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PART1 3次元の世界 

  

それではこれから宇宙の次元の階層図について説明を行います。 

この話はササニ文明のサファイアさんと高次元存在ラナさんの意思を受けて行われています。 

  

まず「次元」という言葉ですが、これは人によって異なる意味があるかと思います。 

それはその世界をはかる物差しがそれぞれの人によって異なるからです。 

つまり３次元の世界であれば３つのものさしを使います。 

第 1 章 多次元宇宙の説明 
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点から線へ線から面へ、面から空間へという風に物質が存在できる基盤というものをそこに表して

いるわけです。 

また、次元というものはその次元が存在しているスタイルや目的によっても分けられます。 

同じ３次元であっても形が無い３次元というものもまた存在しています。 

その次元がなぜ、そしてどのようにして存在しているのか、その次元で生命がいるのか、いないの

か、あるいはその生命はどのような目的のために生きているのか、などによっていくつもの異なる

次元が作られていると言っても過言ではないと思います。 

  

この宇宙には地球が持つ３次元の世界だけが存在するのではありません。 

数え切れないほどの形を持った次元が存在しています。 

これからアセンションしていく人達は、今まで生きてきた地球の３次元の世界から少しばかり異な

る次元へと入っていく事になります。 

  

皆さんが今まで生活していた３次元の特徴は、人間によって感知できる世界です。 

皆さんの目はいろんなものを見ています。 

同じ人間であったり、動物であったり、あるいはパソコンや調理用具、様々な生活用品をみて、様々

な形と色をそこに認識します。 

そしてその認識によって、皆さんはそれらの物が存在していると考えているのです。 

  

また皆さんの耳は音楽を聴いたり、人の言葉を聞いたり、鳥のさえずりを聞いたりします。 

皆さんの耳によって感知できる世界もそこに存在します。 

みなさんの鼻はさまざまな匂いを嗅ぎます。 

美しい花の香りやおいしい料理の香りなどを嗅ぎ分けます。 

これは皆さんの鼻によって感知された世界ですからそれも存在します。 

また皆さんの舌はいろんな味を味わいます。 

あまいケーキの味や少し苦い飲み物の味を感知しますので、それもまた存在します。 

  

またあなたの思考はさまざま事を考えます。 

自分の生活や家族の事、仕事の事、趣味の事、あるいは遠く離れた友人や旅行の事などを考えます。 

そのために、今、目に見えなくても、耳に聞こえなくても、臭いを嗅ぐことができなくても、その

ような世界が存在することになるわけです。 

  

つまり３次元の世界というのは、皆さんが通常感じている感覚によって出来上がってきた世界とい

うふうに考えられても良いのではないでしょうか。 

皆さんが見ること、聞くこと、味わうこと、匂いを嗅ぐこと、そして思考すること、たとえそれが、

実態があるにしろ、ないにしろそこに存在しているわけです。 

それが地球における３次元の世界です。 

  

私達から見ると本当は存在していないと思われるものもその中にあります。 

特に皆さんが思考で作り出したものは、皆さんの思考によって形を与えられただけです。 

ただそのことによって皆さんは多くの学びを得ることになります。 
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皆さんが作り出した思考や皆さんが作り出した現実を体験することによって、皆さんは様々なこと

に気づき成長していきます。 

ですから、この３次元の世界は皆さんが多くのことを学び成長するために、皆さん自身が作り出し

た世界と言っても良いでしょう。 

  

ただ皆さんが、３次元が全てだと考えると、皆さんが感知できるもの以外は存在しないのだと思う

ようになります。 

そうなってしまうと、皆さんはこの物理世界の枠の中にとどまり、その枠の外に出られなくなりま

す。 

地球以外の多くの星ではこの３次元の世界を経験した後に、皆さんは意識進化を行い３次元から４

次元の世界へと移行していきます。 

  

本来地球人というのは素晴らしい遺伝子を持っており、未来において素晴らしいスター・ピープル

へと育っていく可能性も持っています。 

そのために、地球人の中にも、3次元の世界から更に宇宙の事を学び 4次元の世界に入っていこう

とする人達もいます。 

皆さんが 4次元の世界に移行すると、アセンションが起こり、皆さんが今まで感知できなかった世

界を感知し、その世界の存在たちと交流していく事になります。 

4次元世界へ移行する事を望んでいる人達にたいして、３次元から４次元への移行がスムーズに行

えるように、私達はサポートしているのです。 
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PART2 4次元の世界 

  

４次元というのは、今まで地球人が使ってこなかった感覚によって、見えないものを感知する世界

となります。 

皆さんの中には瞑想やちょっとしたきっかけで目に見えない存在が見えてきたり、目に見えない存

在から送られてくる言葉を聞いたりするような人達もたくさんいます。 

これから皆さんがいく 4次元の世界ではそのことが非常に大切になってきます。 

私達のように、皆さんの目には見えない存在、言葉が聞こえない存在達というものもたくさん存在

していますので、その様な存在達に気付くことから 4 次元の世界が始まります。 

  

皆さんは今まで現実的に感知していた世界と目に見えないけれど存在する世界の両方を、これから

感じるようになります。 

そして皆さんがこの世界に慣れてくると、私達のことをもっと感じ、声を聞き、その姿を見ること

ができるようになるでしょう。 

今はまだ夢の中や Ellieさんのように特殊な人達を通してメッセージを伝えていますが、これから

４次元の世界に行く人達は、第６感が活性化したり、目に見えないものを見たり、聞こえないもの

を聞くようになる能力が目覚めてきますので、多くの人達が普通に私達と話をし、見えるようにな

るのです。 

  

それがある意味ファースト・コンタクトと呼ばれるものです。 

私達は常に皆さんの周りに存在しています。 

そのことを皆さんが感じ、信じるようになると、私達と交流することが出来るようになるのです。 

  

この４次元の世界には、私達以外にも自然界の精霊や妖精と呼ばれるものも存在しています。 

これらの存在は自然界のエネルギーや動物、植物のエネルギーが意識を持った存在と言ってもいい

かもしれません。 

妖精や精霊はこの自然界のエネルギーそのものでもありますし、花や動物そして樹木のエネルギー

的存在でもあります。 

皆様は、そのエネルギーを形としてみた時に精霊や妖精という形で見えるのです。 

  

また天使というのもそうです。 

天使というのは宇宙の意思ということにもなります。 

つまり宇宙というのは皆さんを生み出すだけではなく、皆さんが成長し、愛のある人生を送ってい

ただけることを望んでいます。 

そして皆さんが成長して自分のスピリットが求める道を歩み、やがて宇宙の源に戻ってくるという

ことを願っているのです。 

そのために皆さんが道を迷うことなく、しっかりと成長していけることをサポートするために天使

という存在がいるのです。 

  

またこの４次元には、皆さんの魂やスピリットに関わっているガイドやハイヤーセルフという存在

もいます。 
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TAKESHI さんが「心の扉を開く瞑想」で皆さんの心の深いところに入って、天使やガイドと出会う

瞑想を行っていますが、そのような瞑想をとおして出会う存在やガイドは、あなたのハイヤーセル

フである場合もあります。 

  

また皆さん自身や皆さんの魂、スピリットが属しているグループを見守る存在もあります。 

これが守護者と呼ばれている存在です。 

守護者は多くの人達を見守っています。 

そして守護者はその世界で責任を持って役割を担い、仕事をする人達を導くことになります。 
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PART3 5次元、6 次元の世界 

  

そして皆さんが更に進んでいくと 5次元や６次元という世界に入っていきます。 

この5次元6次元という世界が４次元とどのように違うのかというと皆さんが感知できる世界がさ

らに広がります。 

この世界にくると皆さんと関わりの深い先祖達の魂やスピリットも見えてくる場合があります。 

肉体を失って魂やスピリットの状態となった者の多くは 5次元の世界に入ります。 

5次元の世界は、もうすでに肉体を失って意識だけになった存在達の世界です。 

この世界に入るものは、今まで生きていた現実世界への未練や思いが無くなり、これから新たな旅

を始める者達です。 

彼らは、再び肉体をもって地上で生きることを選択した場合には、再び地上に生まれていきます。 

また、霊的な存在として成長したい者は、5 次元の世界に残りますし、他の世界に行きたい者は、

自分が望む世界に行くようです。 

ただし、今まで生きてきた世界や家族に対して未練を残している者は、３次元と 4次元の間の世界

に存在するようになります。 

  

皆さんが 5次元や 6次元で会える霊的存在の中には、スター・ピープルとして働いている者達もた

くさんいるようです。 

６次元の高い意識にある者の中には、マスターとして地上に生きる人達を指導するために物理的な

世界に生きる人達と関わる場合もあります。 

もちろん、物理的な世界は地球だけではありませんので、彼らは宇宙の様々な星や世界で活躍する

ことになります。 

更に、ササニ文明や地球のアセンションに関わっているスター・ピープルは 6次元よりもさらに高

い波長の世界にいる者達もたくさんいます。 

  

これらの次元の性質の違いについて、水の性質を使って説明しましょう。 

通常よりも温度が低く、零度よりも温度が下がると水は氷になります。 

氷になると、氷は固形物ですから皆さんにとってはよく見えるし体感できる形になります。 

この状態を 3次元の世界と考えられてください。 

これが、温度が高くなると通常の水になります。 

水は、透明でさらさらしています。 

ちょっと見た目では、水というものは見えないかもしれません。 

しかし、皆さんは、水が存在している事、水を飲むことによって皆さんの生命の維持ができるとい

うことを知っています。 

これはある意味 4 次元の世界と言ってもよいでしょう。 

  

また温度がさらに高くなると湯気という形になります。 

湯気は煙のような状態ですので、皆さんはかろうじて認知できます。 

しかし湯気は固形物ではなくなりますので、それを掴むことや簡単な方法で保存することはできな

くなりますが、暖かさは感じることが出来ますので、その存在も理解できます。 

これを 5次元から 6次元と考えてください。 
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 そして水はさらに温度が高くなると蒸発してしまい、皆さんの目には見えなくなります。 

しかし水の分子はこの空気中に存在しています。 

皆さんからは見えませんが、確かに存在し部屋の湿度を高めるという働きをするのです。 

この状態を 6次元以上の世界と考えてください。 

  

氷として見える世界が３次元、そして水として流れ働きをもつ世界が４次元、さらに目には見えな

くなりますが湯気として存在している状態が 5から６次元、そして目に見えなくなりますが働きと

してある次元が 6 次元以上というふうに考えられてもよろしいのではないでしょうか。 

  

第 1アセンションを終えたばかりのスター・ピープル達は皆さんと同じように肉体をもっています

ので４次元に存在しています。 

そして、皆さんと同じように個別の意識を持ち個別の感情を持っています。 

それらの種族達は、非常に皆さんと近い存在ですから、物理世界で関わることが出来る波長域にい

ますので、そのような存在と皆さんはファースト・コンタクトを行うことが可能になります。 

  

地球ともう一つの星の人達は、最初は非物質的な形でコンタクトを始めます。 

夢や瞑想状態で会ったり、メッセージを伝え合うなどというような形でコンタクトが始まり、ある

程度お互いのことが認識できた後に、物質世界で出会うことになります。 

これは４次元の世界で最初に行います。 

また 5 次元、6次元の世界においても形は異なりますが、多くの種族とのファースト・コンタクト

は行われます。 

  

皆さんの波長がさらに精妙になってくると、皆さんが感知できる世界や次元や波長も変わってきま

す。 

私達は常にどの世界にも存在しているのですが、皆さんがその波長の世界にいないために、私達を

感じることや見ることができないだけなのです。 

皆さんの波長が変わってくるに伴い、皆さんよりも高次の世界にいる存在たちが見えてきます。 

  

そして皆さんの波長がさらに高まってくると第２アセンションや第３アセンションを迎えた種族

やスター・ピープルたちと出会うことになります。 

彼らは 5次元 6次元の世界にいます。 

5次元の世界になってくるとスター・ピープル達も肉体を持つことが非常に難しくなってきますの

で、半物質的な肉体という形で肉体を持つことになります。 

私達ササニ文明の者達も 6次元から７次元の世界に存在しているのですが、皆さんと同じような肉

体はもうすでに持っていません。 

  

それは皆さんを構成している肉体とは分子構造が違う体です。 

半物質的な肉体は、皆さんにとっては、湯気やかげろうのように見えるかもしれません。 

もしくはホログラムのように見えるかもしれません。 

そして 6次元の世界に入ってくると今度は非物質界の存在になるための準備をしていくことにな

りますので、物質としての肉体はどんどん希薄になってきます。 
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PART４ 7 次元から 10次元 

  

そしてさらにアセンションを進めていくと 7次元から 10次元の世界へと入っていきます。 

7次元の世界に入るともう肉体を持って存在することができなくなります。 

またその世界にも物質というものが完全に無くなります。 

まるで水が湯気となり蒸発して分子として存在しているように、物質として存在するための絆とい

うものが失われ、物質を構成していた分子がバラバラになってこの宇宙の中に存在することになり

ます。 

  

ではそこに何があるのかと言うとエネルギーと意思が残ります。 

私達のエネルギーは、もう物質というものの中に閉じ込めることができなくなりますので、私達は

肉体を持たないエネルギー体として存在します。 

エネルギー体は意思を持ちますが、完全に肉体を失ってしまったエネルギーというのはすべてが共

有されますので、その次元にいる同じ種族の者達は共通の意識というものを持ちます。 

  

つまり１つの意識の中で少しばかりの個性をもって生きると言った方が良いかもしれません。 

私達ササニ文明はまさにそのような文明です。 

私達は共に協力し合いながら、この宇宙に生きる多くの種族が愛のもとに成長するようにサポート

しているのです。 

  

皆さんが私達の姿を完全に見たり、私達と触れ合うためには、皆さん自身も非物質的な体になる必

要があるかもしれません。 

皆さんが 6次元もしくは5次元の位置にくると私達の意思や私達のエネルギーをもっとリアルに感

じることはできるかもしれませんが、私達と同じような次元に入ることによって私達ともっと深く

交流することができるようになります。 

  

もちろん、その時になると、皆さん自身が非常に高い意識やエネルギー体になっていますので、私

達が皆さんに何かを教えるということはなくなり、友人関係になります。 

皆さんは、皆さん達の一つに統合された意識によって動くことになります。 

また統合された意識というものは、宇宙意識というものに変わっていきます。 

  

７次元以降になると宇宙の愛をしっかりと理解して生きるようになります。 

また、宇宙の意識に目覚めて宇宙の存在達に対する愛を持って生きるようになりますので、そこに

は上下の差というものはありません。 

  

何が違うかと言うと、そのエネルギーと意思、生きる目的によって次元が変わります。 

つまり私達、ササニ文明のように、まだ物質世界の者達に関わっていきたい、このようにメッセー

ジを送ったり、人々のサポートをしていきたいという場合には 7次元や 6次元にとどまることもあ

ります。 

これ以上高い次元に行きますと、もう完全に皆さんと波長が合わなくなりますので、皆さんの体を

通して話をするということは大変難しくなります。 



宇宙意識に目覚めるためのワーク  宇宙の光 10 

 

  

ラナさんが 1３次元にいたとしても Ellieさんとお話ができるというのは、Ellie さんがラナさん

と深い関係を持っているからこそできることなのです。 

さらに言うならば、ラナさんのスピリットの１部が Ellie さんとして、この地球に降りていると言

ってもいいかもしれません。 

その様な場合を除いて、普通の人達が 8次元以上の高次元の存在と話をすることは基本的にはでき

ないのです。 

  

そしてこの７次元から１０次元の世界というのは、もうすでに肉体を持っていないエネルギー体と

してのスター・ピープルたちが存在しています。 

彼らの目的はこの宇宙とともに成長することです。 

それは 14次元、15次元に存在している「宇宙の根源の愛」に向かって生きていく事、といっても

いいかもしれません。 

  

私達の最終的な目的はこの「宇宙の根源の愛」とひとつになっていくことです。 

もちろん私達がその生命を終わった時にはこの宇宙の根源の愛と１つになります。 

ただ私達が生命を持って「宇宙の根源の愛」と１つになるということは本当に素晴らしいことです。 

そしてその世界から、私達はこの宇宙の１部として存在することになるのです。 
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PART5 11 次元から 13次元 

  

さて 11 次元 12次元 1３次元になると、本当に波長が高くなります。 

もうここまで来ると３次元や４次元５次元に存在している人達は、その世界とは関わることができ

なくなります。 

  

しかしながら、その世界からは皆さんのことは見えています。 

確かに３次元の物理世界はもう見えなくなりますが、エネルギーとして存在している世界、あるい

は４次元５次元 6 次元のエネルギーの状態に関しては見ることができます。 

ですから、ラナさんのようにその世界から皆さんの事を指導するということは決して不可能なこと

ではありません。 

  

しかしながら、その世界にいる存在達はもうとても大きなエネルギーを持っています。 

この地球という惑星と同じぐらいのエネルギーを持っている存在もあるようです。 

そのためにそのような存在達は頻繁にこの地球に関わることができません。 

つまり、それだけ大きなエネルギーが入ってくるとこの地球自体がエネルギーバランスを壊してし

まうことになるからです。 

  

通常、３次元４次元の世界には高次元の存在が入ることはできませんので、Ellie さんがラナさん

のチャネリングを行うときは、ラナさんもかなりエネルギーを抑えています。 

そして地球のエネルギーバランスが壊れないように、大きなシールドを作り、エネルギーのバラン

スの調整を常に行いながら皆さんと関わっているのです。 

私達、６次元から７次元にいるササニ文明の者達や高次のヤイエル文明の者達もそうです。 

私達も物理世界に関わると、ラナさんほどではないにしても、物理世界のエネルギーに大きな影響

を与えてしまうので、頻繁に物理世界に入ることはできません。 

  

さて 11 次元には、皆さんが考えている「グレート・セントラルサン」があります。 

この「グレート・セントラルサン」は、私達にとっては、非物質的なエネルギーが物質的な世界を

形成していくために必要な場所という意味かもしれません。 

つまり高次元のエネルギーである「宇宙の根源の愛」というのは完全な非物質的なエネルギーです。 

  

高次の世界に存在している非物質的なエネルギーが、宇宙という物質的な世界を作るためには、エ

ネルギーをより物質的な状態に変換していかなければなりません。 

ある意味、空気中に漂っている水の分子が水蒸気や湯気となり、そして水となり氷となるようなプ

ロセスをエネルギーレベルで行って行かなければなりません。 

3次元、4次元の世界にある固形物質が波動を高めていって、物質的な形態を脱ぎ捨ててエネルギ

ー体となることと反対のプロセスが起こることになります。 

  

非物質的なエネルギーの中に物質的な要素を持たせること、あるいはエネルギーの波長を下げて物

質的なエネルギーへと少しずつ変換していくきっかけを与える作業というものがこの「グレート・

セントラルサン」で行われているのだと、私達は考えています。 
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そして 11次元から 1３次元には、高次のエネルギー体の意思、つまりラナさんのような存在がた

くさん存在しています。 

この世界に存在している者たちは、もはや物質的な意味での形などは持ちません。 

ただ、存在している意思というものがあり、他の意思とも深く繋がってワンネスの世界を作り上げ

ているのです。 
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PART6 宇宙の根源の愛 

  

そして、さらにそれを超えると私達が「宇宙の根源の愛」と考えているような世界に入っていきま

す。 

この「宇宙の根源の愛」は、宇宙の生命を生み出してきた源と考えてもいいかもしれません。 

愛によってすべてが生み出されます。 

愛によってすべてが育まれ成長していくのです。 

  

愛によって生み出されたものは、愛を得ようとして育っていきます。 

ですから、皆さんのような人間も、赤ちゃんとして愛によって生み出されています。 

そのために、その赤ちゃんが成長過程で十分な愛を得ることができなければ、その赤ちゃんの性格

は偏ったものになってしまいます。 

また赤ちゃんだけではなく、皆さん人間一人一人もそうです。 

皆さんが大人になったとしても、皆さんの中に愛というエネルギーが供給されなければ、皆さんの

生育に問題が起きたり、孤独な人生を送ることになってしまいます。 

ですから、人間は本能的に愛というものを求めているのです。 

愛がないと自分が十分に生きていくことができないと考えているからです。 

それは、自分が年を取ってから子供達が世話をしてくれないと困る、というような現実的な問題だ

けではなく、愛というものが自分を生かし、そして自分を成長させるために必要なものであるとい

う事を皆さんは本能的に知っているからなのです。 

  

ですから皆さんは愛を求めます。 

しかし残念なことに皆さんの物理的な意識では、その愛というのはパートナーを求める、というこ

とになってしまいます。 

これは本当の愛ではなく、物理的な制限を持った 3次元の愛ということになります。 

  

そしてその愛が、例え 3次元の愛であったとしても、その愛をしっかりと掴みたい、その愛を手放

したくない、その愛を独占したい、という風に皆さんの意識が考えますから、そこにいろんな反発

や摩擦が起こり、皆さんは愛によって傷つき、愛によって苦しめられることになるのです。 

それは皆さんが、限りあるものの中に愛を求めるからなのです。 

人間の肉体というものは限りがあります。 

その人が死んでしまったら、その存在がなくなりますから、3次元的な愛はなくなります。 

そのような有限な物に愛を求めて行くのであれば、皆さんの愛も 3次元的な限定された愛になりま

す。 

  

しかしラナさんや私達はこの「宇宙の根源の愛」を皆さんが得ていただきたいと考えています。 

この「宇宙の根源の愛」は無限です。 

いくらあなたがその愛を求めたとしても、その愛がなくなることはありません。 

あなたを裏切ることも、あなたを孤独にすることも、ましてやあなたを傷つけることもありません。 

そこにあるのは、ただ無償の愛、見返りを求めない、与えるだけの愛です。 

そして制限のない無限の愛です。 
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もしあなたがその愛に繋がったならば、あなたは物質世界で有限の愛を一生懸命求める必要もなく

なります。 

またあなたの中に、この「宇宙の根源の愛」が満たされていけば、「宇宙の根源の愛」によって多

くの愛が引き寄せられてきます。 

あなたは決して孤独を感じることなく、愛の世界で共に生きていくことができるのです。 

  

あなたの根源の愛、無限の愛というものが、あなたの中で育っていけば、あなたの魂やスピリット

も愛そのものとなっていきます。 

その愛は本当にあなただけでなく、あなたの周りの人やあなたに関わってくる全ての人達に広がっ

ていきます。 

そのような愛を持つ人達が、この 3次元や４次元の世界に増えてくると、当然この 3次元や４次元

の世界の波長もどんどん高くなっていきます。 

この３次元や４次元の世界、そしてアセンションする地球というものも、さらに愛の波長によって

軽くなり次元上昇していくのです。 

  

地球の次元が上昇していくならば、地球はさらに高い周波数の世界に入りますので、その高い周波

数の世界に存在しているスター・ピープルや高次元の存在達と皆さんが交流することができるよう

になります。 

皆さん達も周波数がさらに上がり、皆さんの地球が 6次元 7次元になってくると、私達ササニ文明

や高次のヤイエル文明の者達とも合流することができるようになってくるのです。 

  

この「宇宙の根源の愛」というのは、皆さんの世界をさらに高めるためにも必要なのです。 

ですから、ラナさんが皆さんを「宇宙の根源の愛」の世界に連れて行き、「宇宙の根源の愛」とこ

の地球をつなぐ事を、皆さんを通して行なっています。 

皆さんは、まだ意識の制限がありますので、スムーズにこの「宇宙の根源の愛」に入っていけない

かもしれません。 

しかしやがてその制限も取れて、皆さんは「宇宙の根源の愛」の世界へと入っていくことができる

ようになるでしょう。 

  

そうすると宇宙の根源の愛が、この地球の３次元４次元の世界にどんどん流れ込んでいくと地球の

波動は高まり、さらに確実なアセンションを行うことができます。 

そして今まで皆さんが会うこともできなかったようなスター・ピープル達と交流して、皆さんのア

センションする世界においても、さらに大きな進化が行われてくるのです。 

ラナさんが考えていらっしゃることは、「宇宙の根源の愛」を使って、皆さんを目覚めさせ、そし

て地球の波長を上げるということなのです。 

「宇宙の根源の愛」と深く繋がっていただきますよう心からお願いいたします。 
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PART1 地球がアセンションする理由 

 

今回はなぜ地球がアセンションを行う必要があるのか、ということについてお話ししたいと思いま

す。 

皆さんもよくご存知のように、地球は長い間、闇の力を強く受けてきました。 

そのために、地球人は争いや差別を好み、多くの人達が支配や抑圧を受けることになりました。 

闇の力が強い世界では、人々は自己中心的になり自分の利益や自分の豊かさを追求するために行動

しますので、地球では、たくさんの戦争が行われ、数え切れないほどの命が失われました。 

  

ただここで理解していただきたいのは、闇の力が強いからそれはいけないということではありませ

ん。 

光と闇は表裏一体、闇の力があるからこそ地球の人達は、多くのことを学び、成長してきたのです。 

皆さんは、この地球で生きていくことで、命の尊さや他人を愛おしむ事の大切さを、魂レベルにお

いても学んできました。 

  

しかしながら、この地球では闇の力がとても大きくなりました。 

そのために、多くの人々が苦しみ、辛い体験をして、自分自身に対する愛を失っていったのです。 

しかし、皆さんがそのような状態を体験することで、 

「自分は本来どのような存在だったのだろうか」 

「自分が持っている愛とはいったい何なんだろうか」 

と気づくための大きなきっかけが与えられました。 

  

現在、地球はそのような学びを終えて、新しい時代へ入ることを自ら選択したのです。 

星々の中では、闇の力が大きいと、その星に生きる人々が目覚め精神的に進化する機会を奪われて

しまうことも度々起こっています。 

そして、その星の人達は、自ら目覚めることを選択しなくなってしまいます。 

  

しかし、地球では多くの人達が目覚めるという選択をしました。 

もちろん地球に生きる全ての人達が目覚めるという選択をしたわけではありませんが、地球に生き

る多くの人達が目覚める選択をしたために、地球においてはアセンションを行うということが決定

されたのです。 

何度も言うように、全ての人がアセンションを行うわけではありません。 

目覚めるということを決めた人達だけがアセンションを行うのです。 

  

地球がアセンションを行うことによって多くの影響が天の川銀河や私達の宇宙に与えられます。 

第 2 章 地球がアセンションする理由 アセンション後の世界 
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例えば地球が闇から光に大きく転換する時、もしくは光の地球が生まれる時、そしてそこで皆さん

が生き始める時、この地球からは大きな光とエネルギーが放たれます。 

  

地球は他の星々や他の次元に対していくつものゲートを持っていることは、みなさんもご存知だと

思います。 

地球という惑星は、単に地球だけが個別に存在しているのではなく、他の星々、例えばシリウスや

アンドロメダ、アルクトゥールス、ベガ、はくちょう座の星々、おおいぬ座の星々、そして大熊座

の星々、そのような天の川銀河の中のいくつもの星々と深くつながっています。 

それはエネルギーだけでつながっているのではなく、古い時代にそのような星の人々との交流があ

りましたし、これからも再び起こってきますので、地球に繋がっている星々に生きる種族の者達は、

地球がアセンションするのか、あるいはこのまま深い闇の世界に閉じ込められてしまうのか、とい

うことに深い関心を持っています。 

  

もし地球がアセンションして大きな光を放つのならば、その光は自分達の星にも届きます。 

その光は自分達の星々の波動上げて行くことに大きな影響力を持つのです。 

しかしながら、地球が目覚めることなく闇の世界に閉ざされるならは、彼らは地球と自分の星をつ

なぐゲートを閉じることになるでしょう。 

  

地球がアセンションすることなく終わってしまえば、地球は他の星々とのゲートを閉鎖され、孤独

な星になってしまう可能性もあります。 

それは、地球がアセンションしなければ、大きな戦争や自然災害、もしくは地球の人々にとって壊

滅的な影響を及ぼすようなことが、これから地球で起きてくる可能性があるからです。 

天の川銀河の星々はその影響を受けることを選択しないでしょう。 

そのために地球とのゲートが閉ざされることになってしまいます。 

  

地球がアセンションすることができたなら、地球の光は天の川銀河の星々だけでなくこの大きな宇

宙にも広がっていきます。 

星々の中には地球と同じように、物理世界を持った星もたくさんあります。 

その星に地球人のような英知を持った種族が生きている場合、闇の力の影響を受け、地球と同じよ

うに争いなどを行っている星もあります。 

  

それらの星々は地球と同じように闇の力によって大きな学びを行っていると言えるかもしれませ

んが、闇が多い地球から光が多い地球が生まれることは、その星にとって闇が多い世界から光が多

い世界へと移り変わっていくための大切なきっかけを得ることになるのです。 

  

そして私達は、地球に生きる人達が、闇が多い星から光が多い星へと移り変わってきた専門家とし

てこれからアセンションを迎える星の人達を助けるための仕事をしていただきたいと考えていま

す。 

例えば「小さな宇宙人アミ」に書かれているようなブラッド星人達が、小さな子供達と会ってこの

宇宙の事を教えたりスター・ピープルと出会うための基礎的な知識を与えたりしていることは、ま

さに地球がアセンションを迎えるための準備なのです。 
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ブラッド星人達も物理世界に生きていながら、第一アセンションや第 2アセンションを成し遂げて

きました。 

彼らも元々闇が多い星に住んでいました。 

そして地球と同じように多くの制限や支配の中で苦しんでいたのですが、彼らも闇の多い星から光

の多い星を生み出してアセンションして行ったのです。 

そのためにブラッド星人は地球人のことをよく理解して、地球人を現実的な世界でサポートしてい

ます。 

地球がアセンションした時には彼らとも深く交流をすることができるでしょう。 

そして、彼らと共に皆さんも闇から光の世界へアセンションする星々のサポートを行うことになる

かと思います。 

ただアミの本に書かれていたように、アセンション前の人を他の星に連れて行くことは行いません。 

それは消して望ましいことではないからです。 

  

皆さんが他の星の人々と関わる時にはいくつかの法則があります。 

皆さんは、その星の文化や考え方を尊重していかなければなりません。 

その星に英知を持つ種族が存在しているとならば、その種族の選択というものを最重要なものとし

て認めて行かなければなりません。 

地球のように、「自分は目覚めてアセンションしたい」と考える人がいれば、その人達に対してサ

ポートすることはできますが、自分はアセンションしないと考えている人達に対してサポートを行

うことは許されません。 

  

私達は、地球の人達に対しても同じ事を行っています。 

私達宇宙連合に属する者達は、他の星に関わる時には、大切なルールがあり、それを守らなければ

ならないのです。 

そのルールのために、地球ではアセンションを望む人はアセンションする世界に導かれ、アセンシ

ョンを望まない人はアセンションしない世界に残ることになります。 

全てがその星に住む人達の意思を尊重することによって行われます。 

  

ただ、私達が今このように、皆さんと深く関わっているのは、皆さんの意思というものが自分自身

でよく分かっていない人達がいるからです。 

地球人は、物理世界の習慣を長い間繰り返したり、支配者から精神的なコントロールを受けること

で、自分の考えをしっかりと持てなくなった人達が多いために、皆さんが自分の意思を取り戻すこ

とをお手伝いすることは宇宙連合のルールでも許されています。 

  

話が少しそれましたが、地球がアセンションを行うと、天の川銀河に高次元の光が広がりますので、

天の川銀河に存在する星々の波動も高まっていく、という事を皆さんも御理解ください。 

また地球がアセンションを体験することで、闇の多い地球から光の地球を生み出した皆さんは同じ

ような環境にある星の人々をサポートする立場に変わるのだということも覚えておいてくださ

い。  
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 PART2 アセンションした後の世界のビジョン 

  

 それでは次に一体アセンションとは何なのかということについてお話ししたいと思います。 

皆さんはアセンションを次元上昇という風に考えている方も多いと思います。 

次元上昇とは、三次元密度から四次元密度へ変わることです。 

このことは非常に難しい意味を持っています。 

つまり今まで皆さんは物質世界、そして時間のある世界で生きてきました。 

全てが目に見えるもの、あるいはその存在を確認できるもので構成される世界で生きてきました。 

そして人間や動植物が成長するという時間の流れの中で全ての物事を考えていたのです。 

これからアセンションが行われると、皆さんの感覚によって認知される世界にさらに目に見えない

世界が加わると皆さんは考えています。 

つまり私達のような肉体を持たないスピリチュアルな存在や精霊、フェアリー、天使達のような目

に見えない存在との交流が始まると考えている人達もいます。 

  

それは決して間違いではありませんが、そうなるためには少し時間がかかります。 

これから地球が三次元密度から四次元密度に変わるにつれて地球の波動が高まっていきます。 

そうなると地球人が本来持っている能力が少しずつ目覚めてくるのです。 

  

地球がアセンションしたからといって急に天使やフェアリー、精霊たちが皆さんの前にパッと現れ

るわけではありません。 

地球人がそのようなものを認知するための能力が開いてくるために、その様な存在が見えてくるよ

うになるのです。 

能力というのは、すぐに活用できるようになるわけではありませんので、少しずつその能力を使う

練習をしなければなりません。 

そして見えないものを見る能力というものが上手に使えるようになると、私達の姿や天使たちの姿

を見ることができるようになります。 

  

また、その様な能力を開花させるためには、そのような存在がいることを信じ、その存在のことを

学んでいかなければなりません。 

つまり皆さんの認識の中にないものは、見ることができないのです。 

スター・ピープルや天使のことをよく学び、そしてその存在を信じることによって、皆さんが私達

を認識するようになるのです。 

  

テレパシーなどもそうです。 

これから地球人はテレパシーが使えるようになります。 

テレパシーもアセンションしたからすぐに誰でもが使えるというわけではありません。 

テレパシーは心と心で会話をするということですが、それもスキルというものがあります。 

そのやり方を学び、練習することで行えるようになるのです。 

  

これも地球が四次元密度の波動に上がることによってそのスキルが現れ、そのスキルを皆さんが学

び実現できるようになるのです。 
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今までも地球でも目に見えないものを見たり、テレパシー能力が開いている人達も少数ですが存在

してきました。 

それはその人の魂やスピリットが長いこと三次元密度の中で生きていたのではなく、たまたま四次

元密度や五次元密度の世界にいた人達がこの世界に生まれてきたために起こったことなのです。 

  

また今までの地球は様々な迷いや幻想もありました。 

見えないものが見えるというような人達の中には、そのような迷いや幻想の中で真実のものと違う

ものを見ていた人達もたくさんいます。 

地球がアセンションして四次元密度に入る時には、自分の中にある幻想や迷いを作り出していた意

識あるいは感情を捨てていかなければなりません。 

  

私達が、アセンションする人達に対して、「不要な感情や不要な意識を解放してください」「感情

に振り回されないで下さい」と言っているのは、その様な幻想や意識、感情が真実ではない物を生

み出してしまうからです。 

  

これから皆さんが今まで目に見えていなかった者達を観るときに、怒りや憎しみの感情があると、

そのような感情によって生み出されたものを見てしまいます。 

本当に真実の世界に存在している精霊やフェアリー等ではなく、怒りや憎しみによって生み出され

た者達を見てしまいますので、これからアセンションする世界とは異なる世界となります。 

  

皆さんの中に怒りや憎しみの感情があると、皆さんがテレパシーを行うときに、その怒りや憎しみ

も相手に伝わってしまいます。 

四次元密度になってくると、お互いが相手をブロックし合うことがなくなり無防備になっていきま

す。 

そうなった時に特定の人が持っている怒りや憎しみが、その人に関わる人達に無条件で伝わってい

きます。 

それは決して心地よいものではありません。 

その怒りや憎しみが愛のエネルギーに昇華した人であれば、元々あった怒りや憎しみもとても素晴

らしいエネルギーへと変換されています。 

しかしながら、怒りや憎しみをそのまま持ち続けている人達のエネルギーはとても荒々しいエネル

ギーとなって他の人達へと伝わっていく可能性があります。 

  

もちろん、怒りや憎しみが強い人はアセンションする世界に入っていくことはできません。 

またアセンションする世界に入ってきたとしても、自分の中にある怒りや憎しみの感情がどんどん

表に出てきて、それを統合したり愛に変換すること無しには生きていけなくなります。 

  

アセンションする世界において皆さんの変化についてさらに述べるならば、この自然界に同調する

意識が強くなります。 

自然界の意識に同調するということは、地球に生きている多くの存在たちとエネルギー的に深く繋

がっていくということです。 

皆さんは、「アセンションするためには野菜中心の食事にしたほうがいい」「牛肉や豚肉は取らな

い方がいい」ということをよく言われます。 
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私達も皆さんに対して「牛肉や豚肉などの動物のお肉は取らない方がいい」ということがあります。 

  

それはアセンションする世界に入って、地球意識と同調すると、動物たちの意識とも皆さんは繋が

っていきます。 

その時に皆さんが動物の肉をたくさん食べていると、その動物達の苦しみや悲しみがきっと皆さん

の中にも伝わってくるでしょう。 

個々の意識を持っている動物達を皆さんが食べると、そのお肉に残された動物達の苦しみや悲しみ

が皆さんの細胞レベルで伝わっていきます。 

あなたがそのようなことを理解し始めると、自分が食べられることを望まない動物達のお肉を食べ

るということは、あなた自身にとっても苦しい体験になっていくのです。 

アセンションする人達は、動物達のお肉に残された苦しみや悲しみの波動を受けることなく毎日を

過ごして行った方が良いのは明確なことです。 

  

そのために野菜や穀物を中心とした食生活をした方が良いとも言えます。 

野菜や穀物は個々の意識を持っていません。 

また魚たちも個々の意識を持っていません。 

そのために自分が食べられることに対する恐怖や不安の感情というものを動物達ほど持ちません。 

野菜や穀物は皆さんの体の中に入ることによって、皆さんは野菜や穀物の意識と同調しますので、

野菜や穀物は皆さんの中で生きていくことができます。 

魚たちも同じです。 

野菜や穀物ほど皆さんとは同調しませんが、皆さんに対してネガティブな感情を与えることはあり

ません。 

鶏に関しても牛肉や豚肉ほど皆さんにネガティブな感情のエネルギーを与えることはありません。 

ただ本当にできることならば鶏などの動物のお肉は取らなくなった方が良いかもしれません。 

  

皆さんの中には動物の肉を取らなければ元気にならない、あるいは体が維持できないと考える人達

もいるかもしれません。 

もちろんそれもその人にとっては正しい考え方です。 

三次元世界においては、肉体を使うような活動、力を使うような活動する場合には、お肉の摂取も

必要かもしれません。 

しかし、これからアセンションしていく世界では、もっと効率的に野菜や穀物などの栄養が体内に

吸収されるのでさほど心配することはありません。 

  

今までの地球の三次元密度の中では、動物のお肉も必要であったかもしれませんが、皆さんが四次

元密度に移り変わる時に、皆さんの中で動物のお肉から得られる栄養やエネルギーというものはさ

ほど必要ではなくなります。 

反対に四次元密度の中で生きていくためには、そのような動物のお肉を摂取するのではなく、野菜

や穀物などのエネルギーを摂取することの方が皆さんの肉体にとってはきっと心地よく思われる

ことでしょう。 

どのようなものを食べるのかという事は、皆さんが存在する次元の密度の中で決定していくべきこ

となのです。 
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 PART3 新しい愛の形、社会の形 

  

皆さんがアセンションすることによって起こる変化をもう少し述べていましょう。 

三次元密度から四次元密度に変わることによって、皆さんの中の愛のエネルギーというものも大き

く形を変えていきます。 

それは今まで皆さんが持っていた愛というものは三次元密度の中では、あなたのパートナーや家族、

両親に対する愛というものが中心でした。 

そのために、皆さんは自分の家族単位で物事を考えるようになりました。 

自分の家族がどのようにしたら幸せになれるのか、自分の家族がどのようにしたら豊かになれるの

か、という事を皆さんは考えるようになってしまったのです。 

  

そのような考えが広がると、「自分の家族が豊かになるためには他の家族を犠牲にしても構わない」

と考える人達も出てきました。 

他の人達を一生懸命労働させて、自分達はその利益を得て豊かになるという社会構造ができてしま

ったのです。 

また労働している人達も、「自分の家族の為に少しでも多くの賃金を貰おう」というふうに考え、

お互いが争い合うようになってしまいました。 

四次元密度に変わると、皆さんの愛はパートナーや家族にだけ限定されるものではなくなります。 

皆さんの周りに生きている人達、皆さんと同じ社会に生きている人達、そしてこの地球に生きてい

る人達という風に皆さんの愛の対象が広がっていきます。 

  

三次元密度の中では、皆さんは自分の家族を愛していますが、最大限に広がったとしても、自分の

会社や国家に対する愛を持つことが限界でした。 

そのために、皆さんは自分達の国を作り、その国の中で豊かに暮らそうとしました。 

自分達以外の国は、自分達の国に不利益をもたらすかもしれないと考え、警戒を怠ることをしませ

んでした。 

  

これが四次元密度になると、自分の家族や国だけを守ろうという意識は無くなっていきます。 

そして、地球の人達を同じように愛したいと考えるようになります。 

そうなると国家という制限が不要になってくるのです。 

  

そして経済も誰かを働かせて自分だけが利益を得ようという考えもなくなります。 

多くの人達が同じように利益を得て、同じように豊かになる、ということを考えるようになります

ので、富の分配というものが三次元世界よりも公平になっていきます。 

そして、しばらくすると皆さんは、貨幣というものは必要ない、ということに気づく時が来ます。 

  

皆さんが自分達の家族や自分達だけが利益を得たいと考える時には貨幣というものが必要でした。 

貨幣というものが利益の象徴だからです。 

家族のために利益を得たいと考える人達は、貨幣を貯めることによって、その利益を確保すること

ができました。 
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しかし四次元密度になると、人々は自分のためだけに利益を得ようと考えなくなりますので、その

利益を溜め込む材料としてのお金や貨幣が必要ではなくなります。 

皆が同じように豊かになればいいと考える社会では、必要なものを必要な人が受け取る、自分が作

りたいものを作り、必要な人に分配する、というような考え方が普通になってきますので貨幣とい

うものは必要でなくなります。 

  

建物を作ったり、家を作ったりする時には、たくさんの材料や人手が必要です。 

しかしながら、今までそのことを行っていた人達が引き続き行います。 

その人達も材料を貨幣で買うのではなく、それを作っていた人達から無料で受け取ります。 

そして、その材料を作っていた人達の生活というものは、野菜や食べるものを作る人達から食物を

無料で受け取り、洋服を作っていた人達からも、無料で洋服を受け取って生活するということが成

り立つようになります。 

  

それはすぐに成り立つわけではなりませんが、そのことをしっかりと理解した人達がこの地球の運

営を行うようになれば、そのことは加速度的に行われていきます。 

銀行というものもきっとなくなるでしょう。 

その代わりいろんな場所で市場というものが行われます。 

  

そこには食べ物を作る人達は食べ物を持ち寄り、洋服を作る人達は洋服を持ち寄ります。 

残念ながら今はやりのブランドの商品はあまり作られなくなります。 

多くの人達が高いお金を出してブランドの物を手に入れようという意識がなくなるからです。 

ただおしゃれな洋服やおしゃれな工芸品、また便利な道具というものは作られます。 

そして皆さんも、自分自身で野菜や洋服、道具などを作るようになるのです。 

  

これからは革新的な技術によって、地球の技術や社会構造が急激に変化するということが起こりま

す。 

ただ大切なことは、材料や労働にたいしてお金を支払ったり、受け取ったりすることがなくなって

きます。 

そのことを行いたい人達が、喜びをもって行う為に、自分の労働に対してお金を要求することがな

くなるからです。 

自分の生活に必要な食物や衣類、道具や材料はその市場に行くと無料で手に入るからです。 

最初はお金も使われますが、やがてお金は使われなくなります。 

必要な人が必要な物を必要なだけ手に入れることができるようになるからです。 

  

もちろん自分にとって必要でない物を手に入れる人達もいなくなります。 

地球の人達は、少しずつ欲というものが無くなりますから、自分が必要なものだけを手に入れるよ

うになります。 

そうすると今まで三次元密度で作っていた食料や消耗品も今までの半分ぐらいで済むようになり

ます。 

必要な物を必要なだけ手に入れることによって、不要なものを生産する必要がなくなるからです。 

そうなると、多くの人達が労働から少しずつ解放されていきます。 
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自分がお金を得るためだけに一生懸命やってきた仕事を人々はしなくなります。 

そして、この地球にとって不要な仕事はなくなり、地球や人々にとって必要な仕事を皆さんが行う

ようになります。 

マーケティングであるとか株の売買であるとか、あるいはブランドの物を売り込む事、あるいは環

境にとって問題を起こすような物を作る事も無くなります。 

皆さんが自然を大事にし、自然と共に生きるようになることで、農薬や薬品なども不要になります。 

  

今までの三次元密度の地球では、誰かが利益を得るために不要なものを作り出し、それに価値があ

るかのように見せかけて多くの人達に売り込んでいました。 

これからは、そのような仕組みがなくなります。 

本当に必要なものだけが生産され、そして人々は必要なものを必要な分だけ、無料で受け取ること

になります。 

そして不要となる物を作っていた人達は、必要な物を作るための仕事をお手伝いするようになりま

す。 

そうなると、現在の地球人の半分ぐらいの時間を労働するだけで十分に生きていけるようになるか

と思います。 

  

そして残った時間を家族や友人、多くの人達と共に過ごしたり、瞑想やワークをして自分の意識を

高めるために使えるようになるのです。 

そして人々は自分の中で多くの学びを得て第 2アセンションへと向かって行くことになります。 
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PART1パラレルシフト 

  

パラレルシフトは、皆さんがアセンションを行うための、より確実で手早い方法です。 

パラレルシフトを理解するためにいくつかのお話しをいたしましょう。 

パラレルシフトは、まず「自分と同じ意識を持った人間が存在する世界が無数にある」ことを知る

ことから始まります。 

パラレルワールドの事は、皆さんも聞いたことがあるかと思いますが、地球には無数のパラレルワ

ールドが存在しています。 

そして、そこには、皆さんと同じ遺伝子を持ち、同じ肉体をもっているのですが、少しばかり違う

皆さんが存在しているのです。 

第 3 章 パラレルシフト 
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その違いは、その自分が属している世界の状況にもよって異なってくるとも考えられますが、逆に

自分とは少し異なるもう一人の自分が存在することで、その自分に見合った世界ができていると考

えることもできます。 

どちらにしても、自分であるけれど少しばかり違う自分が、この宇宙には無数に存在しているので

す。 

  

たとえば、TAKESHIさんでいうならば、現在の活動を行っている自分もいれば、マッサージの仕事

を続けている自分、本を書いて作家になっている自分、映画を作っている自分、普通のサラリーマ

ンをしている自分、昔行っていた有機農業をしている自分、ヒッピーのように世界中を旅している

自分、Ellieさんと結婚していない自分も存在します。 

これらは、自分が過去に行っていた事の未来上に存在します。 

あるいは、自分が行いたいことを行っている自分が存在しているのです。 

皆さんは、自分の人生の中でいくつもの選択をしながら、一つの道を歩んできましたが、別の選択

をしている自分も存在していて、今まで行った選択の数ほど自分が存在しているのです。 

もちろん、それだけでなく、皆さんのハイヤーセルフやスピリットが生み出したあなたと同じ存在

も無数に存在しています。 

  

この事を詳しく言うならば、皆さんのハイヤーセルフやスピリットはひとつのようですが、そのハ

イヤーセルフやスピリットが作り出した現実意識を持つ存在が無数に存在しているという事のよ

うです。 

その無数の存在は、基本的にあなたと同じ肉体の遺伝子から出来ていますので、体のつくりや顔は

さほど変わりません。 

ただ、その世界で行っている事や意識の在り方が少しずつ異なるために、その自分が存在している

世界も、今皆さんが見ている世界とは異なっています。 

  

これは、あなたの高次的存在であるハイヤーセルフの選択にもよりますが、あなたがアセンション

するべき存在であれば、あなたがこれから生きる世界の可能性は無限に広がりますので、パラレル

ワールドは無限に広がります。 

アセンションしない人は、この３次元世界にのみ意識が限定されますので、関われるパラレルワー

ルドの数もそう多くはありません。 

  

私達はパラレルシフトを行うことで、いくつもの別の世界に生きる自分とコンタクトを取ったり、

その世界の自分と統合を行って、今の自分から別の自分に移り変わることが出来ます。 

ただし、現在の自分よりも波長が低い自分はもうすでに存在しなくなりますので、これからはより

高次の自分にパラレルシフトを行って行きます。 

  

ただしパラレルシフトを行えば、すぐにアセンション出来るかというとそういうわけでもありませ

ん。 

基本的に、自分がパラレルシフトできるのは、現在の自分の意識がもっともよい状態の時の自分、

つまり自分自身の意識がより高くなった時の自分であり、今の意識と接点を持たないほどの高次の

意識をもつ自分へはパラレルシフトできません。 
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そのために、今の自分からパラレルシフトできる最高度の自分や今の人生が大きく変わらないけれ

ど今よりも望ましい人生を送っている自分に何度もパラレルシフトをして、まるで階段を上ってい

くように自分の波長を高めていくのです。 

そして、皆さんが自分の意識を拡張するような体験、皆さんの波動を大きく上げるような体験をす

ることで、大きなパラレルシフトを実現することが出来ます。 

  

私達は、グループセッションやチャネリングライブでパラレルシフトの原理を皆さんに理解してい

ただけるように話をし、皆さんが少しでも大きなパラレルシフトができるように、お手伝いしてい

ます。 

皆さんは、これからいくつものパラレルシフトを繰り返しながら、アセンションする世界に入って

いく事になります。 

人によっては、アセンションする世界の中でも、大きなパラレルシフトを繰り返し、４次元だけで

なく５次元に入っていく人もあるかもしれません。 

  

地球人は自らの意思と選択権を持っていますので、自分がパラレルシフトしてアセンションする世

界に入ってくのか、今までと同じ３次元の世界で学びを続けるのか、選ぶことが出来ます。 

それは、皆さん個人の選択でもありますが、皆さんのハイヤーセルフの意思でもあります。 

まだ十分に３次元世界での学びを終えていない場合は、もうしばらく３次元世界に残ることになり

ます。 

  

TAKESHI さんたちのグループは、もうすでに３次元を卒業するという意思を持った人達が集まり、

一緒にパラレルシフトしていく事になります。 

それは、アセンションをより確実なものとし、2024年頃に行われる地球外種族とのファースト・

コンタクトを行う準備のために必要な事です。 

  

地球人はこれから大きく成長して、地球自体が新たなパラダイムシフトを迎えます。 

パラダイムシフトとは、地球人の考え方や価値観が大きく変わり、社会の構造や仕事、生き方が全

く新しいものになっていく事です。 

それが一つのアセンションでもあるのですが、このパラダイムシフトを行うために、新しい考えや

価値観を持った人達がある一定数必要になります。 

地球が予定しているアセンションやファースト・コンタクトが起こるとしても、そのことをしっか

りと理解し、そのことのために動いてくれる人達がいなければ、完全なパラダイムシフト（アセン

ション）は起こりません。 

  

このパラレルシフトというのは、このままでは地球人の中でアセンション出来る人数が少ないので

新たに考え出されたアセンションのための方法です。 

この方法を行うことで、皆さんは確実にアセンションを行って行きます。 

  

 

 

  

  



宇宙意識に目覚めるためのワーク  宇宙の光 27 

 

PART2光の粒子の体のワーク 

  

私達が、お知らせしているアセンションやパラレルシフトに関する情報をあなたが手に入れたとす

るならば、あなたはもうすでに新しい世界に向けて、パラレルシフトを起こしているという事です。 

パラレルシフトの情報を手にしてパラレルシフトを起こしたいと考えている人は、もうすでに３次

元の制限から脱却しつつあります。 

パラレルシフトを行う時には、過去世からのカルマやトラウマ、人間関係によるネガティブな感情、

制限の多い世界に特有なエネルギーなどを全て自分の元から手放すことになります。 

  

その様な古いエネルギーは、皆さんが光の粒子の体に戻ることによって自分の体から解き放つこと

が出来ます。 

私が、グループセッションで行う光の粒子の体になってパラレルシフトしていく瞑想ワークは、皆

さんがより効率的にパラレルシフトできるように、皆さんの本質に気付いてもらい、自分自身が持

っている制限やブロックを解き放っていくためのものです。 

皆さんの肉体や性格は、皆さんの意識が作り出した「学びのための姿」ですが、基本的にはフォノ

グラムのようなものです。 

その世界にのみ意識が限定されていれば、他の世界にパラレルシフトすることは出来ません。 

パラレルシフトするためには、自分の意識を物理世界だけにとどめるのではなく、より高次の世界

を認識して、自分がパラレルシフトする先の世界へ光の粒子となって移り変わっていく必要がある

のです。 

  

そのために、皆さんが光の粒子からできている事や皆さんの肉体や性格も変化することができるこ

とを皆さんに知ってもらいたいと思います。 

この光の粒子の体になると、あなたのエネルギーとあなたではないエネルギーの区別がつくように

なります。 

あなたらしいエネルギーは光の粒子となって輝きますし、そうではないエネルギーは黒くよどんだ

ようなものに見えます。 

そして、あなたではないエネルギーを手放すことによって、あなたの意識レベルと肉体レベルで所

有していた古いエネルギーや関係性は少しずつ無くなっていきます。 

  

あなたが思い込んでいた過去世の記憶やカルマ、トラウマ、人間関係から来る感情、自分の価値観

や自己否定の気持ちなども黒くよどんだエネルギーとして表れてきますが、それらの物も、あなた

の光の粒子の体には、もう必要ありませんので無くなっていきます。 

またそのようなものをクリアーにすることで、あなたの意識もさらに明確で高次なものとなります

ので、その様な制限を持っていない自分へパラレルシフトのジャンプを行うことができるようにな

ります。 

私達がパラレルシフトをすることで、更に制限がない世界に行く事で、私達は３次元的な存在から

４次元的存在、５次元的存在へと移り変わります。 

  

あなたが光の粒子の体のみになっていくと、あなたの意識や肉体を構成している遺伝子は、更に柔

軟性を持って、あなたがパラレルシフトできる世界を広げていく事でしょう。 
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それが、あなたにとってより高い世界へパラレルシフトしていく大きなジャンプをするために必要

な事なのです。 

  

私達は１人でも多くの人達が、大きなパラレルシフトのジャンプをして、アセンションする世界に

飛び込んでいけるようにサポートを行っています。 
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第 4 章 宇宙の根源の愛と宇宙の創造のエネルギー 
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PART１「宇宙の根源の愛」の物語 

  

私達は「宇宙の根源の愛」と呼ばれる世界から、ひとつの愛のかけらを持って物質世界に降り立ち

ました。 

私達は「宇宙の創造のエネルギー」によって形を持った物として新たに生み出されたのです。 

私達は、物質がある世界の中で、長い間、動くこともなく、ただ存在していました。 

私達は、小さいながらも愛の光を灯し続けました。 

  

私達は、この愛が成長することによって生命として進化することになりました。 

最初は目に見えないくらいの小さな生命だったのですが、やがて成長して植物や動物にもなりまし

た。 

私達は生命として進化する間に、私達の心に少しばかり大きな愛を育みました。 

私達がさらに進化していくと、動物として知恵を持つ生命体に進化しました。 

  

この時、今まで私達の進化を支えてくれていた創造のエネルギーがさらに強くなりました。 

私達は、やがて人間となり、人間として進化するようになりました。 

言葉を語り、社会を作り、他の人を愛するということを知りました。 

私達は家族を作り、さらに大きな愛を知りました。 

  

私達は、人間としての進化を行い、文明を生み出しました。 

時には戦争や災害など、辛いことも体験し、私達の愛は傷つきました。 

しかし、私達は私達を見守る存在達に助けられて、目を覚ましました。 

私達の愛は「宇宙の根源の愛」のひとかけらであることを思い出しました。 

  

私達は、地球人として進化するために「アセンション」と呼ばれるものを体験しました。 

アセンションした世界では、今まで見えなかった存在達も見え始めました。 

私達はこの宇宙に仲間達がいることを知り、心がとても豊かになりました。 

私達の愛は「宇宙の根源の愛」とひとつになってさらに輝き始めました。 

  

私達は、さらに進化を続け、宇宙にいる素晴らしい仲間達と共に生きることになりました。 

地球に生きる私達も、全ての人達が本当はひとつであることを体験し始めました。 

そして、私達の意識はこの宇宙の意識と深く繋がり始めました。 

その頃、私達の仲間は肉体を脱ぎ捨ててスピリットだけで存在する者達も増えてきました。 

  

私達は、今までの「宇宙の創造のエネルギー」よりもさらに繊細で美しい創造のエネルギーに触れ

ました。 

私達は、肉体を脱ぎ捨て、スピリットだけの体になりました。 

その体は、とても自由で創造性に満ちていました。 

私達の愛は「宇宙の根源の愛」に深く繋がり、限界のない愛に変わりました。 

  

私達が、さらに進化すると、私達の意識はさらに広がりました。 
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私達、様々な世界を知り、私達が出来るお手伝いをするようになりました。 

私達は長い間、無限の愛を輝かせながら宇宙と共に生きていきました。 

私達は、そろそろ「宇宙の根源の愛」の世界に戻る頃だと知りました。 

  

私達が戻ってきた「宇宙の根源の愛」の世界は、とても光輝いていました。 

私達が、最初に愛を受けとり出発した時よりも、さらに高い次元にありました。 

そして、私達の愛も、この次元にふさわしい素晴らしい愛に成長していました。 

私達は、長い旅を終え「宇宙の根源の愛」の世界とひとつになりました。 
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PART2「宇宙の根源の愛」と「宇宙の創造のエネルギー」 

 

それでは「宇宙の根源の愛」と「宇宙の創造のエネルギー」について皆さんにお話ししたいと考え

ます。 

今私が皆さんをご案内している「宇宙の根源の愛」の世界は、皆さんが生活している場所よりもか

なり遠い次元に存在しています。 

皆さんはこれから 3次元世界から 4次元世界に移り変わりますが、4次元世界に完全に入りますと

スピリチュアルのものに対しての見方ができるようになりますので、皆さんは少しずつ「宇宙の根

源の愛」の世界を強く意識することができるようになります。 

  

皆さんがこの「宇宙の根源の愛」の世界を認識することができるようになりますと、皆さんの中に

ある「宇宙の根源の愛」の光がますます活性化して、皆さん自身が自分の生活において「宇宙の根

源の愛」を使用することができるようになります。 

  

皆さんにお渡ししている「コズミック・ツインライト」というものは、この「宇宙の根源の愛」の

光を使用するものであります。 

皆さんがこの「コズミック・ツインライト」を使用すれば使用するほど、皆さんの中で「宇宙の根

源の愛」との繋がりがどんどん強くなっていきます。 

そして「宇宙の根源の愛」の光が強くなればなるほど、皆さんはこの「宇宙の根源の愛」を理解し

その光をさらに強く使うことができるようになるのです。 

  

この「宇宙の根源の愛」についてお話ししたいと思います。 

「宇宙の根源の愛」というのは、とても高い次元にある世界です。 

私達スター・ピープルや高次元存在の先にある世界です。 

まさしく創造主の光と言っても良いかもしれません。 

  

TAKESHI さんは様々な創造主をご存知かと思いますが、皆さんがこれから生きていく世界では悪意

を持った創造主というものは存在しなくなります。 

皆さんに様々な試練を与えて成長させるということを行う創造主達は存在しますが、彼らもすべて

愛の世界においてそのことを行っています。 

  

「宇宙の根源の愛」は、ある意味この創造主達の光でもあります。 

「宇宙の根源の愛」は、すべての生命やすべての星そしてこの宇宙そのものを作り上げてきた意識

です。 

「宇宙の根源の愛」は、まさに私たちの創造の源と言っても良いかもしれません。 

  

私達が、生まれる以前はこの「宇宙の根源の愛」の中で存在していました。 

そして、私達のスピリットがその役目を終えた時も「宇宙の根源の愛」の世界に戻ります。 

私達が個別の意識として存在する前、そしてまた個別の意識として存在した後、私たちは「宇宙の

根源の愛」と一つになります。 
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「宇宙の根源の愛」というものが、自分達が存在する源であるということを皆さんが理解できるよ

うになると、皆さんはさらに深くこの「宇宙の根源の愛」に繋がっていけるのではないかと考えて

おります。 

  

「宇宙の根源の愛」の世界は、愛そのもののエネルギーで満ちています。 

愛というものは喜びであり祝福です。 

その世界においては、全てが調和に満たされ、穏やかです。 

  

宇宙の創造主達も、「宇宙の根源の愛」のエネルギーを使用して、この宇宙を創造しています。 

この愛のエネルギーに創造主達の意思が加わると、愛のエネルギーは活性化し様々な形をとるよう

になります。 

そして、そこに個別の意思が加わることによって生命が生まれます。 

愛のエネルギーに創造主達の意思を加え、愛のエネルギーを個別の存在として分離し、そこに生き

る意思を与えて生命とする働きが「宇宙の創造のエネルギー」（希望の光）なのです。 

  

創造されたものは、初めは自分達を守り進化させるために、種族として共通の意思を持つことにな

ります。 

そして、進化がどんどん進んでいくと、自我に目覚め個別の意思を持ち始めます。 

地球人は、長い長い進化の果てに個別の意識を持った種族として成長してきたのです。 

そして、その様な種族がさらに進化を繰り返すと、その種族はこの宇宙を認識し始め、宇宙に存在

している高次元の存在たちによる助けを受けながら、精神的な進化を遂げていきます。 

  

さらにその種族が進化すると、宇宙の創造の意思によってアセンションが行なわれ、高次元存在と

なるための進化が始まります。 

高次元存在としての進化は、皆さんも御存じのように 4次元世界から始まり、5次元、6次元、7

次元というように次元の階段をのぼりながら、更に進んでいきます。 

その過程で、皆さんは種族として共通の意思を持つようになりますし、物理的な肉体を脱ぎ捨てて

スピリチュアルな存在にもなっていきます。 

  

種族として共通の意思を持つということは、この「宇宙の根源の愛」に向かって進化するためには、

とても大きなステップです。 

なぜなら、「宇宙の根源の愛」の世界では、全てが一つの意思になるからです。 

皆さんが 7次元から 8次元、9 次元に進んでいくと、皆さんの意識は種族の意識からさらに拡張し

て、皆さんが存在している宇宙の意識とひとつに統合されていきます。 

  

ただし、皆さんの種族としての個別の意識は残りますが、更に進むと、宇宙意識との統合からさら

に自分自身が宇宙意識と融合し、個別の意識さえもなくなっていきます。 

そうなると、私達の意識は「宇宙の根源の愛」そのものとなっていくのです。 

その進化の過程を支えているのが「宇宙の創造のエネルギー」（希望の光）ということになります。 

  

つまり、「宇宙の根源の愛」に存在していた私達の愛のエネルギーは、「宇宙の創造のエネルギー」

によって、「宇宙の根源の愛」から分離され、生命としてこの宇宙の中に生み出されます。 
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そして長い長い進化の旅を経て、再び「宇宙の根源の愛」にもどっていくのです。 

  

しかし、私達の中にある愛のエネルギーは、この進化の旅の中で、様々な体験をすることで変容し、

さらに高次の愛、豊かで美しく多様な愛に変わっていきます。 

その様な愛の状態になって「宇宙の根源の愛」にもどることによって、「宇宙の根源の愛」そのも

のも進化していくのです。 

  

「宇宙の根源の愛」にはさらに高次元の「宇宙の根源の愛」というものがあります。 

私達の宇宙を生み出した「宇宙の根源の愛」も、さらに高次元の「宇宙の根源の愛」になるために

進化を行っているのです。 

「宇宙の根源の愛」は、自分自身を進化させるために、「宇宙の創造のエネルギー」を生み出し、

自分の愛を進化させていっているのです 

  

私達が「コズミック・ツインライト」を受けとり、「宇宙の根源の愛」の世界に入る体験をするこ

とは、私達の進化の過程をかなりのスピードで加速させる働きがあります。 

普通の皆さんは、自分自身の中に、「宇宙の根源の愛」から持ってきた愛のエネルギーがあること

に気付いていませんので、自分達の愛を有限な物であると考え物質的な世界にのみ限定しています。 

これでは、愛が進化することは出来ません。 

  

皆さんは、「宇宙の根源の愛」にふれ、更に「宇宙の根源の愛」の世界に入ることによって、皆さ

んの本質ともいえる「宇宙の根源の愛」を認識し、活性化することが出来るようになります。 

この「宇宙の根源の愛」を認識することで、皆さんの愛は無限なものとなり、物質世界の制限を簡

単に超えていけるようになります。 

  

皆さんの中にある愛は「宇宙の根源の愛」の光に触れ、「宇宙の根源の愛」を体験することで大き

く進化していきますので、その進化のパワーに引きずられるようにして皆さんも進化していきます。 

私達が、パラレルシフトを行う前に、この「宇宙の根源の愛」に触れ、皆さんの愛を活性化させて

いるのは、皆さんがパラレルシフトするためにも、「宇宙の根源の愛」と「宇宙の創造のエネルギ

ー」が必要だからです。 

  

「宇宙の創造のエネルギー」を身に着けることで、皆さんは新しい世界を創造し、その場所に移行

することができるようになります。 

皆さんのパラレルワールドのあなた自身は、もうすでにそのことを知っているあなたですので、そ

の世界のあなたが、「宇宙の根源の愛」と「宇宙の創造のエネルギー」を使って、この世界のあな

たが望みの世界へパラレルシフトすることをサポートしてくれるのです。 

  

また高次元の存在達も、この「宇宙の根源の愛」と「宇宙の創造のエネルギー」の仕組みを熟知し

ていますので、皆さんがこの宇宙の中で迷子になり、意識進化の停滞が起こらないようにサポート

しています。 

皆さんが、この「宇宙の光」というフィールドの中で、高次元存在たちの光と指導を受け、「宇宙

の根源の愛」と「宇宙の創造のエネルギー」を使って、アセンションする世界にパラレルシフトし

ていく事を私達は見守っているのです。 
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PART1コズミック・ツインライト 

 

「コズミック・ツインライト」について説明いたします。 

「コズミック・ツインライト」が今までのヒーリングやエネルギーの浄化方法と異なる点は、それ

が宇宙の高次元の世界からもたらされることです。 

「コズミック・ツインライト」は、現在の所 2つの光（エネルギー）を使用します。 

  

ひとつは、「宇宙の根源の愛」 

この「宇宙の根源の愛」という名前は TAKESHIさんによって名づけられたものですが、人によって

呼び方がことなる場合もあります。 

第 5 章 コズミック・ツインライト 



宇宙意識に目覚めるためのワーク  宇宙の光 36 

 

「宇宙の根源の愛」の意味は、宇宙の全ての生命や星、宇宙そのものが愛によって生み出されてい

ると考えられていますが、その愛はこの「宇宙の根源の愛」の場所から生み出されています。 

  

宇宙に存在する全ての生命は、愛によって生み出され、愛によって育まれています。 

この「宇宙の根源の愛」の愛によって私達地球人も生み出されました。 

地球の人々は、自分の心の中に、この「宇宙の根源の愛」に通じる「愛」を持っています。 

この「宇宙の根源の愛」の光を受け取ることで皆さんの心の中にある「愛」も目覚め活性化してい

く事でしょう。 

  

またこの愛は全ての癒しの原点でもあります。 

「愛」は全ての生命の生きる力の源でもありますから、たとえどれほど体が弱っていようとも「宇

宙の根源の愛」がその人の体と心を満たすことで、その人も癒され元気になります。 

そしてその方の細胞も再び力を得て正常な細胞を生み出していく事ができるようになります。 

また心の病に関しても、その方の脳神経、特に記憶に関わる神経をつかさどる細胞に対して「宇宙

の根源の愛」に基づく愛の光を送ることによって古い細胞は代謝され正常な細胞が新たに生まれる

ことで、心の傷も癒されていきます。 

  

「コズミック・ツインライト」を形成しているもう一つの光は、「宇宙の創造のエネルギー」です。 

「宇宙の創造のエネルギー」は、「宇宙の根源の愛」を使用してこの宇宙や星々、私達地球人のよ

うな種族を物質世界に生み出します。 

「宇宙の創造のエネルギー」はスピリチュアル界で作られた設計図のようなものを使用してこの物

質世界にあらゆるものを生み出す働きをします。 

  

私達地球人も「宇宙の根源の愛」をもとにして「宇宙の創造のエネルギー」によって生み出されま

した。 

精子と卵子から一つの生命が生み出され、人間として成長していくのも、この「宇宙の創造のエネ

ルギー」によって行われているのです。 

「宇宙の創造のエネルギー」は、生命だけでなく物質や空間も生み出すことが出来ます。 

私達が、「コズミック・ツインライト」を使用して場所の浄化を行ったり、建物や物の浄化を行う

働きは、この「宇宙の創造のエネルギー」によって、その場所のエネルギーを活性化させることで、

古いエネルギーを新しいエネルギーに変換していくことでもあります。 

  

私達地球人の中にも、「宇宙の創造のエネルギー」は流れていますし、私達はこのエネルギーを使

って自分の人生を自ら創造しているのですが、地球人の中には、自分は自分の人生を自由に創造す

ることが出来ないと考えている人達がたくさんいます。 

その様な人達は、自己否定や自分に対する罪悪感を持って生きている人達が多いために、このエネ

ルギーを十分に使用することが出来ないのです。 

「コズミック・ツインライト」では、地球人の心を癒し、目覚めさせることによって、自分自身が、

自分の人生の創造主であるということを理解してもらい、自分が望む世界を生み出すことをサポー

トします。 
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「コズミック・ツインライト」は、高次元のエネルギーを高次元存在ラナさんによって、私達の手

元に引き寄せ、私達が自由に使用することが出来るようにしてくれたものです。 

私達が常に「宇宙の根源の愛」と「宇宙の創造のエネルギー」を受けとり、豊かな人生を生きるこ

とをサポートするものです。 
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PART2「スターライト・プログラム」 

  

それでは「スターライト・プログラム」についてお話を行いたいと考えております。 

この「スターライト・プログラム」は新しくアセンションの形が決まったことで、地球の人々を確実にアセンシ

ョンさせていくために、私達がどのようなサポートが出来るのか、ということが基本となって考えられていま

す。 

  

前回私がお話しした「パラレルシフト」について、みなさんがもっと詳しく理解をしていただけるならば、この

プログラムの内容をさらに深くご理解していただけると思います。 

皆さんが「パラレルシフト」をしていくということは、今の自分の意識から異なる意識へと変わるということで

もあります。 

平行世界に生きる皆さんは、現在の皆さんの意識とは異なる意識状態です。 

それは皆さんと同じ人物であったとしても、今の三次元世界に生きる皆さんの意識とさらに高次のパラレ

ルワールドに生きる皆さんの意識状態では、大きく異なっています。 

  

その異なっている意識状態を、皆さん自身が努力して埋めることによって、皆さんがシフトしていける世界

というものが変わっていきます。 

皆さんが今と同じ意識状態であるならば、皆さんは望むようなパラレルシフトを行うことはできません。 

おそらく、皆さんの今の意識の延長上の自分にパラレルシフトするぐらいが関の山かもしれません。 

  

しかし皆さんが、今この時点で、皆さんの制限を取り除き、皆さんの意識をしっかりと変えることができる

ならば、意識の変化が起こった自分へとパラレルシフトをすることができます。 

簡単に言うならばスキーのジャンプと一緒です。 

皆さんが自分の意識を今の状態のまま保っているとするならば、皆さんは小さい距離しかジャンプできま

せん。 

しかし皆さんが今の時点で大きく意識を変え、アセンションやパラレルシフトのことをしっかり理解し、また

自分の内なるガイドやあるいは未来世の自分と深く繋がることによって、皆さんは大きな大きなジャンプを

することができるのです。 

  

それは三次元の空を切り裂き、新たな四次元、五次元の世界へと入っていくだけの大きなジャンプが可能

となるのです。 

私達は今回、皆さんが大きなジャンプをするためのプログラムを皆さんに提供することにいたしました。 

一つ一つのプログラムは決して目新しいものではないかもしれませんが、そこに私たちササニ文明のエネ

ルギーや高次元存在であるラナさんの意識とエネルギーが加わることによって、皆さんは「宇宙の根源の

愛」と深くつながり、皆さん自身の意識をさらに高いものへと引き上げていくことができるのではないかと

考えています。 

  

私たちも決して完全な存在ではありませんが、私達から見ると皆さんの中にある多くの制限や感情を取り

除くことが、皆さんがよりよいパラレルシフトを行う必須条件ではないかと私たちは考えています。 

そのために、この 10 回のプログラムを皆さんがしっかりと受講してくださることによって、皆さんが持つ制

限や不要な感情から自分を解き放ち、皆さんを新しい世界へと誘っていくことができるので 
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皆さんが、今生きている三次元世界から、十分に学びが終えて四次元世界に行く準備ができたとするな

らば、このプログラムは皆さんにとって非常に効果的なものとなるでしょう。 

そしてこれから広がってゆくアセンションする地球で、皆さんがしっかりと力をつけて生きていくこと、そして

その先にあるヤイエル文明やスター・ピープルたちとのファースト・コンタクトを行うための助けとなること

ができるのではないかと私たちは考えております。 

  

この「スターライト・プログラム」を一人でも多くの人が受け取り、そしてアセンションした世界で私達と出会

うことができるように私たちは皆さんをサポートしたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


