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14．変換人型ゲシュタルトの本論に入る前に 

いよいよ変換人型ゲシュタルトの中身の話に入ろう。 

いわば、変換人型ゲシュタルトについての本論である。 

 

ここまでのヌーソロジーの話は、これでもかなり省略した。 

書籍『2013：人類が神を見る日』を読めば分かるが、まだまだたくさんの情報がある。 

ヌーソロジーの在り方とか、学ぶ意義とか、実用性とかについても色々と思う所はあるし、 

それについて書いていくとキリないぐらい書きたいことがある。 

 

ちなみに「学ぶ意義とか実用性」については、 

以下の記事で書いたので気になる人はそちらも読んで欲しい。 

 

〔リンク：ヌーソロジーと変換人型ゲシュタルトを学ぶ意義→他者への執着が治まることについて考え

る〕 

 

しかしながら、ヌーソロジーに付随することについて書いていくと、 

キリがないぐらい長くなってしまうので・・・ 

とりあえず今回は変換人型ゲシュタルトの説明に特化していく方針にする。 

 

これまで色々と説明したが、簡単に言うと次元観察子が以下のようにある。 
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別の記載の仕方をすると以下のようになる。 

 

今現在の普段の人間がいる次元はψ1～ψ2であり、 

とりあえずψ7～ψ8までで区切りがあり、 

ここまでは『元止揚』と呼ばれているわけである。 

したがって、とりあえずは 

[ψ1～ψ2⇒ψ3～ψ4⇒ψ5～ψ6⇒ψ7～ψ8] 

まで理解していけば良い。 

 

そこまで分かれば変換人型ゲシュタルトがほとんど分かったようなものだし、 

もうかなり本格的にヌーソロジーを理解できてる方になると思う。 

 

（まぁそれが難しくて詰まる人が多いんだけど・・・） 

大体、ψ1～ψ2は通常の物理内にあるものをよく理解する話になる。 

ψ3～ψ4はそれを突破する話になる。 

経験上、ψ3 が分かると見た目に騙されずらくなるので有意義なことになると思う。 

 

ψ5～ψ6はそれをさらに深めていく話になる。 

経験上、ψ5 が分かると「自己」がはっきりと確立してくるので有意義なことになると思う。 

 

ψ7～ψ8は、元止揚内ではいちばん難しい話になる。 

経験上、ここまでやればスピリチュアルなことはかなり本質的に分かってくる。 
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ψ9～ψ10 は『思形』と『感性』と呼ばれてて、 

「言語」と「感覚」の話とか、 

「男性原理」と「女性原理」の話とかになる。 

ちゃんとここまで『等化』するかはさておき、 

男性原理と女性原理の話を概念として知っていくのもそれはそれで有意義なことだと思うし、 

実はψ3～ψ4 とψ9～ψ10 の話はヌーソロジー的に繋がってくる。 

 

そして今回、重点的にやるのはψ7～ψ8 までにしておこうと思う。 

そこまでをちゃんとやることで変換人型ゲシュタルトのベースを掴んでいくわけである。 

 

(※本音を言うと、ψ7～ψ8までの説明もどこまでちゃんとできるか見通せてないので、生暖かく見守っ

てください。) 

  

・・・ということで、次回から変換人型ゲシュタルトの本論の説明に入っていこう。 

 

変換人型ゲシュタルトについては、書籍『2013：人類が神を見る日 アドバンストエディション』にある

「トランスフォーマー型ゲシュタルト・ベーシック・プログラム」をベースに書いていくことにする。 

 

 

内容のメインタイトルも以下みたいな感じにそって進めようと思う。 
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・プログラム１ 次元観察子ψ1～ψ2 方向の対化 

・プログラム２ 次元観察子ψ3～ψ4 位置の交換の対化 

・プログラム３ 次元観察子ψ5～ψ6 位置の等化と中和 

・プログラム４ 次元観察子ψ7～ψ8 位置の交換と転換 

  

ここに書いてあることを理解できるかが、ヌーソロジーの本論をちゃんと理解できているかになるので、 

本格的にヌーソロジーをマスターしたい人は頑張ってやっていこう。  
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15．プログラム１ 次元観察子 ψ1～ψ2 方向の対化 

いよいよ変換人型ゲシュタルトの本論の説明へと入っていこう。 

まずは今現在われわれがいる位置とされる次元観察子ψ１とψ２の理解からである。 

 

 

早速、書籍『2013：人類が神を見る日』より、以下の引用を参照する。 

次元観察子ψ１とψ２は、現在あなたがたが空間と時間と呼んでいるものに相当しています 

――シリウスファイル: 19900107（１６８頁） 

人間の空間認識において、無限小から無限大へと向かうところに観察されている空間が次元観察子ψ１

で、無限大から無限小へと向かうところに観察されている空間が次元観察子ψ２です。 

――シリウスファイル: 19910512（１７７頁） 

 

冥王星のオコツトによると、次元観察子ψ１は空間、次元観察子ψ2 は時間と呼んでいるものに相当する

とのことである。 

それから、次元観察子ψ１は「無限小から無限大」、次元観察子ψ２は「無限大から無限小」へ向かうと

ころに観察されるということで、 

次元観察子ψ１はミクロ、次元観察子ψ2 はマクロに対応するとも言われている。 

 

つまり、以下のワードが次元観察子ψ１～ψ２の理解のための鍵となる。 

・次元観察子ψ１：空間・無限小から無限大へ・ミクロ 

・次元観察子ψ２：時間・無限大から無限小へ・マクロ 
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まずは、基本として空間と時間の対化、ミクロとマクロの対化が次元観察子ψ１と次元観察子ψ２である

ことを覚えておこう。 

  

 アニメーションにしてみる 

オコツトの言う「無限小から無限大へと向かうところに観察されている空間が次元観察子ψ１で、無限大

から無限小へと向かうところに観察されている空間が次元観察子ψ２」のイメージをアニメーションにし

てみると、 

以下のような感じになる。 

  

次元観察子ψ１のイメージ 

 

〔アニメーション：だんだん大きくなる球〕 
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次元観察子ψ２のイメージ 

 

〔アニメーション：だんだん小さくなる球〕 

  

次元観察子ψ1であるミクロと空間の関係は、ミクロから空間が広がる感じであり、 

その反映が次元観察子ψ２のため、その逆が時間ということになるらしい。 

 

こうしたψ１～ψ２の二つの概念に挟まれている次元を、 

ヌーソロジーでは『点球次元』と呼ぶ。 

 

これがヌーソロジー的な「普通の世界」の基本となることを理解しておこう。 

  

 「表相」について 

次元観察子ψ1～ψ2に関する話をもう少ししていこう。 

それは『表相』という概念で説明されるものでもあるらしい。 

 

これについては、書籍『2013：人類が神を見る日』を引用すると以下のように書かれている。 

ただし、ψ1～ψ2 はもう一つ別の意味として解釈されることもある。それが本文の方にも何度か登場し

ていた「表相」という概念である。表相とは、単純に言えば、ある角度から見た、対象の「見え姿」その

もののことをいう。 

 

表相とは「ある角度から見た、対象の見え姿そのもの」とのことであり、 

それもψ1～ψ2の世界にあるものと解釈されるらしい。 

 

これについては、以前に紹介した「視点変換３Ｄルーム」に出てくる 

KitCat 実験の図で説明すると分かりやすい。 
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〔アニメーション：缶が自転しているように見える〕 

「ある角度から自身が見ている、KitCat 缶の姿」もまた、 

ヌーソロジー的な『表相』と言えるわけである。 

 

それから、「視点変換３Ｄルーム」で早速出てくる景色などもそうである。 

 

我々にもこういった「世界を観測した景色」があって、 

その景色は見ている人によって違う。 

わりと当たり前な話だが、 

ヌーソロジーの着実な理解はこうした常識からスタートする。 
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16．「天球」についてとミクロとマクロ 

次元観察子ψ1～ψ2の理解をもう少し深めるために占星術の話をしよう。 

占星術には「天球」という概念がある。 

 

今の天文学では「地動説」が当たり前となっているが、 

昔は星が地球を中心に周っているようにしか見えなかったため、 

「天動説」が当たり前となっていた。 

 

そして、天動説的に夜空の星を見た場合、 

その星の姿はものすごく大きな球に張り付いているように見えると認識しても、 

別におかしい話ではない。 

 

 

このように星の姿が張り付いていると仮定した球を「天球」という。 

例えるなら、プラネタリウムで再現する星空もそうである。 

あれは投影機から発した光をドーム状の天井の内側に設置された曲面スクリーンに映し出すことで、夜空

の内容を再現している。 

これはいわば「天球」の再現と同義となる。 
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つまり、天動説的に星をみた場合、そういう見方をすることができるということだ。 

天動説的な世界とは、いわば、無限の大きさをした天球がこの世界を包んでいて、 

そこに夜空が写っていたり、太陽のようにとても遠いものがあるという世界である。 

こうした「マクロ世界」は次元観察子ψ２に該当する。 

 

そして、天球が「次元観察子ψ２：マクロ」にあるのに対して、 

その中の一点は「次元観察子ψ１：ミクロ」に該当するわけである。 

 

 

ヌーソロジーでは「無限遠点」というワードが出てくるのだが、 

一般的に「無限遠点」という言葉を使った場合、 

この「天球」のように「無限の大きさをした球に張り付いている点」みたいなイメージとなるだろう。 

しかしながら、ヌーソロジー的で出てくる「無限遠点」はそういう意味ではない。 
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それは「点」を中心に眺めると出てくるものであり、 

人間型ゲシュタルトの中にあるものではない。 

マクロ側にあるものではなく、どちらかというとミクロ側にあるものである。 

 

 

それから、夜空の星には「北極星」と呼ばれるものがある。 

これは「天球」が自転している中で、その回転の軸の中心にあって止まっているように見える星のことを

言う。 

 

 

このような「不動の点」の中に「無限遠点」があるので、 

北極星はヌーソロジー的にも重要なものと言えるかもしれない。 
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 ψ1～ψ2 における意識進化の方向性 

ここで、ノウスとノスの関係について思い出して欲しい。 

 

 

ノウスとノスはそれぞれ奇数と偶数に対応していて、 

次の次元へ進んでいくための鍵となるのは奇数側の概念ということだった。 

つまり、次元観察子ψ1～ψ2においてはψ1であり、 

「ψ1：ミクロ」に該当する方である。 

 

したがって、ミクロ側のものが意識進化の鍵を持っていることを、 

念頭に置いておこう。 

  

以上。『2013:人類が神を見る日』では次元観察子ψ1～ψ2 について、あとは以下のように書かれてい

る。 

 

このψ1～ψ2 の領域の本質は、実は、ここで説明したほど単純なものではないのだが、今の段階では、

このくらいの説明で終わらせておいた方が無難だ。 

 

実はもっともっと深いものらしいが、 

ひとまずはこれぐらいの説明にしておいた方が無難とのことである。 

・・・というわけで、次は次元観察子ψ3～ψ4 の話へと進んでいこう。 
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17．プログラム 2 次元観察子 ψ３～ψ４ 位置の交換の対化 

いよいよ『次元観察子ψ3～ψ4』について説明する。 

この辺はヌーソロジー的アセンション（次元上昇）の入り口のような概念なので、 

ヌーソロジーの本番はここから、みたいなものである。 

 

 

これについては、書籍『2013:人類が神を見る日』でコウセンさんが以下のように書いていた。 

さて、いよいよ、トランスフォーマーが発見する最初の観察子のペアである次元観察子ψ３～ψ４の説

明に入っていこう。何分にもこの空間は人間型ゲシュタルトには明瞭に意識化されていない空間である

から、説明はψ1～ψ2のときほど容易ではない。今から読者の無意識構造（未だ意識化されていないと

いう意味で）の中にゆっくりとメスを入れていくことになると思うので、どうかゆっくりと考えながら

読んでほしい。 

 

そんなわけで、ここから先は「明瞭に意識化されていない空間」を探っていく作業になるので、 

禅の修行でもするように心してかかっていこう。 

 

まずは、オコツトからのメッセージの引用をする。 

 

――人間の内面（ψ１とψ２）においては無限大と無限小を対称的な方向として把握することは決してで

きません。これらの描像のためには人間の外面にある無限遠点を発見することが必要です。――シリウス

ファイル: 19910512（１７７頁） 
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『人間の内面』と『人間の外面』というワードが出てきた。 

これについては以前の記事でも説明した。 

〔リンク：■変換人型ゲシュタルト論(7) ～変換人型ゲシュタルトとは？（前編）～〕 

オコツトによると「人間の内面とは、あなたがたが外在と呼んでいる世界、人間の外面とは同じくあなた

がたが内在と呼んでいる世界のことを指します」とのことなので、 

簡単に言うと『人間の内面』は「外在」ということで「通常の世界」ということになる。 

そして、『人間の外面』は「内在」と言われているが、変換型ゲシュタルトにおける基本的なモノの見方

は通常から「反転」しているので、 

目の前に見える世界にそれ（内在）が表れている状態となる。 

 

以前に説明した、「内と外の関係が逆になってる」とか「表と裏の関係がメビウスの輪のように繋がって

くる」とか「身体の内側に外在世界（物の世界・宇宙）があり、身体の外側に内在世界（心の世界）があ

るみたいになってる」とか・・・ 

そんな話のことである。 

 

したがって、『人間の外面』は「反転した世界」と言うこともできる。 

 

そして、ψ１とψ２は通常の物理空間という話なので、こっちは『人間の内面』というわけである。 

それから、「無限大と無限小を対称的な方向として把握する」というのは、いわば「ミクロのマクロの等

化」であり、 

ψ1とψ2の等化ということになり、つまり次元観察子ψ3 の発見である。 

 

その描像のためには、『人間の外面』が分かり、さらにそこにある『無限遠点』を発見する必要があるら

しい。 

  

 「等化」と「対称性」ついてのおさらい 

ここで、『等化』という概念についておさらいをしよう。 

等化はヌーソロジーにおいて常に出てくる概念だし、等化を制するものはヌーソロジーを制する、という

ぐらい重要なものだが、それでいて理解の難しい概念の筆頭でもある。 

 

等化は次のような意味だと以前に説明した。 
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『負荷』と『反映』という、 

背反するものを統合するような「回転」の作用、 

または、対象性を見出す作用にあたる。 

数字では「3」に対応する。 

『負荷』と『反映』を新たな次元の視点で見る力を持つ。 

 

「対称性を見出す作用にあたる」と書いてある通り、 

「対称性」が等化を理解するためのキーワードとして重要となる。 

 

では対称性（Symmetric）とは何なのか？ 

数学的な対称性は「回転や反転などの変換しても不変であること」を言う。 

例えば、左右対称の場合は左右を入れ替えても形が変わらないことになる。 

 

 

しかしながら、意識物理学（ヌーソロジー）における「対称性」の意味はそれとは微妙に違うかもしれな

いが、 

「変換によって入れ替え可能であること」みたいな意味だと言っても良いだろう。 

これについてもっとしっかりと説明しよう。 

例えば、以下のような一次元（線）にある 2点について考えてみる。 
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ここで、点Ａの立場から見た点Ｂについてを想像してみよう。 

 

そうすると、ただ目の前の方向にある点Ｂが見えるだけになるはずである。 

一次元においては「前後」という概念があるだけなので、そこで点Ｂが動いたとしても、 

点Ａにとってはなんとなく「近い」と「遠い」ぐらいの関係しかない。 

 

そこで、90 度方向に軸を新たに一本増やして二次元にした場合どうなるか？ 

すると、以下のように移動の自由度が増し、 

点Ａと点Ｂを観測する視点が出てくるようになる。 

 

 

そしてさらに、 

y 軸方向へ移動しての回転によって、 

入れ替えることも可能となる。 
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以上のように「入れ替え可能なものとして見ることができる」ことが、 

ヌーソロジー的に「対称性を見出すことができる」ことになるわけである。 

 

さらに、二次元を三次元に増やした場合はどうなるか？ 

以下のように、z軸方向へ移動する回転によって、 

場所を入れ替えることができる。 

 

 

〔アニメーション：正三角形の板が縦回転する〕 

このように、「入れ替え可能な前後や左右のような概念」が「対称性」というわけである。 

これが実際問題、人の意識の中でやるとなると、各々自身が持つ「心」の問題もまた重要になってくるの

だが、 
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ヌーソロジーでは構造的に捉えることが特に重要となる。 

  

 ミクロとマクロの対称性とは？ 

次元観察子ψ3 は、次元観察子ψ1 とψ2 の等化によって見出すことができるため、 

以上のような「対称性」の法則を「ミクロ」と「マクロ」に対してや、 

「空間」と「時間」に対して適応させることが重要となるわけである。 

 

原理的には、まず、z軸方向に加えて 90 度方向にある新たな軸を発見して、 

そこから入れ替え可能なものとする・・・ということになる。 

 

それはどういうことなのか？ 

・・・というのをこれからじっくりと理解していかなければならない・・・ 

この辺の具体的な説明の難しい所が、ヌーソロジーの難しさになってくる。 

そもそも、『等化』という概念自体がかなり抽象的な領域にあり、なかなか理解が難しいものである。 

しかしながら、次元観察子ψ3 を理解することは、等化を具体的に理解することと同義であるため、 

その辺をマスターすることで、抽象的な領域にある世界を具体的に理解することができる。 

コウセンさんが「ヌーソロジーは具体的なイデア論」と説明しているのはそのためである。 

 

さらに、等化という概念自体は、 

ψ3とψ4の等化でψ5を発見する時にも必要なので、 

そこでさらに等化の理解が深まっていくわけである。 

  

 ψ3 理解のためのヒント 

さて、あらためて『次元観察子ψ3』とは何なのか？ 

人間の意識との関係だと、 

ψ3は「主体」が形成されている空間領域だということが言われている。 

 

したがって、ψ3の位置を「主体の位置」とすると、 

以下の推論が導き出せることが『人類が神を見る日』には書かれている。 

 

※ 主体の位置は３次元空間の中には存在していない。 

※ 無限遠点とは主体の位置が存在するところである。 

※ 主体の位置と対象の位置とを結ぶ空間に人間の外面世界がある。 
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次元観察子ψ3の発見と理解のために、 

こうしたことについてしっかりと考えていこう。 
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18．「４次元」を理解する話 

前回、以下の推論があった。 

 

※ 主体の位置は３次元空間の中には存在していない。 

※ 無限遠点とは主体の位置が存在するところである。 

※ 主体の位置と対象の位置とを結ぶ空間に人間の外面世界がある。 

 

その中で、まずは「主体の位置は３次元空間の中には存在していない。」についてを掘り下げていこう。 

  

 次元論の基本 

まず、「３次元空間」ってワードが出てきたので、 

「次元」の話をおさらいしておこう。 

 

「次元」とは何か？ 

数学的なそれは「軸の数」で決まるものなので、 

以下のように一本だと１次元（線）、二本だと２次元（面）、三本だと３次元（立体）、四本だと４次

元・・・みたいなものになる。 

 

 

 

それから、それぞれの軸は必ず 90 度の関係になっているという法則がある。 
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ちなみに、当たり前の話だけど、この世界は３次元空間になっているので、 

４次元から先は謎に包まれた世界ということになる。 

だから、そうした謎の研究をする物好きな数学者や数学好きもたまにいたわけである。 

 

ちなみに、一般的に「４次元」と言うと「空間３次元＋時間１次元」という「４次元時空」を指すことも

ある。 

これは「ミンコフスキー時空」と呼ばれるもので、ごく普通の世界である。 

かの有名なアルベルト・アインシュタインはこちらを支持していたので、 

物理学の界隈で「４次元」と言うとそれが主流となっているが、 

ここで扱いたいのは空間に次元を一つ足すような概念なので「４次元空間」のことを指す。 

  

 観察の次元は１次元上位にある 

そして、「観察の次元は１次元上位にある」という法則が、 

ヌーソロジーでは重要視される。 

 

まず、それぞれの次元の観察の様子は以下のようになっている。 

 

これを元に、書籍『人類が神を見る日』では以下のように書かれている。 

1、点の観察は１次元の線によってなされる。 

2、線の観察は２次元の面によってなされる。 

3、面の観察は３次元の立体によってなされる。 

4、立体の観察は４次元の超立体によってなされる。 
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観察される次元を n とすると、観察する次元は n+1 というように一次元上位にあることになる。 

したがって、空間が３次元であるという認識を持っている者の位置は４次元にある・・・という推論が可

能になる。 

 

これをヒントにもうちょっと考えてみよう。 

  

 ４次元を発見するための図 

それから、「立体の観察は４次元の超立体によってなされる」を理解するために、 

書籍『人類が神を見る日』に書かれているとても重要な図がある。 

 

それは以下のような図であり、とある科学雑誌の記事でコウセンさんが見つけたものらしい。 

 

 

 

４次元をイメージするための一つの例を挙げましょう。上に立方体が描かれています。この立方体は、

今、平面世界に落とし込まれているわけですから、この平面自体を一応３次元世界と考えてみることに

します。ここで立方体の一つの頂点に×印をつけます。この×印のところに鉛筆を一本立ててみてくだ

さい。どうですか・・・・・・・・・その鉛筆は立方体が存在している平面世界に対して直交していま

すね。この平面自体は３次元空間を意味しているわけですから、この鉛筆を立てた方向に４次元が存在

することになります・・・・・・・・・ 

 

理論上、４次元目の軸の方向は３次元目の軸（z 軸）より 90 度方向にあるはずだが、 

単純にそれをイメージしようとするのは困難である。 

 

しかし、３次元世界を平面世界に落とし込んだ場合・・・ 

それらの軸と 90 度方向にある４次元目の軸の発見が可能となる。 
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先の説明のように、ここで立方体の一つの頂点のところに、垂直方向に鉛筆を一本立ててみると・・・そ

れが４次元の方向だと言えるわけである。 

そして、その方向は「奥行き」と同義になるため、 

ヌーソロジーでは「４次元は奥行き方向にある」ということが言われている。 

 

その原理と「立体の観察は４次元の超立体によってなされる。」という法則とを合わせると、 

４次元空間の発見の糸口が掴めてくる。 

 

以下の図をヌーソロジー理解や４次元理解の基本として使ってみよう。 

 

 

  

 ４次元より上の次元 

ちなみに、これはちょっと先の話になるが、 

「次元」についてオコツトは次のようなことも言っている。 

 

以下は、太陽が起こしている働き（水素からヘリウムへの核融合）が何をもたらすか？ 

について、コウセンさんとオコツトが話をしているシーンである。 
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「しかし、水素とヘリウムの原子がタカヒマラと一体どのような関係を持っているというのですか。そ

の説明がなければ、あなたのおっしゃっていることは何の意味もなさないのではありませんか」 

「それについてはまだお答えする時期ではありません。あなたがたの意識に位置の等化が起これば、そ

れは自然と理解されてくるはずです」 

――イチノトウカ………またもやシリウス言語だ―― 

「何なのですか、その位置の等化というのは」 

「西暦１９９９年に予定されているわたしたちの調整作用です。位置の等化とは、人間の意識が次元観

察子ψ５領域に入ることを意味します。その時は人間の意識に５次元対称性の世界が見えてくるでしょ

う」 

「１９９９年……５次元対称性？ ……ちょ、ちょっと待ってください。それは人間が５次元空間の何

たるかを理解するということですか？」 

「はい、位置の等化が起これば、理解のみならずその描像も可能となるでしょう」 

 

『位置の等化』というワードが出てきた。これは「人間の意識が次元観察子ψ5 領域に入ること」に該当

するので、次元観察子ψ3からはちょっと先の話になる。 

それから、５次元対称性というワードが出てきた。 

次元観察子ψ5まではっきり分かるようになると、５次元対称性の世界なるものが見えてくるらしい。 

そして、そこまでの変換人型ゲシュタルトが理解できれば、太陽で起きている核融合の本質がなんとなく

分かってくるとかなんとか・・・ 

 

「４次元」に加えて、「５次元」の話にまで飛躍していったが・・・ 

ヌーソロジーはこれらの「次元」について理解するための大きなヒントを持っているわけである。 

  



28 

19．変換人型ゲシュタルトの基礎 

『次元観察子ψ3』の認識は「変換人型ゲシュタルトの基礎」とも言えるぐらい重要な関門である。 

それをどのように理解していけば良いのか？ 

これから本格的に説明していこうと思うが、 

必要なことを一旦おさらいしておこう。 

 

まず、次元観察子ψ3の発見のためには、 

ミクロとマクロが対称性を持ったものとして見る視点を発見すること。 

また、それは３次元空間の中にはなく、４次元の方向にあるということ。 

それから、以下の推論によると、 

３次元空間の外側であるそこには「無限遠点」と「主体」があるということ。 

主体の位置と対象の位置から「人間の外面世界」が分かるということ。 

 

※ 主体の位置は３次元空間の中には存在していない。 

※ 無限遠点とは主体の位置が存在するところである。 

※ 主体の位置と対象の位置とを結ぶ空間に人間の外面世界がある。 

 

書籍『人類が神を見る日』によると、 

「ψ3 が主体を構成している空間」と書かれているので、 

「ψ3⇒主体」と紐づけて理解しておこう。 

 

問題は、実際にどうすればそれが分かるようになるのか？ 

あるいは、どうやったら「主体」「無限遠点」「人間の外面世界」が発見できるのか？である。 

 

それについてこれから考えていこうと思う。 

ヌーソロジーで扱うここから先の意識は、 

思考の域を超えた思考みたいなものなので、理屈を捨てる必要があるかもしれない。 

あるいは、もしかしたらコツが掴めればすぐ分かるかもしれない。 

 

そんな感じで心してかかっていこう。 

  

 変換人型ゲシュタルトの基礎となる概念 

ヌーソロジーと変換人型ゲシュタルト論は、 

次元観察子ψ3の理解からが本番となるわけだが、 

そこから先の基礎となる概念をおさらいしよう。 
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まずは、点(ミクロ)と全体(マクロ)の二つ。 

それから、前(奥行き方向)と後ろ(手前方向)である。 

 

～点(ミクロ)と全体(マクロ)～ 

 

 

～缶の奥側（前）と缶より手前側（後ろ）～ 

 

 

これは、次元観察子ψ1（ミクロ）と次元観察子ψ2（マクロ）の対化でもあり、 

これがすべての基本となる。 

 

これを実際に動いて確認していこう。 
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※久々にヌーソロジーたんを登場させます 

  

まず、手を指差しで前に出すポーズをしてみよう。 

 

これはミクロと奥行きを意識する時のサインである。 
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次に、両手を適度に広げて世界の全体を感じてるかのようなポーズをしてみよう。 

（顔の位置はなんでも良いけど、正面よりちょっと上を向いておこう） 

 

これはマクロと、対象より手前側にある世界（幅）を意識するサインである。 

以上の二つのポーズを繰り返してみよう。 

そして、以下の二つを繰り返しながら「ミクロ・奥行き」と「マクロ・幅」も意識するようにして、 

その両方の感覚を強めるようにしよう。 
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これは次元観察子ψ1と次元観察子ψ2の意識みたいなものであり、 

変換人型ゲシュタルトにおける『負荷』と『反映』の基本でもあるため、 

今後の『変換人型ゲシュタルト論』でも基本になってくる。 
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 ミクロについて意識する 

それから、ヌーソロジーではψ1 が奇数系ということで、 

ミクロ側を重点的に意識していくわけである。 

 

 

 

指差しポーズと共にミクロを意識するのも良いが、 

ひたすら瞑想するように意識していくのも良いと思う。 

 

ヌーソロジー的にはミクロのものにこそ可能性があるため、 

より具体的に素粒子ほどの大きさのものを理解できると良いわけである。 

 

このように、理屈を超えてミクロを知覚をすることを「ミクロ知覚」と呼ぼう。 
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 ミクロを先手として光景を見る 
 

 

 

純粋なただの一点を見続けていると、どうなるだろうか？ 

その点はどれほどに離れていても、同様な点のように見えてくる。 

そうなると、大きさも距離も関係ないように見えてくるのではないだろうか？ 

 

そうしながらも、一点に集中しながら空間全体を見ることをやってみよう。 

すると、空間全体に対しても、大きさも距離も関係なく見えてくる。 

その感覚が大事である。 

このように、「大きさも距離も関係ない」状態になったら、 

それは「ミクロとマクロが対称性を持ったものとして見ている」ことと同義である。 

なぜなら、それはミクロとマクロはほとんど変わりなく一緒という視点であり、 

ミクロのように大きさや距離が存在しない概念としてマクロが見えてくるからである。 

 

また、それを続けていくとヌーソロジーで『最小精神』と呼ばれる意識が芽生えてくるかもしれない。 

最小精神はオコツトが言ったヌーソロジー用語で、以下のように説明されている。 

 

最小精神は顕在化における最初の位置となります。（シリウスファイル） 

 

※『顕在化』は「次元観察子ψ1～ψ14 の意識の顕在化」という意味であり、変換人型ゲシュタルトの形

成と同義。 

もし、そんな意識が芽生えた場合、それがヌーソロジーの基本にもなるため、 

大切に育てていこう。 
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20．ダグラス・Ｅ・ハーディングの手法 

前回は変換人型ゲシュタルトの基礎についてを書いた。 

加えて、変換人型ゲシュタルト理解の基本となり得るワークがある。 

それはダグラス・Ｅ・ハーディングが提唱した『頭がない方法』という自己発見メソッドの中にあるワー

クである。 

 

これはヌーソロジーとは直接関係はないが、 

やってることがヌーソロジーでやりたいこととほとんど一緒だということで、前々からヌーソロジー界隈

の一部で注目されてるぐらい画期的なものなので紹介したい。 

  

 指差し実験 

ハーディングの『頭がない方法』は、簡単に言うと自己発見メソッドなのであるが、つきつめると、まる

で一つの宇宙論というぐらい壮大な哲学を含み持っているものなので、そこまでやるとかなり長い話にな

ってしまうが・・・ 

とりあえず『指差し実験』が有名かつ基本的なワークとなるため、それだけ紹介しておきたい。 

 

以下の動画にて、基本的なことが一通り説明されている。 

（基本ワークは 0:55～2:35 あたりにあるので、そこだけでも見ると良い） 

 

〔Youtube 動画：1B 私たちの本質とは何か？.mov〕 

 

また、公式サイトの中にあるページでも説明されている。 

 

〔リンク：ここを指さす - The Headless Way〕 

 

このワークの内容を要約すると・・・ 

まず、目の前に何か物があるとする。リンゴでも何でも良いので例えばリンゴを指差した場合、リンゴを

対象として「それ」がある。 

今度は下の方に指を差してみる。下の方には自分の足元があるので、自分を足元を差していて、やっぱり

「それ」がある。 

最終的に自分の方向に指を差してみる。すると何があるのか・・・？ 
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※『Youtube 動画：1B 私たちの本質とは何か？.mov』より引用 

そこに「主体」があると、ハーディングは言っている。 

 

そして、ここでいう「主体」は、ヌーソロジーの『次元観察子ψ3』が構成している「主体」とも同義なの

である。 

  

ヌーソロジーたんで説明すると・・・ 

以下のポーズが「奥行き」を意識している時で「ψ1」に対応するものだった。 
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この時点では「奥行き」を意識しながらも、前側にある「それ」を指さしている状態である。 

しかし、そのまま指の方向を 180 度逆にして「奥行き」の直線上のものを意識すると・・・ 

次元観察子ψ3や「主体」の意識を探り当てることができるわけである。 

 

ハーディングが開発した方法は、ヌーソロジーや変換人型ゲシュタルトの感覚を掴むのにも使えるので、

理解を深めていきたい場合は何度もワークをやってみよう。 

  

 ハーディングの宇宙論 

以上の「指差し実験」のようなやり方を基本に「わたしとは何か？」と自己探求をしていき、 

さらにはこの世のすべてを解き明かそうとしているのがハーディングの哲学である。 

それは「ハーディングの宇宙論」と呼ぶに相応しい。 

Youtube チャンネルの内容を軽くみただけでも、その壮大な感じが伝わると思う。 

 

〔Youtube 動画：あなたは何ですか？〕 

 

以下の著作も出ている。 

 

〔書籍：ダグラス・E・ハーディング『存在し、存在しない、それが答えだ (- To Be and not to be, 

that is the answer -)』(2016) ナチュラルスピリット 〕 

 

「To Be and not to be, that is the answer」 

日本語訳で『存在し、存在しない、それが答えだ』になっている。 

この本のタイトルも面白い。 

実はヌーソロジーの『等化』が分かった時の感覚は、この「存在し、存在しない、それが答えだ」にも近

いため、これは『等化』を表すメッセージと言っても良いかもしれない。 

「負荷と反映の対称性が分かる」が等化の意味だが、 

それは二つの状態は両方とも答えだという視点でもある。 

 

「指差し実験」のようなワークから等化に通じる答えを導き出している所も、 

ハーディングの宇宙論はヌーソロジーっぽい。 

 

ヌーソロジーは難しく感じることが多いけど、 

こうした方法論を併用しつつ理解していくと分かりやすくなると思う。 
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21．「知覚正面」を平面として空間を見る 

『次元観察子ψ3』の理解に肝となるのは、 

今の目の前の光景である「知覚正面」を平面として見ることである。 

 

「知覚正面」という概念は、ψ3以降の『変換人型ゲシュタルト』の基礎にもなるので、 

ここでちゃんと説明しておこうと思う。 

  

 「知覚正面」とは？ 

「知覚正面」とは何か？ 

まず、19 世紀の物理学者であるエルンスト・マッハが書いた有名な以下の絵がある。 

マッハは物理学者でありながら、「認識とは何か？」について考える認識論について研究する哲学者だっ

た。 

 

 

この絵は、自身が展開する認識論の説明のために、 

マッハが左目で観た視覚体験をイラストにしたものであり、 

純粋な視覚体験として目の前の光景を見ると、 

「平面」として見ることができるのではないか？ 

ということを表している絵である。 

 

このように平面化した「知覚正面」は、ヌーソロジーや変換人型ゲシュタルトの基本にもなるぐらい重要

なものなため、念入りに意識していこう。 
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つきつめると、前々回や前回で説明した「ミクロを意識する瞑想」や「指差し実験」とも繋がっており、

それらのワークを繰り返すと、目の前の光景がどんどん「知覚正面」みたいな認識になっていくはずであ

る。 

このことが分かるだろうか？ 

  

 ４次元と知覚正面 

また、「知覚正面」が分かるようになると、 

以下の「４次元を発見するための図」も機能するようになる。 

 

 

これは「目の前の立方体を平面に落とし込むこと」を前提としている図であり、 

その状態の時に垂直方向の軸を差し込むと、４次元目の軸が分かるという理屈だった。 

 

しかし、そもそもこの図から４次元を理解するためには「知覚正面」が見えていないと分からない。 

この図は「４次元の方向」を表すと同時に「知覚正面」を表すものであるため、 

これも変換人型ゲシュタルトの基本ということで今後も使っていく。 

  

 「知覚正面」認識用の CG 

それから、ヌーソロジーの理解に役立ちそうな CG をちょっと作ってみよう・・・ 

ということで、以下の CG をシェーダープログラミングで作ってみた。 
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〔Youtube 動画：Star and Grid〕 

 

この CG は普通に見ると「奥行きのある光景」のようにも見えるが、 

「奥行きがあるかのような形で光が出力されているだけの平面」のようにも観ることができる。 

  

これもヌーソロジーで必要な「知覚正面」を認識するためのツールとして使えると思う。 

  

  

以上。「知覚正面」について分かっただろうか？ 

「目の前の光景は知覚正面であり、それは平面のように認識することができる」 

 

・・・これは理屈としては分かるけど、 

実際にはそう見えないだろうか？ 

 

確かに、ここは人間型ゲシュタルトだと簡単にはいかないとよく言われる所でもあるため、そう簡単にい

かないかもしれない。 

このことを実体験として理解するためには、次に説明する「止観」という瞑想方法が大事になってくるた

め、それと並行して理解してみよう。 
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22．究極の瞑想方法？「止観」について 

仏教には「止観」という瞑想方法がある。 

これについては、『変換人型ゲシュタルトとは？（前編）』の項でもチラっと紹介したが、 

ヌーソロジーの基本においても重要なので詳しく説明していこうと思う。 

  

 原始仏教・中国から伝わる瞑想方法 

まず、「止観」とは何か？ 

これは元々は原始仏教の教えから派生してできた瞑想方法である。 

 

書籍『「止観」の源流としての阿含仏教』によると、 

原始仏教的な思想において、仏教は人間が内在的に持っているものを体験して自覚していく宗教であり、 

その体験の基礎となるものが「瞑想・禅定」だとされている。 

※禅定：心を一つの対象に集中して、平静を保つこと 

 

〔書籍：桐山靖雄『「止観」の源流としての阿含仏教―天台智者大師の二つの謎をめぐって 北京大学講演

録)』(1998) 平河出版社 〕 

 

さらに、先の書籍では「止観」について以下のように書かれている。 

仏陀の瞑想・禅定は、止・観という言葉で表現されます。 

心を練って一切の外境や乱想に動かされず、心を特定の対象に注ぐのを止 (Samatha 舎摩他)といい、そ

れによって正しい智慧を起こし、対象を観るのを観 (vipasyana 毘婆舎那)といいます。 

仏陀は経典の中で、止を修したならばいかなる貪欲でも断じ、観を修したならば最高の智慧を獲得する

ことができると述べています。 

これは、仏陀の修行の基本となるもので、この見解はそのまま後代に継承されており、先に述べた天台

智頭の『摩訶止観』も、これを承けているわけです。 

 

このように、心を特定の対象に集中する「止（サマタ）」と、そこから対象を純粋に観る「観（ヴィパッ

サナー）」を基本とし、それを両輪のように合わせたものが「止観」となるわけである。 

 

それから、天台智頭の『摩訶止観』という文言が出てきた。 

これは 6 世紀頃の中国で天台宗を創始した智顗(ちぎ)という僧侶のことを言っている。 

 

天台教学の大成者と言われるほどに有名な僧侶だった智顗は、 

法華経に書かれているような仏教の教義を重視しつつも、 
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「止観」の実践も同様に重視し、『天台小止観』や『摩訶止観』という講義を行った。 

それが講義録として残され、後世において有名な瞑想マニュアルとして伝えられるようになった。 

 

『天台小止観』は短めにまとめた初心者向けのマニュアルで、 

『摩訶止観』はそれより長く色んなことが書かれているため上級者向けな位置づけになる。 

 

『天台小止観』の内容を引用すると、止観について以下のことが書かれている。 

（関口真大訳の現代語訳天台小止観より引用） 

 

夫泥洹真法、入乃多途、論其急要、不出止観二法。所以然者、止乃伏結之初門、観亦断惑之正要、 

止則愛養心識之善資、観則策発神解之妙術、止是禅定之勝因、親是智慧 之由籍。 

若人成就、定慧二法、斯 乃自利利他法皆具足。 

  

涅槃（さとり）の世界は、そこに入るためには種種の途（みち）があるけれども、そのなかでも最も効

果的で肝要なものはなにかといえば、止と観の二法に勝るものはない。なぜかといえば、止は、まよい

へのとらわれをおさえつける第一歩であり、観は、まよいそのものも断ちきる力であるからである。 

また止は、人の心識（こころ）を愛養するためのよきたすけ、観はものごとの正しい理解を発すための

妙術である。止は、禅定を得るためのすぐれた因となり、観は正しい智慧を発するよりどころであるか

らである。 

もしこの禅定と智慧の二法をなしとげれば、 自分を利益し、他の人人のためにもなる生活態度がおのず

からその人の身に備わって来ることになる。 

 

後に、平安時代前期に最澄が天台宗を日本に伝えるため、 

日本の天台宗でもこうした文献が重宝され、止観が重視されるようになっている。 

 

『天台小止観』と『摩訶止観』は、 

日本語訳されたものが一般に売られているし、 

調べると色んな情報が出てくる。 

〔書籍：『天台小止観―坐禅の作法)』(1974) 岩波書店 〕 

〔書籍：『摩訶止観 上―禅の思想原理)』(1989) 岩波書店 〕 

また、『天台小止観』に関しては当サイトでもまとめたことがある。 

〔リンク：天台小止観まとめ - 哲学思考のなれの果て〕 

そもそも、智顗は始めは「禅」を重視していたらしい。 

禅は「心が動揺することのなくなった状態」を意味するサンスクリット語の「ディヤーナ（dhyāna）」と
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いう言葉から派生しているものなので、とにかく心を静める瞑想の方向に向かう。 

これは確かに純粋な瞑想に近いため分かりやすく、東洋思想としてよく注目されている。 

 

しかし、仏教の修行を続けているうちに、 

「止観」の方が重用だということに気付いたらしい。 

こちらの方が「止」と「観」のハイブリッドさがあり、 

「静」にも「動」にも転じることができるため重要ということだろうか？ 

 

仏教とヌーソロジーは、やっていることが一致する箇所がチラホラあるが、 

悟りの入門あたりの話だと「止観」が肝になってくるようである。 

 

まるで、智顗もヌーソロジーに近いセンスを持っていたかのように、その辺の考え方が似ていると思う。 

  

 哲学における「止」と「観」 

さて、さらに西洋哲学の話をしていこう。 

前回、エルンスト・マッハの哲学についてを取り上げた。 

 

 

マッハは上記のイラストのように目の前の光景を「知覚正面」として見ることを重要視した。 

このように物事を見ることで、本来は認識することが難しい「事象そのもの」へと向かうことができるの

ではないか？ 

というような哲学的視点から、独自の現象学が提唱された。 
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エルンスト・マッハの哲学は、後にエトムント・フッサールにも影響を与えて、マッハの現象学よりも、

もっと改良された現象学が発案されるに至った。 

さらに、フッサールの弟子のマルティン・ハイデガーの哲学の話にも繋がってくる。 

こうした一連の現象学を掴んでいくために、 

フッサールは「エポケー」という行為を重要視した。 

 

エポケーは原義においては「停止、中止、中断」を意味する古代ギリシャ語であり、哲学において使われ

るようになってからは特別な意味を持つようになった哲学用語である。 

哲学用語としての「エポケー」の意味を分かりやすく言うと、「判断を留保すること」になる。 

フッサールの現象学においては、現象を純粋に捉えるためにこの「エポケー」が必要になる。 

 

「エポケー」とは具体的にどういうことなのか？ 

まず、我々は一般的に「目に見えるものや五感で認識できるものが客観的な実体としてに存在する」とい

う認識で目の前の光景を見ている。 

 

例えば、「目に見える対象」を「リンゴ」としてみよう。 

 

自分が今いる場所に、すぐ手の届く範囲にリンゴがあったとしよう。 

我々が普通にそれを見ると「リンゴがそこに見えるんだから、リンゴがそこに実体として客観的に存在す

るだろう」みたいに認識するはずである。 

フッサールはこれを「自然的態度」と呼んだ。 
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しかし、フッサールの哲学における「エポケー」は、そうした自然的態度を「カッコに入れる」ことを意

味する。 

これは「正しいことにはしないで横に置いておく」みたいな意味である。 

 

 

こうしたエポケーをすることで初めて、目の前のリンゴの「存在」や、リンゴがあるという「現象」を正

しく捉えることができると主張されているのが、フッサールやハイデガーの「現象学」である。 

そして、この行為は、目の前に何が見えても、それが何であるかの思考は一旦「止（サマタ）」すること

と同義だと言えるのではないだろうか？ 

あるいは、目の前にリンゴがあるのに、そうした「自然的態度」を素直に受けないとなると、思考を止め

るような行為が必要になる。 

 

つまり、「エポケー」と「止（サマタ）」は、「エポケー＝止（サマタ）」と言えるように同様の行為で

あり、この二つは西洋哲学においても仏教においても真理に通じていると言えるわけである。 
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それから、現象学でやるべきことだと「エポケー＝止（サマタ）」の後は「現象を捉える」流れになる。 

これも「ただ観る」ことから始めることが大事になるため、今度は「観（ヴィパッサナー）」が重要にな

ってくると言うことができる。 

 

このように、西洋哲学にある「エポケー」の発想を取り入れて、 

「止観」のような瞑想をやってみるのも良いと思う。 

  

 ヌーソロジー入門の真髄とは？ 

何度も書くようだけど、 

ヌーソロジー入門において最初の関門となるのは『次元観察子ψ3』の発見である。 

 

その真髄となる行為は何だろうか？ 

それは・・・・ 

「ただ観る」 

ということにつきるかもしれない。 

観るものは何でもいい。 

純粋な「点」とか「４次元を知覚するための図」とかも良いと思う。 
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とにかくこれらを「何も考えないで観ること」が大事である。 

ここでは分かりやすい説明のため「リンゴ」を使用しよう。 
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目の前にリンゴがある。 

しかし、「リンゴがあるなぁ」とは認識しない。 

目の前にあるものは「リンゴ」とも分からない。 

また、「分からない」という言葉すらも出てこない。 

ただ目の前のなんだか赤い物体を観るし、 

「赤」という認識もしない。 

ただとにかく無心で観るように観る。 

 

そうしていると、とにかく物事を「分別しない」境地に行き着くようになる。 

 

この境地が古今東西で色々と言い換えられていて、「無」だとか「空（くう）」だとか「ゼロの状態」だ

とか呼ばれて、古今東西の識者によって説明されているのかもしれない。 

古今東西で説明されているそんな「無」の境地は、 

ヌーソロジーの道にもなっているわけである。 

  

 他のことも取り入れつつやるなど 

以上のように「ただ観る」だけでも次元観察子ψ3の境地に達することは可能である。 

しかしながら、これだけでは難しいので・・・ 

前々回で説明した、ダグラス・E・ハーディングの方法とかも組み合わせると良いと思う。 

 

〔リンク：■変換人型ゲシュタルト論(20) ～ダグラス・Ｅ・ハーディングの手法～〕 
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※Youtube 動画『1B 私たちの本質とは何か？.mov』より引用 

これをやっていると「止」「エポケー」「無分別」・・・みたいな状態にならないだろうか？ 

もしそうなることができれば成功の糸口をつかんでいると思う。 

 

次元観察子ψ3についての話はまだまだ続きがあるので、 

これから後述していくやり方を合わせることで、 

理解ができるようになるかもしれない。 
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23．「ミクロ知覚」がカギとなる 

『変換人型ゲシュタルトの基礎』の項で書いたように、 

ヌーソロジー的な高次元認識の基礎となるものは 

『次元観察子ψ1』に対応する概念の「ミクロ」である。 

 

そのため、理屈を超えてミクロを知覚をする「ミクロ知覚」が大事となる。 

 

そこで、自分（Raimu）が以下の書籍でもよく書いている重要な話がある。 

 

〔書籍：佐道来夢『４次元思想とフラットランド』(2016) 〕 

〔書籍：佐道来夢『ヌーソロジー基本概要＋(プラス)』(2017) 〕 

〔書籍：佐道来夢『リアル魔法使い研究: ～魔法の仕組みとその他の仕組み～』(2017) 〕 

 

それは・・・ 

人間の「意識」は人間の「脳細胞」で出来ていると言えるし、人間の「脳細胞」は「原子」で出来てい

る。それから、「原子」は「素粒子」で出来ている。従って、我々の「意識」も、「素粒子」のようによ

く分からないものに通じていてもおかしくないのではないか？ 

 

・・という話である。 

これはヌーソロジーを抜きにした素粒子論でも言えることかもしれない。 

ちなみに、水素原子の大きさは「約 10 のマイナス 10 乗ｍ」、 

その中の原子核の大きさは「約 10 のマイナス 15 乗ｍ」と言われているので、 

「素粒子」はそれ以下の世界ということになる。 

 

したがって、人間の身体は 1ｍ～2ｍなので、それの 10 のマイナス 1乗（10 分の 1）を 15 回以上続ければ

素粒子に辿りつくってことになる。 

人間の手の大きさは 10cm～20cm。人間の指や目の細さ 1cm～2cm なため、それを目安にすれば・・・ 
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イメージできるだろうか？ 

・・・困難そうな話ではあるけど・・・ 

これについては『サイキックの研究と分析』シリーズの『ミクロの世界に着目できるか？』の項でも書い

ている。 

〔リンク：■サイキックの研究と分析(17) ～ミクロの世界に着目できるか？～〕  

 ペンローズの「量子脳理論」 

さらに、ロジャー・ペンローズの「量子脳理論」についてが重要である。 

これは「脳細胞が素粒子と繋がってるのなら、我々の意識も素粒子に繋がっているのでは？」という仮説

に近いものであり、 

脳細胞にある「マイクロチューブル（微小管）」が量子の性質を持つため、 

意識と量子は関係しているというものだった。 

 

 

著書『ペンローズの“量子脳”理論』より引用、ニューロンの中央部分の概念図 
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〔リンク：量子脳理論 - Wikipedia〕 

 

量子脳理論はペンローズが提唱したものというより、昔から提唱していた人達がいて、 

ペンローズはスチュワート・ハメロフと共同で独自のアプローチをしている立場になる。 

ペンローズ達は「客観的収縮論」というものを提唱していて、それを元にした量子脳理論が成立すると考

えられている。 

これを詳しく説明するとなかなか難しい。 

以下でも説明しているが・・・ 

 

〔リンク：■サイキックの研究と分析(12) ～「量子脳理論」というもの～〕 

 

つまり、重要なのはアカデミズムの界隈でも有名な物理学者であるペンローズが、「意識の問題に量子力

学的な性質が深く関わっている」系の考え方を採用していることである。 

これはヌーソロジー的にもとても心強い。 

 

それから、量子力学や素粒子の振る舞いが意識と関係しているということは、それらミクロの存在をどれ

ほど意識できるかが重要になってくる。 

ちなみに、『サイキックの研究と分析』の以下の記事では、さらにサイキックや魔術の観点から「ミクロ

知覚の方法」についてを書いているので、そちらも参考にしてもらいたい。 

 

〔リンク：■サイキックの研究と分析(18) ～「ミクロ知覚」の方法いろいろ～〕 

 

 「無」のコツはミクロのイメージ？ 

ミクロを意識する話は、前回の主題であった「止観」のコツにも通じた話になってくる。 

 

「止観」の瞑想において、まずは「止（サマタ）」や「エポケー」から入らなければならないことを前回

説明した。 

これはつまり「何も考えない」状態になるということであり、完全な「無」の状態になれと言ってるのと

同義である。 

 

「完全に何も考えない」ということを、やってみてできる人間はどれほどいるだろうか？ 

・・・思うに、ほとんど人間にとっては、それができれば苦労はしないだろう・・・ 

しかし、コツとして言えるものがある。 

それは「ミクロ」をイメージしてみることである。 
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人間の身体は 1ｍ～2ｍなので、それの 10 のマイナス 1 乗（10 分の 1）を 15 回以上続ければ素粒子に辿り

つくってことになる・・・ 

それをイメージしようとしてみたらどうなるだろうか？ 

そうすると思考が止まる領域に近づくし、 

ミクロをイメージすることはそれと同義なのではないだろうか？ 

 

そんな感じで、ミクロや素粒子についての理解を深めることで、ヌーソロジー的な理解を深めることがで

きるし、変換人型ゲシュタルトの認識もできるようになってくるのである。 
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24．量子力学における「重ね合わせ」の原理について 

量子力学に「重ね合わせの原理」というものがあることを知っているだろうか？ 

これはヌーソロジー的にも大事だし、 

『等化』と『次元観察子ψ3』の理解にも繋がるので、 

ちゃんと説明しておこうと思う。 

 

量子力学における「重ね合わせ」を、 

ちゃんと数学的に厳密にやると数式が出てきて、 

「状態ベクトルの線形結合」とかいうワードが出てきて難しそうだけど・・・ 

 

〔リンク：重ね合わせ – Wikipedia〕 

 

「シュレーディンガーの猫」による例え話が有名である。 

 

〔リンク：シュレーディンガーの猫 – Wikipedia〕 

 

「シュレーディンガー猫」は、オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが発表したもの

で、猫を使った思考実験とされている。 

 

まず、量子力学に基づいて猫の生死を決める特殊な装置を仮想する。 

量子力学的に原子の放射性崩壊確率が 50％の状態のものを用意して、 

原子崩壊を検知すると電気が流れて毒ガスによって猫が殺される、 

そんなかわいそうな装置をなんとかして作ったとしよう。 

（あくまで思考実験である） 
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そうすると・・・猫は観測するまで生きてる状態と死んでる状態を同時に持っている・・・という、よく

分からない状況になる。 

これが「シュレーディンガー猫」である。 

 

この話は「量子力学の確率解釈が誤っていること」を説明するためにシュレーディンガーが用いたもので

ある。 

したがって、物理学者にとっても解釈の困難な事象であり、その解決のためにコペンハーゲン解釈や他世

界解釈など、さまざまな解釈が生まれたらしい。 

 

さて、話が少しそれたが・・・ 

要するに「猫は観測するまで生きてる状態と死んでる状態を同時に持っている」という事象において、生

きてる状態と死んでる状態の「重ね合わせ」が起きていることが重要である。 

 

「重ね合わせ」については『サイキックの研究と分析』シリーズでもちょっと説明した。 

〔リンク：■サイキックの研究と分析(7) ～コペンハーゲン解釈と重ね合わせ状態～〕 

あと、「重ね合わせ」の物理現象が実際に起きている「量子コンピューター」についても説明した。 

〔リンク：■サイキックの研究と分析(11) ～量子コンピューターについて～〕 

つまり、「二つの状態の重ね合わせ」が実際に起きているのは量子力学的に確認されており、 

それをどのように認識していくかがヌーソロジー的に重要となる。 

  

 「等化」と「重ね合わせ」 

そして、量子力学的な「重ね合わせ」はヌーソロジーの『等化』においても重要な概念となっている。 

実は、ヌーソロジー的に「『負荷』と『反映』を対称的に見る視座に行く」と、 

「『負荷』と『反映』を重ね合わせ状態としてどっちもあり得る視座に行く」の二つは、ほとんど同義な

のである。 

つまり、『等化』と「重ね合わせ」はやることがほぼ一緒ということである。 

 

さて、スピリチュアルや引き寄せの法則の界隈でも、量子力学について出てくることがよくある。 

〔書籍：足立育朗『波動の法則)』(2007) ナチュラルスピリット  〕 

〔書籍：村松大輔『時間と空間を操る「量子力学的」習慣術』(2021) サンマーク出版 〕 

さらにはそれによるアセンション（次元上昇）を目指す人もいる。 

そこにはちゃんとやれば上手くいく構造があるので、注目するのは間違いではない。 
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確かに、「重ね合わせ」の視点を得ることによって、次元上昇することが可能ではあるのだが・・・ 

量子力学はスピリチュアル的にも重要とはいえ、あんまり雑に扱って欲しくないジャンルでもあるの

で・・・ 

ヌーソロジーはそれをもっと厳密にやりたい立場である。 

  

 ミクロとマクロを重ね合わせは可能か？ 

「重ね合わせ」と『次元観察子ψ3』の話をさらに深めていくと、 

ψ3はψ1（ミクロ）とψ2（マクロ）を等化しているので・・・ 

「ミクロ」と「マクロ」の「重ね合わせ」をすることになる。 

 

前々回の「止観」でやったような 

「点をひたすら観る」とか「りんごをひたすら観る」ワークを思い出そう。 
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これをずっと観ていって、 

「知覚正面」が見えるほどにまで成功したら、 

「ミクロ」と「マクロ」はどっちも決まっていない「重ね合わせ」の状態になり、二つの違いは消失す

る・・・とも言えるだろう。 

「距離」や「大きさ」の概念も消失するから、観ている光景が「知覚正面」となる。 

 

さらには、ψ1とψ2は「空間」と「時間」にも対応しているので・・・ 

「空間」と「時間」がどっちも決まっていない「重ね合わせ」の状態になると、「時間」と「空間」の違

いも消失するから、普段意識しているような「直線的な時間の感覚」も消失するんじゃないだろうか？ 

ヌーソロジーではその時に立ち上がる新しい時間間隔を、 

アンリ・ベルクソンの哲学を参照して「持続」と呼んでいる。 

  

 

以上のように、量子力学における「重ね合わせの原理」と、 

ヌーソロジーの『等化』の関係が分かってくると、 

変換人型ゲシュタルトをより深めていくことができる。 
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25．能動的に空間を見る 

『次元観察子ψ3』を認識していくには、 

一種の「能動性」が必要になるため、 

「能動的に空間を見る」ことが鍵になるだろう。 

 

・・・と言っても、それだけでは分かりにくいと思うので、 

便利なツールを紹介しつつ説明する。 

  

 「ネッカーの立方体」について 

「ネッカーの立法体」と呼ばれるものがある。 

 

 

これはスイスのルイス・アルバート・ネッカーという人物が考案したので 

そんな名前がついているが、どういう図形かなんとなく分かるだろうか？ 

 

図形の左下の面を面 A、右上の面を面 Bとすると・・・ 
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面 A が手前にあって面 B が奥にあるのか、 

それとも、面 A が手前にあって、面 B が奥にあるのかが決まっていなくて分からない。 

そんな図形が「ネッカーの立法体」である。 

 

これはヌーソロジーの『等化』や『次元観察子ψ3』を理解するのにも使えるわけだが、 

そこで「３次元」と「４次元」の話が関係してくるため、その話もしていこう。 

  

 ネッカーの立方体と４次元の関係 

我々はこの世界を「３次元空間」として捉えているが、 

実は３次元目の軸（z 軸・奥行き方向の軸）に関しては直接見ることができないのが分かるだろうか？ 

 

なんとなく３次元を生きているから奥行き方向の軸もあるだろうと思えるけど、 

実際に我々が観ている光景は「エルンスト・マッハの描いた絵」のように平たいものなので、 

３次元目の方向を直接認識しているわけではない。 
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そして、どうやってそれを認識しているかというと・・・実は４次元からの視点によって想像しているの

である。 

 

３次元の空間を俯瞰して捉えるためには、一つ上の４次元からの視点が必要になるという原理がある。 

これは「観察する視点は一つ上次元」の法則からも言うことができる。 

 

 

また、先ほどの「ネッカーの立法体」も、 

面 Aと面 Bの関係が曖昧ということは、３次元目の奥行き軸が曖昧ということにもなる。 

我々が空間を捉える際も、まぎらわしい形をしたものを見た場合は４次元の意識から想像を働かせなけれ

ばならず、それがない場合はどれが手前にあってどれが奥にあるのか分からなくなってくる。 
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つまり、ネッカーの立法体において、面 A を手前として３次元をイメージするか、面 B を手前として３次

元をイメージするかは、４次元の意識によってなされているのである。 

 

 

 

そんなことを考えつつ、 

面 Aを手前とするか、面 Bを手前とするか、どっちも「重ね合わせ」のようにアリだとした時・・・ 

「知覚正面」も分かるようになるし、 

『等化』も分かってくるようになるはずである。 

  

 「キットカット実験」について 

次に、ヌーソロジーで有名な「キットカット実験」について説明する。 

 

これは正確には『次元観察子ψ5』に対応する事象を作り出した実験だが、 

『次元観察子ψ3』の意識や「能動的に空間を見る」意識を開くのにも役立つものである。 

 

元々は、ヌーソロジーを理解するために大阪のとある人物が、 

手作りの装置を作って、それを半田広宣さんが取り上げたことから始まった。 

 

その装置では、外から見るとキットカット缶が人を中心に周っているように見えるが、本人から見るとキ

ットカット缶は不動の状態で回って見えるようになっている。 

Twitter で「キットカット実験」のワードで検索すれば動画が見つかる。 

 

〔リンク：キットカット実験 – Twitter 検索 / Twitter〕 

 

これを自分（Raimu）がアレンジしたものが「KitCat 実験」である。 

先の実験の内容を模倣して、Unity 上で動かして再現した。 
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『視点変換３Ｄルーム』の 4番目の部屋にあり、 

『変換人型ゲシュタルトとは？（後編）』の項でも載せたものである。 

 

他者視点（客観） 

 

〔アニメーション：自身が自転していて、缶がそれを中心に公転している〕 

 

自己視点（主観） 

 

〔アニメーション：自身が見ている缶の公転だが、缶が自転してるようにも見える〕 

 

上記の缶の様子を見て、 

「自分が缶の周りを周っている」と思うようにしてみよう。 

すると、そうした意識は反転認識のための能動的な意識となってくる。 

 

また、こうした意識は客観からではなく主観を先手にして生まれてくることも重要である。 
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 ミクロイメージのおさらい 

ヌーソロジーでは主観性を大事としながらも、 

「ミクロとマクロの等化」や、 

「止観」や「重ね合わせの原理」といったことも大事ということになる。 

 

これらの作業を能動的に複合してみよう。 

まずは『変換人型ゲシュタルトの基礎』の項でやったようにミクロを意識してから・・・ 

 

さらに「止観」の要領を踏まえて「エポケー」をしつつ・・・ 

以下の「KitCat 実験」のトレーニングをやってみるとどうなるだろうか？ 

 

〔Youtube 動画：視点変換３Ｄルームでの KitCat 缶回転（KitCat 実験）〕 

 

そうすることで『主体』を発見できるだろうか？ 

また、『主体』を意識した上でこれをやったらどうなるだろうか？ 

 

ヌーソロジーを真面目に理解したい人は、 

そうしたことを試していって、能動的に空間を観て欲しい。 
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26．光速度イメージが使えるか？ 

『人間の外面』を知覚するにおいて、 

個人的に(Raimu が)すぐしっくり来たやり方がある。 

 

それは「光速度をイメージする」やり方である。 

 

これは有名なので書籍『2013：人類が神を見る日』にも書かれているため、 

詳しく説明していこう。 

  

 ローレンツ収縮について 

まず、「ローレンツ収縮」という現象がある。 

これはヘンドリック・ローレンツとジョージ・フィッツジェラルドが発見したとされるもので、ちゃんと

説明すると長くなるのだが・・・ 

物体が光速度に近づくにつれて、物体が進んでいる方向に長さの収縮するという現象である。 

式にすると以下のようになる。 

 

 

※l は物体の長さ。vが速度。cが光速度 

「vの速度で動いてるものは、その物体の長さに対して[0.9999……]が掛け算されるようにちょっとだけ

縮みますよ」 

という式である。分かるだろうか？ 

光速度（c）の大きさは約 30 万 km/s と、俗に「1秒間に地球を 7 周半回ることができる速さ」と言われる

ぐらい絶大なものであるため、 

ローレンツ収縮によって縮む長さも微々たるものなのだが、 

何故、物体が縮むなんて突飛なことが起きるのだろうか？ 

これは 1887 年の実験で発見された「光速度不変の原理」から始まり、 

最終的にはかの有名なアルベルト・アインシュタインの特殊相対性理論によってまとめられるようになる

のだが・・・ 

 

まぁ要するに、アインシュタインが正確な解明をしたぐらい、物理的に正しいとされている現象である。 
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 ローレンツ収縮によるタキオン空間入り 

物体はローレンツ収縮によって光速度に近づくほど長さが縮んでいき、 

光速度に達したときには 0の大きさになる。 

 

式にすると、以下のようになるのが分かるだろうか？ 

 

※速度が光速度に限りなく近くなると・・・ルートの中の数値も 0にすごく近くなり、物体の長さも小さ

くなる 

さらに 0 の大きさから突き抜けると、今度はルートの中の数値がマイナスになる。 

ルートの数値がマイナスになるということは虚数になるということである。 

 

そして、書籍『人類が神を見る日』によると、 

それが起きると空間が反転して「タキオン空間」と呼ばれるものに移行するらしい。 

書籍『人類が神を見る日』に載っているイメージだと以下のようなかんじになっている。 

 

 

ローレンツ収縮は進行方向に縮むことを考えると、以下のイメージもありだと思う。 
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さて、そんな「光速度の到達」はどんな感じでイメージしていけば良いか？ 

Youtube で近いことをやっている動画もあるので、それを見てみるのも良いと思う。 

 

〔Youtube 動画：Captain Einstein〕 

 

〔Youtube 動画：【光速】体験 光速で移動するとどうなるのか〕 

 

こうしてできた「反転した空間」は、 

実はヌーソロジー的には『人間の外面』にもなっていくため、 

光速度のイメージは『次元観察子ψ3』の発見にも有効ということになる。 

  

 虚数の空間 

先ほども説明した通り、光速度を突破すると、 

ローレンツ収縮の式にあるルートの中の値がマイナスになり、その時の数値は虚数になる。 
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この「虚数となった距離」が大事であり、 

これによって光速度は『人間の外面』へとつながるようになる。 

 

ヌーソロジーによると、これは「タキオン粒子」というものとも関係しているらしく、 

半田広宣さん自身も、タキオンについてのイメージを深めていく中で「反転」のイメージが出来たと、書

籍『2013：人類が神を見る日』に書かれている。 

 

反転………。冒頭で書いたように、それは当時、わたしが常々イメージしようとしていたタキオン領域

の時空間的特性であった。 

（中略） 

わたしのタキオン空間に対するイメージはローレンツ効果の延長線上にあったものだ。ローレンツ変換

式によれば、物体が光速度に達したときにはその長さはゼロとなる。これは言い換えれば物体が消滅す

るという意味に等しい。では、光速度以上になると一体、どうなるというのだろうか？ 妙なたとえか

もしれないが、わたしは［点の内部に入る］というイメージでタキオン空間のビジョンを描こうとして

いた 

 

そして、冥王星のオコツトによると、こうした反転のイメージは変換人型ゲシュタルトの第一プログラム

となっているらしい。 

「そうです。やっとお分かりになりましたね。あなたは超光速の世界のイメージについていくつかのモ

デルを組み立てておられました。そして、実空間と虚空間の関係性を対称的に見出す意識の位置を発見

されたのです。そのことによってシリウスのハーベスト・ビーコンの焦点化が容易なったというわけで

す。あなたがたがタキオンと呼んでいるものは、地球人の意識の方向性に反転作用を作り出す力だと考

えて下さい。意識の方向の反転によって生み出されてくる新しい形態概念を確実化させることが、変換

人型ゲシュタルトの第一プログラムです」 

「つまり、タキオン空間とは、僕たちの内部、外部という空間認識を反転させた世界と考えてよいので

すね」 

「はい、現段階ではそのように考えられて結構です。人間の意識の方向性の反転によって、変換人の意

識が生み出されてきます」 

 

それから、ヌーソロジーでは「素粒子は光速度を越えた世界にある」といったことが言われているため、 

物体の光速度到達の話はミクロの世界や素粒子の構造に繋がってくるらしい。 

  

 「次元観察子 ψ3」との関係を整理してみる 

さて、これまで習ったことを踏まえつつ、 

今回説明した光速度イメージを重ねていこう。 

 

空間は以下のように反転することができるとして・・・ 
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反転した空間を『人間の外面』としよう。 

 

また、『人間の外面』を前側の位置におき、 

そこにある無限遠点（－∞）に『主体』があるとしよう。 

 

それから、『主体』は以下のシンボルで表すとしよう。 

 

それらを整理して図示すると以下のようになる。 
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 「知覚正面」と重ねてみる 

さらに、これと「奥行き」のイメージと重ねてみよう。 

 

（４次元認識のための図） 
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（ヌーソロジーたん正面図） 

 

（ヌーソロジーたん＋４次元認識のための図） 
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（ヌーソロジーたん＋４次元認識のための図＋反転した空間＋主体） 

以上のようなことをすることによって『人間の外面』の認識が深まらないだろうか？ 

自身の「知覚正面」においてこうしたことをやってみて欲しい。 

  

加えて、光速度状態のものの大きさはミクロになっていて、 

その手前と奥で、あっち側（人間の外面）とこっち側（人間の内面）の境界があることも理解しておこ

う。 
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この境界が分かるようになると、 

「あっち側」を知覚する際にも心強くなってくる。 

  

 時間を反転させると・・・ 

難しい話になるが、もう一つ付け加えておこう。 

ローレンツ収縮に繋がった話で、相対性理論における「時間の遅れ」の現象があり、 

物体が光速度に達した時、時間の進み方もゼロになり、 

さらにそれを超えた場合は時間の反転も起きるようになる。 

 

光速度の突破によって起きる時間の反転を応用するとどうなるのか？ 

そうすると、ミンコフスキー時空と呼ばれる４次元時空から４次元空間への移行が可能となるのである。 

 

これに関しては、数学的に説明が煩雑になるので・・・ 

気になる人は、半田広宣さんが書いた『時間と別れるための 50 の方法』シリーズの以下を読んで欲しい。 

 

〔リンク：時間と別れるための 50 の方法（17） – cave syndrome〕 

 

〔リンク：時間と別れるための 50 の方法（18） – cave syndrome〕 

 

  

以上。  

今回は説明が長くなってしまったが・・・ 



73 

「光速度イメージ」と「奥行きの方向」を上手いこと重ねて、 

『人間の外面』を理解していこう。 
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27．右脳と速読の話 

前回は「光速度イメージ」の話をした。 

個人的に自分がこれを理解しやすいと思ったのは 

「右脳」と絡んでいると思ったからである。 

右脳は人間が持つ脳の右の部分で、それに対する左の部分は「左脳」と呼ばれている。 

 

 

左脳が「言語処理力、計算力、分析力、論理的思考力」などの能力を持ち、右脳が「空間把握力、直観

力、美的センス、芸術的創造力」などの能力を持つことは、脳科学の話で俗に普及していて有名である。 

 

また、左脳には「直列処理機能」があるのに対し、右脳には「並列処理機能」があって、高速処理に向い

ているとされている。 

右脳的に特殊な高速処理は、突き詰めると光速処理にもなるのではないだろうか？ 

・・・みたいなことを漠然と考えたりもした。 

 

そして、自分がヌーソロジー以前に興味を持ったものの一つに「右脳速読」があるので、それについて書

いていこう。 

  

 速読の話 

自分が速読に興味を持ったきっかけは、以下の書籍である。 

〔書籍：七田眞『七田式成功脳をつくるスーパーリーディング』(2006) 総合法令出版 〕 

この本はとても影響を受けたので、過去に内容のまとめをブログに書いたこともある。 

〔リンク：「七田式成功脳をつくるスーパーリーディング」重要な所メモ〕 
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右脳速読についてちゃんと説明すると、書籍一冊分のボリュームになるようだが、実践的にやるべきこと

は簡潔にまとめることができる。 

まずは以下の二点である。 

 

・本の文字を映像としてとらえる 

・映像として捉えた文字群から内容を理解する 

 

そして、次に「目の動かし方」の話でる。 

「アイトレーニング」というワードがあるぐらい目の動かし方が大事になってくるが、最終的には「一目で

ページ全体を観るようにする」のが目標となる。 

 

・目の焦点を調整して、立体的に見る（文字が３Ｄのように浮き上がってくるらしい） 

・視野を広げる 

・目をスムーズに動かす 

・はじめは一行を一目に、三行を一目に、五行を一目で読み取れるように増やしていき、 

最終的にページ全体を一目で読み取れるようにする 

 

観る時は視線の動きを最小限にするので、「一点を観るように全体を観る」ようにするのがコツである。 

 

以上が右脳速読の要点である。なんとなくやり方は分かっただろうか？ 

実に高度そうな技術なわけだが・・・肝は「一点を観るように全体を観る」ように情報を捉えて読んでる

所である。 

これも、ヌーソロジーの『次元観察子ψ3』の知覚で求められる「全体を観る」能力や、「知覚正面」を捉

えることに通じているのではないだろうか？ 

 

 

さて、ちなみに先の本『七田式成功脳をつくるスーパーリーディング』は、右脳速読の感覚を鍛えに鍛え

ると、「書店に行って良い本がある時、求める本の題名だけが光ってるように見える」とか「予知能力ま
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でついてしまう」とか、ほとんどオカルト的なことまで書かれている。 

そうした所もより一層、ヌーソロジーと相性が良いかもしれない。 

 

さらには、右脳を鍛えるために「オレンジカード」と呼ばれるものを使ったトレーニング方法も提唱され

ている。 

これもヌーソロジー的な知覚能力に通じているんだろうか？ 

ネットで検索するとそれに関する情報はたくさん出てくるので、 

気になる人は調べてみると良いと思う。 

 

あと、余談だけど、自分も大学時代に過集中的に右脳速読をやり込むことで、何となくできたような気が

したことがあったが、 

それをやると脳があまりにも疲弊して、脳細胞がほとんど活動停止になったかのようになり、次の日の脳

が使い物にならなくなった・・・みたいなことがあった。 

 

なので、「速読は役立つものじゃないな」と理解して、今は普通に本を読んでいるか、無駄な箇所を読み

飛ばす時や、本の内容の雰囲気を全体的に把握したい時に、右脳速読のスキルを多少使っている感じであ

る。 

  

 速読と他のジャンルの話 

以上の速読は「一点を観るように全体を観る」能力が使われているが、 

それを「文字認識」に限定する場合の技術と言えるかもしれない。 

つまり、空間全体認識能力を本に書いてある文字に限定すると速読技術になるわけである。 

 

もし、空間全体認識能力を身体を動かすことに使うとどうなるのだろうか？ 

もしかしたら何かしらの体術に応用できるかもしれない。 

 

そうなると、元々は『次元観察子Ψ3』の知覚に通じた一つの能力を、 

文字認識に応用するか、体術に応用するかの違いで別々の技術になるということなのかもしれない。 

 

そんな感じで、ψ3 を応用したような技術について考えてみると面白いと思う。 

  

 感性空間と思形空間の話 

以上。「右脳」を使った技術の一種として「右脳速読」の話をした。 

やはり「右脳」こそがヌーソロジー理解の鍵を握っているのではないだろうか？ 

「右脳」は「空間把握力、直観力、美的センス、芸術的創造力」を司り、「左脳」は「言語処理力、計算

力、分析力、論理的思考力」を司っているとされている。 

それを踏まえると、「右脳」で捉えた空間はヌーソロジー的には『感性空間』と言えるし、逆に「左脳」
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で捉えたのが『思形空間』と言えそうである。 

前者は『人間の外面の意識』と繋がるし、後者は『人間の内面の意識』と繋がる。 

 

また、『感性空間』と『思形空間』は女性性と男性性にも関係しているため、それらと右脳と左脳の関係

もヌーソロジー的に奥が深そうである。 

ヌーソロジーはそんな感じで、二つの機能についてを両輪のように理解しつつ、普段使わなさそうな方

（右脳）について意識していくわけである。 
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28．等化は「無数化」の方向にある 

ここまでの説明で『次元観察子ψ3』についてが分かっただろうか？ 

分からないだろうか？ 

 

次元観察子ψ1と次元観察子ψ2の等化によって分かる次元観察子ψ3は、 

等化を理解するためにも核心となる所である。 

 

あらためて説明すると、 

『等化』は「対称性が分かる」という意味であり、 

ψ3においては「ミクロとマクロの対称性が分かる」ということになる。 

これを言い換えると「ミクロとマクロが入れ替え可能で同じようなものに見える」ということにもなる。 

 

 

したがって、等化が起きた時には、実は「マクロがミクロのようになる」みたいな現象が起きるのであ

る。 

 

安易なイメージだと、マクロって概念に対してミクロって概念がどんどん浸食して上書きされるイメー

ジ？ 
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（マクロは偶数系なので赤。ミクロは奇数系なので青のイメージ） 

それから、ミクロは「一点」で、マクロは「全体」とほぼ同じ意味である。 

 

そこで、ミクロとマクロが等化するとどうなるのか？ 

「全体（マクロ）」に対して「一点（ミクロ）」が無数に敷き詰められたような状態になるとも、言うこ

とができる。 
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（上記の図は例えなので有限的な表現だが、もっと無限のミクロが空間全体にある感じ） 

そして、実は『等化』は『負荷』側のものが無限のようにたくさんある状態になることと同義なのであ

る。 

 

今回の場合は「負荷⇒ミクロ」なため、ミクロがたくさんある状態である。 

たくさんある状態になるということは「数かぎりなく多いことになる」という意味で「無数化」とも呼べ

る。 

ミクロが「無数化」すると、マクロのような存在にもなり、 

「入れ替え可能で同じようなものに見える」こととも同義になってくる。 

 

このように、等化は「無数化」の方向にあるという原理は、 

ψ1～ψ2の等化だけでなく、ψ3～ψ4の等化でも出てくるし、 
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今後のヌーソロジー学習でもずっと出てくるため、頭に入れておこう。 

  

 光速度イメージと無数化 

それから、どういう時に「ミクロの無数化によるマクロとの等化」の現象が起きるのか？ 

 

以前に「光速度のイメージ」についてを説明した。 

 

〔リンク：■変換人型ゲシュタルト論(26) ～光速度イメージが使えるか？～〕 

 

 

「光速度のイメージ」のように点の中に入ることができた時、そこから先に『人間の外面』があるわけだ

が、その臨界点は「光速度の壁」と一致して点になった時である。 

その時の状態は、完全に「一点（ミクロ）＝全体（マクロ）」になっている状態なので・・・ 

実は「全体（マクロ）に対して一点（ミクロ）が無数に敷き詰められたような状態」とほとんど一致して

いるのである。 
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一＝全？ 

 

全＝一？ 

それらの関係が分かってくると、『人間の外面』についての理解がもっと深まってくると思う。 

  

以上。「無数化」について説明した。 

 

この「無数化」という発想は、次元観察子ψ3 と次元観察子ψ4 を等化する時にも出てくるので・・・ 

『変換人型ゲシュタルト論』でこれからも出てくるものとして覚えておこう。 
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29．「外面（前）」と「内面（後ろ）」のおさらい 

今回はここまでの内容を総括しつつ、 

『次元観察子ψ3』の核心部分についてまとめておこう。 

 

これまで説明したψ3の知覚方法を列挙すると以下のようになる。 

・ミクロを先手として光景を観る 

・一点を観るように全体を観る 

・ダグラス・Ｅ・ハーディングの「指差し実験」を使う 

・「知覚正面」を平面として空間を観る 

・「４次元を発見するための図」を使う 

・「止観」のような瞑想をやってみる 

・「エポケー（判断を留保）」をする 

・とにかく無心で目の前のものを「観る」 

・極小の大きさのものとしてミクロを意識してみる 

・「重ね合わせの原理」を捉えるように空間を観る 

・「ネッカーの立方体」を使ってみる 

・「KitCat 実験」の動画を使ってみる 

・光速度をイメージする 

・光速度のイメージと、知覚正面を重ねる 

・右脳を鍛えて、右脳速読のようにやってみる 

・「無数化」の発想を取り入れて、ミクロを無数化させる 

  

これらの実践によって得られる「前」の空間が『人間の外面』となり、 

それが顕在化してくると『変換人型ゲシュタルトとは？（前編）』の項で説明した「内在が外面、外在が

内面」の意味も分かってくる。 

 

また、「主体の位置」と「無限遠点」が分かることで、 

以下の意味も分かってくるようになる。 

 

※ 主体の位置は３次元空間の中には存在していない。 

※ 無限遠点とは主体の位置が存在するところである。 

※ 主体の位置と対象の位置とを結ぶ空間に人間の外面世界がある。 

 

さらに、「知覚正面」がはっきり観えるようになると、 

その垂直方向にある「４次元目の軸」も分かるようになる。 
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そして、４次元空間へ向かう一本の垂直の線のことをヌーソロジー用語で『垂子』と呼ぶ。 

これは次元観察子ψ3へと繋がる垂直線でもあるため、ψ3のある次元は『垂子次元』と呼ばれる。 

  

 前側と後ろ側、外面と内面のおさらい 

『垂子』が見えた状態で「前」にあるのが次元観察子ψ3 であり、 

この時の「前」が『人間の外面』になっている。 

 

また、垂子の先には前側の無限遠点「－∞」と「主体」がある。 

 

 



85 

逆に「後ろ（手前）」にあるのが次元観察子ψ4であり、 

そっち側は『人間の内面』となっている。 

 

次元観察子ψ4の説明は後ほど詳しくするが、 

これは普通の空間（次元観察子ψ1～ψ2）がある場所でもある。 

 

ヌーソロジーでよくされる説明だと、 

前側の『人間の外面』は「見える世界」になっていて、 

後ろ側の『人間の内面』は「見えない世界」になっている。 

また、物の向こう側も「見えない世界」になっているが、 

背景側は「見える世界」になっている。 

そのため、以下のような構造になっている。 

 

 

それから、次のような図で説明されることもある。 

物体を座標的に観ている客観が『人間の内面』であり、 

主観から観ているのが『人間の外面』に該当する。 
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 平手を出して観てみる 

試しに、同じことを平手を出してやってみよう。 

以下のように前に平手を出してみる。 

 



87 

 

※平手の位置は見やすいように適宜調整していこう 

そうした時、「平手を出してる人」側からの視点だと、 

以下のように自身の平手が見えているはずである。 

 

 

この時、「見える世界」「見えない世界」の関係は、 

次のようになっている。 
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また、平手を出した状態だと、『人間の内面』と『人間の外面』の関係は次のようになる。 

 

このように、「内面（後ろ）」と「外面（前）」の関係は単純なものだが、 

実際に自分で身体を動かしてみると、しっかりと理解できて良いかもしれない。 

  

 ψ1、ψ2、ψ3 との対応づけ 

さらに、「平手を出す」行為を「次元観察子ψ3を認識する」際のサインだとして、 

ψ1とψ2を以下のように対応づけしてみよう。 

 

指差しをする ⇒ ψ1 

手を広げて全体を意識する ⇒ ψ2 

平手を出す ⇒ ψ3 
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そうすると、以下のようになる。 

 

 

以上。次元観察子ψ1～ψ3までを整理することができた。 

ここまでの内容が分かっただろうか？ 

次元観察子ψ3に関する構造的な話はここで一旦終わりとするので、 

分からない場合は何度も復習したり実践したりしてみよう。 


