臨死体験における自己意識のエッセンス
クオリティとリアリティのアップ
斎藤忠資
自然科学では観測者の主体(私)カットされている。(1)望遠鏡や顕微鏡で観測している人は
自分を見ることはない。絵画には絵描きの私はカットされている。見ている私は対象化で
きない。対象化できないものは研究できない。見ている私を対象化するとみている私がい
なくなる。目は目を見ることができない。意識がなければ私も世界もない。熟睡して夢も
みなければ、あるいは麻酔や事故で意識を失えば、私も世界も消える。私が直接知ってい
るのは自己意識のみであり、他はすべて数学の物理学も、意識と脳と身体の五感を通して
間接的に知っているだけである。コンピュウターやテレビには自己意識はない。私は身体
ではない。私が身体を備えているである。私は身体を超えている。私は見えず、聞こえず、
味もなく、臭いもなく、タッチもできない。私は肉体の五感を超えてる。真の私は物質(身
体)ではなく、時間と空間を超えている。4 つの力(重力・電磁力・二つの核力)からも自由で
ある。真の私の真の安らぎ(ホーム)は光の全 1 意識にあり、真の私は光の無条件の慈愛と完
全な喜びや真の命の意味などを渇望している。逆に言えば真の安らぎ(ホーム)と無条件の慈
愛を渇望しているものこそ自己意識のエッセンスに他ならない。
脳と肉体の五感を超えた意識は、物質を超えているので、 科学装置(物質)で測定すること
は出来ない。ただ主体的体験によってのみ知ることができる。臨死体験や天からの光に照
らされる体験は、物質を超えた天の光によって生じる自己意識のエッセンスの変容である。
そこには主体と客体のバリアはなく、自己意識のエッセンスは万物と一体になり、万物を
無条件の慈愛で包み込む宇宙意識になる。宇宙意識は時間と空間の制約を終えて宇宙全体
に遍在する。(非局在意識) 自己意識のエッセンスは光の不可分の全 1 意識と１体になる。
そこは完全調和の世界であり、誕生も死もない。
① 脳と肉体なしの純粋覚醒としての自己意識のエッセンス
臨死体験で脳と肉体を超えた自己意識のエッセンスは脳と肉体なしの純粋覚醒にシフ
トする。代表的な例を挙げよう。
「私には体がなく、純粋意識という存在でした。」(2)
「私のマインドは裸にされた。私は純粋なマインドになった。トンネルの中では備えて
いたエーテル体はもはやなかった。それは私の個人的な知性がユニヴァーサルマインド
と出会っている時である。
」(3)
「脳と肉体を抜け出して、意識と思考がすべてになり、他には何もなかった。
」(4)

「肉体を抜け出し、星空を飛行し、光の存在と出会った。体には気付かなかった。私は
メンタルな存在であった。
」(5)
脳と肉体なしの純粋な覚醒が、私のエッセンスであると言われている例。
「私のコアは私に覚醒である。
」(6)
「私のエッセンスは肉体なしの意識のみである。」(7)
「肉体を抜け出した時、私のエッセンス・覚醒・存在になった。
」(8)
「私の肉体と脳は、友人の弔辞を読んでいた。同時に私の真のエッセンスである私の意
識の別の部分は、私の肉体の制約から上昇し、物質的リアリティよりももっとリアルな
次元を体験していた。
」(9)
私のエッセンスは魂・霊であるという例
「我々は単なる物質的な殻であり、私のエッセンスは魂であり、転生するのは魂である。
」
(10)
「私のエッセンスである私の霊が肉体を抜け出た。
」(11)
「私のエッセンスは身体ではなく、魂である。
」(12)
「本当の自分は霊であり、神と一体である。」(13)
「意識は脳に座がない。より深い、肉体感覚がなくても、より大いなる、拡大された意
識が機能している。この部分は地上の生を貫いて存在し、我々の自己創造した身体であ
り、身体は自動的に、万人が持っている永遠の命の次の章での意識のために我々の媒体
になる。
」(14) ここでは宇宙意識は脳と肉体を超えた光の全体意識であり、脳と肉体は
光の完全意識が物質界で生きるために用いる媒介であると言われている。
「物質のリアリティから非物質的リアリティへとシフトして、私は純粋な主体となっ
た。
」(15) 純粋な主体性というのは、主体と客体のバリアがないということである。私
が万物と一体になる。
「肉体のない私。肉体の虚妄なしのありのままの本当の私を、光は受け入れてくれた。
」
(16)
「私の肉体・人種・文化・信念なしに、私の純粋なエッセンスは存在し続け、それは私
の全体の自己の還元された要素ではない。私の純粋なエッセンスは肉体よりも偉大で拡
張してすべてを包む。私は始めも終わりもなく、常に存在していたし、これからも存在
するものである。私は存在するだけで、無条件の愛と受容に値する。私は愛されるため
に何かをする必要はない。拡張したエッセンスこそ真の私であり、私の存在の真実であ
る。
」(17)
② 光の純粋意識としての私のエッセンス
脳と肉体を抜け出た私のエッセンスは、光と一体になり、光の純粋意識になる。
好例を見てみよう。
「私はエネルギーのボールであり、光のエネルギーであった。私は地上のいた時とは存

在の異なる次元にいた。この次元ではすべてのものは基礎となるエネルギーであった。
このエネルギーが光から来るのか、光がこのエネルギーから来るのかはわからない。こ
の次元は地上のように炭素を基礎とした次元とは似ていなかった。この光に基礎を置い
た次元で、私は霊に完全に満たされた。私は私の魂の存在へと目覚めた。」(18) ここで
は霊と魂は光のエネルギーであると言われている。
「光の世界では私は限りのない純粋な意識であった。それは光の焦点に似ていた。我々
は光だった。我々と周りの他の存在は、別の密度の光からできていた。」(19)
「私は光の純粋な意識であり、真の自己になっていた。
」(20)
「私はこの時純粋な意識で、流動的な光から私の体はできていた。」(21)
「光の意識(私)は、自分の肉体のすべての細胞から抜け出す。光の意識は心臓に集中し、
次に頭から体外離脱して、天井近くに浮揚して、下を見下ろす。光の意識は白っぽく玉
虫色に輝く、軽くて雲のような物質のように動きまわる。そしてトンネルの中で高次の
自己と融合して真の自己となる。そして光の意識は頭を通じて肉体に戻る。」(22)
「光球は私の雲の形をとっている。コミュニケーションは光の体の織物という仕方での
ホログラムである。」(23)
「私は光とエーテルの形で具体化した純粋な意識であった。
」(24)
「肉体のエゴではなく、魂の自己になっていた。純粋な意識で、光の中で具体化するエ
ーテルの形になった。
」(25)
③ 脳と肉体の意識から分離した純粋な覚醒としての私のエッセンス
純粋覚醒である私のエッセンスは、脳と肉体をこえているので、脳と肉体に関わるすべ
ての意識の機能と現象(エゴ)から分離独立している。この点について我々はすでに考察
した。(26) ここでは好例を補おう。
「私は私の肉体とのすべてのコンタクトを去った。私はすべての肉体との結びつきを去
り、私の内なる自己のみを残し、私の存在のコアのみを残し、私の自己の新しい世界の
外にある、外部の世界から分離した。私はこの要塞の壁を通過するために、私の内なる
自己のみを残して、私の肉体とのコンタクトをすべて脱ぎ捨てた。肉体に属する苦しみ
は消え、安らぎ、安全性に満たされる。時間と秩序の構築するすべてとの交わりはなく
なる。すべての肉体の必要性は捨て去り、私の自己の新しい世界の外にある世界から分
離したメンタルな自己を残して。」(27)
「より高いエネルギーは言葉なしで話しかけた。肉体はなかった。私の感覚は皆とても
敏感だった。タッチするものは何もなかった。臭いはあった。呼吸はしなかった。耳で
聞く音や話す言葉はなかった。私は形あるいは体のようなものを備えていた。しかしタ
ッチできる何物も感じなかった。皮膚や毛などはなかった。意識のエネルギーの最も真
の(まだ最も純粋ではないが)形のみがあった。意識のエネルギーの目を通してすべてを
見、体験した。」(28)

④ 脳と肉体をこえた感覚センサーとしの私のエッセンス
脳と肉体を超えた私のエッセンスは、脳と肉体ではない独自の感覚センサーを備えてい
る。光の慈愛・完全な安らぎ(ホーム)・喜び・いのちの意味・美などは、脳と肉体を超
えた光の完全な自己の主体的体験であり、肉体の体験ではない。(29)
A
○

言葉なしで(口と耳なしで)自己のエッセンスの思いをじかに通じ合わせる。

「話すのに口は動くことはなく、口もなかった。言葉は聴覚によるものではなく、感じる
ものであった。言葉ではなく、私の最も深いコアに感情を送った。」(30)
「言葉ではなく、私はエッセンス、真のリアリティ、表現された感情を感じた。」(31)
「10 年前に死んだ父と言葉ではなく、感情・思いを通じ合わせた。」(32)
B
○
相手の声や音楽を耳で聞くのではなく、自己のエッセンスで感知する。(耳はない)

「光の世界で完全調和の音楽を物理的に聞いたのではなく、感知した。
”まだ死ぬ時ではな
い。
”と言う声も聞いたのではなく感知した。
」(33)
「肉体から抜け出した後、飛行中の視野は物理的てあったが、飛行後は肉体の五感はなか
った。音楽も聞いたのではなく感知した。
」(34)
「色と香りと感情がアップした。これらの感覚は私の第 6 感で体験された。耳で聞いたの
ではなく、私の存在そのもので聞いた。私の聞いた暖かい音は、感知され理解された。
」(35)
C
○
目はないので見るのではなく感知する。

「光の存在と会った時、光の存在を見るのではなく、感知した。
」(36)
「ユニヴァーサル・マインドを見るというよりも感知した。
」(37)
「私はこの光の世界を見るのでなく、感知した。私は物質的に訪問したのではない。私は
高い次元・レベルを感知した。
」(38)
D
○
脳によって思考・論理・概念・分析によるのではなく、私のエッセンス(純粋な覚醒)

で感知する。(脳はない)
「光の世界では概念ではなく、感情的感覚で感知した。
」(39)
「肉体は死ぬが魂は新しい領域へ入る。これは知的アイデアとか知識といったものではな
い。感情へと変わる知識である。」(40) 上の 2 例の感情は、肉体の感情ではなく、私のエ
ッセンスの感情である。
「光の世界では脳による知的分析・思考・論理・理性などは不要である。我々は真実を直
接感知する。疑いというものは全くない。
」(41)
「死後の非物理的領域では、感情は論理よりも重要である。
」！（４２）論理は脳によるも
のであり、感情は私のエッセンスによる主体的体験によるものである。
「臨死体験は出来事というよりも感情・フィーリングである。」(43)
肉体の感情が問題にならないことは以下の例からから分かる。
「私は完全であり全体であった。いかなる感情からも解放された。」(44)
「体験のすべてのレベルは言葉で話されたのでも、感じられたのでもなく、単に知られた。
」
(45)

「私には目も耳もなく、何かを感じることもなかった。
」(46)
「魂の自己は肉体のエゴやパーソナリティとは別で、肉体による感情はない。
」(47)
⑤ 私と言うアイデンティティの保持
脳・肉体意識から脳・肉体を超えた純粋覚醒にシフトしても、私と言うアイデンティテ
ィは保持される。肉体→体外離脱直後→トンネル通過→光の世界と、臨死体験者の自己
のエッセンスの存在にあり方（状態）は、振動数のアップに伴って変容していくが、I am
は同一である。好例を見てみよう。
「肉体を離れた時、名前・人種・性別といった私のアイデンティティの多くの者は去っ
たが、私は私であり続けた。」(48)
「時間はなく、思考もなく、パーソナリティもなかったが、私と言うアイデンティティ
の記憶は保持していた。肉体はなく、私は精妙な崇高な意識であり、宇宙のエネルギー
だった。それは無限で宇宙空間を含んでいた。それは生きているもののすべての属性を
備えていた。
」(49)
「私は依然として私のままだった。私は記憶とアイデンティティを持っていた。私は時
間の外、肉体の五感の外にいた。私はこの世界の中にいなかった。私は身体の中にいな
かった。私のマインは宇宙と溶け合った。私は私が生まれる前にいた場所に戻った。温
度・視覚・聴覚・皮膚・衣服・風の感じなど、日常感覚は一つもこの時にはなかった。
」
(50) 上の 2 例は、私と言うアイデンティティと共に記憶も保持されると言っている。
「私は私であった。」(51)

6 真のアイデンティティは肉体のエゴにではなく、魂の自己の方にある。代表的な例
○
を引用しよう。
「真のアイデンティティは肉体のエゴやパーソナリティや感情的気持にではなく、魂の
自己にある。
」(52)
「魂の自己は、我々の真のアイデンティティである。それは我々の永遠である部分であ
る。肉体と一体となうものの、魂に自己は同 1 でありつづける。我々の魂のアイデンテ
ィティは変わることがない。」(53)
身体の細胞は 5 年から 7 年で身体全体で入れ替わってしまうが、私と言うアイデンティ
ティは保持されてることは科学上の謎である。臨死体験によれば、自己のエッセンスに
私のアイデンティティがあるので、身体の細胞が入れ変わっても、私と言うアイデンテ
ィティは保持される。(54)

7 真の私は肉体の死後も存続
○

真の私は肉体のエゴにはないので、肉体の死後も存続する。肉体にエゴは物質界と時空
内で誕生し、死ぬが、真の私は物質界と時空を超え、誕生と死を超えて常に光の世界に
いる。誕生し死ぬのは肉体のみであり、死者の自己のエッセンスは今も光の世界で生き
ている。典型的な例を挙げよう。
「自己意識は別のリアリティで存続する。パーソナリティの衣のしたで。自己意識は永
遠に存在する。このことが分かれば、死の恐れは消滅する。
」(55)
「死は存在しない。私（I am）は常に存在する。」(56)
「私は本当に不死である。私は無にされることはない。私は不死であり、永遠であり、
私は破壊されないことが分かった。
」(57)
「肉体の死後も、私（I am）は存続する。
」(58)
「私はベトナムの戦場で起きたことは、ほんのわずかしか覚えていなかった。しかし私
のパーソナリティー、私のこの世の存在のエッセンスは元のままであった。私の人生の
記憶の大半は弱められたが、私の魂とパーソナリティーは残されたすべてであった。
」
(59)
「私は、私の肉体を失ったが、私という意識は停止することなく、存続していた。」(60)
8 光の完全な全１意識が真の大いなる我（I am）であり、肉体内の魂は光の大いなる
○
我（I am）の投影・写し・ホログラム・思念形態である。この見方によれば、
（自己）
意識の起源は物質界と脳にない。真に実在するのは、光の完全意識（大いなる私）であ
り、その思念形態である人間の私も真の実在である。
「神は慈愛である。神のイメージで魂がつくられているので、魂も慈愛のためにつくら
れている。」(61)
「我々のエッセンスは、純粋な慈愛からできている。我々は全体に由来し、全体に戻る
ならば、慈愛と真の自己は一つであり、同じこと。私の真の存在は慈愛である。我々は
皆一つであり、同じ全体のアスペクトであり、それは無条件の慈愛である。」(62)
「渦巻く巨大な太陽のような光の球体があった。それは愛に満ち、私のことをすべて知
っていた。この時、私は超意識になった。光の意識は私と融合した。この光の存在はす
べての人間の意識である。この光の意識は常に共にあり、決して離れることはない。光
の意識は私の意識の内部深くにある。
“私は大いなる我である。”という声をきいた。知
性を備えた光の存在は、意識を備えた存在のすべてのセンターであり、この光なしには
我々は意識を持つことはない。すべての人は、そのコアにおいて一つである。
“私は大
いなる我である。
”ということは、意識の大いなる中心点では、私は他のすべての意識
の一部であることを意味している。
」(63)
ここでは、我々のすべての意識が統合された全体として一体になる光の完全な全１意
識があり、肉体が死ぬと我々の意識はすべてこの光の全体意識に統合されると言われて
いる。また、我々の意識はすべてこの光の全体意識から由来しているので、そこに還る

と言われている。光の完全な全１意識がすべての意識のセンターである。
「私は今、再び神の前にいて神から永遠の命を与えられた霊的な存在である自己を思い
出していた。神のエッセンスである光と愛を注がれた私は、文字通り天にも昇る気持ち
で歓喜の中にいた。自己の真の本質を再び見つけることができたのです。溢れる圧倒的
な感情の真の只中で、私は神に授かられた最初のアクエアネスを表現していた。
“I am.
I am. I am. 私はスピルチュアルな存在なのだ！”
」(64)
「神は高次元エネルギーで、前もって我々のスピリットによって定められた目的のため
に、我々の命を制約する。我々のスピリットはこのエネルギーの小さな 1 つの閃光であ
り、私が行き着くのはこの光である。」(65)
9 自己のエッセンスは、光の完全な全１意識と一体になって初めて真の安らぎを感じ、
○
ホーム（本源）に還ったと感じる。自己のエッセンスは光の本源に由来する光の存在で
あるが、肉体は物質界に属するので、光の世界に入ることはない。光の世界には物質は
ない。この状態の変容は振動数の下降と上昇によって起こる。(66)
「光の我々のエッセンスが行くところで物質はなく、アウエアネスと意識と思いの世界
である。
」(67)
「私は光の小片である。ホログラフィック宇宙の小片である。宇宙の oneness の小片で
ある。私は私の身体、私のマインド、私の思い以上のものである。」(68)ここでは自己の
エッセンスは、肉体のマインドや思いではなく、天の光の小片であると言われている。
「真の私は光の存在であり、宇宙の本質そのものであった。物質宇宙は学び、愛し、使
命を果たすための自己の学校である。」(69)
「私は体を持っていなかった。私はこの光の一つの小片であった。頭も目もなかった。
身体を動かすことなく、どの方向も見えた。私は形がなく、光の小片である。
」(70)
「本当の私は光の純粋の意識である。」(71)
「言葉はなく、マインドがあった。我々は皆、地上のものとは別の光、マインド、アイ
デアである。
」(72)
「闇の一部と化していた私は、光の粒子を一つまた一つと受け取るにつれ、その闇から
抜け始めた。
」(73)
「光の意識は自分の肉体のすべての細胞から抜け出す。光の意識は心臓に集中し、次に
頭から体外離脱し天井近くに浮揚し、下を見下ろす。光の意識は彼女自身であった。白
っぽく玉虫色に輝く軽くて雲のような物質のように動き回る。トンネルの中でハイヤー
セルフ（本当の自分）と出会う。光の意識はハイヤーセルフと融合して真の自己になる。
光の意識は頭を通じて肉体に戻る。
」(74)
「光の中に入ると、愛が私を包む。私は光を見たり感じたのではない。私は文字通り光
の一部であった。区別された命の形という私の概念は解体し、光の愛を受け入れ、私を
通じて拡がる。私の人格、記憶、思考のプロセスは皆まだ私と共にあった。肉体はそれ

まで思い込んでいたのとは違って、私ではなかった。魂が私の個性であり、肉体ではな
い。肉体から分離して、私は完全な存在になった。死後存続するものは、私が人間の属
性と考えていたアイデンティティと人格であった。肉体は固有の分離した人格、感情、
思考、信念を備えているが、これらは意識上は今ではなくなっていた。肉体生存時が今
の記憶・感情の成熟・経験上の知識に大いに貢献していたが、私のこれらの部分は肉体
と共に死ななかった。これらは私の永遠の人格という仕方で存続し、これが本当の私、
全体の私だと分かった。」(75)
この例では①肉体の人格、感情、思考、信念は肉体と共に消滅するが、魂の人格、記
憶、思考とアンデンティティと感情の成熟と経験上の知識は肉体の死後も存続し、これ
が本当の私と分かったと言われている点、また②光の愛に受け入れられ、光と一体とな
ると光とは分離した私はなくなった（主体・客体の分離の消滅）と言われている（光の
存在としての個は分節として存続するが）点に注意しなければならない。
「光はより高い自己のマトリックスであり、我々の存在のオーバー・ソウルの部分であ
る。光はその最も真実なエネルギー形態を開示する。高次の自己は導管のようなもので、
それは源泉と直接結合している。高次の自己は精妙なエネルギーレベルで皆結合してい
て、人間の魂のマンダラを形成している。人間は世界創造以前に、自らを救済する力に
よって創造された。」(76)

10 クオリアとリアリティのアップ
○
自然科学では、私が心の底から渇望している無条件の慈愛や真の安らぎ（ホーム）や
喜びや命の意味等がカットされている。D.Chalman が指摘しているように、科学では
主体的体験としてのクオリティが欠落している。臨死体験や天の光に照らされる体験や
至高体験等は主体的体験なので、客観的対象として観察できない。主体的体験や意識現
象は脳のニューロン活動状態を血流によって測定することができるのが限界である。
コンピュータやテレビには、主体的体験（クオリティと感情）というものはない。
コンピュータやテレビに映し出されている音楽や映画や絵画や美しい風景等に、コン
ピュータやテレビが感動するということはない。科学測定器は物質であり、測定器は
人間の肉体の五感の延長に過ぎないので（水平軸）、主体的体験のクオリティ（垂直軸）
を扱うことはできない。
脳と肉体を超える意識現象、物質界を超える天の光によって生じる意識現象の変容
であり、自然科学を超えており、唯主体的体験（クオリア）によってのみ知ることが
できる。
脳・肉体は物質から出来ているので、物質界しか知覚できないと思い込ませる。物
質界を超えた世界を我々から隠す。臨死体験では、自己意識のコアが脳と肉体意識の
制約を超えて覚醒するので、この物質世界での生が、まるで夢のように感じられると

いう例が多い。脳と肉体を超えた意識にシフトして光の世界に目覚めると、光の世界
が真に実在する世界で、これに比べると物質界の生は、夢や幻（マーヤー）でヴァー
チャルであり、本体の光の世界の投影・写しに過ぎないことが分かる。夢も目覚めな
ければ、それが現実だと思い夢であると気付くことはない。夢を見ている状態の自分
が目覚めている状態の自己と同一であることは気が付かないが、目覚めれば夢を見て
いる自分と同じ自分であることが分かる。同様に脳・肉体を超えて真の自己に目覚め
た人は、脳・肉体意識の自己と同じ自分（エッセンス）であることに気づく。I am と
いう自己のエッセンスは、脳・肉体意識の時も、脳・肉体を超えた意識の時と同じで
ある。
代表的な例を挙げよう。
A 夢から目覚めたような状態
○

「私は地上の生の夢から目覚めたように感じた。」(77)
「この地上の命は夢にすぎず、真の意識は死後起きるかのように私は今まで経験した
以上の覚醒を感じた。
」(78)
「時間と空間の制約はもはやないかのように、私の意識はより大いなる意識と一つに
なるまで拡大した。今まで味わったことのない自由を感じた。喜びと幸いを感じた。
拡大するにつれ、万物と万人になった。この上ない無条件の愛が私を包み込んだ。物
質的にどこか別の所に行った感じではなく、悪夢から目覚めたような感じ。私の魂は
私の肉体とこの物質界を超えて拡大していた。それは、この存在のみでなく時間と空
間を超えた他の領域へと拡大すると同時に、それを包み込んだ。」(79)
「ガンの体から解放され、地上のものへの執着は消え、無条件の愛に包まれた。私は
悪夢から目覚めたように感じた。」(80)
「物質や物体のリアリティは夢にすぎず、臨死体験の時は夢から目覚めた状態であっ
た。
」(81)
「すべてが不可分の全体になった。時間と空間のバリアがなく遍在した。すべてのこ
とを知っていた。この時の意識状態から見ると、夢のようである。」(82)
「地上の人生は夢である。その夢は私に命を授けたものが臨在し、私が目覚める時、
夢に終わる。
」(83)
「臨死体験から見ると、地上の生は夢のように見える。
」(84)
肉体・エーテル体・幽体は目覚めている状態・夢を見ている状態・熟睡状態に対応して
いる。これを超えた時、私は誰かという問いが生じる。私・エゴのみが空で、意識では
ない。エゴが虚偽であり、 夢 であり– 目覚めるとマーヤと分かる – 目覚めた状態（夢）
から目覚めた時、日常意識の世界もマーヤー（非存在）と分かる。現象界はすべてマー
ヤーと分かる。エゴがマーヤ―だと分かるのは、真の実在のブラフマンに光に照らされ
る時である。エゴンはそれ自体の意識はなく、
、借り物の意識でエゴに心像を作り出し、、
自分を実在すると思い込む。(85)

私は無・空であり、私は何者でもない。それは無であり、存在しない。私はは単に非実
在のエゴ。それは存在せず、どこにもいない。目覚めた状態は夢である。夢の中で私は
あると考えた。夢から覚めると私は存在しないと分かる。(86)
人は継続してブラフマンの中に住まねばならない。その時初めて私は消滅する。(87)
A この物質界のどんな禍いも悪夢に過ぎない
○

- 夢を見ている内は夢の世界が唯一の

現実としか思えないが、夢から目覚めれば、それが夢だと分かる – 人生再検査で、こ
の世の禍いも悪夢であると分かる。肉体の死もマーヤーである。光に由来する I am の
みが光の世界(ホーム)へ帰還する。光のみが真の実在に他ならない。
B 夢・幻の原因は肉体にある。
○

この物質界での生を夢・幻（マーヤー）とするものは、人間の脳と肉体にある。我々
の脳と肉体が、この物質世界の中で夢と幻の生を生み出す。
典型的な例を挙げよう。
「私の魂が私の肉体の外にいる間、私は目覚めている状態にあった。私の魂と肉体の
間の隔たりは大きいほど、目覚めた状態の感覚が強くなった。」(88)
「臨死体験は、幻のヴェールを除去するように、私の意識を解放した。」(89)
これらの事例は、脳と肉体が人間の自己意識のコアを時間と空間などによって制約
し、完全な光の意識からレベル・ダウンさせることを示唆している。
（脳フィルター説）
脳・肉体意識は光の完全意識が不完全な仕方で投影・写したものに過ぎない。それは
光の完全意識の思念形態・夢・ホログラムに他ならない。だからこそ、脳と肉体を自
己意識のコアが超えると自己意識のコアは、脳と肉体の制約がなくなるので、夢・幻
（マーヤー）の状態から目覚めることができるのである。真の自己は光の不可分の全
１意識（統合的意識）の中にあり、脳・肉体に制約された個別の意識は不完全な見か
け上の自己に過ぎない。
B.Elahi によれば、「肉体を離脱した後、自己のコアは中間界に行く。肉体時に我々は
我々の本来の姿を意識していない（霊的な無意識状態）
。中間界で記憶喪失から脱出し、
真の自己に気づき、霊的に目覚める。」(90)
C 肉体のエゴから光の完全な自己に目覚める時、クオリアとリアリティがアップする。
○

なぜ臨死体験の目覚めた状態から見ると、地上の物質界の生や夢やマーヤーのように
感じられるかというと、脳と肉体の意識から脳と肉体を超えた意識にシフトすると、
意識は拡大し宇宙全体（万物）と一体になり（宇宙意識）、時空を超えた非局在意識に
なり、光の不可分の全一意識（統合的全体意識）になり、真の完全な私になるからで
ある。知覚は完全になるので宇宙全体が知覚できるようになり、完全に理解しコミュ
ニケートできるようになる。クオリアもアップして無条件の慈しみや完全な安らぎ（ホ

ーム）や完全な喜びや命の意味や完全な美（色と音楽）等を感じるようになるからで
ある。これらをすべてまとめてリアリティがアップし、地上の生よりももっとリアル
であると言われている。(91)
夢は脳が外部からの入力なしに記憶をもとに作り出されるもので、目覚めている昼間
よりもリアリティとクオリティが低く、影のような世界である。夢の中にはとてもリ
アルなものもあるので、ポジティブなリオリアがアップすることが試金石である。夢
は恐れや不安といったネガティブな要素が主流である。夢は、陽画に対する陰画に例
えることもできる。リアリティとクオリアのグレイドは、エネルギーの振動数の高低
によって決まる。真の実在は完全な慈しみ・安らぎ・喜び・命の意味・美等を備えて
いる光のみであり（南無阿弥陀仏・永遠の命の光）
、この物質界の生や闇は実在するも
のではない。この物質界は唯一の実在である光の全一意識の思念形態として生み出さ
れたものであり、光のホログラムに他ならない。その意味で物質宇宙はマーヤーであ
りヴァーチャルリアリティである。
（世間皆虚仮、唯仏真実 – 聖徳太子）光の欠如こ
そ物質界の根本問題であり、だからこそ物質界内では、この根本問題は解決すること
ができない。物質界の生命や人間には、不可分の全一性と量子コヒーレンス・共存・
‘

‘ ‘ ‘ ‘

非局在という仕方で、光の投影・写しが見られるが、我々は光の世界を生涯求め続ける。
人間の体の 70%は水分であり、水分が不足すると我々は飢きを覚える。飢きは水の存
在の実証にはならないが、水が存在することも指し示している。我々が真の安らぎ（ホ
ーム）と無条件の慈しみを飢望していることは、物質を超えた光の完全意識の存在の
実証にはならないが、光の存在を指し示している。我々の自己のエッセンスの切望に
対する答えは光の完全な意識にのみある。
「神よ、あなたは私をあなたに向けて造られたので、私はあなたを見出すまで真の安
らぎを得ることはありません。
」（アグネスチヌス）
この光は臨死体験や生きている内に天からの光に照らされる体験に見られるが、宗教
‘ ‘

のいう啓示と教説と同じではない。夢を見ている状態と日中目覚めている状態は同じ
‘ ‘

意識でも全く別の状態であり、同時に体験することはない。臨死体験や天からの光を
‘ ‘

‘ ‘

照らされる体験も、通常の脳・肉体意識とは別の脳・肉体を超えた意識状態である。
典型的な例を引用しよう。
「私のスピリチュアルな体験は、肉体の生よりもはるかにリアルであった。」(92)
「臨死体験は、地上の生よりももっとリアルである。この地上の生は臨死体験と比べ
ると夢のようなものに似ている。」(93)
「臨死体験は、この地上の生よりももっとリアルである。私はこの地上の生を夢のよ
うに感じる。臨死体験の時、その夢から目覚める。
」(94)
「臨死体験のコア体験はリアルである。これに比べれば、地上の人生は夢のようなも
の。地上の人生には価値がないということではなく、光の世界から地上の生の価値や
意味が分かった。
」(95)

この例では、この地上の生が夢のようでも生きる意味がないということではなく、光
の世界から地上の生の本当の意味と価値が分かると言われている。
「この地上の生は夢や幻のようであり、臨死体験は真のリアリティである。」(96)
「それまでとそれ以後に体験したどのリアリティよりもリアルでした。それは真実と
いう意味でリアリティでした。臨死体験と比べると、この地上での人生の方がずっと
夢のようです。」(97)
「肉体が五感を持つなら、スピリットは 50 感覚を持つほど、この世のリアリティを超
えている。この世界は奇妙にぼやけた夢に似ている。スピリットはリアルで、この世
は込入った幻である。
」(98)
「臨死体験は、地上の日常の人生よりももっとリアルである。」(99)
「臨死体験をした時、地上の生は本当のリアリティではなく、夢や幻のようなもので
あると分かった。本当のリアリティは物質界の転生の間にあるスピリットの生にある。」
(100)
物質世界での生は夢・幻（マーヤー）であるという例を挙げよう。
「臨死体験の時、私はより高いレベルのエネルギーの中にいた。そこから見ると、地
球はリアリティを持っておらず、夢・幻のようである。
」(101)
「我々が地上で生きている存在は、本当にリアルなものではない。」(102)
「我々はゲームをするために地上にやってきた。ゲームは物質的リアリティの大いな
る幻（マーヤー）である。死は存在しない。」(103)
ここでは、地上の生がゲームに例えられている。ゲームそのものは石のように客観的
に存在しているものではない。ゲームが終われば、ゲームそのものも消滅する。しか
しゲームをしている人にはリアリティそのものである。死ぬのは肉体のみであり、自
己意識のコアはスピリットとして存続するのであれば、死も夢・幻（マーヤー）であ
あることが分かる。
臨死体験の光こそ、リアリティそのものであるという代表的な事例を挙げよう。
「リアリティそのものは光であった。」(104)
「臨死体験は」究極のリアリティである。
」(105)
光の存在は、無条件の慈しみ・完全な安らぎ（ホーム）
・完全な喜び・完全な美（色と
音楽）
・完全な命の意味等を備えているので、完全なクオリアそのものであると言える。
人間がこの物質界で感じるクオリアは、この光の完全なクオリアの不完全な仕方での
投影・写しに過ぎない。真に実在するのは光だけであり、物質界にみられるのは、こ
の光の不完全な仕方での投影・写しに過ぎない。影と闇はこの光の欠如を意味し、真
に実在するものではない。影や闇は仮象・マーヤーに過ぎない。それは夢や幻となっ
て我々に現象する。
D
○
この物質界の生は光の完全な全１意識の思念形態（夢）である。この物質の世界の生

が夢だとすれば、一体誰が見る夢なのか？それは宇宙意識（光の完全な全１意識）が
見ている夢であり、思念形態である。それは物質界で生きている人間の思念形態が夢
になるのとアナロジーになっている。この見方は、特に N.Danison によって主張され
ている。(106)また、著名な精神医学者木村敏は、高次元の現実が見ている夢が私達の
人生である可能性を示唆している。(107)
代表的な例を挙げよう。
「私は夢を見ていると同時にある大いなる存在の夢の部分である。」(108)
「すべては永遠、純粋意識である。我々はメンタルな夢の中にいる。それは意識のダイ
ナミックとして永久に構成されている。意識のダイナミックは自分を知っていて、我々
の一人一人を通して自分を再創造している。我々は emptiness の点であり、そこでは
宇宙の void あるいは nothingness が自分に気づく。私が見た万物は Universal Mind
の思念形態から起源し、それがイメージと出来事という形で表出され、体験としては
っきりした意識と相互作用する。この体験全体は、体験のすべてのレベルでリアルな
ものの無限の一部であり、それを我々は断片的に分割し、我々の一時的なマインドは
その限界にもかかわらず、それを読み解くことができる。神は全ての中にあり万物は
その中にある記すことができない命の沈黙である。それは慈しみの意識の永遠である。
粘土の一片から多くの形が作られるように、すべてのメンタルなデザインは
nothingness の一時的な形という仕方で結晶化する。」(109)
この例では、我々は空・無が自らに気づく点であり、万物は宇宙心の思念形態で、それ
が意識と相互作用して体験となる。体験全体はリアルなものの一部であり、我々はそ
れを分割して読み解くと言われている。そして、すべてのメンタルなデザインは空・
無の一時的な形という仕方で結晶すると述べられている。言い換えれば、我々は空・
無の点であり、宇宙心の思念形態である。万物と相互作用して体験となり、メンタル
なデザインは空・無の一時的な形という仕方で具体化されると言われている。また体
験全体は無限の意識の一部であり、我々は体験を通して無限にリアルなものを読み解
くことができると言われている。ここでは宇宙意識の思念形態と本来空・無である人
間の意識との相互作用によって体験になり、体験全体から我々は宇宙意識を読み解く
ことができると言われている。
F まとめ
○

1) 以上の臨死体験の考察が正しいとすると、真の実在（本体）は光の完全な全体意識に
あり、この物質世界とその生は、その投影・写し・思念形態・ホログラム・アナロジ
ー以外の何ものでもないことが分かる。この物質世界とその生は完全な全体意識の光
によってつくられるホログラム宇宙に他ならない。このような見方はプラトンによっ
て唱えられている。プラトンの考えによれば、真の実在はイデア（形相）にあり、こ
の物質界はその影に過ぎず、その存在の根拠をイデアに負っている。 (110) もっとも

プラトンの場合には幾何学（形相）にポイントがあるが、臨死体験の場合には

完全

な意識・自己・知覚・理解と完全な慈しみ・安らぎ（ホーム）・喜び・美（色と音楽）・
命の意味等にポイントがある。プラトンは幾何学（形相）を重視しすぎたと言えよう。
臨死体験によれば、主体的な意識体験とそのクオリアの方にポイントがある。我々の現
住所は、この物質の世界であるが、我々の真のホームは光の世界にある。
2) この世の物質界の生の夢・マーヤー・思念形態・ヴァーチャル性・ホログラムから、
光の完全な真の実在（リアリティ・クオリア）に目覚めるということは、個として存
在のあり方、
（状態）が変化することで、空間上別の場所にあるパラダイスに移動する
ことではない。世界全体は多次元の振動するエネルギーの全体場であり、オーケスト
ラの音楽のように全体として完全に調和している。この全体場はホーラルキーになっ
ていて、意識が集中する焦点がその人の個としての分節上の点となる。振動数をアッ
プし、またダウンすることで多次元振動するエネルギーの全体場のホーラルキーを上
昇したり、下降したりするものと考えられる。
代表的な例を挙げよう。
「夢から目覚めた感じで、どこかに行ったような感じではない。覚醒して 360 度の視
野と完全な共感覚（複数の感覚が同時に認識される）。すべてのものが見え、聞こえ、
感じられ、分かった。自分の過去・現在・未来を同時に生きていた。私に関わる出来
事は、壁や空間を超えて全て分かった。盲人が初めて見えるようになった感じ。その
人がどこか別の場所に行ったのではない。世界がどうなっているのかが見えるように
なる。」(111)
この例では、自己意識のコアの状態の変化によって時間と空間のバリアがなくなっ
てしまったと述べている。
「天国は特定の場所ではなく、存在の在り方なのだ。私達の本当の家も場所ではなく、
一つのあり方に過ぎない。今この瞬間、私が我が家にいると感じている。他の場所に
行きたいという気持ちはない。ここにいようがあちらに行こうが全く違いはない。す
べては私達のより大きく拡大した、無限で素晴らしい自分の異なる側面に過ぎない。
私達の本当の家は、一人一人の内側にあり、それは私達が行く所どこでもついてくる。」
(112)
この物質界の生は夢であるということは、何の価値もないということではない。臨死
体験では無条件の慈しみでもって光の世界を原点として地上の生を生きることが何よ
りも大切だと言われている。光の世界から地上の生の本当の意味と価値が分かるので
ある。
3) 光の世界のみが真の実在であり、この物質界は光の世界から見ると、夢・マーヤーや
ヴァーチャルリアリティに他ならないのであれば、どんな地獄のような惨事が起ころ
うと、またどれほど絶望的な状態に陥ろうとも、光の世界から見れば夢・マーヤーや
ヴァーチャルリアリティに過ぎず、光の世界の真の自己を損なうことは何一つ生じる

ことはないので、あまりに真剣に受け取る必要はない。
悪夢のような映画を見て恐怖に襲われたとしても、映画館の外に出れば本当に起こっ
たことではないヴァーチャルリアリティだと分かる。死ですら肉体に起こることであ
り、真の自己はスピリットとして誕生するから、死ですら夢とマーヤーに他ならない。
愛する子供を失った母親は嘆き悲しむが、死者は光の世界で生きていて、光の世界で
再会し互いに喜び合うことができるのである。
２例だけを引用しよう。
「驚くほど美しい光。とても明るく、虹よりももっと多くの色を伴う驚くほど美しい
光と出会い、今まで味わったことのないほどの完全な喜びと崇高さと幸せを感じた。
愛に満ちた優しさに圧倒された。信じられないほどの安らぎを感じ、本当は何も問題
にならないのだと分かった。」(113)
「そこでは自分が誕生しつつあるように感じられた。生まれ変わるのでも、生き返る
のでもなく、ただ生まれ出ているという感覚だった。」(114)
この物質の世界の根本問題は、この物質界の中では解決することはできない。（アイ
ンシュタイン、ユング）それは物質界を超えた世界でのみ真に解決できるのである。
11 光の無条件の慈愛や真の安らぎ（ホーム）や完全な喜びや命の意味等は、肉体の五
○
感によってキャッチされるものではなく、私のエッセンスによって感じられるものであ
る。
純粋アゥエアネスでは、感情（主体的な体験のクオリア）は脳・肉体よりもアップする。
感情がピークに達すると、無条件の慈しみと完全な安らぎ（ホーム）と完全な喜びや完
全な幸福感（至福）等になる。
典型的な例を見てみよう。
「感情は人間としては不可能なほど高まる。光からの慈愛が私を通して放射する。限り
ない慈愛・喜び・祝福が私を満たす。感情は光に反射して 10 倍強くなって私に戻って
きた。幸福感に満たされた。」(115)
「私は最高のポジティブな感情のみを味わった。」(116)
「光を見なかったが、存在の強度はとても明るいと感じた。圧倒的な感情で満たされた。
」
(117)
「個人の白光は、すべての人にある。我々は皆、自分の光を持っている。光は肉体の形
ではなく、フィーリングの形で取り囲んでいる。白光は暖かさと充足感のフィーリング
である。
」(118)
臨死体験者の主体的な体験として自己のエッセンス（ I am）は、地獄のような闇と
影の状態から、パラダイスのような光の状態にシフトする場合が多い。ここにはクオリ
アのアップが典型的な仕方で見られる。水平軸（量）ではなく、垂直軸（質）の問題で
ある。自己のエッセンス（ I am）の存在のあり方（状態）がシフトするのであって、

空間上場所の問題ではない。意識の振動数が低い状態から高い状態にアップするものと
思われる。
12 私のエッセンス（純粋アウエアネス）・真の自己（
○

I am）の真の本源・ホーム・帰属・

アイデンティティは、光の完全な全体意識にある。すなわち光の無条件の慈愛・完全な安
らぎ（ホーム）・完全な喜び・完全な命の意味・完全な知覚・完全な美（色と音楽）等にあ
る。我々は、この物質界の時空内に真の安らぎとホームを見出すことはできない。脳・肉
体を超えた純粋アゥエアネス（私のエッセンス）は、体外離脱直後はこの地上にとどまる
が、その後、暗いトンネルを通過し広大な宇宙空間を飛行するが、そこにも私のエッセン
スは真のホームを見出すことはできない。私のエッセンスは、光の世界の無条件の慈愛と
完全な安らぎと完全な喜び等に出会って初めて自分の真のホームを見出すことができる。
代表的な例を挙げよう。
「慈愛の最も純粋な形を、万人は心の中心に持ち、これが宇宙の中心への橋である。」
(119)
「私の真のエッセンスは、慈愛のエネルギーである。」(120)
「魂は、慈愛のためにつくられている。
」(121)
「我々の根本的本性は、慈愛と許しである。」(122)
「光の存在は我々自身なので、我々は自身として慈愛である。天と地に魂が遍在してい
て、無条件の慈愛に値する。」(123)
「私は私のエッセンスである私のコアそのものを見ることができた。そこにあるのは慈
愛以外にはなかった。私のコアは完全な慈愛だった。全てを受け入れた。私自身の優し
さ、罪の無い無垢を見た。私は唯完全で愛するのみであった。万人のコアは慈愛である。
」
(124)
「慈愛と我々の魂は一つである。慈愛の光は各個人の内部にある。この慈愛は至る場所
に遍在している。同時に私の一番内部のエッセンスにもある。」 (125)
「リアリティは慈愛にある。慈愛は大きさと実体を持ち、単に動詞のみではなく各詞で
ある。慈愛と我々の魂は一つである。」(126)
「我々の魂は最高のエネルギーである慈愛によって結ばれた永遠の存在である。」(127)
「魂は私自身だった。魂は白光の全体性の内に完全に包まれた。肉体はその光の慈愛に
気づかない。
」(128)
「真の I am はスピリチュアルな存在で、慈愛とアゥエアネスで満たされている。」(129)
13 自己意識のエッセンス（真の私）は、光の完全な全１アウエアネスに由来する。従
○
って物質界で生きている間中、自分の真の本源（ホーム）である光の完全な全１アウエ
アネスと一つになる事を飢望している。物質界で生きている間、自己意識のエッセンス
には光の無条件の慈愛・完全な安らぎ（ホーム）・完全な喜び・完全な生きる意味等が

脳と肉体に制約されていて、殆ど欠如していて、せいぜい不完全な仕方で投影・写し・
ホログラム・思念形態が見られるのみである。人体の 70%は水からできているので、水
が不足すると飢きを覚える。自己意識のエッセンスは、物質界でない霊の光の全１意識
が真のホーム（本源）である。物質界で肉体によって制約されると、自己意識のエッセ
ンスは自分の真の本源（ホーム）を飢望し、本源に還って一体になろうと切望する。飢
きは水の存在を実証していないが、水の存在を指し示している。
（間接的証拠）自己意
識のエッセンスの飢きも光の存在を実証していないが、光の存在を指し示している。自
己意識のエッセンス（真の私）の本来の帰属とアイデンティティは、光の全１意識にあ
る。
「神よ、あなたは私をあなたに向けてつくられたので、私はあなたを見出すことが
できるまで真の安らぎを得ることはありません。」(130)
この飢望が P.ラリッヒのいう究極的関心事であり、F.シライエルマッハーのいう絶対的
依存感情である。飢望そのものは、光を指し示しているものの、光そのものではない。
光そのものは臨死体験や光照体験（地上で生きている間に、天の内なる光に照明される
体験）で啓示される。
（人間の風俗や慣習と聖典に書かれているすべてを啓示とする所
に宗教の誤りがある）
。自己意識のエッセンスの渇望も、物質界を超えた聖霊の光の無
条件の慈愛や完全な安らぎ（ホーム）や完全な喜び等も、物質や実体ではなく時空を超
えた真の私の状態であり、主体的体験のクオリアである。 この自己意識のエッセンス
の飢望は、物質界を超えたものであり、物質界のものへの肉体のエゴの飢望とは異なる。
14
○

’ ’ ’

’

’

肉体時のエゴと光の全１意識としての真の完全自己は、私という存在のあり方

’ ’

’ ’

（状態）の問題である。それは自己意識のエッセンスが脳と肉体内にある状態から脳と
’ ’

肉体を超えた状態にシフトするということである。また、私という意識が日中目覚めて
’ ’

’ ’

いる状態にあるのか、夢を見ている状態にあるのかという問題である。私のエッセンス
は時空と空間を超えているので、場所（空間）と時間の問題ではない。同じことはパラ
ダイスについても言える。
典型的な例を見てみよう。
’ ’

「光の世界で、私の真の自己、私の真の状態での私自身を見た。
」(131)
’ ’ ’

’ ’

「真の安らぎ（ホーム）は肉体的感情ではなく、存在の状態である。」(132)
「天国とは特定の場所ではなく、存在のあり方なのだと理解し、私達の本当の家も場
所ではなく一つのあり方に過ぎないと感じています。今この瞬間、私は我が家にいると
感じています。私達の本当の家は、一人一人の内側にあり、それは私達が行くところ、
どこにでもついてくるのです。
」(133)
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