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煌めく星空の中をゆっくり飛行しながら、その大部分が沈んでしまったアト

ランティス大陸から飛び立った私たちは、一瞬にして失われてしまった文明と、

自分たちのこれからのことをおぼろげに思っていました。 
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 私は、アトランティスから飛び立ったスペースシップに乗った、アトランテ

ィスの子供です。300 年もの人生をゆったり過ごしたアトランティス人にとって、

100 歳に満たない者は、まだまだ何も知らない子供たち。 
まだ、義務教育を受ける過程です。 
 私が選んだ科目は、「言葉と光の力」という教科でした。今、アトランティス

の美しい丘に建つ学校には、国中から子供たちが集まって来て、新学期の開講

のセレモニーを、胸をときめかせながら、待っています。 
 
 ファンファーレが鳴り響き、待ちに待ったセレモニーが始まりました。 
 アトランティスの智恵を授けてくれる、この学校の校長とは、記す言葉、発

する言葉で現実を作ることができるアトランティスの長老マギです。この長老

の存在は、アトランティスが失われた後、今も賢人や魔術師の原型として世界

の意識の中に息づいています。 
例えば、アーサー王を育てた魔術師マーリンや、指輪物語のガンダルフ、モー

ゼに至るまで、さまざまな賢人や聖人がその原型をもとにしています。 
 「言葉と光の力」という教科を選んだアトランティスの子供たちは、言葉の

力を発揮できる能力を開くために、３つの小瓶をマギから手渡されました。 
 そして、私たちはどんな時に、その小瓶を使うべきかについて、マギから直々

にお話を聞かされました。 
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アトランティスの崩壊 
 

 
 
 その直後、その出来事が起こり始めました。 
 それは、次元クラッシュと呼ばれる現象でした。 
 この時代のアトランティスでは、人々の意識の変化の方向性が物質次元と反

物質次元の両極端へと二極分化していました。この二極分化は、いつか現実的

に存在できるこの次元を引き裂いてしまうのではないか・・・と、多くの人が

懸念していましたが、とうとう、その懸念されたこととは逆の次元クラッシュ

という出来事が起きてしまったのです。 
 この二極分化の２つの方向性は、元をただせば同じ源に起因したのですが、

アトランティスという文明の意識そのものが、新たな可能性を見出す準備を整

えたために、対立する２つの意識の方向性をクラッシュさせ、更に大きな地球

の進化のシナリオへと急速にシフトしたのです。 
早い話が、文明というものは、それ以上進化しないと見られるポイントに差し

掛かった時、新たな可能性へと向かう、自己改革機能を兼ね備えているという

ことです。 
 
私たち、アトランティスの子供たちも、永遠の平和を願っていました。永遠の

繁栄も願っていました。 
 
物質、反物質の両極に引きあったバランスは、どちらかの力を少し緩めるだけ

で、簡単にクラッシュしたのです。つまり、このようなバランスは、文明その
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ものを支えるバランスとして適切ではなかったのでしょう。 
なぜ、アトランティスに崩壊が起きたのかについての説明は、このくらいにし

ておきます。 
 
 アトランティスの崩壊が起きはじめたことが分かったので、私たちは、学校

の丘に集まるために乗ってきたスペースシップに再び乗るように言われ、次元

クラッシュがもとで巻き起こされてしまった磁気の嵐が落ち着くのを待ちまし

た。 
 次元クラッシュによって大陸が乗ったプレートには無数の亀裂が入り、アト

ランティスは静かに、しかし加速的に海の中へと沈下していましたので、安全

な土地へと数え切れないほど沢山のスペースシップが飛び立ちましたが、大き

な規模の磁気の嵐に巻き込まれ、次々に木の葉のように舞い散っていました。

そこで、私の乗ったスペースシップのパイロットは、磁気の風がなくなる瞬間

を捉えて飛び立つと言う判断を下したのです。 
 私たちは、スペースシップの中に、乗り込んだまま、磁気の風がおさまって

飛び立てるのを待ちました。磁気の嵐の中では、通信が途絶えてしまっただけ

でなく、強力な磁場変動の影響で、アトランティスの人々が、自然な能力とし

ていた透視や透聴などのサイキックな能力も全く使えなくなっていました。 
業を煮やして飛び立ったスペースシップが、あっけなく落下して行くのを、私

たちはなすすべもなくただ目撃するしかありませんでした。 
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アトランティスを飛び立つ 
 
・・・しかし、そんな状況の中、長老マギは磁気から身を守る真っ白なマント

に身を包み、エアポートの中央に進み出て行きました。 
マギが、空に向かって「オープン スカイ！」と断言するように叫ぶと、大量

の鳥が空を覆うように飛んできて、一瞬空が真っ暗になったかと思うと、鳥た

ちが空に渦巻きを描くように飛び始めました。鳥の飛行による渦巻きがぐるぐ

ると解かれていくと、大気は穏やかになり、真っ青で透き通った空が出現した

のです。 
スペースシップは、これでやっと飛び立てるようになったのです。 
いよいよ、飛び立つと言う時に、長老マギは、私たちに向かってこう言いまし

た。 
 
「私が、あなたたちに小瓶を授けたときに話したことを、忘れずに実行しなさ

い」と。 
 
 長老マギは、そう力強く言い残すと、スペースシップから降りて、外からし

っかりと扉を閉めました。 
「マギ！行かないで！」と、誰かが叫びました。 
長老も一緒に飛び立つものだと思っていたアトランティスの子供たちは、マギ

の行動に驚きましたが、スペースシップは、私たちの気持ちにはおかまいなし

に、あっという間に垂直に高く飛び上がりました。 
 
そして、ほどなくしてアトランティスの都市があった上空に到達しました。 
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そこは、私が生まれたアトランティスの首都でした。 
 建物の最上階部分や、みんなに愛された細長い三角形の形をしたクリスタル

のタワーの突先が、まだ海の上に顔を出しているのが見えました。 
建物の屋上には、スペースシップが助けに来るのを待っている人々が白い布を

振っている姿がありました。 
 懐かしいアトランティスの街や建物が、ターコイズブルーに透き通った海の

中に、そのままの形で沈んでいるのが見えました。 
スペースシップの底に取り付けられた窓から海底を覗くと、静かに沈んだアト

ランティスの都市は、今もまだ煌めく星々を散りばめたように美しく光り、輝

いています。 
縦横無尽に走る、都市の明かりは、無数のダイアモンドの首飾りを思いつくま

ま地面に並べたかのようにも、また、繊細に計算しつくされて配置されるショ

ーウィンドウのジュエリーのようにも見えます。金が施された羽が生えた人間

の大きな彫刻や、ライオン、マーメイド、ドルフィンの大きな彫刻が、まるで

泳いでいるかのようにユラユラと見えます。 
私たちは、言葉を忘れ、いつまでも、いつまでも、海底に沈んでしまったこの

美しい都市を眺めていました。こんなことが、本当に起こるということを誰も

が信じられなかったのです。 
 
海底に沈んだ都市は、息の根を止めるようにゆっくりと蓄えられたエネルギー

を海中に放出し、一つ、また一つとその明りが消えて行きましたが、すべての

光が消えてしまうのを見届けず、私たちはその場を飛び去ると、一番高かった

タワーの先が、水の中に消えて行きました。 
 ここに住んでいた人々は一体どうなったのでしょう？ 
 海面には大きな船や小さな船が何艘も漂っているのが見えます。運よく船に

乗れた人たちは、大陸を飲み込む海水の渦から逃げるべく、外海へと帆先を向

けていますが、まるで滝壺に飲まれるかのように、力なく海中に消えて行きま

した。 
 私たち、アトランティスの子供たちは、眼下に広がる光景を後にしながら、

抱き合い、手を合わせ、声を殺して、とめどない涙を流しました。 
 アトランティスの山脈は、まだ海上に頭を出していましたが、火を吐く大き

なリバイアサンがのたうちまわるかのように、真っ赤な溶岩流を空に吹き上げ、

見えない炎を吐き散らしながら、巨大な水蒸気爆発を起こし、その姿を消しま

した。 
 その時、アトランティスは永遠に時を刻むことをやめ、その「時」を終わっ

たのです。 
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眠りの始まり 
 
 その後、長老はどうしてしまったのでしょう？ 
学校に出て来る前に挨拶を交わした家族や友人はどうなってしまったのでしょ

う？ 
 スペースシップが運んで行ってくれるところで、きっと再会できると信じよ

うとしても、最悪な状況を想像してしまう頭が、おぞましい幻影をもたらしま

した。 
遠く離れていても見えてしまう透視する目が、直視したくないアトランティス

の人々の末後を、私たちの脳内モニターに次から次へとその光景を見せ続けま

した。 
 遠くにいても、見ることのできる力、知ることのできる力をこの時ほど否定

した時はありません。 
 新しい地に降り立った時、私たちは一からすべてを始める人々にならなけれ

ばならないのです。新たな文明に悲しみを持ち込むわけにはいかないのです。 
 

夥しい数の悲しみのビジョンが、透視する目に入りこまないように、 
私たちは眠りにつきました。 

 
 次元クラッシュは、私達を物質の低次元へとディセンションさせていきまし

た。 
 
私たち、アトランティスの子供たちは、今、そこにあるものしか見ることが

できない目を持つ人となり、今、そこにあるものしか聞こえない耳を持つ人と

なり、今、そこにあるものの香りしか嗅ぎ分けられない嗅覚を持つ人となり、

今、そこにあるものの感触しかわからない人となり、口の中に入ったものだけ

を味わうことができる人となり、マギが手渡してくれた小瓶に描かれた模様の

意味も、何のための小瓶なのかも、何もかもわからなくなってしまいました。 
 

私たちは、忘却の眠りについたのです。 
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アトランティス・フラクタル 
 
 
 一体、どれほど眠っていたのでしょう。 
私が目を覚ました時には、すでにとてつもない時間が流れていました。 
100 年、1000 年、１万年・・・2 万年・・・ 
 
驚くことに、眠りについていた間、私たちは、信じられないようなことをし

ていました。 
 
 なんと、私たちは眠ったまま、何度も何度も転生を繰り返していたのです。 
 
 そして、眠りの中で、おぼろげに覚えているアトランティスの記憶や智恵を

再現しながら、アトランティスに似た文明を、世界のあちらこちらに作り上げ

て来たのです。 
 しかし、その無意識の創造の中には、危ういシナリオが含まれていました。 
私たちが眠りの中で作った文明は、アトランティスのたどった末路をも、たど

り始めていたのです。 
 眠りに着く前に、１００歳に満たない子供たちだった私たちは、新しい地に

つくりあげた文明の中で、１００歳以上生き続けることができない身体として

転生していました。 
 なぜなら、私たちはアトランティスでは子供でしたから、１００歳以上年を

とるという経験をしていなかったからです。そして、新たな文明では 100 歳も

生きれば長老とされたのです。 
 世界に散らばったアトランティスの子供たちは、愛し合い、子孫を作り、自

分の子孫を辿って、転生し続けました。あの世に帰っている間には、自分たち

が何処から来たのかを思い出し、再び転生した時には、それを忘れ去り、たん

たんと時間の中で生命をつなぎ、次から次へと生命をはぐくみ、転生し、生き

て、死に、また転生をしました。 
 

 そして、眠ったままで作った文明も、アトランティスのように最後の時を迎

える瞬間が近づいて来ると、忘却の眠りから目覚めるために、時計が反対回り

をしたかのようなことが起こり始めました。 
そして、今、ここがアトランティスとフラクタルだということに気づき、自分

たちが、何者だったのかを思い出しはじめたのです。 
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シンクロニシティ 
 
 そうだ。あの時、長老が生徒たちひとりひとりに小瓶を手渡し、とても大切

なことを教えてくれたのだったっけ。 
 
たしか、それは、言葉の力、光の力 
 
 世界中で目覚めたアトランティスの子供たちは、それぞれが、それぞれの場

所で、それぞれ何気なく部屋の中を見渡すと、どの人の部屋の中にも先祖から

伝わったという不思議な箱が置いてあることに同時に気づきました。 
部屋の中にみつけられないアトランティスの子供たちには、不思議な経緯で

誰かからのプレゼントとして、小瓶の入った箱が届けられました。 
ある者は、街角の香水店のウィンドウにそれをみつけ、二束三文で手にいれ

ていました。また、ある者は、公園のフリーマーケットから、チャリティボッ

クスの中から、引き付けられるように小瓶の入った箱を手にしました。 
嫁いだ先の夫の母親の形見として、その小瓶の入った箱を手に入れた者もい

ました。 
 

転生に転生を重ねたアトランティスの子供たちは、さまざまな人種になり、さ

まざまな肌の色と様々な言葉を話し、さまざまな年齢で、さまざまな仕事につ

いていました。 
 しかし、惑星のあらゆる場所に散らばった子供たちは、ほとんど同時に、そ

の箱の蓋を開けたのです。 
 

 惑星の時差の中、それは、ある者にとっては真夜中でした。 
ある者にとっては夜明け前でした。また、ある者にとっては、明け方で、ある

者にとっては日の出の時間。 
ある者には、正午で、ある者には、昼さがり、ある者には、夕暮れ時で、ある

者には夜の闇が深くなる時。 
そして、ある者には真夜中でしたが、その蓋が開けられたのは、同じ時でした。 
 
 
 
 
 
 



 

３つの小瓶の秘密 
 
 
 
 箱の中には３つの小さな瓶が入っていました。

ランティスを彷彿とさせる

一瞬にしてあの日のことを思い出し始めました。

 私たちは、まだ、海の中に、建物の最上部分

した。 
海底に静かに沈んだアトランティスの都市が、まだ煌めく星々を散りばめたよ

うに美しく輝いているのを思い出しました。

 縦横無尽に走る、都市の明かりが、無数のダイアモンドの首飾りを

くまま地面に並べたかのようにも見えたことも、鮮明に思い出しました。

しかし、その記憶に浸っていると、再び眠りに落ちてしまうことも思い出した

のです。 
 なによりも、思い出さなければならないのは、この３つの小瓶をくれた長老

の言葉です。 

アトランティスの子供たちは、小瓶を箱から取り出してみると、

そこに不思議な形のシンボル

10 

箱の中には３つの小さな瓶が入っていました。この小瓶は、遥かかなたアト

ランティスを彷彿とさせる波動をもっており、それを手にとった子供たちは、

一瞬にしてあの日のことを思い出し始めました。 
私たちは、まだ、海の中に、建物の最上部分が突き出ている様を思い出しま

海底に静かに沈んだアトランティスの都市が、まだ煌めく星々を散りばめたよ

うに美しく輝いているのを思い出しました。 
縦横無尽に走る、都市の明かりが、無数のダイアモンドの首飾りを

くまま地面に並べたかのようにも見えたことも、鮮明に思い出しました。

しかし、その記憶に浸っていると、再び眠りに落ちてしまうことも思い出した

なによりも、思い出さなければならないのは、この３つの小瓶をくれた長老

 
 

 
アトランティスの子供たちは、小瓶を箱から取り出してみると、

そこに不思議な形のシンボルが描かれているのをみつけました。

 

の小瓶は、遥かかなたアト

をもっており、それを手にとった子供たちは、

突き出ている様を思い出しま

海底に静かに沈んだアトランティスの都市が、まだ煌めく星々を散りばめたよ

縦横無尽に走る、都市の明かりが、無数のダイアモンドの首飾りを、思いつ

くまま地面に並べたかのようにも見えたことも、鮮明に思い出しました。 
しかし、その記憶に浸っていると、再び眠りに落ちてしまうことも思い出した

なによりも、思い出さなければならないのは、この３つの小瓶をくれた長老

 

アトランティスの子供たちは、小瓶を箱から取り出してみると、 
ているのをみつけました。 
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そして、 
第１の小瓶には、こんなシンボルが、 

 
第２の小瓶には 

 
こんなシンボルが・・・ 
そして第３の小瓶には 

 
 

こんな形のシンボルが描かれていました。 
 

小瓶の銀色の蓋を開けスプレーすると、３つの小瓶からは、 
それぞれが個性的な香りがミストとなって空間に広がりはじめました。 
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しかし、一体いつ、このスプレーを使えばよいと長老は言ったのでしょう？ 
それを思い出さなければなりません。 
アトランティスの子供たちは、再び、アトランティスと同じことが起きないよ

うに、この３つの小瓶が自分たちに託されたのだと思っていたので、思いださ

なければならない、思い出さなければならない・・・と、躍起になりました。 
その時、 
「そうだ。この第１の小瓶を使ってみよう・・・」 
と、子供たちの一人が思いつきました。 
 
第 1 の小瓶の蓋が開けられました。 
 
 世界中に散らばったアトランティスの子供たちが、一斉に瓶の中のエッセン

スをふりまきました。 
 
すると 
世界中がアトランティスの慈愛に包まれ、心のすみずみから身体のすみずみま

でが、ほっとしました。 
何万年もの間の眠りで麻痺していた感覚がゆるっと解けて、優しくて気持ちの

良い微笑みを自分が浮かべていることに気づきました。 
 
子供たちの胸の中には、 
忘却の彼方にあった長老マギの言葉が響き渡りはじめました。 
 
小瓶の中には、失われたアトランティスの慈愛の光と言葉が入っていたのです。 
 
そこで、アトランティスの子供たちは、一斉に 
第２の小瓶の蓋を開けることにしました。 
 
すると 
世界中がアトランティスの智恵に包まれ 
私たちがこれからどうすればよいか、何をすればよいかを悟ることができまし

た。 
 
３つめの小瓶に手を伸ばそうとすると、子供たちの胸の中に、長老の声が響き

渡りました。 
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「この小瓶の中に入った力は、一体何に向かって発する力か？」 
 
みんなは、一斉にその小瓶の中の力を感じるために、勢いよく小瓶の中の液体

をスプレーすると、更なる目覚めに至りました。 
 
アトランティスから何度も何度も転生した子どもたちは、一斉にこう叫びまし

た。 
 
「それは、真実に向かう勇気です。」 
 
その答えを受けたアトランティスの長老マギの言葉はこのように続きました。 
 
 「アトランティスの崩壊後、お前たちは、目に見えない『世界』という名の

学校で、『人生』という名の学校で、『文明』という名の学校で、「言葉の力と光

の力」の学びを何万年も続けて来た。 
ある時は成功し、ある時は、見事に欲しくもない、見たくもない現実創造に成

功した。 
 私は、この見えない学校の指導者として、お前たちの中に住み、言葉そのも

ののもつ力が発揮されるように、ありとあらゆる経験へとお前たちを導いてき

た。そして今、言葉が新たな文明を作る『時』へと到達した。 
新たな物語を作るために、目覚めた『慈愛』と『智恵』と『勇気』を使うのだ。 
眠りながら転生した時が終わり、アトランティスの浮上がはじまる！ 
そこで、始まる物語には、私が与えなかった第 4 の小瓶の秘密が発揮される。 
それこそが『信じる力』だ。 
自分を信じる力。 
人を信じる力。 
生命力を信じる力。 
創造できると信じる力。 
癒されると信じる力。 
見つかると信じる力。 
動けると信じる力。 
不可能が可能になると信じる力。 
手放しても何も失うことなどないと信じる力。 
達成できると信じる力。 
そのすべてと、更なる可能性の未来を信じる力を発揮するためになくてはなら

ない、『慈愛』『智恵』そして『勇気』が、お前たちに与えられているのだ。 
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アトランティスの子供たちの新たなビジョン 
 
世界中に散らばった子供たちは、長老の力強い言葉のもとに 
以前をなぞることのない新しい物語。 
悲しみを繰り返すことのない新しい文明を作るための言葉を、 
今、書き記そうと、真実に向かうための勇気を奮い立たせました。 
 
すると、あの時のように空を覆うほどの鳥たちが飛んできて、一瞬空がふさが

れたかと思うとグルグルと渦を巻き、空が開き始めました。 
 
「オープン スカイ！」 
 
アトランティスの学校でのセレモニーの時に聞いた、あのファンファーレが、

空のかなたで高鳴りました。 
すべては、ここから始まるのです。 
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