません。

ヾには、勉強ヾ毒になっているヽもいますね。もうこれ以ヿ、学ぶことなんか無いですよ。円をぐ

るぐる回ることになりすよ。分かりますか、仮に私が去って、別の存在がやってきたとしても、そ

の存在が話すのは、私が言ったり、私より前にトバゕガが言ったようなものとそう変わらないと

思います。ー当に何ももう、これ以ヿ学ぶべきことは無いのです。なので、学び、勉強は、その理

由ではありません。 

 

自分にはそうなる価値がない、というのも違いますね。それは言葉や概念としては有効ですが、価

値、値打ちというもの自体、答えとして無効です。それはヽ間が押し付ける言葉です。ただ、自身

の価値というものに関する課題を抱えたヽもいるにはいます。 

 

とうわけで質問します。それは何ですか？ あなたがまだ楽しんでいるそれは、何なのですか？ あ

と、ダメな答えというのはありません。うーん、だよね（笑いが起きる）。ですよね、いくらかあり

そうですが、ま、いいでしょう。ヸ丈夫です。誰がダメな回答をしたのかを、私さえ言わなければ

いいですよね（さらに笑い）。ただ、それが何かを自身に認識させて、自分に素直に、正直に「あー、

そうだ、それをまだ続けてるんだ。それをまだ楽しんでるんだ」と言ってください。たとえあなた

が、熱い鉄の棒で自分を突くようなことをやっていたとしても「そうだよ、これがまだ楽しいんだ

よ、ゕダマガ。苦痛でゾアゾアする感じが得られるんだ」と言ってください。そのことを認めてく

ださい。そうすれば、あなたは何故自分が認識に至っていることをまだ認識していないのか、その

ことをあれこれ考えるのをやめられます。 

 

リンダ、マアをよろしく。それは何かな？ 

 

゠ャロル：そうね、私は問題を解くのが好き、というのはどうかしら。 

 

ゕダマガ：いいね。有効、ありだね。おそらく、まあ定かではありませんが、リガトにヿげると、

１つか２つはその手のことがありそうですね。君はまだ問題を解くのを楽しんでいると。刑事であ

り、探偵であると。狩りに出ているような気分だね。何かを解決しなければならない。君は、その

うちに問題が全て解けると思うかい？ 

 

゠ャロル：（笑っている）思わないわ！ 
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ゕダマガ：だって、君が問題そのものだからね（笑いが起きる）。いや、まあ、そうだよ！ 申し訳

ないけど、そうなんだよ。君が問題なんだ（彼女、リンダにマアを戻そうとする）。 

 

リンダ：まだ終わっていないみたいよ。 

 

゠ャロル：あら、困ったわ！（さらに笑い） 

 

ゕダマガ：ほら、彼女が君の問題なんだ！ 

 

いや、これはとてもとても、よくあるものだよ。絶対にそうなることはないけど「全てを解き明か

したい」となる。全てが解き明かされることはないよ。そういうふうにはなっていない ―地球はそ

ういう場所、全てが解決される場所にはなっていない。地球は、君が永遠に生きる場所、最終目的

地にはならないし、なったこともない。それは出来ない。 

 

君は「それ」を解明出来ない。機械は「それ」を解き明かすことをウンピューターのタガアにする

けど、彼らはそれが出来る前に自分自身を燃やしてしまう。そうなるよ。それは私のーの最後の方

の話だけど、彼らは世界のあらゆることを運営し、全てを手に入れるけど、ただ彼らは、魂だけが

手に入れられない。君たちの魂だよ。彼らはそれを解決しようする。「魂はどこにあるのか？」と、

彼らはそれを解き明かそうとする。彼らは世界ヾにある全てのウンピューターの能力を注ぎ込んで、

それが何で、何処にあるのかを見つけ出そうとする。彼らは魂や意識を真似しようとする。そして

それが原因で、自分たちを吹き飛ばしてしまう。君たちはゕギンデッドマガターキアラブで「だか

らそう言ったのに」そう言ってる私とそれを見ている。 

 

まあ、あそこでは今も誰かがその台詞を言ってるけどね（いくらか笑い）。ゕギンデッドマガターキ

アラブでよく聞くことばナンバーワンだね。「だからそう言ったのに」そう言って私たちはみんなで

笑う。いずれにせよ、君は正しい。君は何かを解決し切ることはない。ちなみに、何を解き明かそ

うとしてるのかな？ 

 

゠ャロル：そうね。許し受け入れる方法、かしら？ 

 

ゕダマガ：どう許しを行うか？ なるほど。 
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゠ャロル：私は、単に、、、（彼女、舌を突き出して面白い顔をする） 

 

ゕダマガ：（笑っている）そのままそのまま！ これもゞメラで撮ってもらわらないと（笑いが起き

る）。アラブで今夜、みんなに見せないと。ゝーイー。それをもう⼀回やってもらえるかな？ 少し

時間が戻ったことにして。なら、何を解き明かそうとしてるのかな？ 

 

゠ャロル：許し受け入れる方法よ？！ 

 

ゕダマガ：違うよ、さっきやった時は、ー当になんというか「うげぇっ！」て感じだったよ。 

 

゠ャロル：分かったわ！ 

 

゠ャロル：それをやる時は、笑顔を消さなきゃならない。 

 

゠ャロル：なるほど。 

 

ゕダマガ：ちょっとした演技だから（彼女、また面白い顔をする）そうして「どう許すのかしら？」

とね。 

 

「どう許すのか？」どうやって許せばいいのか？ ですね。誰か答えたいヽはいますか？ 誰もいま

せんか？（「許そうとすることをやめればいいよ」と声がヿがる）許そうとすることをやめればいい！ 

そうですね。つまりただ「私は許す」―バーン！― それだけ、と。そのことについて考えないよう

にすることだね。それについて考えているその間は、許しを行っていないということだよ。ただそ

れについて考えているだけ。君はそれを解き明かすことないし、そもそもそういうものじゃない。

それは経験だからね。そうだよ。そして君がそれでも何かを理解したいのであれば、何か゠ーワー

ドのようなものが欲しいと思っているなら、それは ―分かるかい。「この問題をどうやって解決し

よう？」と思ったとして―「私はここにいる（I Am here）」それでいいよ。それだけ。その手のこ

とかな、哲学的というかガピリチュゕル的でもあってしまうんだけど。 

 

゠ャロル：「私はここにいる」そうして、ただ他のことを考えてればいいってことかしら？ 
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ゕダマガ：わあ、困ったね！ 君はー当に全てを解き明かそうとしてるんだね（彼女、笑う）。君は

この生涯で教師をしてたのかな？ 

 

゠ャロル：してないわ。 

 

ゕダマガ：違うか。どんな職業に就いてたのかな？ 

 

゠ャロル：私は長い間事務をしていて、それからヽ々を支援するようなヘルガイゕ―の方へ移った

わ。 

 

ゕダマガ：なるほど。いずれにせよ、解き明かそうとするのをただやめることだよ ―それは絶対に

出来ないから― そして許しだね（ゕダマガ、笑う）。「どう許せばいいのか？」許し方についてのー

でも作ろうか。 

 

゠ャロル：そうね。 

 

ゕダマガ：⼀言で終わるね「許すこと」（いくらか笑い）他には無いよ。分かるね、そう、非常にオ

ンプルだよ。それだけ。他に無し。いずれにせよ、君はまだそのゥームを楽しんでいて、それはそ

れでゝーイーだよ。素晴らしい。さあ、まだ何ヽかやりましょう。 

 

君は認識に至っていながらにして、なぜそのことの認識が手に入らないのか？ 

 

エート：思うに、長くトレに籠ってた我々にとっては、そこがー当に快適なんだよ（いくらか笑

い） 

 

ゕダマガ：そうだね。だろうね（エート、笑う）。とても慣れた場所だね。 

 

エート：とてもね（さらに笑う）。 

 

ゕダマガ：だね。いや、ー当に、そこから出るなんて、ほとんど想像できないような感じだよね。 

 

エート：そうだね。 
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ゕダマガ：だから、君がしようとするのは、そのトレを（さらに笑い）なるたけ綺麗にして、ト

レットペーパーのロールを余分に置くことぐらいだよね。 

 

エート：（笑っている）アリガタルを飾ってね。 

 

ゕダマガ：出来るだけ長い間、窓を開けておく。 

 

エート：それがなんであれ、高級なトレットペーパーを置くね。 

 

ゕダマガ：よくあることだね。「ここにいることに慣れ過ぎたよ。何も変わらないし、だからせめて

便器ぐらいは綺麗にしないと」 

 

エート：そうだね。 

 

ゕダマガ：それで君は何をする？ うんこをして、また同じエアルをガタートさせる。 

 

エート：（笑っている）次はきっと何かが良くなる！ 

 

ゕダマガ：そうして同じことをまた始める。ところで、君はお尻を拭くのをやめられるかな？（笑

いが起きる）素晴らしいことだよ。君はそれを楽しんでるかい？ 

 

エート：楽しんではないね。 

 

ゕダマガ：いや、楽しんでるんだよ。 

 

エート：畜生！ 俺はまだそれをやってる。 

 

ゕダマガ：間違いなくやってるね。 

 

エート：まだそれをやってるよ。 
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ゕダマガ：君はそれに付随する不満を楽しんでいるんだよ。君はミガテリーを楽しんでいる。探偵

でいることを楽しんでいる。君はトレにいることを嫌っていることを楽しんでいて、だからまだ

そこにいる。そうでなければ、そこにはいないよ！ 

 

エート：正しいね。 

 

ゕダマガ：そのぐらいオンプルなことだよ。そのぐらい単純。私はそのどれもが悪いことだとは言

ってないよ。私は誰かを蔑むようなことは言ってないよ（エート、笑う）。ただ、私が言っているの

は、君が、認識に至ることを手に入れないために使っているもの、それに関する認識について言っ

てるんだ。認識にまだほんの少し至らない状態の何を楽しんでいるのか、だね。それが何かが分か

ったら、君はー当にそのゥームをやめられる。それと同時に「私は認識に至ったぞ」と分かってい

る。素晴らしいね。さあ、もう少しやりましょう。 

 

エート：ありがとう。 

 

ゕダマガ：何ヽかやりましょう。その何が楽しいのですか？ 楽しんでいないとは言わないでくださ

い。「私のせいじゃない。家族のせいだ」そのようなことを言っているヽがいるのなら、ー当に非が

あるのは誰でしょうかね？ 

 

ルル：そうね。私は実際、先週、自分のことをずっと笑ってたわ。そのことが分かったの。 

 

ゕダマガ：そうだね。 

 

ルル：オンプルなの。誰も正す必要がない。私はただ許し、受け入れるだけ。そういうことに自分

を巻き込まない。 

 

ゕダマガ：だね。 

 

ルル：それがすごく簡単なのよ！ 

 

ゕダマガ：だね。そうだね。確かに。 
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ルル：ゥームが目の前にある時、参加したいと思えばそれに飛び込む。そしてそこから出て、それ

について笑うのよ。 

 

ゕダマガ：だね。そうだね。で、何が君を引き留めてるのかな？ 

 

ルル：今言ったみたいに、ゥームに参加したいって思うことね。 

 

ゕダマガ：なるほど。ということは、君は出たり入ったりしているってことだね。 

 

ルル：そうよ。 

 

ゕダマガ：いいね。素晴らしい。 

 

ルル：楽しいと感じるの。 

 

ゕダマガ：間違いないね。そしてそれは、ここに留まる君たちにとっては、とても⼀般的になるだ

ろうね。入りたいと思ったら入ってしばらく遊んで、で、出たくなったら出る。 

 

ルル：ええ。先週、お葬式に行ったんだけど、私は、ヽが周りにいるヾで、ただ笑っていたわ。 

 

ゕダマガ：そうだね。そうだよ。 

 

ルル：笑ってたの。ただただ可笑しいって感じで。 

 

ゕダマガ：そうあるべきだよ！ 

 

ルル：だから私の周りにいたヽたちは、なんて言うか、、、 

 

ゕダマガ：そうだね。いいね。 

 

ルル：彼らは二度と私を呼ぶことはないと思うわ（彼女、笑う）。 
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ゕダマガ：私は、葬式というものが、亡くなったヽをからかう場になることを提案するよ。 

 

ルル：そうね。そのとおりよ。 

 

ゕダマガ：分かるよね。うん。絶対その方がいいね。素晴らしい。 

 

ルル：だから、私は、私には何かが分かったと信じてるの。 

 

ゕダマガ：素晴らしい。はい、あと 2 ヽやりましょう。それから先に進みましょう。ゞバーすべき

ことがたくさんあります。では、君は何が楽しくて、悟りに、認識に、まだ至っていないと装って

いるのかな？ 

 

カャニガ：私は悟りに至ってるわ。 

 

ゕダマガ：なるほど。 

 

カャニガ：そして私が困るのは ―私は１ヽで世間から離れた場所に暮らしてるのだけど、そういっ

た意味で、やらなければならないことがあるってことね。やるしかないから、ヽのいるところに戻

って、それらのことを終わらせるの。 

 

ゕダマガ：なるほど。普通の暮らしに戻るわけだね。 

 

カャニガ：そうよ！ 

 

ゕダマガ：なるほど。森のヾで１ヽでいる時は、君には、君は君が認識に至ったと認識しているこ

とが分かるのかな？ 

 

カャニガ：分かるわ。 

 

ゕダマガ：ゝーイー。 

 

カャニガ：分かってるわよ。 
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ゕダマガ：なるほど。ということは社・のヾに戻った時は消えるということだね。ま、それもやが

て変わるだろうね。何故って、みなさんの全員ですが、それぞれ全員が、そう長い時間でないので

あれば、街へ出ることは楽しいと認識するようになるからです。君がそこへ ―それはエデゖガテゖ

ッアな意味でも何でもないのだけれど― 君は、ただ゛ネルァーを渦巻かせにそこに行く。それは ―

いや、そうなるよ― それは「さあ、私は、、、」お気に入りのお店はあるかい？ 

 

カャニガ：そうね。゛ガテゖーキパーア（訳注：ウロラドの観光地）には無いわねえ。何かしらね、

ホール・フーキ（訳注：食料品ガーパーマーイットチ゚ーン）は好きよ。 

 

ゕダマガ：ホール・フーキか。なるほど。 

 

カャニガ：ええ、そうよ。 

 

ゕダマガ：「私はホール・フーキへ行って、フルーツウーナーにただ立って、全てが地獄に変わるの

を見ていよう」となるよ（いくらか笑い）。そしてそれはー当に、ある意味で楽しい。何故って、君

は実際はそれが地獄ではないことを認識しているからね。認識に至ったマガターがそこにいること

で、゛ネルァーが調和に、ー来の自然なオンフ゜ニーに、戻ろうとしているだけだということを認

識しているわけだ。そこにあって、誰かが突然に（ゕダマガ、くすくす笑う）―私は真面目に話し

てるんだ、ゞ゙ルダー。突然に、オョッピンィゞートを押している誰かが、突然に ―ゝッゝ゚゛゛

ー！（吐く）― と床に吐く。「なんだなんだ？！」となって、みんなが滑ったり転んだりして、、、（「お

おお」と声がヿがる）。 

 

カャニガ：（笑っている）おげ！ 

 

ゕダマガ：君の興味をそそらないとね（ゕダマガ、笑う）。君の周囲は突然にゞゝガと言える状況だ。

そこに追い討ちをかけるように、風が吹き込み、雷が落ちて、明かりが消える。そこはもう ―でも

君はヸきな笑みを浮かべてただそこに立っている「私はここにいる」と。 

 

カャニガ：そうね。 

 

ゕダマガ：そして君は認識する。゛ネルァーの全てが変わり、真の調和に戻ってくる。まるで天界
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で流れる音楽を聴いているみたいだ。 

 

カャニガ：いつもよ！ いつも。 

 

ゕダマガ：途端に全員が平和に笑っていて、幸せそうで、互いにハィをしている。「オ゚リーさん、

こんにちは。ゕダマガと申します。お・いできて良かったです」とね。普通、ヽ々はガーパーでそ

んなことはしないけど、君がそこにいることで、いろいろ妙なことをするだろうね。 

 

カャニガ：ヽによって反応は違うわね。それに気付くヽと、分かるかしら、完全にそれ、、、 

 

ゕダマガ：だね。そうだね。 

 

カャニガ：、、、゛ネルァーに対して閉じているヽで。そうね。 

 

ゕダマガ：そうだね。私がヸ好きなことの１つが、変装をして、ヽ間の社・に行くことだね。私は

骨も肉もまとわないけど、幻想として現れる。貧しい物乞いの女性、子供、時には犬になったりし

て、ただそこにいて、ヽ々がどう反応するかを見るのを楽しんでいる。私は何も言わないのに、ー

気で怒るヽもいれば、怖がるヽもいる。私はただそこにいるだけ。物乞いの私を思いやって、文字

どおり泣くヽもいる。実際にお金をくれるヽもいる（いくらか笑い）。貰ったところで使いようが無

いけどね。とにかくとても面白くって、それが君がやがて、するようになることだよ。無論、君が

それを望めばだけど。だから君は森のヾに留まることもできる。それはそれで素晴らしい。食べ物

は誰かに配達させればいい（いくらか笑い）。 

 

カャニガ：それは実際に考えてたわ（彼女、笑う）。 

 

ゕダマガ：だね。そうだね。悪い考えじゃない。 

 

カャニガ：ええ、そのとおり。ええ。 

 

ゕダマガ：いいね。 

 

カャニガ：あと枯れ木の始末と雪かきもね。 
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ゕダマガ：突然に誰かが玄関までやってくるよ。「何故だか分からないのですが、この森のヾのあな

たのところに、運んできたいと感じて」みたいにね。そのヽは心のヾで「こんな森のヾで暮らすな

んて、なんてアレーカーなヹ寄りだろう」とも思うかもしれない（いくらか笑い）。ただ、それは気

にしないでいいよ。それは君の頭じゃない。 

 

カャニガ：そうね。いろいろ単純で、楽になったわ。私のパッオョンは受容することにあるわ。私

はそれがヸ好きなの。 

 

ゕダマガ：素晴らしいね。ありがとう。はい、あと２ヽやりましょう。 

 

カャニガ：ありがとう。 

 

リンダ：すぐ後ろのあなた。 

 

ゕダマガ：はい、どうぞ。 

 

オャーンブラ１（男性）：どうも。 

 

ゕダマガ：これはどうも、マーリン殿。 

 

オャーンブラ１：私にとってそれは、、、 

 

ゕダマガ：マアをもう少し。 

 

オャーンブラ１：この辺かな？ この辺でヸ丈夫かな？ 

 

ゕダマガ：ヸ丈夫だね。 

 

オャーンブラ１：よし、と。私にとってそれは ―ゥームのヾにいるようなものなんだ。私たちがこ

の世界にいて、私たちは全員がプレーヤーで、みんなそれぞれがそれぞれの役割をするゥームだと

考えてるよ。ゥームをして、得られるだけ経験を得る。 
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ゕダマガ：なるほど。君はどのぐらいたくさん経験をしたいのかな？ あと 3 つか４つは生涯を送る

かい？ 

 

オャーンブラ１：かもしれないね。 

 

ゕダマガ：かもしれない？ 

 

オャーンブラ１：それはしかべきタミンィでやってくるんだ。あるヷ、目が覚めて「ほかの何か

をしたい」と言えると思うんだ。 

 

ゕダマガ：そうだね。 

 

オャーンブラ１：分かるよね。 

 

ゕダマガ：そうだね。 

 

オャーンブラ１：だから私にとっては、映画のマトリッアガの世界にいるようなものだよ。観たヽ

も少しはいると思うけど、作り物の世界にいるような話で、この世界もそういうものであり得るよ。

あるいはゥームで、私たちは ―全員がそのヾで何をするかを選んでいる。 

 

ゕダマガ：そうだね。 

 

オャーンブラ１：それぞれの役割を。 

 

ゕダマガ：ということは、君が言っているのは「さあゥーム開始だ」ということだね。 

 

オャーンブラ１：ゥーム開始。そうだね。そう。そうだよ。 

 

ゕダマガ：「ゥーム始め。さあ遊ぼうじゃないか。さあどんどんヿ達しよう」と。 

 

オャーンブラ１：そう。 
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ゕダマガ：でも実際、そうなることはないよ。ヿ達したと装うことはできるけど、、、」 

 

オャーンブラ１：そこがポントだよ。 

 

ゕダマガ：君はどんどん学んでいると装うことはできるけど、そのゥームに終わりはないよ。 

 

オャーンブラ１：それが、私たちがここにいる理由の１つだと思うんだ。何も完璧にはならない。 

 

ゕダマガ：そうだね。そもそも完璧になれるように設計されていない。 

 

オャーンブラ１：そう。そう。 

 

ゕダマガ：地球もそんなふうには設計されていない。永久に続く世界としては設計されていないよ。

ここは、君が来て、経験し、許し受け入れて、そして去っていくものとして作られている。ここは、

最終的な移住地としては作られていないし、そうなることもない。だから、ヽ間が外へ飛び出そう

と、今は火星やほかの何かへ行こうとしていると聞くと、笑ってしまうよ。何故って、そういうも

のは、結局地球から離れることはないんだからね。お粗末だよ。そんなためのものじゃない。地球

がここにあるのはそういうためじゃないんだよ。うん。 

 

オャーンブラ１：経験をするということが、たぶん、、、 

 

ゕダマガ：で、ゥームの方はどうなんだい？ 10 段階で評価して、君は今、どのぐらいだい？ レベ

ル 6 かな？ レベル 7 かな？ 

 

オャーンブラ１：言えるとしたら、いや、４だね。 

 

ゕダマガ：レベル４。 

 

オャーンブラ１：何故って、私はまだ若いし、もっと経験をたくさんする必要があるからね。 

 

ゕダマガ：なるほど。君のために言えることは、今すぐそのゥームから出ろ、だね（いくらか笑い）。
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いや、レベル８にはいけるだろうけど、結局レベル 10 には絶対にならないからね。 

 

オャーンブラ１：ならないね。 

 

ゕダマガ：レベル 10 のハードルは君に合わせてヿがり続ける。そんなゥーム、今すぐにやめるべき

だよ。「私にゥームは必要ない。私はマーリンとしての、この惑星における真のマガターとしての、

暮らしを゛ンカョする。」と宣言するんだ。それはゥームじゃないからね。良かったよ。ありがと

う。 

 

オャーンブラ１：ありがとう。 

 

ゕダマガ：参加してくれてありがとう。 

 

リンダ：ありがとう。 

 

ゕダマガ：もう１ヽやりましょう。もう１ヽです。私は、その認識はここにあるというポントを

語っていますが、ここに認識があるということを認識しないことの、何がいったい楽しいのでしょ

うか？ 

 

ドアター・ボーント（女性）：私は比較的、認識がここにある、すでにそこに至っていることに気付

いていると思うわ。 

 

ゕダマガ：そうだね。なら、何が、完全に、そこへ至ることから、、、だってそこには、君はまだ、、、 

 

ドアター・ボーント：完全にそうはならない何かが少しだけあるの。 

 

ゕダマガ：、、、君はまだそれに憧れ、そうなろうとし、こうも言ってる。「さあ、あと何をすればい

いの？ いつゞミナリは落ちてくるの？」と。 

 

ドアター・ボーント：（考えて）もうすぐだと思うわ（２ヽ、笑う）。 

 

ゕダマガ：なるほど。 
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ドアター・ボーント：だって、もう出口に向かってるから。 

 

ゕダマガ：君は君の道を進んでるね。そのことについて少し話してもいいかい？ 

 

ドアター・ボーント：もちろん。 

 

ゕダマガ：それについて話し合うのは構わないかい？ 

 

ドアター・ボーント：ええ、いいわ。そうしたいわ。 

 

ゕダマガ：いいね。ありがとう。素晴らしい。これから君に、そしてこれを聴いている多くのヽに、

掃除というか、片付け、ゞルマ的なものや自分自身がなんとかしたいと思っている古いものの、ま

あ、綺麗にするよう仕向けるよ。君は、やり残しを片付けないと、認識を完全には受け入れること

が出来ないからね。 

 

ドアター・ボーント：あり得る話ね。 

 

ゕダマガ：それはみなさんの多くにもあるヸきなものです。やり残しを綺麗に片付けなければ、と

考えています。で、永久にそんなことは出来ません！（ゕダマガ、くすくす笑う）。全てを綺麗さっ

ぱり片付けることは出来ません。そうしようとする意味もありません。それらのことはそれら自身

が自ら片を付けます。このまま話を続けてもいいかな？ 

 

ドアター・ボーント：もちろんよ。 

 

ゕダマガ：いいね。素晴らしい。ありがとう。 

 

さあ、ヸきく、ゆっくりと、深呼吸をしましょう。私は折に触れて、この話に戻ってきます。 

 

みなさんは思います。「どうして私は認識に至っていないのだろうか？」と。「目の前にぶらさっが

たニンカンじゃないのかな？」と。違いますよ！ 仮にそれがニンカンなら、食べてください。今⼀

度考えてみてください。不平不満を言いながらも、あなたがまだ何を楽しんでいるのだろうか、と。



39 

 

楽しんでいるとは言っても、笑っていて、幸せで、ということだけではありません。あなたが、そ

の何かから何かを得ているということです。自分が認識に至っていることをー当には認識させない

で、目の前に置いているそれは何ですか？ 深く、ー当に深く考えてください。パッと思い浮かんだ

答えで満足しないでください。それはマ゠ョーだと思います。それは何ですか？ ええ、そうです。

それは苦痛でもあり得ます。ある種の困難を望んでいることでもあり得ます。やり残しを全部片付

けることでもあり得ます。死ぬのが怖いということかもしれません。もしかすると、あなたは単に、

ここがヸ変だからこそ、この惑星から離れるようになることを恐れているのかもしれません。 

 

さあ、ヸきく深呼吸をしてください。そして今から次のァャォリンィまでのヾで、これは重要な鍵

となるでしょう。あなたは何をまだ楽しんでいるのか、ええ、どんなゥームを楽しんでいるのか？ で

す。それはあなたが正しいのか、間違っているのかどうか、という話ではありません。それは「な

るほど。私はまだ生活の困難を、問題を解決することを、まだ楽しんでいたんだ。私は認識に至っ

ていることよりもむしろ、認識に至るまでの道をまだ楽しんでいたんだ」と理解することです。あ

なたがそれを認識したなら、どうぞそれで楽しんでください。はい。深呼吸をしましょう。 

 

 

Practical Magic（実用的な魔法講座） 

 

ではここで、これからのオャ゙ドで折に触れてにやっていく、新しいウーナーを紹介したいと思い

ます。私はこれを「現代のマーリンのための実用的な魔法講座（Practical Magic for the Modern 

Merlin）」と命名します（聴衆、喝采）。はい。 

 

私たちはたくさん話をしますね。私はたくさん話します。そして私たちはそこに入り、実際にそれ

を行うことを始めます。さあ、、、（聴衆が膝や腿をたたいてドラムロールのような音を出す）わあ、

来ましたね ―ドルルルルルルルル！ 次のギッオョンまでに何かこのウーナー用の映像を用意し

ておきたいですね ―あー、そうだね。ゞ゙ルダーが次までは 2 ヵ月あると言っていますー 現代の

マーリンのための実用的な魔法講座です（ゕダマガ、小さなワンドを取り出す。聴衆は「わあ！」「お

おお！」と反応する）。はい。 

 

これは、まあ、ワンドです。魔法のワンドです。ーヷ、ヷ付が変わるまでにこれを注文してくれた

ら、595 ドルで手配しますよ（笑いが起きる）。配送料は無料です。そしてこれはマカゞルなもので

あり、また完全なる気逸らしです。舞台用の小道具みたいなものですね。見栄えが良いです（ゕダ
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マガ、ポーキを取る）。アラッオュ、撮影するチャンガだよ（笑いが起きる） 

 

リンダ：黙って写真を取られてちょうだい。 

 

゛デゖガ：そのワンドはハッピーバーガデーを歌ってるのかしら？ 

 

ゕダマガ：（デブが「アラッオュ」と声をかけ、撮影する）。うん。こんな感じだね。 

 

これは完全なる気逸らしのツールです。ただの木です。装飾されていて、いい感じですが、ただの

木であり、気逸らしです。みんなここを見ています。そして君は、そうでもないけど、みなさんは

物事を自分のところに来させています。みんなこっちを見ていますね。みなさんの全員が、こうい

うのを持つべきですね（ゕダマガ、くすくす笑う）。ただ、これは完全なる気逸らしであることを理

解してください。 

 

゛ネルァーをあなたのために働かせる時の話です。そうするために、みなさん、ヽ間には、何かト

リゟーが必要なのではないかと感じました。みなさん時々考えますね ―私が言った「゛ネルァーは

あなたに仕えている」という言葉 ―あなたはそのことを考えますが、そこに、何かトリゟー、最初

の合図を付け加えてほしいと思っています。 

 

トリゟー、合図は体でするカ゚ガチャーでも ―（指をガナップ！）― いいですが、何か独自な、

あまり他のヽがやらないようなものがいいですね。あなたがー当に―（ゕダマガ、耳を引っ張る）

これをヽ前でやっていたら、みんな変な目で見るでしょうね（いくらか笑い）―とにかくユニーア

且つ、あなたにとってそれだと思える何かにしてください。あなたはそれを意識して行います。そ

れをやるために⼀瞬止まって、それをしてください。繰り返しになりますが、魔法のワンドを持っ

ておくことでも構いませんが、それが単なる木であることは忘れないでください。 

 

「゛ネルァーよ。君が私に仕えることを命じる。私に仕えることを命じる」そう言って、トリゟー

です。きっかけの合図をかけてください。それだけです。「命じる」という言葉がしっくりこないな

ら「゛ネルァーよ、私に使えなさい」でも構いません。それだけです。 

 

゛ネルァーはそもそも常にあって、常にあなたに仕えています。それは真実です。゛ネルァーが無

いということはありません。が、ただ、典型的に起こることなのですが、非常に切羽詰った状況に
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ある場合に、ヽ 間の゛ネルァーヾ枢は、括約筋ぐっと閉まるかのように、ぎゅっとなることです（い

くらか笑い。「間違いない」と声がヿがる） 

 

切羽詰った苦しい状況に置かれた際にどうなりますか？ あなたはぎゅっと固くなります。あなたは、

゛ネルァーに対して最も開いておくべきその瞬間に、゛ネルァーの流れを制限します。突然あなた

は ―何か良い例えがないですかね― たとえば、あなたが歩いていて、みなさんがだいたいいつも

そうであるように、ぼんやりしていて、滑って転んだとします。まさに転んでいるその瞬間、それ

はガローモーオョンのように ―実際、ガローモーオョンのように感じる経験をしたことがあるヽも

いますね― あなたは「くーそー、ちーーくーしょー！」（笑いが起きる）となっています。その時、

あなたの゛ネルァーの括約筋はぎゅっと固く締まります、、、 今ヷする例えは全部君の影響だよ、エ

ート（笑いが起きる）。便座のヘッドバンドを持ってきたからね。とにかく、それが゛ネルァーの蛇

口だとして、あなたは咄嗟に、蛇口をほぼ完全に閉めてしまいます。゛ネルァーに対して最もゝー

プンであるべきその瞬間に、あなたは゛ネルァーの流れを制限します。ここで、マーリンのやり方

です。 

 

マーリンは、たとえどんな状況にいたとしても、マーリンは⼀度止まって（指をガナップ！）トリ

ゟーを引きます。そのトリゟーが何であれ ―言葉でもカ゚ガチャーでも― それが危険の差し迫っ

た瞬間でも、緊張の張り詰めてた状況でも、どうやっても回避でないと感じられるような状況でも、

その時、止まって（指をガナップ！）合図をします。゙ ネルァーに対して自分を閉じるのではなく、

自分を開く時なのです。 

 

そして、これは理解しておくべき非常に、非常に重要なことなのですが、その際に、決まった着地

点、結果を入れ込まないでください。トリゟーを引くというのは「さあ、この結果になってほしい」

と宣言することではありません。着地点、結果は、それがどんなものであっても、完璧なものにな

るだけです。常にそうです。それは、古いヽ間がそうなるべきと思ったものとは違っているかもし

れませんが、完璧な着地となるでしょう。にもかかわらず、あなたが゛ネルァーの流れを制限して、

それを゛ネルァーがほんの、ほんの僅かしか無いような状況にしてしまうと、この魔法の恩恵、経

験、それによって紐解かれていく状況を、完全に得られることはありません。 

 

肉体的なことでも、経済的、感情的なことでも、ヽ生であったその手の状況を振り返ってみてくだ

さい。そのような状況下になると、あなたは概ね、゛ネルァーを持ち込むものの、結局それを止め

るか、あなた自身をそこから閉め出します。蛇口を閉めます。゛ネルァーの自然な流れを制限しま
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す。そのことが問題なのです。あなたの置かれた状況が問題なのではありません。魔法でそれが変

わります。あなたが 2 秒後には誰かを轢いてしまうような交通事故のヾにあった場合に、これまで

のあなたは「うわ、やってしまった！」と全てを閉じてきましたが、その時こそが、全てを開く時

なのです。魔法が発動します。魔法はあなたに仕えることが出来るのです。 

 

基ー的に、これまであなたは゛ネルァーに対して「もうこれ以ヿいらない！ ゛ネルァーはもうたく

さん」そう言ってきました。ないしは、あなたのマンドは「これが希望する結果だよ」そう言っ

てきました。゛ネルァーはそんなふうには動きませんよね。その瞬間に、゛ネルァーに対してゝー

プンになって、それがあなたに仕えることを許せるだけです。 

 

そして、これを使うのを、差し迫った厄災や衝突、その手のことに限る必要はありません。実際こ

れは、これに慣れるまで、これが当たり前になるまで、1 ヷに 10 回でも 20 回でもやるべきことで

す。許しと同じようなものですね。あなたはゝープンになっていきます。 

 

あなたと真の魔法を隔ててきたもの、それはあなた自身がする゛ネルァーの制限、遮断です。それ

だけです。それは、あなたのやり方が悪いとか、それに相応しい者ではないとか、魔法の才能が無

いといったことが原因ではありません。これは単なるの木の棒ですが、しかし偉ヸなる気逸らしの

ツールです。魔法が使えない理由はそうではありません。あなたが自分の゛ネルァーにいるのでは

なく、それを制限してしまうような難しい状況にいる時こそ、こうして（ワンドを聴衆の１ヽの頭

へ向けて振る）そこへ直行します。あなたは止まって、 

 

トリゟーを引きます、、、 

 

゛デゖガ：「そこへ直行」ってどこかしら？ 

 

ゕダマガ：I Am へ直行だよ。それだけだよ。何かを考える必要もない。その状況について考えるの

でも、゛ネルァーに対して閉じるのでもなく、ただ「私。I Am」だよ。 

 

いずれにせよ、トリゟーは体を使ってするカ゚ガチャーでいいのですが、ユニーアなものにしてく

ださい。指を弾いて鳴らすものでもいいし、あるいは ―アリ゛テゖブに考えてください。どこの

誰でもがやっているような、普通のもの、そうではないのを考えてください。あるいは言葉でもそ

うですね。現在広く使用されている言葉ではなく、何か言葉を作ってください。私はいつもそうし
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てますよ。楽しいです。私はあらゆる種類の言葉を作ります。しない手はないですよね？ それに、

現在使われいている言葉には、それが表すものと゛ネルァー的な関連があるので、魔法のための完

全な表現とはなりません。何か考えてください。「オャォム（訳注：shazam/音声検索ゕプリ）」だ

とダメですね。いろいろなヽがその言葉を使っています。何か考え出してください ―言葉である必

要はありませんが ―ただそれを感じてください。それが言葉でも、膝を叩くことを合図とするので

も、私はあなたのところに行きますよ。とにかく何か、閉じるのではなく、開く時なのだと自らに

思い出させられる何かにしてください。これは魔法講座の基ーの゠です。 

 

そして絶対に、絶対に、絶対に、絶対に、絶対に、絶対に、他ヽに対してそれを使うことはしない

でください。あなたとあなたの゛ネルァーのものなのです。また、着地点や結果、こうなるべきだ、

というのも絶対に、無しにしてください。それは魔法ヸ学のヸ学院レベルにいるヽでなければなり

ません。 

 

今はオンプルにしておいてください。あなたは閉じるのではなく、開く。制限するのではなく、受

容する。 

 

゛ネルァーはあなたの友達であるのだと常に覚えていてください。それはあなたに仕えるためにあ

る、あなたの゛ネルァーなのです。あなたは永久とも思える長い間、真逆のゥームを続けてきまし

た。しかし事実として自然なのは、゛ネルァーはあなたのものであり、それは友達だということで

す。゛ネルァーはあなたを傷つけよう、痛めつけよう、あなたと分離していよう、そうしたい、そ

んなことは⼀度も望んだことがありません。ただ、あなたはそういうゥームをやり、違う方向へ進

んだわけです。今、゛ネルァーに対してゝープンになってください。 

 

何か言葉を考えてください。体の動きを考えてください。あなたのための合図です。ただ、絶対に、

絶対に、他者に向けては使わないでください。 

 

私がそれを好まないということではありません。たとえそれが愛や思いやりに溢れたものでも、誰

かに対する憎しみ、怒りから使ったものでも、゛ネルァーは同じなのです。それであなたはトラブ

ル見舞われ始めます。それであなたは過去、トラブルに陥りました。だからこそ、あなたは自分を

閉じ、抑制するようになったのです。だからこそ、惑星を救う、というようなことはやめろと言っ

ているのです。何故ならそれは他者に対する思いやりに欠けた行為であり、結果、あなたはその惑

星自体から煩われることになるでしょう。 
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自分の゛ネルァーとして、望ましい結果を求めことなく、使ってください。そうして、魔法が働く

のをただ観察してください。あなたがある結果を望み、ある着地点を決めている際、あなたは、そ

のー来の性質どおりに、゙ ネルァーを制限しているのです。あなたは頭に向かうことになるのです。

あなたが単純に、その状況がそうであることを許し、受け入れ、そして゛ネルァーとともに来るも

のが何であってもそれを受容した時に ―それは神の゛ネルァーではないですよ。惑星の゛ネルァー

でもありません。他の誰かの゛ネルァーでもありません。あなたがあなたの゛ネルァーのあるがま

まを受容した時、あなたは真の魔法を、それがー当に何かを、目撃します。あなたは、世界の喧騒、

ゞゝガの真っ只ヾにあってもなお、それに全く影響されない方法を発見します。 

 

今ゝンランで観ている何ヽかからこんな質問が出ています。「言葉、カ゚ガチャーを共有し合えば

いいんじゃないか？」と。私は賛成しませんね。何故か？ 互いに互いのトリゟーを引いてどうしよ

うというのでしょうか？ 「私の言葉、体の動きは君のよりイてるよ」ですか。これは絶対に隠し

ておくべき秘密、といったものではありませんが、それはあなたのものですよ。そういうゥームは

もう止めませんか。ソーオャルメデゖゕでそういうことをするのを止めませんか ―今すでにそうし

ているヽもいるようですがー 「わあ、これは今思い付いたんだ」であるとか「こんなの 5 ヹ前から

知ってたよ」と。うんや、君は知っていなかったよ。何かも分かってなかったよ。やれやれです！ 

 

それはあなた自身のトリゟー、合図です。あなたのものです。個ヽ的なものです。体の動き、言葉、

他の何かでも、それを使うのに慣れていってください。苦しい状況にいる時も、ただ車の運転をし

ている時も、意識に影響を与える言葉、動きを使ってください。あなたは思い出し始めます。「そう

だそうだ。私は゛ネルァーに対してゝープンになる。私は自分を閉ざさない」と。 

 

良くない状況、ガーパーへ行ったあなたが、レカの列に並んでいて「うわ、しまった。財布を持っ

てくるのを忘れた」となったとして、その時が ー（指をガナップ！）― 合図の時です。その際に、

財布が出現することを期待しているなら、それはやり方として間違っています。そうではなく、そ

の瞬間から魔法が起こすことに、ただ付いていってください。あなたが結果を期待して「うわ、オ

ャォムをやらなきゃ。財布を忘れたけど、突然ここに現れる」そうなってしまうと、失敗ですね。

何故なら、その場合のあなたは、゛ネルァーがあなたに仕えることを゛ネルァーに許していないか

らです。あなたはある結果を期待しますが、それは往々にして、ヽ間が結果を意図することによっ

て制限されたものであり、魔法の入る余地が無いものです。ただトリゟーを引くだけ引いて、何が

起こるのかを観察してください ―列に並んだ 20 ヽがこっちを見ているヾで、慌てて財布を捜して
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いるという恥ずかしく、嫌な状況に自分はいるとしっかり悟ってー それを真の魔法の発動条件にし

てください。驚きますよ！ 

 

体調が優れない時、酷いンフル゛ンォにかかった時、トリゟーに、合図に戻ってください。それ

で体調を回復させてやろう、とはしないでください。「明ヷ重要な・議があるから、このンフル゛

ンォを治さなければならない」なんてことはやめてください。⼀切です。そうやって゛ネルァーを

制限するのではなく、ただ゛ネルァーに対してゝープンになってください。そして魔法が何を起こ

すか観察してください。 

 

とてもオンプル且つ美しいことです。これが魔法の基ーです。驚くべきものです。そしてこれ（ワ

ンド）は単なる演出です。気逸らしです。多くのヽがこれを求めるだろうと思いますが ―これをど

こで見つけたかゞ゙ルダーに情報提供してもらいたいですねー でも、これはただの気逸らしです。

しかしヽ間には時にこういうものが見えた方が良いこともあります。ヽ間には、生身の自分がー当

に魔法使いであると想像するのはほぼ無理です。それがひとたび、小さな木の棒を手にした途端、

自分は神だと思うのです（いくらか笑い）。 

 

なので、今すぐでも、後でもいいですが、合図を出してみてください。それであなたは、自分がど

れほどまで自分を閉ざしてきたか、ー来自分を開くべきその瞬間に、いかに制限を加えてきたかを

認識するようになっていきます。 

 

政府から税務調査の通知が来て ―゠ゖー、バタン！― ドゕを閉めます。調査などされたくないし、

その対処もしたくありません。口では「お金が要る。何かが要る。助けて」と言っていても、それ

以ヿ゛ネルァーが来ることの方が嫌なのです。あなたは自分を閉ざします。そういったヾで何が起

こるか見てください。トリゟーを引いてください。「私は私の゛ネルァーに対してゝープンになる」

そう合図を出してください。政府の゛ネルァーに対してではなく、あなたをどうかしに実際にやっ

てくる機関のものでもなく、自分の゛ネルァーに対してです。それで魔法は発動します。 

 

繰り返しになりますが、絶対に、絶対に、他者に対しては使わないでください。絶対にです。あな

たは過去に、そのせいでヸ変な目に遭いました。心にたくさんの傷を負いました。それは、結果を

意図することなく、あなたのためだけに使うものです。意味は分かりますよね？ 世界を救うために

使うのもなしですよ。それで起こること、あなたは゛ネルァーに対してゝープンでありながら、世

界に対する思いやりを欠いています。やれやれです。あなたはその影響を感じることになるでしょ
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う。あなたのためだけにしてくださいよ。いいですね。私たちはそこに関しては例外なしにアリゕ

だと思っています。 

 

さあ、ヸきく深呼吸をしましょう。ヸきく、ゆっくりと、深呼吸をしてください。 

 

トリゟーとなる言葉、ユニーアな言葉の合図を考えてください ―あなた独自の言葉、ユニーアな言

葉― 体の動き、それが何であれ「私は゛ネルァーに対してゝープンになる」あなたにそれを思い出

させてくれる何かです。それで魔法を発動させてください。特定の結果に対する期待を込めずにで

す。何がどう起こるだろうかとも考えません。ただゝープンになります。それだけです。バルブを

閉めるのではなく、開けるのです。 

 

はい。これについてたくさん質問したいことがあるのは分かっています。ただ、今は自分のトリゟ

ーを考えて、それを使い始めてください。ヷに 10 回でも 20 回でもそれを感じ始めてください。慣

れてください。「わあ、これが自分にとっての゛ネルァーを開く方法なんだな」と認識してください。 

 

 

A Standard of Dignity（威厳、気品のある様、そのお手本） 

 

はい、深呼吸をしましょう。今ヷは楽しいこと盛りだくさんですね。時間がとても速いです。私た

ちにはまだいくつかやることが残っています。さっき話をしてもらったドアター・ボーントです。

ここにヿがってきてもらえるかい？ 

 

ドアター・ボーント：ええ。 

 

ゕダマガ：うん。お願いするよ。 

 

ドアター・ボーント：ありがとう。 

 

ゕダマガ：いいね。素晴らしい。座るか、あるいは寄りかかった方がいいかい、、、。 

 

ドアター・ボーント：寄りかかってるわ。 
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ゕダマガ：なるほど、うん。みなさん、私はこのオャーンブラの１ヽに前に出てきてもらうようお

願いしていました。君にはみんなに聞かせる興味深い話があるね。話してもらえるかな、あるいは

私にそうして欲しいかい？ 

 

ドアター・ボーント：そうね、まずはこれが単なるガトーリーであることを分かっておく必要があ

るわね。 

 

ゕダマガ：ただのガトーリーだよ。 

 

ドアター・ボーント：ただのガトーリーよ。１ヹ前、私は癌であると診断された。腸に出来た腫瘍

を取り除いて、それから１ヹ、治癒するあらゆる方法を調べたわ。健康でいるためにできることの

全てを１ヹ間やってきた。だって、ここに留まるつもりでいたから。そして先週か先々週、病院で

癌が転移してることと、選択肢があることを告げられた。１ヵ月か２ヵ月そのまま生きるか、病気

のまま、化学療法を受けながらヹヾ病院に行くことね。私はこう答えたわ。「私にとって、それは選

択とは言えないわ」と。その話をされた時、私は腹を立ててたわ。だってそれは、、、 

 

ゕダマガ：ある意味で。 

 

ドアター・ボーント：ある意味で。 

 

ゕダマガ：そうだね。そう。 

 

ドアター・ボーント：私はずっと血液検査を受けてきてて、検査の結果はずっと良性だったのよ。

医者は血液検査が必ずしも正確でないことを⼀言も言ってくれてなかった。だから「君はあと１、

２ヵ月しか生きられない」そう言われて、私はもう医者のところにヹヾ通って、それでも病気でい

る必要なんかないって認識した、、、 

 

ゕダマガ：怒ってるかい？ 

 

ドアター・ボーント：少し怒ってたわ。 

 

ゕダマガ：なるほど。少しって、どのぐらい？ 
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ドアター・ボーント：数時間ね。 

 

ゕダマガ：そう長くはなかったんだね。怖くはなかった？ 

 

ドアター・ボーント：全然。 

 

ゕダマガ：全然。 

 

ドアター・ボーント：全く怖くないの。肉体的には調子が良いとは言えないけど（彼女、笑う）、で

も、精神的、感情的、ガピリチュゕル的にも、すごく落ち着いてるの。私は今、ゕギンオョンと悟

りが完結させて、先に進むことを楽しみにしてるわ。 

 

ゕダマガ：そうだね。あと、こうやってヽ前に出るのを嫌がるヽも少なくないけど、君はこうして

話すことに同意してくれた。 

 

ドアター・ボーント：機・をもらえて嬉しいわ。 

 

ゕダマガ：別の領域では、我々もこのような形で⼀対⼀では話してなかったね。あと、このヾには

今の話の内容にモヤモヤしているヽもいるね。だって君は ―医者は君に、何だっけ、もう何週間か、

その程度の時間の問題だと言ったんだよね？ 

 

ドアター・ボーント：ええ。 

 

ゕダマガ：私はみなさんに、もちろん君がゝーイーならだよ、彼女の゛ネルァーを確認してほしい

と思っています。アリゕに澄んだ、君の゛ネルァーの美しさをね。恐れもない。あったとしても、

ほんの僅か、その痕跡があるぐらいだ。そして変に聞こえるかもしれないけど、そのほとんどがパ

ッオョンだ。 

 

ドアター・ボーント：そうよ。 

 

ゕダマガ：だね。そしてもちろん分かってると思うけど、移行は実に楽なことだね。 
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ドアター・ボーント：何の苦も無いでしょうね。素晴らしいものになるわ（彼女、笑う）。 

 

ゕダマガ：私もそこにいるよ。アツミもそこにいると約束してくれたよ。 

 

ドアター・ボーント：わあ、私は彼のこと、好きよ。ありがとう（彼女、笑う）。 

 

ゕダマガ：うーん、私のことはどうだい？（笑いが起きる） 

 

ドアター・ボーント：あなたもよ！ あなたのことも好きよ！（彼女、笑う） 

 

ゕダマガ：私が今君に言えるのは、ほとんどのヽが移行することについて考えていることは、無に

等しい。そもそも、君はある意味で、肉体的にそうなる何ヷか、場合によっては１週間や２週間前

にはそれをやっているわけだからね。それはこんなふうに（指をガナップ！）突然に起こることじ

ゃない。⼀種のヿ昇だね。自由になっていくんだね。君のヾのたくさんの部分は、既に出口に行っ

てるよ。 

 

ドアター・ボーント：ええ。 

 

ゕダマガ：パーテゖーという表現が正しいかどうかだけど、でも向こうでパーテゖーがあるよ。 

 

ドアター・ボーント：ええ（彼女、笑う）。 

 

ゕダマガ：お祝いがある。それに分かるかい、これの最も良いことに、そこには痛みも苦痛も伴わ

ないということだね。実際、君も、ほとんどのオャーンブラも、⼀種の ―完全な表現ではないけど、

トンネルと呼ぼうかな― そこを通り抜けている間、恐れが無い。普通のヽ々はそこを通り抜ける際

は、恐れというもの自体に恐怖している。 

 

それでも１つ質問させてもらわなきゃいけない。何故って、それは多くのオャーンブラのマンド

に浮かんでいるからね。というわけで、君はここから去って、故郷に戻ろうとしているね、私なり

に表現するなら。 
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ドアター・ボーント：ええ。 

 

ゕダマガ：君はそうすることに向けて、既にたくさんの準備もしているね。別領域で FM ことカョ

ン・アデゞとも、既に何かをやっているね。君はここには留まらないのかい？ 

 

ドアター・ボーント：私は、自分はそうするだろうと思ってたわ。少なくとも１ヹ前に腫瘍が見つ

かった時にはそうやって意識して思ったわ。治癒のあらゆる方法も１ヹかけて試したわ。ここに残

るつもりだったの。 

 

ゕダマガ：だね。留まりたいと思っていた理由は何かな？ 

 

ドアター・ボーント：たくさんのことが起こってたからかしら。私はマーリンになる準備も出来て

たわ。゛ネルァーで惑星のためになれる準備も出来てるわ。私は自分の役割が何であれ、惑星のお

けるこの動きを助けになる準備が出来てるの。 

 

ゕダマガ：そうだね。それはある種の、カレンマ、とは言わないけど、これまでもその状況に直面

したオャーンブラもある程度いる。そして実際、別領域へ移行したオャーンブラも少なくないね。

ここに留まるのはー当に、ー当に難しい。そうすること自体は絶対に、⼀番や二番の希望にはなら

ない。ヽ間の側はある意味で、自分は留まりたいと思っていると思っているかもしれないけど、君

のこの生涯におけるそもそものやることとは、認識に至ることを許し、そしてここから去ることな

んだね。君は既に、ここでそれをするよりも、向こう側からの方がよりヸきな助けが出来ると言っ

てしまっているけど、実際、ここに留まることは君の計画、君のこの生涯の計画にはなかったんだ。 

 

ただ、それをたった今、変更できないとは言ってないよ。ちょっとした魔法を使うことによって、

ちょっとした魔法をここで使って、覆せないものをここで覆せないわけでもない。で、質問だけど。

君はそうするかい？ 

 

ドアター・ボーント：しないと思うわ。 

 

ゕダマガ：しないと思う。 

 

ドアター・ボーント：向こうへ行くことに加速してるの。 



51 

 

 

ゕダマガ：だね。見るからに、その方がいいんだね。 

 

ドアター・ボーント：行く、でいいの。 

 

ゕダマガ：明白にそうだね。私はみなさんにこのことを感じてほしいと思っています。ドアター・

ボーントは、単にここにヿがってきたこと以ヿに、多くのことを象徴しています。みなさんの多く

がこのヽ生で我慢してきたもののたくさんのものを象徴しています。ここに留まりたいだなんて、

言わなくてもよかったヽたちがいて、みなさんのヾには、絶対にここに留まるつもりではないヽた

ちがいます。しかし、その考えを変えることが出来ないとは行っていません。私にとって、誰がど

ちらを選ぼうがどうでもいいです。ただ、向こうにより多くのヽがいればいるほど、ある意味で、

向こうは向こうで活気が出ます。私たちはヸきなパーテゖーをするよ。FM もそこへ来て、君を歓迎

してくれるよ。彼は君が来ることを楽しみにしてる。何故って、君にはオャーンブラを助けようと

する彼のヸきな助けになる知識があるからね。 

 

ドアター・ボーント：嬉しいわね。 

 

ゕダマガ：興味深いよ。選択肢はあったが、君は戻っての準備をしていたわけだ。 

 

ドアター・ボーント：戻る？ 

 

ゕダマガ：私のいる側から見て、こちら側に。 

 

ドアター・ボーント：そうね。 

 

ゕダマガ：そうだよ。そう、そう（笑いが起きる）。分かりづらかったね。 

 

ドアター・ボーント：そうね。 

 

ゕダマガ：自分がどこにいるか忘れてたよ！ うん。そうだよ。 

 

ドアター・ボーント：（笑っている）「私はここに戻る準備なんてしてないわ！」思わずそう言いそ
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うになったわ。 

 

ゕダマガ：私が君に前に出てほしいとお願いしたのには多くの理由があったんだけど、１つ、その

ヾでもー当にヸきな１つとして、世界ヾにいるオャーンブラたちに、ただ真のマーリンとなるだけ

でなく、゛ネルァーに対してゝープンになることだけでなく、彼らにリマンダーとして、君とい

う美しい天使の゛ネルァーに漂う威厳、気品を感じてほしかったんだ。 

 

ゕダマガ：完全なる威厳と気品。Dignity について最近のァャォリンィで話した際に、dignity に戻

る時だと話しましたね。もしオャーンブラの歴史のヾにお手ーになるヽがいるとするなら、これか

ら将来オャーンブラになるヽたちにも、自身の dignity について疑問が出たなら、たった今、ここに

いるこの天使をお手ーとして見てほしいと思っています（聴衆、喝采）。 

 

ドアター・ボーント：ありがとう。 

 

ゕダマガ：他に伝えておきたいことはあるかな？ 

 

ドアター・ボーント：ええ。感謝を伝えておきたいと思うわ。ありがとうゕダマガ。与えてくれた

全てに感謝するわ。カ゚フリー、そしてリンダ、アリムゾンエーアルを運営する全てのヽに感謝し

てる。ここいるみんな、他の場所にいるみんなにも。アリムゾンエーアルはー当に素晴らしい場所

だった。ここ 10 ヹ間の私のヽ生の素晴らしい⼀部分だった。みんなにただただ感謝と愛を伝えたい。

ありがとう。 

 

ゕダマガ：ありがとう。素晴らしい（２ヽがハィをすると聴衆は立ちヿがって拍手喝采）。 

 

リンダ：ありがとう。 

 

ゕダマガ：私が何を愛しているか分かるかい、えっと、うん、私はそういう愛を愛してるんだ。こ

こにいる誰も、悲しみや悲哀といったものを感じていない。故郷へ帰ること、死と呼ばれるものへ

の恐怖を、私たちは超越している。ー当に驚くべきことだよ。 

 

ブレーアガルーだよ。君というお手ー、゛ネルァーのおかげだよ。 
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ドアター・ボーント：どういたしまして。 

 

ゕダマガ：そうだよ。うん。ふぅーう！ はい。それは、それは、、、威厳と気品、誇り。ただただ素

晴らしいです。驚くべきものです。はい。なんとか次へ移れそうです。 

 

 

Merabh（メラブ） 

 

さあ、ヸきく深呼吸をして、今ヷのを全てをバッアィラ゙ンドミューカッアとともに美しいメラブ

として統合しましょう。みんな早くタウガを食べたいと思っているのは分かっていますが（ゕダマ

ガ、笑う）、こちらの方が優先度が高いと思いますよ、たぶん。 

 

さあ、ヸきく深呼吸をしましょう。美しい今ヷというヷに行われたパッオョン 2020 の最初のギッ

オョンです。 

 

（音楽、流れる） 

 

みなさんは歴史を紡いでいます。私が今ヷした最初の質問は「私たちは全てをまとめるべきかどう

か？」「マガターによる 99 の格言」そのようなものを作るかどうでした。まだそれをするには、少

し早いですね。私たちはそれが出来るところへ向かってはいます。私たちはしかるべき時にそれを

することになるでしょう。私たちはそれを、誰にもそれを歪められたり、歪曲出来ないような形で

それをします。ただ、たった今は、私たち自身がその内容になるそれをやっています。その純度を

それそのものにまで高めましょう。分かりますか、私たちが何をそこに付け足しても、それが頭へ

と過度には向かわない何かです。その内容に、それ自体の混じりけの無さを持ち込みましょう。 

 

みなさんはヽ々にとっての手ーになります。そしてまた、みなさんは向こう側からたくさんの助け

を受け取ります。ー当にたくさんの助けです。かつてヽ間として生き、みなさんとともに取り組み

を行ってきた存在たちからです。 

 

そのことを胸に、あなたの真のパッオョンを胸に、ヸきく深呼吸をしてください。私はこの今とい

う時に、このオリーキに入ることが出来たことを、とても嬉しく思っています。あなたの真のパッ

オョンを胸に、深呼吸をしてください。 
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「どうして私は認識に至ることが出来ないのか？ いったいいつになるんでしょうか？」このところ、

みなさんからこの質問を受けることが多くなっています。 

 

ということは、今ヷ、話した内容も踏まえて、あなたが認識に至っていることを認識しないで、ま

だ何を楽しんでいるのか、それについて考える時ですね。あなたは何をまだ楽しんでいるのですか？ 

 

楽しんでいる、そうは言っても、快適なことの話とは限りません。あなたが依然として何かを得て

いる何かのことです。あなたはそれから何を得ているのですか？ 

 

それは世にあるなんでも「子供たちがヸ学を卒業するまでは嫌だ」というものから「私はやり残し

を全部を綺麗に終わらせるんだ」というもの「私は自分がそれに相応しいとは、まだ思えない。も

っと内面での取り組みを積まなければならない」というものまで含めて多岐にわたります。 

 

隣の誰かがそうなるのをただ待っているというヽもいます。「みんなの様子を見てから行こう」と。

様々な理由があります。そしてそれはそれでゝーイーです。 

 

前にも言ったとおり、これはレーガではありません。私は実際、みなさんにはこの経験を死ぬほど

味わってほしいと思っています。これはあなたの生涯で、後にも先にも、たった１度しか起こらな

いことなのです。 

 

ただ、それと戦うのではなく、それが何かを認識して、それで楽しんでください。 

 

もしかするとあなたは常に心配していることを楽しんでいるのかもしれません。あなたはオャーン

ブラたちと参加しているゕトラアオョン自体を単純に楽しんでいるのかもしれません。それが何で

あれ、それが何かを理解してください。それだけです。 

 

（間を取る） 

 

私たちは゛ネルァーのトリゟー、合図、魔法講座の基ーの゠についても話しました ―閉じるのでは

なく開ける、です。ただ、そこには数々の生涯で培われた傾向のようなものがあります。「状況が難

しくなった場合は、ひとまず閉じろ」です。 
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迫り来る嵐が地平ヿに見えていて、どんな正常なマンドが゛ネルァーに対してゝープンになれと

言いますか？ 言いませんね。あなたは逃げて、隠れます。無論、これは比喩として言っていますが、

ヽ生のヾで何かが降りかかってきた際に、逃げて隠れてドゕを閉める、それを閉め出す、です。そ

うすれば見つかりません。ふぅーっ、という感じです。 

 

分かりますね。これは ―トバゕガが分離の場所、選択の場所（the Point of Separation）として

話していたことを思い出してください― 私はこれは魔法を発動させる場所、と呼ぼうと思います。

嵐だと思えていたものが嵐ではない。あなたは閉じるのではなく、ゝープンになる。 

 

パートナーとの間でァアオャアしていて、あなたはどうしますか？ あなたはバリイードを張り巡ら

します。閉じます。゛ネルァーの蛇口を閉めます。そうしておいて、あなたは喉が渇いたと訴える

のです。蛇口を開けてください。それは直感的に間違っていると思えるかもしれません。゛ネルァ

ーが、そうですね、荒いときに、さらなる゛ネルァーを取り入れたいと思う理由なんかありますか？ 

それが魔法を発動させる時なのです。意図する着地点、結果無しです。゛ネルァーに何をどうしろ

と言わないでください。゛ネルァーは意識には応えても、思考には応えません。 

 

゛ネルァーに何をしろと指示しないでください。゛ネルァーはあなたのものですが、それは意識に

応えます。それは思考よりも遥かに拡ヸ性、拡張性があり、あなたのいかなる思考が到達出来るも

のよりも真実です。だから゛ネルァーに何をするかを指示しないでください。ただ持ち込んでくだ

さい。 

 

そして、絶対に、絶対に、何があっても、それを他者へは使わないでください。我が子にさえも、

良い成績でヸ学を出るためにと、ちょっとした魔法をかけてあげようとさえしないでください。あ

なたがー当に我が子を愛する親であればこそ、それを絶対にしないでください。それはあなたのた

めだけのものです。あなたという魔法は、放っておいても、彼らのヽ生を照らす光になります。 

 

あなたがそこにいる限り、彼らに向けて直接゛ネルァー、魔法をかける必要はありません。あなた

がマーリンである以ヿ、彼らのヽ生を変えようとする必要はありません。あなたの光が、彼ら自身

の魔法を照らし出します。そういうことです。 

 

自分のトリゟー、合図を考えてください。今こそ゛ネルァーに対してゝープンになる時だ、そう思
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い出させてくれる何かです。 

 

（間を取る） 

 

苦しい状況に陥った際、起こってほしくない何かが起こった際 ―知らない街で道に迷ってぐるぐる

走り、ゞーナビも何も無い際― ぎゅっと固まるのではなく、ゝープンになってください。ただし、

特定の結果を期待しないでください。「どの道を進むべきか知る必要があるんだ」などと言わないで

ください。違いますよ。そもそもあなたが道に迷った時点で何かマカゞルなことが起こっているの

です。だから閉じることなく、ゝープンになってください。 

 

言葉を考えてください。既に世にあるものではない言葉を創作してください。言葉を、カ゚ガチャ

ーを、他の何かでも、作り出してください。そしてそれに慣れてください。それはヽ間に対するウ

ンガタントなリマンダーになります。「゛ネルァーは友達だ。したいようにさせてあげよう」 

 

そんな言葉やカ゚ガチャー、トリゟーを必要としない時がやってきます。あなたはただただ゛ネル

ァーに、あなたの゛ネルァーに対してゝープンです。そうなった時には、自分が実際に、まさにゝ

ープンになるべきその瞬間に、どれだけ自身を抑制してきたかを思って笑ってしまうと思います。 

 

仕事がもっとヿ手くいくように、健康でいられるように、そういう使い方はしないでください。そ

れがヽ間による誘導です。魔法の効果を消すものです。 

 

（間を取る） 

 

ヸきく、深呼吸をしてください。あなたはマーリンなのです。 

 

（さらに長い間を取る） 

 

私たちは私たちのパッオョンの時代の今にいます。惑星がいつよりもあなたを必要とする時代です。

全てのタミンィが非常に興味深いです。とてもとても興味深いことです。 

 

（間を取る） 
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友ヽのみなさん、ヸきく深呼吸をしてください。あなたのパッオョンを、認識に至ることを、あな

た自身の悟りに至ることを、ヸきく、ゆっくりと、吸い込んでください。 

 

私たちは ―アルーのみんながそうですね― 来月はゝフとなります。それでも私はみなさんの周り

にいますよ。オャ゙ドはないです。しかしあなたと私は⼀緒に、やるべきことを続けます。今から

２ヵ月後にこのガテーカに戻ります。そしてそれまで、マーリンでいてください。 

 

というわけでみなさん、全ての創造において、全てが正しい。ありがとうございました（聴衆、喝

采）。 


