人間は、およそ 2 億 3300 万年前に、この地球に誕生す
る。そこには、太陽の光の無限の能力と、全てを生かす生命
源からなる意思が加わっているため、その経緯は実に不可
思議なもので、現代の人間の（思考の）次元には永遠に触
れることはない。そして、それ以降は、その最初の出来事が
不要となるため、誰もその次元には入れず、後の人間が（現
代人の全てを含め）それを知ることは無い。
そんな風にして、数千の人間（の原型のような存在）が姿
を見せる。本人たちも、その手前の状態を知らず、気づけば
人間時間が始まり、人間としての生が動き出す。それは、あ
る時の、自然界に存在する（存在し得た）ある物を通り抜け
るようにして、その空間に、人間という形が生まれる。
彼ら人間のその本質となる部分と、生命としての身体表
現の姿には、「再生」を通して、ある程度触れることが出来る。
彼らの存在の意思は、地球の望みそのもの。ただそのまま
で居て、時を変え、空間を癒す。それは、地球の貴い財産。
そして、そこに在る、何億年もかけて大きく本来からかけ
離れてしまった、地球自然界の生命たちの姿。太陽時間の
中での地球という時の流れに乗った、彼らの人間時間は、
現在も続行中である。地球にとって要らない原因を処理（浄
化）しつつ、新たな原因のその確かさを成長させる彼らは、
これまでの経験の原因全てを活かし、地球らしさの道づくり
を実践する。何千万年も経っても、これからもずっとその姿
は変わらず、地球自然界と、生命たちを、本来の世界へと案
内し続ける。（by 無有 11/04 2018）
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復活（１）〜（４）

HP「無有日記」
http://www1.odn.ne.jp/mu-mew/

復活（１）
１．人の生きる社会に、本来そこには無くてもいい不安や怖
れ（差別、優越 etc.）が在れば、それをどうにかすることより
も、そのことで廻り回って影響を受ける環境のことを考える。
環境が不穏な姿を見せていれば、それを変えようとすること
よりも、そのことで生きにくさを覚えさせられる動植物たちの
ことを考える。そして、動植物たちの世界に何らかの異変が
生じていれば、彼らによって支えられている地球自然界のこ
とを考え、そのために出来ること（すべきこと）をする。
人の世で生み出された問題事は、人との間でそれが処理
されても、それまでの負の原因はそのまま残り、環境は、次
第に不健全さを染み込ませていく。環境のためと積極的に
行動しても、そうである事実のその背景に在る不自然な原
因は変わることはなく、動植物たちの辛さはそのまま続く。そ
こに重く流れない不穏な現実が在れば、それが人間の社会
であっても、動植物たちの世界であっても、それは、地球自
然界が嬉しい生き方を普通とすることで、その原因からムリ
なく自然に浄化される。その姿を前に、問題事は力を持てな
い。
人の住む空間が、誰もその理由を知らない平和を普通と
する時、そこには、あたり前に大切にされる環境があり、それ
に安心を覚える動植物たちが居る。地球自然界は、そのこと
を喜び、人は皆、その意識もなく自然界の望みに応え、地球
感覚を生きる。その普通が、人間本来の姿であり、そうであ
ることを、人は知らない。人間の社会は、地球が嬉しい人生
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操ることで、地表全て（の次元）を力無くさせる動きを取る。
滞りと衝突の原因そのものの、他の動物を食べるというそこ
での生態は、廻り回って地球の息吹を不自由にし、その姿
（活動）を不安定にさせる力へと発展する。支配と破壊を愉
しむこと以外何も無いその意思は、そうである（自らの）原
因の中の恐怖と狡猾を肉食動物の行動に重ねて、微生物
の次元を停滞させ、地上を重苦しく、不健康な性質で蔓延
させていく。
８．人間は、地球の、その放っては置けない不自然な在り様
をどうにかするために誕生する。どんなことがあっても、それ
をそのままにはしない原因で、その流れを僅かでも変え、ど
んなに時間がかかっても、その全てを本来にするそのため
に、人間は地上に姿を見せる。
微生物の力を借りずに具現化される人間という存在の、
そこでの生命の意思は、付き添う微生物が、どんな時でも余
裕で本来でい続ける（い続けられる）という次元の原因を備
え、その基本能力が表現される中で、それは、腐敗・停滞型
の微生物を元の（甦生・再生型の）性質へと変換させてしま
う程の力を普通とする。植物でも動物でもない次元のその
表現力は、何もせずに何かをし得る原因の自然な形である
ゆえ、衝突も争いも（不調も滞りも）一切ない中で、それは時
を変える力となる。
やむ無く力を失くした微生物たちと、厳しい中でも普通を
守り続ける生命本来の動植物たちは、人間の誕生にこの上
ない喜びを覚える。地球も、生命力の原因を人間たちと重
ね、共に、その回転（躍動）を力強くする。
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動きを鈍らせ、その活動源に凶暴さを組み入れて（備えさせ
て）、動物食（肉食）へとそれらを変えていく。そのことで、自
然界は、どうにもならない負の原因を固めることになる。
（地球規模の変動により）地球内部からの生命活動の原
因の働きが盛んになったことで、恐竜と呼ばれる巨大動物
に成長する動物も出てくる（およそ 4 億 4500 万年前）。彼ら
の中に現れた肉食動物は、微生物たちにとって、最も厄介
な経験となる。
７．肉食動物が誕生し、その営みが普通となって数も増えて
いくと、なぜそれが生じたかのその原因となる事実は遠くに
消え去り、そうである彼らのその姿がそのまま事実として連
ねられることになる。そして、初めからそうであったかのよう
に、その上での生命たちの自然な様がそこには在り、事の
本質と自然界本来の望みはその姿を無くす。
生命世界において生じる全ては、そこでの変化の形であ
るが、肉食動物の存在は、その質を酷く低下させ、そこに潜
む歪な原因は、地球自然界のそれまでの普通を異常なもの
にしていく。植物を通して地球からの生命力を摂らずに生き
ること自体、自然界には有ってはならず、そのために土に還
らない（還れない）その負の連鎖は、地上の健全さを侵し、
地球の意思と繋がる土（地中）を腐敗へと変えていく。微生
物の世界も、不自然で、動きの無い不穏な（腐敗型の）原因
が力を持たざるを得なくなる。
地球を完全無生命化させようとした意思は、地球の、他
には無いその強力な自浄力を前に、それまでの方向性を変
換させ、地球と共に生きる微生物の意思をねじ曲げ、それを
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を普通に生きる人たちによって、その健全で平和な風景の
原因は守られる。
２．人間の世界にだけ在り続ける、脳の働きによって自然な
動きを滞らせるという、不自然な原因。結果にこだわり、過
去を大事にするそこでの思考は、その自覚も無く問題事を
引き寄せ、それを通しての（否定的な）感情と遊び、時空を
重くする。変化とは無縁の価値観に支えられた浄化されな
いままの負の原因を土台に、人としての本来は忘れられる。
形無き原因の成長が外されたままのその世界では、何を
しても、しなくても、そのことで（その変化に乗れない原因で）
環境は負荷を強いられ、動植物たちは辛い時を生きる。そ
れは、環境にも自然界にも無頓着で、動物たちの生きる自
由をも尊重することのない不健全な精神の人間たちによっ
て、その社会が支えられているということ。争いや病気など
の問題事の絶えない社会というのは、環境を悪化させ、地
球自然界を病ませるその原因が、そこで働いていることを意
味する。
つまり、地球は、直接・間接的に問題事の原因に関わり
続ける人間の、その無自覚の負の働きかけにより、絶えず病
み続けているということ。動植物の世界の不調和や不健康
の原因に入って行くと、そこには、人間世界の歪な普通が在
り、それは、空間にも自然環境にも影響を及ぼし続ける。そ
の地球規模の負の原因となる人間世界の、その自然界（の
中庸）からかけ離れた不自然・不調和な在り様を浄化すべ
く、確かな原因を創り出す。
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そのために、地球が嬉しい次元に居続け、地球の原因の
世界が安心できる EW で、地球を元気にする。人間社会の
変化のために、環境（動植物たち）を、環境を癒すために、
地球自然界を、そして、地球自然界の本来のために、地球
（人間）時間の次元を超える、太陽時間の世界に触れる。
３．地球の磁極が元在った場所から現在の位置へと動く程
の変動が生じた時の、その原因のひとつには、土星（＋衛星）
の磁場の不自然さがあり、その要因としては、その手前で不
調和な力を持ち得てしまった（持たされた）木星の影響が
ある。そして、その混乱状態が生み出されるその大きなきっ
かけとなったのは、ある次元の意思によって完全に無生命
化された火星の、火星らしくない姿があり、その背後には、
その不穏な力の源でい続けるという厄介な役を担わされた、
冥王星の（次元の）存在がある。
地球が、木星、土星の異変に呼応するようにして動いた
のは、およそ 5 億年前。その元となる火星の悲しみの始まり
と、それに反応した地球（表面）が大きく変異したのが、およ
そ 8 億年前（その後数億年を要して、地球は、自力で生命が
生き得る地へと復活する）。そして、冥王星が支配され出し
たのは、9 億 8 千万年前。太陽時間の中に、それらは在る。
その意味不明で到底信じ難い事実も、こうしてそれが形
になるというそのあり得ない事実も、一切の価値を置くもの
でなくていい。人間が永遠に触れ得ない次元のことは、人間
経験からなる価値判断の域には無いから、真偽や正否の類
の思考は全く通用しない。そこに在るのは、無限分の一の原
因に照らされた、この現代仕様の、変化（進化）し続ける EW
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６．動物たちの自由意思は、決して地球の望みから外れず、
植物を取り込み、生命を繋ぎ、そして土に還るというその生
のサイクルは、例外を作らずどこまでも自然に広がり、健康
的に伝わっていく。植物たちもそれに応えようと、生きる力を
付け、食べてもらうことで果たせる自らの分と、土の中での
元気な営みを、皆で楽しむ。動物たちの生命力の安定とそ
の変化は、腐敗・停滞の原因に力を出させず、少しでもそこ
に在れば、微生物たちの力と共に、それを浄化する。自然界
は、動物たちの活動により、その本来を普通としていく。
それに危機感のようなものを覚えた非生命的な破壊の
意思は、それではとばかり悪知恵を働かせ、ある地域のある
限定された場所の植物たちばかりを重点的に病ませ、それ
を食べてしまった（食べざるを得ない）動物の本能に負荷を
かけて、その脳を不自由にさせていく。腐敗型の停滞と破壊
の原因を染み込まされたそれらの植物を通して、少しずつ、
確実にその姿を変えていく動物が現れ、不穏という、自然界
には最も相応しくない空気感が生まれていく。
そして、その影響は広がり、その負の密度も増して、動物
たちの世界に、快活に動かず、他と戯れ自由に走り回ること
もしないで、ダラダラと停滞を地で行くような、あり得ない生
き物が現れる。それらと共に居る微生物も、その性質（原因）
に染まり、彼らの生態に付き合う。それは、どこまでもそうで
あって欲しくはなかった、不健康な現実。
そこから、恐ろしく信じ難いことが生じる。それは、ケガをし
て、休息を取りながら静かに回復を待つ動物や、睡眠中の
動物を、別な動物が襲い、食べてしまうというもの。脳の働
きを不自然にさせる、変異を起こした植物は、動物の本来の
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わりのそれまでの環境が、それによって刺激され、浄化され
て、腐敗の原因の入り込んだ生命たちのその空間も次第に
自然なものになるという、次なる変化の流れを、地球の意思
と重ね合う。
その試みは非情に厳しく、困難を極めるものであるが、地
球の中心が揺さ振られる程の異変が地球の外で生まれた
ことによる、そこでの磁極の移動によって、幸運にも、その動
きは加速する。地球が海中心になったことで、無生命化の
負の影響を地上のようには被ってない海の、そこでの生命
たちが、その新たな試みに参加する。地球の生命力のその
原因の力も、海の中で、それまでになく活動的になる。
微生物は、どこで、どんな風でも、それぞれは地球の意思
の上で呼応し合い、自然界での調和と変化を基本に、その
動きを連動させる。海と陸とではその環境が大きく違っても、
そのことに、全く支障は無い。新たな必要性が地球規模の
その環境の中で生まれたことにより、海の微生物たちは、陸
へと向く。そこに、海の生命たちを連れて行く。
およそ 4 億 7600 万年前、各地で、動物の元祖的存在た
ちが、次々と陸に姿を見せる。海での生活が固定されても、
そうでなくても、皆が一斉に、自分たちの基となる微生物た
ちの動き（方向性）に合わせ、その変化を楽しむ。そこに不
安や大変さは無い。ただそうであり、そうであろうとする経験
が、彼らの中に在るだけ。その変化の様は、活発化する地球
生命体の意思に支えられ、面白いくらいの種類と数を増や
し、成長し、地上の世界を元気にする。

のその必要性の形。ただそれに触れている自分がここに居
る…、それだけでいい。多次元的な原因の世界（事実）に、
思考の次元は少しも近寄れない。
４．地核の物質（成分）が動かされてしまう程の不調和な原
因の力にもなった、土星の乱れた磁場は、地球に、それ以前
には無かった不安定感を生じさせ、地球全体の、本来そこ
に在るべき変化の営みを、不自然にねじ曲げてしまう。その
ために磁極がズレてしまった地球は（それでもそれを次なる
原因に転換させるが…）、その時、大規模な地殻変動を余
儀なくされ、地表面の姿を大きく変える。そこでは、地球初の
経験も続き、その煽りで、地球内部の生命力のその活動源
にまで影響が及び、生命体としての地球本来の原因の働き
は鈍化する。（原油が生み出される状態の元も、この混乱期
に、内部深くから姿を見せる）
土星の磁場の乱れの原因となった木星は、火星が死滅
化への道を進まされる中、その負の威力への反動とそれと
の要らない融合を強いられ、元の形よりも少し大きくなる。
そして、その果てに変化への動きが鈍るという、それまでに
は無かった不自然な状態を生じさせ、土星との調和ある関
係性も力無くして、地球を不安定にさせる。木星、土星、地球
の三体は、ほぼ（天体規模による）同時期にその乱れを具
体化させ、およそ 5 億年前に、より強烈にその姿を変質させ
ていく。
５．火星は、およそ 8 億年前のその前後では、全くその様相
は異なり、かつては、無数・無限の生命活動の場として太陽
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の光の力を限り無く活かし、それを変化に乗せる。それが無
生命化の意思の力により滞り出した頃から、数億年という
太陽時間の時を経て、火星は、太陽系の各天体同士の健
全な融合（調和）の次元に負の作用を及ぼす程、本来の力
を無くしていく。
一切の計画性も密な連繋も無縁のその無生命化の意思
は、行き当たりばったりの適当さで、力任せにやりたい放題
のことをする。潰しがいのある天体より、潰し易いところを選
び、乱れ行く光景を愉しみながら、しぼみ、衰退する生命力
を弄ぶ。次第に自浄力と抵抗力を強くする天体へと近づき、
その全てを破壊（死滅）へと導く。それだけのための、それだ
けの意思。それが太陽系での、太陽時間における、その原因
の本質である。
６．人は、素朴な感覚として、なぜ地球の外側の（原因の）在
り様が言葉になるのかと、不思議に思う。でも、そんな時は、
この現代における争いや病気、格差や貧困の存在を不思議
に思い、それらをその原因から真剣に変えようとする自分が
居るかどうかを見つめてみる。
そうである自分が居れば、生きる原因に、遥か昔の（争い
も病気も無い）原因と繋がる道が在ることになり、知ること
の意味より、知らなくても感じ取れる意味の力で、問題事の
無い未来を創り出す。それを、この「復活」が支援する。
そうではないと、厚く重たい結果の壁がこれまでの原因
の全てを不自由にさせるため、知る知らない、分かる分から
ないの動きの無い思考で、その気もなく未来を病ませる。
「復活」は、その次元を知らない。
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命力の源泉。不健康とか非生命的とかの世界は、元々この
地球のどこにも無い。
であるはずなのだが、一度も出会したことの無い物質が
在れば、微生物は、その影響をそのまま受け、その性質へと
姿を変えてしまう。全てを受容する中での必要性として、そこ
に在る物質のその原因と重なり、その活動の力となる。不健
全な生の営みのその姿を放って置くことは出来ず、それまで
無かったことでも、そうである事実に、彼らは反応する。
平和と健康だけの生命の意思の形である微生物は、争
いの意思に出会せば、争うことを知らないゆえに、その影響
を受け、不健康な原因に触れれば、澄んだ空気に重苦しい
粒子が入り込むように、その健康は力が無くなる。それでも
基本は、全てを生かす中庸。それは、生命としての変化を普
通とする、地球の意思。腐敗型の性質を帯びても、それが本
来ではないことは知っている。停滞を余儀なくされても、その
ままでいることは良しとはしない。
それらの全てが一度も経験の無かったことであるゆえに、
それが新たな経験となってしまっているだけの、微生物の世
界。それを本来へと変えるために、更なる知恵と実践を普通
とする。地球の意思をより力強く具現化する原因でいて、彼
らから、無くてもいい経験を外す。それが、この無有日記を
通る。
５．植物本来の生が乱れ出し、土の中での微生物たちの活
力にも影響が及び出した時、それをそのままにはしない彼ら
の本能は、土に縛られずに地上を自由に動き回る新たな生
命の存在を生み出そうと動き出す。停滞感を帯びた植物関
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普通に生き、それまでの活動の範囲を広げ、それを更なる
普通へと馴染ませる。彼らは、見る見るその生の多次元化を
実現させていく。
地球全体の凍結が崩れて、溶け出したことを機に、その
生命活動を活発化させた微生物であるが、それを阻もうと
する天体規模の負の意思による働きかけは強力で、それに
より、その動きは大きく鈍る。そして後に、磁極がズレる程の
変動が生まれるその時（5 億 2800 万年程前）、地上には、
それまで地球のどこにも無かった腐敗型の微生物が（その
負の影響により）生まれてしまうことになる。
元気に枯れ、その生命力を次に繋ぐことを普通としてい
た植物は、要らぬ負荷を覚えながらも、それまでの生のサイ
クルを保とうとするのだが、腐敗型の微生物の出現により、
その自覚もなく衰え、朽ちるという経験をするようになる。そ
こに在る生命の意思の性質（次元）に合わせようとする微生
物は、破壊と停滞の力に付き合わされることになり、無くて
もいいはずの腐敗という次元を手にしてしまう。
４．元来、この地球には、腐るという世界は存在せず、停滞も
衝突も、そこでは全てが無縁となる。どんな生命も（動物も
人間も）、元気に生き、元気に枯れ、ただその時々の状態の
変化が、そこには在るだけ。衰えとか、老化とかの次元を、生
命は知らない。
それは、地球の意思の形である、全ての生命活動に関わ
る微生物が、地球のためとなる手と足の役を何十億年も担
い続けて来ているから。その意思は、健康・健全でいる、生
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無有日記の原因と繋がり、呼応する自分が居れば、成長
するに従いそれは時空を透過し、生命体としての地球の原
因とも融合する。頭の働きも、身体の活かし方も人間のそれ
であるのに、形を生み出す形無き原因は、生命本来のそれ
になる。そして、この地球のために、太陽の意思を感じる経
験を普通とし、太陽系のかつての姿にも、自らの原因を届
かせる。この「復活」の内容も、言葉よりもそこに在る原因に
安心し、地球の原因深くがそのことで変わり得るというその
時に、共に参加する。
言葉になり得る太陽系のその姿は、時間の無い次元を大
きく包み込む程の原因で、その望むべく変化の仕事を担う。
それをすべく時を迎えれば、数千万年分の原因が、瞬時の
それとなる。それは、「復活」の普通。
７．始まりは、冥王星。およそ 10 億年前、太陽系そのものに
強い違和感を覚えた、暗黒の主の申し子のようなその破壊
の意思は、太陽から遠く離れた天体のその他との協調にお
ける脆さを突き、その動きを支配する。生命力を低下させつ
つ、自浄力を失くしていく冥王星は、太陽の意思との繋がり
を切り離され、途方に暮れる。それまでには無い負荷を慢性
化させ、力無く不安定感を強めるそれは、それ以前の、他と
の調和の取れた軌道（公転）を忘れる。
冥王星の異変に、太陽系の他の天体全てが緊張を強い
られる。永いことずっと保たれていた、それまでの太陽を中
心とする調和は、そのことで微妙なズレを生じさせ、それぞ
れが、自らの微調整を実践する。それは、太陽系の再編成
級の出来事となるものだが、太陽の光の無限の力を以てし
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ても、それは元の状態には戻らず、各天体は、大いなる受容
と忍耐の時を経験することになる。そして、新たな太陽時間
の上で、どうにか均衡を保ち、その後へと、協調と連繋の原
因を共に高めていく。
８．冥王星の支配を足掛かりに征服欲の具現を進めるその
意思は、実に目障りな存在として在る地球に意識を向けざ
るを得ない事実を力に、その近くの火星を完全掌握する動
きに出る。冥王星を所有物としたことで太陽系への影響力
を手にしたその存在は、難無くそこに近づき、時間をかけて、
火星の生命力を力無きものにしていく。予期せぬ反動（反
発）を覚えながらも、負の原因の強力な供給口としてそこに
冥王星が在るので、どこまでも好き放題火星を病ませ、その
自由を奪い続ける。その衝撃は、太陽系全体に大きく響き
渡る。
火星の悲劇は、留まることなく展開する。あらゆる生命た
ちは、生きる力を削がれて、繋ぐ意思を無くし、腐敗へと向
かう。重力に異変が生まれる程、全体の無生命化は拡大し、
次第に他の木星（土星）までが、それまでの安定感を失くし
ていく。
土星の磁場（磁力）の性質にまで波及するその影響力は、
地球を巻き込む程の負の発展を見せ、扱い易い天体へとそ
れを変え得る時を誘い込む。冥王星支配から数億年という
時を経て、地球への働きかけを容易とする機会を生み出し
たその意思は、滅亡（死滅）させるためなら何でも有りの破
壊力で、地球に食指を動かす。
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土をつくる。そして、土に住み、土の中で、個性豊かに（土質
に合わせて）自らを多種・多様化させていく。
土の中で生きる微生物たちは、遊び心全開に、自分たち
の可能性を楽しみ、地球内部からの生命力のその繋ぎ手と
なる役（仕事）を次々と拡大させる。太陽の光を活かし、水を
利用して、土の外へと、生の活動を発展させていく。
5 億数千万年程前、彼らは、植物の姿を生み出し、その生
育と土に還る時のその全ての変化に対処しつつ、それを繰
り返し再生し得る流れをつくる。それぞれの環境からなる彼
らの個性は、それぞれに形の異なる植物を次々とつくり、そ
れは、どこまでも広がっていく。
植物が誕生し、地上の風景はそれまでとは変わり、微生
物も増える。元気に育ち、元気に枯れる植物のその姿を通し
て、土の中の世界も変化を見せ、彼らの能力も力を付ける。
植物を生み出し、植物になった微生物は、空気中の元気を
普通に、自由に交流し、太陽と遊ぶ。彼らの日常は、健康的
に更新されていく。
３．植物の生のサイクルのその隅々にまで関わり、自らもそ
れとなって、他との融合を重ねつつ、変化・成長の原因でい
続ける微生物。いつしか、その植物の営みの中に、自分たち
の何気ない表現の進化（という名の普通）の形として、微小
な虫が誕生する。
虫たちは、微生物の分身のような役を担い、その変化の
時を楽しむ。植物の生育の可能性を高め、共に土を活かし、
植物の生の環境に自らのそれを重ねて、自然界という次元
のその基本の中に居場所を確保する。虫の中でも微生物は
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復活（４）
１．この地球における生命誕生の時期をテーマとする時、微
生物を生命として捉えれば、それは 30 億年程前となる。そ
して彼らの力により、本格的な形ある生き物（植物）として
生命が登場し出したのは、およそ 5 億数千万年前。動物は、
その 1 億年程後の、4 億 7600 万年前となる。人間の原型
のような存在は、およそ 2 億 3300 万年前に誕生する。
それらへの形ある根拠は無い。しかし、そうである現実の
その原因には、容易に触れることが出来る。この地球に居れ
ば、これまでの、そこでのどの時の原因もここに繋がるという、
生命世界のシンプルな真実。自由に時空を透過する原因
の世界（次元）では、時の流れは伸縮自在である。かつての
出来事（から）ではなく、そこでの原因の変異・変化から、そ
れに反映される出来事は手に取るように把握される。そこに
は、研究や分析といった、結果からなる思考型の次元は近
づけない。
２．微生物は、中庸そのもの。その働きが酷く影響される時
でも、それに逆らわず、新たな流れで、中庸を生きる。消失を
経験しても、決してその元となる原因が無くなることはなく、
増大を重ねても、必要となれば一瞬で姿を消す。微生物は、
地球と共に、地球感覚の本質をそのまま生きる。
地球の核からのその生命の意思（エネルギー）が、地表
という次元で形となった、微生物。およそ 6 億年近く前、彼ら
は、水と光と空気と遊び、数千万年という永い時をかけて、
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数百万年という時の流れを瞬時に食べてしまうかのよう
な、その存在たちの普通は、時間を壊し、時間を操り、それを
必要とする生命たちの動きを封じる。時間を持たない次元
でのそのあり得ない異常さに、為す術は無く、地球は引っ張
られていく。
９．火星の時と同じ、およそ 8 億年前、月の一生命としての
力（意思）は完全に削がれ、その動きも位置も操られる。地
球は、そのことで要らないはずの負荷を強いられ、現在に至
り、地表の生命たちはその影響を受け続ける。（生命力を失
ったことにより光を吸収出来なくなった月は、次第に物化し、
光を反射させるようになる）
元々自主的に回りながら（自転しながら）、地球の周りを
進行することで、地球の調和と活力を支えていた、良き関係
性の月。球体でありながら、そのことを鈍らされた（忘れた）
月は、地球が最も哀しみを覚える姿となる。
そして、本来の力を無くしていく火星の影響を被りながら
も、どうにかそれまでの状態を失わずに居た地球であるが、
月自らの自然な自転が止まった時、一気に体力（自浄力）
を失う。地球は、自転速度を大幅に落とし、地表面が凍り付
く程の変異を生じさせて、永く（更なる自浄力を高める数億
年後まで）辛い時を生きる。その後、持ち直したが、自転の
速度は完全には戻ってはいない。（地球本来の自転周期は、
今よりも 100 分程早く、月は、地球のほぼ半分の 11 時間
少しで回る）
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１０．事実として記録されてなければ、そこに在っても無かっ
たこととして扱われる、思考の世界。記録が不可能な時代
のことについては、権威ある推測と力による価値認識に委
ねられる、知識の世界。それらの、形から始まり、形で終わる
結果型の理解は、変化の本質を遠ざけ、原因の力を退け
る。
そのために繰り返される、不安と衝突。それらの負の現実
から自由になろうとはしない生は、かつて地球自然界が経
験した、無くてもいいはずのその（不安、衝突の）原因には
決して触れない。太陽に生かされ、地球に生きていながら、
地球や太陽のかつての不自然な経験の記憶（の原因）には、
近づこうとはしない。その限界を設けた人間の感性自体が、
一生命としての嘘の姿である。
この地球には、原因だけが在り、いつの、どの時のそれも、
この今の全ての原因と繋がっている。その原因の次元から、
時を漂うようにして身体時間を活かすその普通の中に居る
と、遥か昔の風景の原因との融合も自然となり、それらは、
何気ない知恵の中で生きる。地球も生命体。自由に姿を変
える原因の分母の上で、地球の悲しみにも触れる。太陽の
切なる願いも耳に届く。
「復活」は、人間が、この地球に生きる一生命としてただ
あたり前に原因でいれば、普通に触れ得る次元の、そこで
の未消化の原因を、地球の意思と太陽時間に繋げて形にし
ただけ。原因の分母が限り無く増大すれば、時空を容易に
透過する程の直感が活躍し、形（言葉）になる必要性にも余
裕で対処しつつ、未来を確実に変え得る原因を創り出す。
「復活」の中に在るその原因に触れることから、自らの変化
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激を活かして、内なる生命の力を増幅させ、磁場の力を拡
大させる。地球を巻き込むその異変は、地球にとっても更な
る変化の時となる。地球は、無生命化への働きかけを強め
るその意思の力をすり抜けるようにして、太陽も驚く、実に意
外で面白いことをする。
地球は、それまで陸地に在った磁極（北）を、事の必要性
から、海のある場所に移動させようと、巨大な変動を引き起
こす。海中心の地球になることで、地球自らの意思は地球
全体に響かせられ、生き物たちの生命活動が安定するだけ
でなく、かつてのようにやむ無く地球が凍り付いたとしても、
海の中までは全てがそうではない状態にいられることにな
る。現在もその時のままのその磁極の移動は（およそ 4 億
9600 万年前）、地球を無生命化させようとする存在にとっ
て、恐ろしく手強い原因となる。地球の体験的知識とそのこ
とによる実践の普通に、太陽も感心させられる。
（それ以前の磁極は、奇跡的に（でもないが）、現在、この国
近くの海のある場所に在り、地球の自浄力もより強くなる）
（by 無有 10/27 2018）
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（液状の鉄成分の電子）の無限の基本能力。太陽からの電
磁波（光）に頼ることなく生き存える術を持つそれは、何が
あっても地球でい続ける意思を持つ。もちろん太陽の支援
は不可欠だが、独自の（永久電池のような）力を持つその
核は、地球ならではの体験的知識を更新しつつ、決して諦
めることはしない。
厳しい経験を受容しつつも、どうにか時をやり過ごし、余
りの不自由さを強いられても、それでも OK な自分を生き、
確実に学びと実践の質を高める地球。およそ 5 億 6 千万年
前、凍り付いていた地球が溶け始める。その時、地球は、太
陽と共に、生命誕生の下地となる生の原因の力を一気に育
み出す。この時とばかり、太陽は、生命力の光を強力に注ぎ、
地球は、磁場の力をより強めて、形を生み出す。形無き原因
の世界に、無限無数の生命たちの意思を送り出す（生み出
す）。
それは、何千万年（〜1 億年）もかけて行われ、やむ無く
生命の次元を衰退させざるを得なかった火星の、そこでの
かつての原因をも地球の次元へといざない、生命の土台は
創り出されていく。

の可能性を、地球の意思に重ねてみる。それは、太陽が嬉し
い地球感覚を元気にする。（by 無有 10/10 2018）

８．生命（生き物）の基本形のようなものが、あらゆるところ
で無数に生まれ出した時、地球の生命力を潰し損ねた意思
は、その流れを是が非でも阻止すべく動きを活発化させ、完
全支配を成し得た火星を利用し、それまでに無い強力な混
乱と停滞の時を、太陽系全体にもたらそうとする。
木星と土星は、そのことが返って、自らの奮起と能力の活
性化の原因となる時であるとし、火星からの強烈な負の刺
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復活（2）
１．原因の世界というのは、例えれば、時空を自由に透過す
る多次元的な地下通路のようなもの。必要に応じその質が
変調されれば、（地上に出て）その時々の結果という名のそ
れまでの原因のかたまりに触れることが出来る。つまり、か
つての出来事にも、その原因の世界から入り込めるというこ
と。そこに滞った原因が在れば、一層力強く（容易に）それは
為される。
それ程自由で、変化も自在な、原因の世界。そこだけに居
て、余裕でこの時に居るから、無有日記の全ては普通。思考
の次元を包み込むようにして、必要とすべく原因の形（歴史）
をムリなく差し出す。
ただしかしながら、形無き原因の意思が主導権を握るゆえ、
思考は、付いて行くのも難しい。言葉に変換するのも大変な
作業になる。それでも、原因は、全ての元であり、これまでも、
これからもずっと、多次元的にそれは全ての本質であり続け
る。
だから、言葉のずっと手前のところから言葉になり得るそ
の（原因の）流れを創り、言葉であって、言葉ではない、多次
元的な原因の形として、文字による表現をする。そこでの仕
事は、そこに在る原因の意思の、自由で、永遠と繋がる創造
の時。
そして、「復活」は、多次元的な地下通路からの、人間の
知を軽く超えた、未消化の巨大な原因の浄化。形になろうと
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で、負荷をかけられても、その都度それを学びに、それでも
変わらず生きて行ける力を創造し続ける。
それに対する無生命化の力は、好きなだけ重石となる粒
子を増大させつつ、その流れで、地球の磁場の極となる部
分を重点的に力無くさせる手法を実践する。そして同時進
行で、月の動きを封じ、それとの調和ある均衡を乱れさせて、
尽く地球の生きる原因を不自由にさせる。
それでもどうにかその厳しさに耐え、上手く対処してきた
地球であったが、月の自転が大きく鈍化した時、かなり強烈
な打撃を受ける。そして、およそ 8 億年前、月の自転が止ま
った辺りから、地球は、磁場本来の力を大幅に低下させ、熱
（電気）も充分に生み出せずに、天体全体の生の原因の力
を無くす。
その後、地球は、球の全体が徐々に凍り付いてしまう程の
時を経験し、自転周期も、現在の倍ぐらいになる（それでも
止まらなかったのは凄い）。この時からの数千万年（〜およ
そ 2 億年）は、地球にとって最も厳しい経験の時となる。
７．地球表面が完全に凍り付こうとするその時が訪れたのは、
およそ 7 億 4 千万年前。その 1 億年ぐらい後には、太陽と
の連繋も困難を要し、自転の速さが大幅に鈍くなる程（約
42 時間周期）、地球全体の生命活動は力を無くす。その時
ズレの生まれた、公転時の太陽方向への向きは、そのまま
元には戻ってはいない。
地球の内部は、他の天体のそれとは大きく異なり、その核
の次元では、磁力（磁場）を決して失うことのない力強い活
動が、永遠という変化に乗り、維持される。そこに在る物質
- 25 -

なる生の原因を生み出す。この太陽系の天体にとって、磁
場の存在の意味は大きく、そのおかげで太陽の光を取り込
み、生命体としての時を生きることになる。
ところが、磁場が在っても、その動きが不健全だと、太陽
の光は充分に吸収されないまま素通りし、生命活動も不自
然さを普通とする中で、太陽に生かされ、自らも生きるとい
うその本来の姿は力を無くしていく。磁場が弱まると、電気
（生の原因）も生み出せず、天体全体の生命力は低下する。
そして、次第に物化していく。
水星と金星は、その経験を辿る。磁場を極端に消失する
程のそこでの出来事は、太陽の光も届きにくくさせ、負荷を
増大させつつ、それらは力を落とす。そのために大きく狂わ
された、自転周期と太陽との関係。取り込めずに注がれるま
まの太陽の光は、物化したそれら（特に金星）に反射するだ
けとなり、その明るさは、地球に届けられる。
太陽の光は、生命力の原因の力。太陽から生まれた天体
は、それに支えられ、自らの磁場の活動で、生を共にする。か
つてはみんな元気だった、天体たち。太陽系の、この地球の
中の一生命として、彼らのそれまでの原因に触れ得る力を
高める。地球感覚を普通とする人間は、地球のために、地球
の外側の原因をも遊び相手にする。
６．地球を自由に操り、金星と同じようにその活動の全てを
破壊しようとする意思が動いたのは、およそ 8 億 8 千万年
前。地球表面は、重苦しくべとっとした空気に包まれ、それま
での自由な動きは微妙に鈍くなる。しかし、地球が潜在させ
る自浄力は、その意思のかつての経験が通用しない程強力
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するその意思に、ただ言葉を付き合わせ、EW を重ねる。地
球も月も太陽も、そこに居る。
２．生命体としてその中心（の意思）が生きているのは、地球
の他、木星と土星だけで、その他は無い。ただ意外なことに、
生き返る可能性を火星と月は持つ。徹底的にその生きる力
を壊された火星と、それ関わりの負の影響を一番に受けた
月。中でも、月の復活は、地球を元気にする力となり、太陽
系全体の健全な姿を創り出す原因にもなる。
生きる力を潰された時、月は、自主的に回る力（自転）を
無くし、太陽の光も吸収できなくなる。（それに近い状態を、
そのすぐ後に地球も経験しているが…）そしてまるで白色
（白骨）化した亡骸のように太陽の光を反射させ、その悲し
い姿を地球に見せる。月は、完全に力無く生命力を失くし、
何億年もの間、物としてそこに在る。
それを知らないのは、人間だけ（少数は知るが…）。自然
界の動物たちの本能は、その姿が不自然で異様であること
を知る。また、満月の夜に感情を高ぶらせる人が居るが、そ
の理由は、内に秘めた動物的な支配・独占欲が、月全面の
その辛そうな（力無い）姿に刺激されるから。自然界の哀し
みも、その人にとっては躍動の理由となる。
月を見て何気にキレイと思うのは普通のことだが、その月
が本当の姿ではないことを知る。その悲しみを、その自覚も
無く利用する（弄ぶ）、人間の思考。回る自由を奪われ、命を
失くした月も、奇跡の時（EW）を待っている。（月も自転して
いるという理屈は、とても哀しい）
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３．互いに回ることで、支え合い、変化・成長する、月と地球。
その普通が崩されても、地球は、その仮死状態のような月を
引き連れ、太陽を周る。月の再生を諦めることなく、ずっと永
くいつまでも側に付き合わせて、歩みを共にする。それにより
不自由さを覚えても、自分の分身のようにして在る月の存
在を、放っては置かない。月が元気になるその時のために、
いつ訪れるか分からない新たな経験のために、地球は、月
と共に居る。
月は、水星や金星のように、完全には生命体としての意
思を無くしてはいない。それが何億年も先になろうとも、月
本来の姿を彼に思い出させ、彼自らが再び自転を経験する
時へと、そのための原因づくりに参加する。原因の世界に居
続ければ、そこでの何でもない意識は、人間時間（空間）で
はあり得ない次元のことにまでそれは働きかける。
人間の知恵を超えた認識が普通になると、それだけで、
時空の制約を受けない原因と自らのそれが重なり合う。こ
の「復活」の世界の、その基となる原因の次元で戯れるた
めに、遊び感覚で、ここに在る内容を楽しむ。そして、普通の
質を広げ、それを深く大きくして、月の意思との融合を導き
出す。いつか必ず、月は動く。ほんの少しでも動けば、それで
OK。地球も、その時のために、より深い原因のところから変
わり続ける。
４．火星が、（天体規模の）ある強力な別次の意思によって
その内側深くまで力無くさせられた、およそ 8 億年前、地球
は、そこから始まる恐ろしく重量級の負の原因の力により、
大きく揺さ振られ、月は、それまでの全てを失う程の害を受
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４．水星の軌道を狂わせる程の、そこに張り付いた重石のよ
うな物質も、金星を酷く不自由にさせる、その地表全体を覆
い尽くす付着物も、その性質は同じである。太陽時間では、
それ程差の無いおよそ 9 億 1 千万年前、水星、金星の順で、
その悲惨な出来事は起きる。
その物質がもたらす現実は、天体の個性ある磁場（磁力）
の働きが完全に押さえ込まれ、生命活動が途絶えてしまう
というもの。磁場の力が弱まると、太陽からの電磁波（放射
線）に反応出来ずに、それとの繋がりも力無く、生命力を衰
えさせてしまう。太陽の光（電磁波）によって活動的になり
得た磁場がそうではなくなると、生命活動源の電気（熱）を
充分に生み出せなくなり、生きる力も無くす。
そのことを何でもなくあたり前に引き起こす、異次・異生
体の意思による天体規模の影響力。対象とする生命の動き
を止める全く動きの無いその停滞の粒子の力は、重量級の
粘着性の威力を備え、姿無く自在に活動しながら、天体を
無生命化させて、死滅へと導く。
姿無き透明なかたまり（層）となって水星の表面一部に
張り付いた後、その経験を基とする次なる動きとして、金星
全体を覆う、その重く、動きの無い、無生命化の粒子。その
時からおよそ 3 千万年後、（8 億 8 千万年程前）、その意思
は、最も支配すべく対象として在った地球への直接的な動
きをし始める。そのことで、地球内部の活動は活発になる。
５．太陽の光の中には、無限の磁力と電力の源が在り、磁場
を持つ天体は、その元となる核の部分に太陽の磁気を繋ぎ、
それと同時に流入する電波（電子）によって、生命力の基と
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う。原因の世界に居続けることで、分かり得るこれまでの時
の流れのその質を、余裕で本来へと変えて行く。
３．2 章の後半で水星が負った傷に触れたことで、金星が妙
な動きをし始めた。その理由がなぜだかより、この時まで少
しも意思表示しないままその内なる姿を隠し得ていたことに、
それこそが金星であると捉える。そして、その動きは、この今
にやむ無く反応せざるを得なくなってしまったその原因とな
る次元を、図らずもここに差し出すことになる。
金星本来の自転は、ゆったりとした速度で、4 日（＋100
分）程で回る。それが水星の悲しみの時を経て、およそ 100
万年後には、210 日程と、あり得ない異常な変化を見せる
（現在は 240 日以上）。
その理由は、停滞の意思を持つ姿無き異次物質（物体）
が、その表面を覆うように付着したため。身動きが取れない
程の負荷を背負わされた金星は、次第に生きる力を失くし
ていき、完全にその全てを支配される。自転は無いのと同じ。
その姿は、無生命体の象徴のようでもあり、地球にとっては、
実に悲しい関係性をごく近いところで保たざるを得なくな
る。
金星がこの地球に輝きを見せるのは、それだけ物化して
いるから。その明るさは、悲劇の果ての辛さと苦しみ。その金
星を大きく包み込む程の原因を、この地球で創り続ける。地
球にとって、そしてそこに住む全ての生き物にとって、金星の
存在は大きい。太陽と共に、彼の復活（奇跡）の時を引き寄
せる。
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ける。その後、月の自転は止まり、生命体としての本来の姿
は消える。そして、地球は、この時、公転時の向き（中心）が
太陽方向から外れるという、実にあり得ない現実を経験す
る。
それ以前は、自らも回りながら、地球と一緒に太陽の周り
を回っていた月。その自転が止まる程の出来事は、地球の
動きにも大きな影響を及ぼし、結果地球は、太陽の周りを回
るというよりは、太陽の力で上手く回してもらっているような
状態を経験することになる。それは現在に至りそのままで、
月も自力を無くし、地球と太陽に助けられる。（四季は、地球
のその不本意な状態の上に在る）
そして、病み続ける、動きの無い月。それは、火星の代わり
に地球を不自然にさせる役を担わされてしまったかのよう
に、その側で、その気も無く地球に負荷をかけ続ける。その
どうにもならなさの中に居続ける月の姿は、地球の不自然
さの象徴にもなる。
５．火星の生命体としての活動が途絶えたことで、天体間の
均衡（引力）とそれぞれの磁場の調和が大きく乱れ、それが
木星、土星の異変へと繋がり、廻り回って地球内部の変動
にまで波及した、およそ 5 億年前。それより 3 億年程前、地
球は、すでに公転の姿を狂わされる程、異変の真っ只中に
居る火星の影響を受け、月も、大きくその本来を無くす。太
陽系全体が、火星の変異を機に経験し始めた、異常事態。
傷を負ったまま利用され続けた冥王星は、力尽き、その存
在も忘れられる。
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太陽との融合を密とするそれまでの向きが外された地球
は、その時からずっと不本意な姿の公転をし続ける。月が自
転していた頃の、平和で健康的な公転。天体規模の停滞と
破壊の意思を備える（備えさせられた）火星の中心は、その
原因となる働きかけをし、それを仕向けた存在は、それによ
る混乱と不安定を愉しむ。
全てが不自然である上でのここでの自然な感覚で、形は
そのままでも、中身がそうではない原因を成長させ、そのひ
とつひとつの原因が可能な限り浄化され得る時を重ねる。
形を生み出す形無き原因は、どんな時の、どんな現象にもそ
の原因から触れ得る性質を持つゆえ、繋がる次元を高める
べく、普通体験の域に変化し続ける EW を乗せる。すでにそ
うであり続ける無有日記と遊び、これまでの延長ではない
新たな未来への道を、淡々と歩む。地球も月も火星も、経験
から自由になる。
６．在ってはならない現実も、そうでしかない状態がそこに在
れば、その上での新たな普通が生まれ、そのままどこまでも
それは続けられて行く。その年月が、ここに至る何億年もの
時であるということ。現代の普通も、もちろんその在ってはな
らない現実の上での、異常の中でのそれと捉える。
この現代の、在ってはならない争い事や病気（不安、怖れ
etc.）も、その土台には、数億年の間における非生命的な変
化（進化）が在り、その更なる土台には、それより数億年前
からの、地球規模の在ってはならない不自然・不調和な現
実が在る。およそ 5 億年前、8 億年前（10 億年前）と、その
時代の重要な原因を簡単に形としてここに案内したが、そ
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２．原因の EW というのは、単純なもので、そうであることを
良しとしない性質の原因と出会し、それと融合することがあ
っても、主導権を握りつつ、染まらず、留まらずに居られれば、
自分のそれは力強く新たな変化に乗り、その質の異なる原
因の次元を軽く突き抜けて、余裕ある成長（進化）を経験す
る。そして、その類の性質との融合は再度経験することはな
く、より強力で、微細な別次の原因のそれとの出会いが、後
に訪れることになる。そんな風にして、原因の EW は進行す
る。
そのための形ある（身体的な）移動や経験は要らず、ただ
原因の分母が自動的に増えるようにして、可能とする EW の
幅と深みは拡大する。そして、そこでの経験を直感の次元に
誘いつつ、行くべき場所（次なる空間）は、その原因の働き
とそれによる反応を記憶する。処理すべき原因を処理し、浄
化すべき原因を浄化する段においては、必要性の次元を言
葉が参加し得るものへと変え、自然とそれが形になる時に、
さらりと立ち会う。表に出るのは、ほんの一部。原因の EW は、
自動制御のようにして、無限と遊ぶ。
その原因の EW が、この「復活」ではいつになく強力で、
遊び心も全開である。辿る順も、居る時間も完璧で（当然だ
が…）、単独、多重、多次元とその時々で質を変えながら、必
要とすべく浄化を好きなように進めて行く。面白くキレイで、
一瞬のズレも縁が無い。
そして、3 章に入る辺りから、「復活」の原因は、その質を
大きく成長させる。ここにそれが在るという意味とその背景
も、それらの方から少しずつ顔を出し始め、文章と重なり合
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復活（３）
１．本来の普通を大切にするには、あたり前に健康・健全で
いる人の姿を煙たがる存在の、その本心の中に隠れている
感情を知ること。そのことで、平和も健康も、その原因から力
強くなる。不穏で不公正な社会を変えるのなら、病気や争い
などの問題事から遠いところに居る人が増えたら困ってし
まう存在の、その理由を把握すること。それだけでも、空間は
穏やかになる。人の住む世において、処理すべき事がそこに
在れば、それ関わりの世界から遠いところでその原因を知
ることから、事は始まり、次へと動く。
環境を大切にしようとする時、その姿勢さえ不要とする程
の本来の環境がそこに在ると困る存在の姿を観察する。そ
して、環境のために、自然界が嬉しい自然体の生を普通に
生きる。動物たちの気持ちになって彼らの生を守ろうとする
時、彼らが最も辛くなる動物食（肉食）を当然とする存在の、
その非生命的な原因の浄化を重要なテーマとする。動物た
ちは、安心を繋ぎ得る普通を喜ぶ。
地球が安心を覚える人間でいようとする時、その普通を
それ程大切にはしない存在のその理由深くに入って行くこ
とで、いつのまにか、意識は、地球を超える。どんなことでも、
知るべきことは、その原因の姿。普通に地球を大切にする自
分でいると、そうではない存在を通して、遥か遠い昔に地球
が経験したことの、その原因に触れる。その普通がどこまで
も普通であれば、触れ得る原因の次元は、限り無いものに
なる。
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の担うべく仕事は、次なる時代へのこれまでの原因の浄化
であるゆえ、そのための内容については、これで良しとする。
そして、次へと行く。
そして今、ここまで EW を実践しつつ文章を書いてきたか
らこそ、触れ得る場所が在る。この時にならなければ、向き
合うことも出来なかった新たな世界。それへの EW を可能と
する時を迎え、「復活」は、より深く時空を透過し、その場所
でのそこでの原因を形にする。そこに、水星が在る。
７．冥王星の後に続く天体に、火星の存在を挙げたが、実際
には、その前に、水星が在る。火星の変異はおよそ 8 億年前
（－数百万年程）、水星は 9 億年前（＋1000 万年程）。水星
は、直接的な働きかけとは微妙に異なるところで、太陽系全
体に、そうとは分からせずに、じわじわと負の影響を及ぼし
続ける。事の不安定感を生み出し、停滞を安定させるその
威力は、火星の比ではない。
水星の自転は、約 2 ヶ月。その大きさと質量、位置を考え
ても、それは余りに不自然。そのことに、人は普通に疑問を
抱く。太陽に一番近いところでのその姿は、それだけで、太
陽系の不調和の元を生み出す力となる。
天体全体に緊張を覚えさせる程の恐ろしく破壊的な意思
のかたまりによって、その核となる部分が徐々に異常を見せ、
不安定感を帯びた時、実に信じ難い事が水星の身に起きる。
その表面のある場所に、なんと正体不明の姿無き異次物質
（物体）が、重石のように張り付く。それにより、水星の自転
は極端に長くなり（元は 17 時間程）、公転軌道も不自然
（楕円）になる。
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そのあり得ない経験は、その後の地球に多大な影響を及
ぼし、太陽も、それまでに無い厳しさを受容せざるを得なく
なる。どの天体にも満遍なく生命力の光を注ぎ、それぞれの
生きる力を支えていた、太陽。そして、その光の力をも全く取
り込めずに、ギリギリのところで回っている（だけの）水星。こ
の「復活」を、水星は嬉しい。その意味不明な経験の原因を、
ここから、新たな原因へと変えていく。水星を、太陽の元に
届ける。

景に自然と意識を向ける。そのことで太陽が動き出すのを
感じたら、そのままその感覚を大切に、一生命としての原因
の力を未来に放つ。そのための道が、この「復活」。この経
験を、太陽系の調和と、そこでの無限の優しさと健康に使っ
てもらう。（by 無有 10/19 2018）

８．水星の本来が大きく崩された時期と、それが太陽の直ぐ
側であることを考えれば、月の異変も、地球の緊張も、水星
のその負の原因が浄化されることで、それらが変わり得る
新たな原因を経験するであろうことが分かる。そして、木星
も土星も、安心の時を創り出すことを思い出し、火星は希望
を抱く。その時を、金星も喜び、天王星も海王星も、そして冥
王星も、嬉しさを共にする。その原因がここに在り、それはす
でに始まっている。
知ることが力になるのではなく、力を持っていることも忘
れている（力ある）普通の人が知るべきことを知ることで、そ
れまでのいくつもの大きな未消化の原因は、砕かれ、浄化さ
れる。そして、その普通に、力ある人も無い人も続き、共に地
球に生きる一生命として、その経験の原因をそのまま未来
に繋ぐ。地球のために、知るべきことを知り、月のために、そ
の経験を活かす。火星や水星のそこに在る原因に触れ、地
球と共に、太陽の望みに応える。
地球を大切に思う時、人は、普通に地球の外側を思う。そ
こに月の悲しみが在れば、人は、その理由となる原因の風
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