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エジプトの大ピラミッド、ギリシャのデルフィ、フランスのカルナック巨石群、イギリスのストーンヘンジ、アイ

ルランドのニューグレンジを一直線に結ぶレイライン。古代の人々は、かなり上空からしか見えないこの直線をど

うやって発見し、建造物を建てたのか不思議ですね。やはり宇宙人文明だったとしかいいようがないかもです！ 

※ レイライン(ley line)は、古代の遺跡には直線的に並ぶよう建造されたものがあるという仮説のなかで、その遺

跡群が描く直線をさす。レイラインが提唱されているケースには古代イギリスの巨石遺跡群などがある。レイライ

ンの存在は 1921 年にイギリス人のアマチュア考古学者アルフレッド・ワトキンス(en:Alfred Watkins)によって提唱

され、その著書『The Old Straight Track』(古い直線路)によって遺跡の直線的配置性が世間一般の注意を引きつけ

ることとなった。(ウィキペディア） 

 

 

古代エジプト文明は、南から北に向かって流れるナイル川流域に発展した。 

クンダリーニが背骨を沿って上昇するチャクラの流れと一致し、 

北のギザのピラミッドで松果体が活性化するとされていました。 

松果体活性化のシンボル（ファラオの額にコブラ） 
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ギザから北はデルタ地帯になっていて、蓮の花が開いたような形になっています。 

そこでナイル川に沿って南から北へと北上するチャクラワークが神官たちの間で、 

古代エジプトのシャーマニックワークのルーツとされていました。 

 

 

より光を吸収する身体(光体)に再編成するためのチャクラワーク 

 

2019 年 5 月 14 日～5 月 22 日まで 33 名の参加者とともに巡ったエジプトワークショップでは、 

南から北に流れるナイル川沿いの七つの聖地にて、「エジプト魔術教本」に従った神々に捧げる祈りと共にチャクラ

ワークを行ない、私たちのライトボディ（光体）を活性化させました。これは古代エジプトのシャーマニズムの教え

にしたがってナイル川を上へと辿りながら、チャクラシステムのバイブレーションを整えるワークでした。 

古代エジプトは、世界一長く王朝時代が続き、ナイル川に沿って巨大な建造物を建て、各所各所で神官たちに導かれ

て王をはじめとする時の主要人物によってスピリチュアルなイニシエーションの儀式が繰り返されてきました。もち

ろん、それらの儀式とは「アセンション･セレモニー」だったのです。 

 

エジプトは魔術と錬金術の発祥の地 

英語の Alchemy（アルケミー）はアラビア語 Al kimiya に由来し、Al はアラビア語の定冠詞（英語では the に相当）

であり、kimiya は「黒い土地」を意味し、まさにエジプトの大地を指しています。 

 

エジプシャンマジック 

魔術の源は地球上の文明発祥とほぼ同時で、古代シュメール、バビロニア時代（紀元前 3600 とされている）に遡

ります。文献として保管され始めたのは、古代エジプト時代です。魔術が盛んになった中世時代以降は、三大白魔術

都市として、プラハ（チェコ）、リヨン（フランス）、トリノ（イタリア）がヨーロッパで知れわたるようになりまし
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た。三大黒魔術都市として、ロンドン、サンフランシスコ、トリノが挙げられました。白黒どちらの魔術も盛んだっ

たトリノ市の博物館を、かつて私は訪ねたことがあります。トリノ市には、カイロ博物館や大英博物館にもひけをと

らないくらい充実したエジプトコレクションがありました。トリノ市は古くから古代エジプトとの関連性が強いと聞

かされました。 

 エジプト魔術は、シリウス星の魔術に起源があります。アトランティス人とライオン族を結ぶシリウスの DNA 操

作テクノロジーが、エジプト魔術の基盤となっていると、ある研究家グループは考えています。 

エジプト文明が始まる頃になると、主に「ファラオ」と呼ばれる王と神官、魔術師が行なって、その奥義を伝承し

ていました。彼らにとって魔術は、エジプトの数多くの神々の力を利用するものであり、また、どれくらい神々の力

を具現化できるかということの証でした。したがって彼らは、こぞって魔術に取り組んで競い合ったのです。 

エジプト魔術のすべての鍵が、「イシスとオシリス神話」に託されていると、専門家は述べています。数多くのシン

ボルが神話に潜んでいるということです（魔法に協力的な女神の章の女神イシス参照）。 

古代エジプト魔術において、とくに太陽神ラーと女神イシス（女神イシス参照）と、彼女の夫にあたる冥界を司る

オシリス神の力は彼らにとって絶大で、これらの神々の力を借りる魔術がいちばん多くあります。エジプト魔術は、

「カー」と呼ばれる魂、霊、霊力が魔力と密接に関係しています。「カー」のコントロールと鍛錬はエジプトの魔術師

や神官にとってとても重要な意味がありました。(「神々とつながる白魔女の○秘術」より) 

 

エジプト九柱の神々 

エジプト神話の中のヘリオポリス創世神話に関わる九柱の神と女神。ヘリオポリス九柱神、エニアド、エネ

アドとも。 

• アトゥム（Atum） - 創造神、シューとテフヌトの父 

• シュー（Shu） - ゲブとヌトの父 

• テフヌト（Tefnut） - ゲブとヌトの母 

• ゲブ（Geb） - オシリス、イシス、セト、ネフティスの父 

• ヌト（Nuit） - オシリス、イシス、セト、ネフティスの母 

• オシリス（Osiris） 

• イシス（Isis） 

• セト（Set） 

• ネフティス（Nephthys） 

一部、ラー、トート、大ホルス、アメン･ラー(アモン･ラー)、ホルスなどが入れ替わる場合もある。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%A5%9E%E8%A9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E4%B8%96%E7%A5%9E%E8%A9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%A0
https://en.wikipedia.org/wiki/Atum
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC_(%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%A5%9E%E8%A9%B1)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shu_(Egyptian_deity)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%95%E3%83%8C%E3%83%88
https://en.wikipedia.org/wiki/Tefnut
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%96
https://en.wikipedia.org/wiki/Geb
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8C%E3%83%88
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuit
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Osiris
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Isis
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%88
https://en.wikipedia.org/wiki/Set_(god)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Nephthys
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%82%B9
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① 5／16  第 1 チャクラ 根のチャクラ（尾骶骨･地球のマグマから赤色を取り入れて)のワーク アスワン フ

ィラエ島 イシスの神殿にて 〔女神イシスへの祈り〕 

魂の本質を活性化 私たちの神聖さを 3 次元にアンカリングする 

 

旅の最初に訪れたのは、アスワンの「イシス神殿」でした。 

その神殿前のゲートは、「魔法の世界への扉」呼ばれています。そのゲート前にて 

⚫ 音と歌によるオープニングセレモニー 

⚫ イシスさまに捧げる祈り 

⚫ 女神イシスのエッセンス作り 

⚫ プレアディアンからのメッセージを 

 

イシスさまに捧げる祈り 

祝福された天の母イシス様、あなたは私たちを常に守り、私たちが苦しんでいるときには私たちを慰めてくだ

さいます。あなたの夫オシリス神のバラバラになった部分をすべて見つけ出したのと同様に、私たちの失われ

たスピリチュアル性の断片を探し求める手助けをしてください。 あなたが神として持っておられる「愛の杖

の魔法」で私たちの苦悩を取り除いてください。 
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アスワンの女神イシスの神殿前にて：プレアディアンからのメッセージ 

題して「あなたのパスワードは？」 です。（現地時間 5 月 16 日 17:58 にフェイスブックでライブ配信を行ないまし

た。以下はそのときのメッセージを書き下ろしたものです） 

 

皆さんは、実に素晴らしい場所に今たどり着きました。 

ご存じでしょうが、この偉大な文明は、「クリスタルグリッド」に基づいて築かれた文明ですね。 

超古代文明のほとんどすべては、地球上の特別なグリッド上にスタートしました。 

そういった場所には、超古代から建設されていた建造物の石を受け継いで、 

新たに神殿を築くということが繰り返されてきました。 

そのようにして、超古代の石が新たな文明の礎となりました。 

ですから敏感な人は、そのような特別な石を感じ取ることができるかもしれません。 

皆さんが今立っておられる場所の元の元の石が、 

この辺りのどこかにあるはずです。 

ぜひそれを感じていただきたいのです。 

 

ここで少し想像してみてください。 

皆さんの中には IPAD をお持ちの方がいらっしゃいますよね。 

もし古代にこの場所にいた人々の前に突然 IPAD が現われたとしたら、どうでしょうか?  

最初の石を用いて最初の文明の元となる神殿を建設していた人々の前に、突然現われた IPAD に対して彼らはどう思

ったでしょうか？  

きっとその道具をどのように使い、どのような機能があるか、と頭をひねったことでしょう。 

謎に満ちた物体に対して、不思議に思ったにちがいないでしょう。 

いや、困惑させられたにちがいないです。 

「どのように使うのか？ その目的は何だろう？」かと。 

 

その正反対のことが今あなた方に起きています。 

皆さんは偉大なランドマークを目の前にして今立っていて、 

さまざまな説明を観光ガイドから聞きながら、 

また別のアングルからの専門知識を聞きながら、 

どの説明が正しいのか、きっと心のなかで迷っておられることでしょう。 

超古代の人々が IPAD を目の当たりにしたとしても、 

きっとこういうふうに使うとか、ああいうふうに使うとか議論を重ねたでしょう。 

でも単なる推測だけに過ぎず、ほんとうの使い道はきっと解らないでしょう。 

 

あなた方の立場も偉大な建造物を前にしてほぼ同じです。 

実際にどんな目的でこのような神殿が建設されたか、真相は不明です。 

皆さんが左脳でもってその謎めいた目的を考え、 

読み解こうとする前に、私たちは断言しておきます。 
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完全に解くことはできないと。 

そのような無駄な思考で疲れないようにしてください。 

 

このような神殿は、未来の人々にさまざまなヒントを残した教育道具なのです。 

数学や天文学、科学を用いて未来のあなた方に彼らは残しました。 

古代の人々はすでに「黄金律」や「π」(パイ）、「聖なる幾何学」を理解していました。 

あなた方はそれらについて知っていたとしても、 

それらのほんとうの使い道については、まったく無知なのです！  

すべては、断片化した発想に過ぎません！  

洗練された彼らの文明レベルには到底到達することはできないからです。 

彼らは人間の体のつくりについて、解剖学的な優れた知識も持ち合わせていました。 

それらを非常に詳しく理解していました。 

当然ながら天文学的知識も持ち合わせていました。 

あらゆる科学の情報やノウハウも持っていたでしょう。 

聖なる幾何学という分野もあなた方が理解できないレベルまで、 

彼らは到達していました。 

現代人は、まだそのレベルまで到達していないのです。 

 

頭でアプローチして理解しようとせずに、ハートで感じとってください。 

神殿に入ると、恐らくデジャブのような懐かしい感覚があるかもしれません。 

おそらく皆さんは、お互いのことをあまりよく知らずに 

一緒にこの旅をされておられるかもしれませんが、 

旅のどこかでメンバーの誰かに対して、心の奥にピンと響く深い関係性に気づくかもしれません。 

エジプトというこの場所で過去において、 

歴史の 1 ページを共有した記憶が微かに蘇るかもしれないのです。 

ですから今回この旅を共に経験していることは、偶然ではないのです！ 

 

今目の前にそびえ立つ女神イシスの門をくぐる前に 

ぜひとも注意を払っていただきたいことがあります。 

これは一つの門に制限されていません。 

これからこの旅においてあなた方は、 

幾つかの神殿の門をくぐることになるでしょうが、 

これは次なる神殿の入り口に導かれる一つの門に過ぎません。 

以前私たちは、「イナンナ物語」を提供したことがあります。 

イナンナは冥界への七つの門を通過しましたね。 

 

各門を通過使用とする度にイナンナは、ゲートキーパーから質問を受けました。 

答えられるかどうか、ゲートキーパーは彼女に質問を投げかけたのです。 
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別次元に通じる偉大なゲートがあると想像してみてください。 

各ゲートにはそのようなゲートキーパーが立っていて、 

あなたを通過させるかどうか待ち伏せているのです。 

最初はこの「イシスの門」なのです。 

ゲートキーパーは必ずあなたに質問します。 

「なぜあなたはここを通過したいのか？」と。 

 

この偉大な文明は、なにを象徴しているのでしょうか？  

そうです、「生と死と復活、そして再生」です。 

さらにはこの素晴らしき古代文明では、 

「魂」を表現する言葉が 5 つ以上も存在しました。 

彼らは肉体のこと、そして魂のことを深く理解していた上で、 

魂にははっきりとした目的があることを知っていました。 

ですから、あなた方も個々の深い部分に訊ねてみてください。 

「なぜ私はここに来たのか？」 

 

これが、あなたが単なる旅行者としてこの門を通過する以上の経験を得るために重要な鍵となるのです。 

あなたの「魂の旅」の次なるレベルへと向かうためです。 

あなた方が次なるレベルへと、 

つまりさらなる高次意識へと向かうために私たちはこの旅を通してサポートするつもりです。 

 

この場所での時間が制限されているので、我々からの伝達はここまでです。またお会いしましょう！ 

 

本来の自分を取り戻してくれる「女神イシス」 

女神イシスは、どなたもご存じのエジプトの女神です。自分のオールター(祭壇)にイシスの像を置いている女性は

少なくはありません。イシスという女神の名前は、「命を与える者」という意味があります。古代ギリシャ時代からロ

ーマ時代にかけて完全無欠の神として崇められてきました。このイシス崇拝が広がったのは紀元前 80 年頃からで、

約 400 年間はヨーロッパ全土にわたって人々にとても親しまれてきた女神です。 

 

 イシスの故郷であるエジプトでは、イシスは‘ Au Set’、あるいは ‘Ast’と呼ばれていました。イシスの頭の上の冠

は、大地を支配する王座である「ファラオ」の象徴でもあります。イシスは、天の神「ナット」と地の神「ジェブ」

から生まれたと、エジプト神話は伝えています。このふたりの天と地の神さまが交わった最初の日に、イシスが生ま

れました。 

 

イシスのあとオシリス、ネフシス、セトという順に、兄弟姉妹の神々が次々と誕生しました。エジプトではオシリス
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は、‘Asar’、または‘Usari’と呼ばれている神さまです。これらの神々のエジプト名は、実は古代シュメール時代から受

け継がれました。 

 

エジプト魔術のすべての鍵が「イシスとオシリス神話」に託されていて、たくさんの魔術的な暗号とシンボルがこの

神話に潜んでいるということです。その神話をよくご存じでない方々のためにも、あらすじを簡潔に紹介しましょう。 

イシスはオシリスの妻であり、妹でもあります。セトはオシリスの弟で、イシスの双子の妹ネフシスの夫です。ネフ

シスは冥界を司る女神です。実はイシスの物語は、古代エジプト時代よりさらに遡る古代シュメール神話として存在

していて、「アスタ(イシス)とネバト(ネフシス)」物語として、それを私は「人類創世記イナンナバイブル」の中で紹

介しています。裏を返せば、古代シュメール時代にすでにエジプト魔術の基盤が誕生していたことになります。さら

に専門家によると、エジプトマジックのルーツは、シリウス星人によってアトランティス時代から受け継がれたもの

であることが明らかです。 

エジプトの神々は皆、動物に変身する妖術を使います。イシスは、トキ(鳥)の頭をもつトート神から魔法を伝授した

といわれています。イシスはときとして、ツバメに変身します。オシリスとイシスの子ホルスもハヤブサに変身する

ことができます。ハトホルはライオンの頭をもつ女神「セクメト」としても知られています。 

 

さて、いちばん年下のセト神は、兄のオシリスを常に妬んでいました。ある日セトは、オシリスを自分の館

に招待する計画を立て、72 人の家来たちを集めて兄の暗殺計画を企みました。この 72 という数字も魔法と

深い関係があると古くからされてきました。 

 

オシリスが到着するとセトは、木棺にピッタリ入った者には褒美が贈られるという催しをオシリス

の歓迎パーティとして行ないました。木棺はオシリスの体に合わせてセトらが造らせたのであった

のですが、なにも知らないオシリスはピッタリと自分の体が収まる棺に気持ちよく横たわりました。

するとオシリスが抵抗する暇もない間に蓋がかぶせられ、隙間には鉛が流し込まれました。そして

棺はナイル川に流されることとなりました。 

その知らせを受けて、オシリスの妻の女神イシスは心を痛めました。それでイシスは、自らの

長けた魔術を駆使し、乳母に化けてビブロス(現在のレバノン)の宮殿に潜入しました。流れ着いた場所でイシ

スはツバメに変身して、オシリスの入った木棺がそのままヒースの木に包みこまれ、宮殿の柱に加工されてい

るのを探し当てました。 

ビブロスの宮殿の王妃が、棺の中がオシリスとは知らずにそうしたのです。イシスは元の姿に戻って素性と事

情を彼女に明かしました。すると王妃は納得して、イシスはその柱を王妃に譲ってもらい、秘密の場所に隠す

ことに成功します。 

しかし、それを知ったセトは執念で棺を探し回り、探し当てた木棺の中のオシリスの遺体を、14 の部分に切断

してナイル川にばらまきます。イシスは再び救出に赴き、パピルスの舟で遺体の破片を探し出しましたが、13

の部分しか見つけることができませんでした。イシスは、魚に飲み込まれた男根の部分を除いて、残りのすべ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%94%E3%83%AB%E3%82%B9
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てのピースを繋ぎ合わせてオシリスの亡骸を元に戻し、強い魔力で復活させました。しかし、

残念にも不完全な体だったためにオシリスは現世には留まれなかったのですが、冥界の王とし

て蘇ることができました。 

一方では、オシリスとイシスの間に生まれた息子ホルス(隼の神)が、叔父に当たるセトへの復

讐を決意しました。ホルスとセトは抗争となり、オシリスの正当な後継者はどちらなのか、

神々の間で評定が開かれることになりました。 

父親であるラー神がセトの肩をもったために、セトはその裁判で不利になりませんでした。そこでイシスは老

婆に化けて、評定が行われた中の島へ向かいました。渡し守のアンティにイシスは金の指輪を与えて、島へ乗

り込むことができました。イシスは、今度は若い女性に化けてセトを計略にはめ、「父の財産はすべてホルス

が継ぐべきで、その財産を奪う者は追放する」と、セト自らに発言させました。すなわちイシスは、セトの正

当性を彼自らに否定させ、彼から神々の支持を奪い取ることに成功したのです。 

怒ったセトは、九柱の神々に渡し守のアンティを罰させ、かかとの皮を剥いでサンダルを履けなくさせまし

た。さらにセトは、巨大な豚に姿を変えてホルスに襲いかかりました。神々の面前で行われたこの侮辱に、父

のラー神もセトに怒りを抱き、「豚は未来永劫、忌まわしい動物とせよ!」と叫びました。ラーは機嫌を損ねて

裁判官の役割を放り出しましたが、ハトホルが、自分の秘所をラーに見せて喜ばせ、彼を再び裁判官の役割に

就かせました。 

しかし、セトはそれを認めず、ホルスと共にカバに変身して川に潜り、先に陸に上がった者が負けという勝負

を行ないました。イシスは銅の釣り針を水中に投じてホルスを援護しようとしたのですが、誤って釣り針を息

子に引っかけてしまい、息子が苦しんだので針に命じて外させました。次にイシスはセトに針を引っかけるこ

とに成功しますが、セトが「自分とお前は同じ母から生まれただろう」とイシスをいいくるめると、同情した

イシスは釣り針を外してやりました。これに怒ったホルスは、イシスを追いかけてその首を刎ね落とました。 

イシスの魔術の師であるトート神は、イシスの死体をラーの元へ運び、イシスの体の上に雌牛の頭を置いて代

用としました。ラーはホルスに罰を下し、ホルスの両目を奪って山中に埋めると、なんとその目から蓮の花が

咲きました。しかしハトホルが彼の目玉に雌アカシカの乳を与えて、復元させました。 

その後もホルスとセトは激しい戦いを繰り広げ、復活したイシスは再び息子を守ろうとします。ホルスは左目

を失ってしまうものの、この左目は長い間エジプト全土を旅し、さまざまな知見を得たとされる目です。 

トートが月の力を借りてホルスの左目を癒しました。その後、神々の助言によってホルスとセトは一時和解

し、同居することになります。しかし、セトがホルスに危害を加えたので、助けに入ったイシスによってセト

は両手を切断されましたが、また回復します。 

最後の戦いでセトはホルスに対して石の舟を作って勝負することをもちかけました。その通りにセトは石の舟

を造りますが、ホルスは杉の木を漆喰で覆った舟を造りました。そのためセトの舟は水に沈み、ホルスの舟は

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A5%E7%95%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%82%AB
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沈みませんでした。それでもセトは、カバに変身して水中からホルスを殺そうとしましたが、ホルスはセトに

槍を突きつけ、睾丸と片足を奪いました。 

このようにして最終的にホルスが勝利し、父の仇討ちを果たすことに成功します。そこでオシリスはトートに

相談した結果、地上の王権をホルスに譲位することができました。これ以来、地上を統治する王（ファラオ）

は、ホルスと見なされるようになりました。 

⚫ ホルスがセトと戦った際にホルスが失った左目は、古代エジプトでよく見られる眼のシンボルとなり、「ウ

ジャトの目」と呼ばれるようになりました。セトを撃退したことから強力な魔除けジジルと

されています。ホルス神のワークに関しては、後章の「ジジル」を参考にしてください。 

以上、簡潔にイシス神話をお伝えしましたが、さまざまな物語で構成されていて、物語

のところどころに象徴として魔法的な意味が込められているようです。例えば、セト

によって切断されたオシリスの身体の 14 の断片は、地球を流れる氣のエネルギー経絡

の数であるという説明があります。 

古代エジプトの彫刻にみるイシスは、自分の膝に子供が座っているやさしい母のイメージ

が強調されており、「生命の始まり」と「すべての創造の始まり」を象徴しています。イシ

スは民に農業を教え、広めた豊穣の女神です。日本の天照大神と共通するところが数々ある

ように思われます。イシスがつけている冠からも、神道の御神鏡がイメージとして一致する

のが不思議なくらいです。 

古代エジプトでは、とうもろこしは農業の神イシスの聖なる創造であると昔から大切にされてき

た穀物です。イシスはまた、癒しと魔術といった芸術を、人間にもたらしたともいわれています。

イシスが手にしているのは、聖杯のようにも見えるのですが、「シストルム」という打楽器で、日本

でも神社の巫女が手に持つ鈴とよく似ています。シストルムは、イシスの儀式で使用される神聖な

ラ音を奏で、愛、ハーモニー、活力を人間に与え、精神性を高めてくれる魔法の楽器といわれてい

ます。 

 

イシスは、妖術を使う魔術の女神であり、エジプトの女神の中では最強として知られています。古代魔術の発祥とも

いえるエジプト魔術には、女神イシスをはじめ、女神ハトホル(セクメト)、プター神(古代シュメールではエンキ)、

ラー神、トート神、ホルス神、アヌビス神、バスト神、パシャ神といった神々との魔術ワークとして、まさに神々と

つながる魔術が太古の昔存在していました。 

 

女神イシスには、言霊を使う力もありました。エジプト魔術は、「フウ」と呼ばれる言霊を使って行われました。物事

の本質を正確に言い表す言霊は、まさに強力な魔法とされていて、物事を支配する力があると考えられていました。

したがって、本質を表す神々のほんとうの名前を知り、口にすることができれば、神々を支配することさえも可能で

あると、エジプト魔術は説いています。したがって、古代エジプトでは、神々がなかなか自分のほんとうの名を明か

すことはありませんでした。それを裏づけるこんなエピソードがあります。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B2%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%A9%E3%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%9B%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%9B%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E9%99%A4%E3%81%91
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女神イシスは、太陽神ラーを征伐するためにラーの体液を土に混ぜたものから魔法で蛇を創りだしました。その蛇が

ラーに噛みついたので、毒にやられたラーは苦しみもだえます。誰もこれを癒すことができません。そこでラーはイ

シスを連れてこいと命じます。 

 

イシスは毒を癒やすフリをしながら、「この毒は、あなたの隠された真の名前によってしか、魔法を解き癒すことは

できない」と、ラーの耳元で囁きます。万物の父とされる太陽神の真の名を知ることは、万物を支配できるというこ

とと同じです。 

毒にやられてとうとう我慢ができなくなったラーは、ほんとうの自分の名をイシスに打ち明けます。イシスはその名

を言霊として使った魔法でラーを癒しました。 

こうしてイシスはラーの真の名とともに、ラーがもつ偉大な魔術のパワーも手に入れること

ができました。彼女が最強の魔術の女神となったのは、このときからです。 

あなたが傷ついたときとか、精神的なダメージを受けたときにぜひ、イシスにサポートをお

願いしてみてください。きっと女神イシスは、あなたに最高の魔法の癒しの言葉を送ってく

れることでしょう。（神さまにつながる白魔女の○秘術より） 

 

② 5／17  第 2 チャクラ 丹田のチャクラ（太陽光線からオレンジ色を取り入れて)のワーク エドフのホルス

神殿にて 自分らしさが活き活きしてくる 人間関係のチャクラ 〔ホルス神への祈り〕 

ホルス神殿 

紀元前 237 あらゆる文献で埋めつくされているとても重要な神殿。そのほとんどが地球創造に関する碑文。創造は

「卵の島」からはじまり、エドフの神殿が地球で最初に建設された。この神殿がエジプト全土の神殿のブループリン

トとなった。 
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ホルス神  

オシリスと女神イシスの子であるホルス神は、エジプト九柱の神々の一柱です。保護と恵みを司るとされていま

す。隼（ハヤブサ）の姿で表され、太陽・天空の神として崇拝されました。太陽神ホルスは、隼の頭を持ち太陽と

月の両目を持つ男神として表現されます。 

左目「ウジャトの目」は月の象徴で、右目「ラーの目」は太陽の象徴です。エジプト神話では、ホルス神の左目で

ある「ウジャトの目」はホルス神が父オシリス神の仇であるセト神を討つ時に失われましたが、この左目はホルス

神の下を離れ、エジプト全土を旅して知見を得た後に知恵の神にして月の神／朱鷺(トキ）の神であるトート神によ

って癒されてから、ホルス神の下に戻りました。そのためホルスの左目（ウジャト）の目）は、「万物を見通す知

恵」や「癒し・修復・再生」の象徴（シンボル）とされました。ホルスの左目は、第三の目である松果体を示して

いると言われています。 

ホルスを守護神とする都市は、エドフ、オンボスなどで、ハヤブサを聖鳥とする信仰は全エジプトに広がりまし

た。 

ホルス神への祈り： 光に満ちた天の子ホルス様、あなたはシストラムと音の守り手です。調和を私たちに浸透

させてください。あなたがつけている光の鎧で私たちの魂の自由を勝ち取ってください。私たちの傷を癒し、

私たち人類を天の光で満たしてください。 

③ 5／18 （満月前日） 第 3 チャクラ みぞおちのチャクラ/太陽神経叢チャクラ（太陽の光線から黄色を取り

入れる） ルクソール神殿にて 信頼する気持ち・勇気を与えてくれる自己パワーセンター 〔アモン･ラー神へ

の祈り〕 

ルクソール神殿は、新王国時代にカルナック神殿の副神殿として建てられました。「南のハーレム」という別名を

持ち、年に 1 度、ナイル川の増水期に、アモン･ラー神が妻ムト女神と過ごすために訪れる「オペト祭」のために

造られました。建設当時はカルナック神殿とルクソール神殿はスフィンクス参道で繋がっていたといいます。 

 

https://worldheritagesite.xyz/contents/karnak-temple/
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ルクソール神殿複合体は、建物そのものが「音楽として調和的なハーモニー」

を表現して建設され、「人体に関する立体的な教科書」であるという研究発表

が近年なされています。数学的に人体の構造を現している神殿複合体の全体を

建造するのに９世代ものファラオの交代を経たというのも不思議です。ルクソ

ール神殿の建設の行程は四段階に識別することが可能で、それは人間の成長の

四段階を現していると解釈されています。心臓部に当る神殿の部分は、ローマ

帝国によってレリーフなどが完全に破壊されています。恐らく古代ローマでも

この神殿複合体と人体との関係を理解していて、命ともいえる心臓部の働きを

恐れて破壊したと思われます。神殿を人間の姿に例えた時に頭部に当たるのが

王冠の間です。この部屋の構造は、人間の視覚に関係し、左目から映像が右脳

へと送られ、右目で受け取った映像は左脳に届けられる過程で交差して反転

し、鏡像となる眼の視覚中枢を現しています。その視覚的な構造と同じよう

に、このホールに立ち並んでいる 12 本の柱は、合計 12 本でまとまっている

視覚神経の数と同じです。この領域が人間の視覚の中枢であり、意識に関係し

ています。神殿の視覚中枢の部屋の上には、 脳の高次な役割に関係するホー

ルがあります。このホールを３つの部屋を区切っている石壁の中にルクソール

神殿の中で最も驚異的な事例の発見があります。それぞれの部屋の壁に刻まれ

ているイメージは、その反対側のイメージと組み合わせることによって理解で

きるのです。この部屋の構造はイメージ処理の脳の機能を現しています。この

部屋が松果体の部屋で、第三の眼に関係しています。ツタンカーメン王の宝飾

品もこの神殿構造と同じくして、ファラオが神々と交信するための体内の錬金

術の行程を記したアセンションのための教科書なのです。 

 

アモン･ラー神 元々は、ナイル川東岸のテーベ（現・ルクソール）地方の大気の守護神、豊饒神である。

その名前の通り、大気は不可視である。最初は重要な神と見做されなかった。中王国時代第 11 王朝のメ

ンチュヘテプ 2 世がテーベを首都としてエジプトを再統一して以来、末期王朝時代の第 30 王朝までの

1,700 年余りにわたり、ラー神と一体化し、「アモン＝ラー」としてエジプトの歴史・文明の中心に位置

し、エジプトの神々の主とされた。ファラオも「アメンの子」と捉えられるようになり第 12 王朝の王ア

メン・エム・ハト、新王国時代第 18 王朝の王トゥト・アンク・アメンなど歴代のファラオの名にも含ま

れている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E4%B8%AD%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%AC%AC11%E7%8E%8B%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%98%E3%83%86%E3%83%972%E4%B8%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%98%E3%83%86%E3%83%972%E4%B8%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E6%9C%AB%E6%9C%9F%E7%8E%8B%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%AC%AC30%E7%8E%8B%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%AC%AC12%E7%8E%8B%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E6%96%B0%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%AC%AC18%E7%8E%8B%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%A9%E3%82%AA
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アモン･ラー神への祈り：太陽神アモン･ラー様、私たちが宇宙と統合する力をお与えください。さらには私たちの

家族の幸福とともに統合する力を私にお与えください。 

④ 5／18 （満月前日） 第 4 チャクラ ハートチャクラ 無条件の愛・感情のバランス 上位＆下位チャ

クラ間のバランス（太陽の光線から緑色を取り入れて）と胸腺チャクラ(サイムスチャクラ)：第４次元が第５次

元に融合するポイント カルナック神殿にて〔女神セクメトへの祈り〕 

カルナック神殿  

カルナック神殿は、元々は今から４０００年ほど前に、テーベ（現ルクソール）の地方神であるアメン神の神殿とし

て造られたものです。しかし、テーベ侯が上下エジプトを支配するようになると、地方神だったアメン神も太陽神ラ

ーと結合し、国家の最高神に変貌していきます。そして、歴代の王も神殿や像の寄進を繰り返すようになり、小さな

地方神殿は巨大な建造物群に成長します。アメン神の目印は二枚の羽根の冠。カルナック神殿の入口である第一塔門。

一見すると壊れているようにも見えますが、実は未完成。高さ４３ｍというエジプトで最大の塔門です。末期王朝時

代に造られたもの。この第一塔門の前には、スフィンクス参道が続いています。スフィンクス参道の手前には古代の

船着場があり、かっては神殿のそばをナイル河が流れていたことが分かります。アメン大神殿は、神殿複合体の神域

内のうち最大であり、テーベ三柱神（アメン、ムト、コンス）の最高神であるアメンに捧げられている。 

カルナック神殿は、父なるアモン神(アモン･ラー)、母なるムト女神(セクメト)、子なるコンス神（コム・オンボにお

いては、セベクとハトホルの息子として三柱神の 1 柱を担う）というテーベ３神に捧げられた神殿で、一説によると、

ピラミッド時代の紀元前２７～２５世紀に最初の神殿が創建されたと言うから、古代エジプト時代とグレコ・ローマ

時代を通して、実に、３０００年以上にわたって増改築が繰り返されたことになる。神殿建設に携わった歴代ファラ

オは約３０人にも上るという。そして、紀元後４世紀に、コンスタンティヌス大帝によりキリスト教が認可されると、

ローマ帝国内の古代神殿閉鎖命令が下され、すでに廃虚に近かったカルナック神殿が、今度は、キリスト教会として

再生する。プタハ神殿の至聖所では、天井の明かり窓の光に照らされて、御神体であるメスライオンの顔を持つセク

メト女神の石製立像が鎮座していた。往時の如く御神体が鎮座する古代エジプト神殿は極めて珍しい。 

  

カルナック神殿複合体の敷地のはずれにある女神セクメトの像に導かれました。歩いていると急に前方につむじ

風が現われ、上方でスッと消えました。とたんにガイドの方が周辺にいた警備員の人たちにセクメトの像はどこに

あるかと、何度も真剣に急かすように訊ねました。その時点で私は急に一時的にエジプト語の彼らの会話が理解で

きるようになりました。皆がセクメトに呼ばれていて、ガイドさんも完全にセクメトのパワーに操られていると気

づきました。数人の銃を持った警備員の反対を押し切って、一人の警備員が私たちを案内し、ある部屋の鍵を開け

てくれました。そこには頭のない女神セクメトの像が一つぽつんと置かれていました。私たち一行は、そのセクメ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B9
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ト像を時計回りに 3 回まわりました(古代エジプトでは 3 と言う数字が重要視され、3 回円を描くことがエジプト魔

法の秘儀です。それを知っていたニコラ･テスラーも自分の実験室に入る扉の前で必ず 3 回円を書くように回ったそ

うです)。そのあと、女神セクメトへの祈りを捧げました。するとまた警備員が来て、奥の部屋の鍵を開けてくれま

した。そこには完全なセクメト像がひとつ部屋の中心に置かれていました。写真も撮らせていただきましたが、公

開してはならないと約束させられました。夜にまたカルナック神殿の音と光のショーを見に訪ねたときに、空に無

数の UFO が現われたのを皆で確認できました。そのとき以来、エジプトを離れるまで毎晩空に現われるようになり

ました。 

女神セクメト （カイロ博物館での写真） 

 

破壊と創造、変容と復活の神。ラーの娘で、力と無敵の者を意味します。雌ライオンの頭をもった女性像で表され

る女神。メンフィスのプタハ神の妻で、息子はネフェルテム神です。その名は「力強きもの」を意味し、王は「セ

クメトのように矢を射る」と言われました。これらの像は、左手に生命の象徴である「アンク」を持っています。

邪悪なものをすべて焼き尽くす力があるとされています。 

セクメトはバステトの対極にいる存在です。バステトが豪華な、性的な、女性的なものすべてを代表するのにたい

し、セクメトはより恐ろしいものです。バステトがエジプト下部と関連するのにたいし、セクメトはエジプト上部

に関連しています。守護神の姿をとっているとき、セクメトの称号の一部は「おぞましきもの」「パワフルな女」
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「ラーの目」などです。セクメトはライオン頭の女神であり、人間の運命の支配者です。この聖なる雌ライオンは

太陽の円盤とコブラを頭にいだいています。彼女は雌ライオンの美しい顔、燃えさかる赤い目をもった黒い肌の女

として描かれます。セクメトは論理的にも赤色と関係づけられる。赤は太陽の力と戦闘中に流される血の色を象徴

しています。 

 また力と火と破壊と戦争の強力な太陽の女神でもあります。しばしば兵士たちが敵を倒すためにセクメトの助け

を求めて祈ることがあります。ひとたび冷静さを失うと、セクメトは血に飢えた神となります。しかし彼女はポジ

ティブな面ももっています。セクメトはときには非情のように見えますが、彼女が不健全な状況に終結をもたらし

たことを忘れてはいけません。新しい何かがはじまるためには、古いもの、ネガティブなものは衰退し、去ってい

かなければならないのです。結局、終わりははじまりなのです。 

 セクメトは絶大な守護者であり、危険を警告し、なみはずれて賢いのです。家や家族、あなたの生き方を守ると

き、彼女はいつでも呼べる猫の女神を送り出します。あるいはあなたがネガティブなエネルギーによって爆撃され

ていると感じるとき（サイキック攻撃と考えられることも）、あなたが彼女の力を尊ぶかぎり、セクメトはあなた

を助けにやってきて咆哮するでしょう。 

セクメトのお腹の中で私たちは変容する魔法が叶います。まず自分の中で変えたいと思うものすべてをセクメトへ

の捧げ物とします。次に世界のための祈りをすべて、そして世界に感謝していることをすべてです。そしてそれら

を特別な場所に旅という形で持って行くのです。カルナック神殿のセクメトの像の前でそれを捧げます。捧げ物と

して私たちが結んだ「結び目」をセクメトは受け取るだけではなく、私たちを食べてしまいます。私たちは女神セ

クメトの腹の中に留まります。その間にセクメトの消化器官によって、消化されます。やがて私たちは本質レベル

まで縮小されて、そのエッセンスは「針の目」を通過してから、女神セクメトとともに私たちは再生します。した

がってセクメトの腹から再び出てくるときは、私たちは「女神マアトの戦士」として生まれ変わっているのです。

女神マアトは『真実』と『正義』、『バランス』と『調和』、『宇宙の法則』、『自然の法則』を司る女神です。

私たちは自然のあり方からかなり道が逸れてしまいました。今こそ「セクメトの出番の時期」です。彼女はもはや

すべてを食い尽くす破壊力持たずに、世界をバランスがとれた状態に戻せるように人間に力を与えてくれます。 

女神セクメトへの祈り：破壊と創造の女神セクメト様、自分の中で変えたいと思うものすべてをあなたへの捧げ物

とします。それらは、――――です。私は世界に対しても変えたいことがあります。それらは――――です。これ

らすべての「結び目」としての捧げ物をどうかお食べください。あなたがそうすることで私たちの中には本質とし

てのエッセンスだけが残りました。あなたの腹から再び飛び出した「女神マアトの戦士」として私たちを讃えてく

ださい。 
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女神マアト 

 

 

一見「女神イシス」と間違えてしまう「女神マアト」（AM'AT)ラーの娘とされていて、地上を真実の光で照らす太

陽の娘というラーからの化身とも、トート神の化身とも考えられています。女神イシスは頭に太陽と牛角のシンボ

ルを飾っていて、女神アマトは頭にダチョウの羽根があるシンボルで見分けがつきます。この羽根は、大気の神シ

ュウと同じ名で呼ばれています。この羽根は、真理の象徴とされ、死者の魂を量るため、天秤の皿の一方に置かれ

ました。死者は あの世での審判の時に、「あなたは人生に自分の喜びを見出だしましたか？」、「あなたは他の人

に喜びを与えましたか？」と聞かれます。これ以外は聞かれません。そして、ほとんど誰もが「はい」と答えま

す。そのあと死者は自分の心臓に「余計なことを言うな」などと言い聞かせてから天秤の片方の皿に心臓をのせま

す。もう片方の皿にマアトの羽をのせて、釣り合わないときは、嘘を言ったとバレてしまいます。天秤の釣り合い

を見るのは、朱鷺の顔をした学問の神トートです。釣り合わないと、アメミットというライオン、カバ、ワニの３

種類の動物が合体した姿をしている女神に心臓を食べられてしまいます。そうなると理想郷と言われるアアルの野

へは行けません。ミイラを作るほど、死と再生がテーマのエジプト神話において、永遠に復活できないのは何より

も耐えがたく、屈辱で、絶望的な、もっとも避けたい事態なのです。マアトの羽根と釣り合う心臓を手に入れるに

は、人としての義務を果たし、自分の人生に喜びを見出だし、他の人に喜びを与えたかが問われます。女神マアト

は、「法」と「真理」と｢正義」を司る女神として知られています。 

 

⑤  5／19(満月)  第 5 チャクラ 咽喉のチャクラ 表現力・高次元コミュニケーション 言葉と音のパワ

ー （太陽の光線から青色の光を取り入れて） デンデラ ハトホル神殿にて 〔女神ハトホルへの祈

り〕 

ハトホル神殿 複合体は全体として約 4 万平方メートルに広がり、大きな泥レンガの周壁に囲まれる。デンデラ

は、古代エジプト史の始めから礼拝堂ないし祠堂のための領域であった。第 6 王朝（紀元前 2345-2181 年頃[4]）

のファラオ、ペピ 1 世（紀元前 2321-2287 年頃）がこの領域を築き、そして第 18 王朝（紀元前 1550-1295 年

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%AC%AC6%E7%8E%8B%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A9%E7%A5%9E%E6%AE%BF%E8%A4%87%E5%90%88%E4%BD%93#cite_note-%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%99%BE%E7%A7%91%E4%BA%8B%E5%85%B8599-607-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%A9%E3%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%941%E4%B8%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E7%AC%AC18%E7%8E%8B%E6%9C%9D
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頃）には神殿の存在した証拠がみられ、紀元前 1450 年頃には再建されていたと考えられる[6]。しかし、今日の複

合遺跡に現存する最古の建物は、ネクタネボ 1 世（紀元前 380-362 年）によって造られた誕生殿である。 

  

地下室にあるデンデラの電球のレリーフの 1つ 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A9%E7%A5%9E%E6%AE%BF%E8%A4%87%E5%90%88%E4%BD%93#cite_note-Shinchosha-6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%83%9C1%E4%B8%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%95%E7%94%9F%E6%AE%BF
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女神ハトホル ハトル（Hathor）、フゥト・ホルは、古代エジプト神話の愛と美と豊穣と幸運の女神。 

  

愛・美・母性を司る女神であるハトホルは、太陽神ラーの娘あるいは妻とされ、集合無意識的な『大地母神・美の

女神』としての性格を濃厚に持っています。古代エジプト神話において、『美しい女性性・大地の豊穣性・愛情や

幸運』を象徴するハトホルは、古代ギリシア神話に照らせばアフロディーテやアルテミスに相当する神として解釈

することもできるでしょう。 

 

ハトホルは人類の多神教の宗教に共通して見られることの多い『大地母神（母性・生殖・出産・繁栄などを司る女

神）』の性質を持っており、聖獣である『牝牛（めうし）』の姿で描かれたり、太陽円盤・牛の角などで飾り付け

をされた冠をかぶった『人間の女神』の姿で描かれたりもする。 

 

エジプト神話では初期の頃は、ハトホルはラーとヌトの間に生まれた娘とされていたが、次第に太陽神ラーの妻の

位置づけが与えられるようになり、牡牛の姿のラーと牝牛の姿のハトホルが結合して音楽の神イヒや天空神ホルス

を産むことになった。 

ハトホルはホルスの妻という設定で語られることも多いが、ハトホルという名前は『顔の家』あるいは『ホルスの

館』という意味であり、ハトホルのホルの部分は『ホルス』のことを指していると考えられている。ラーの妻とな

ったハトホルは、ラーが高齢になって力が衰えると、ラーに反逆する人間たちを殺戮・粛清する荒々しい役目を与

えられていたが、次第に愛情・優しさに満ちた大地母神としての位置づけに変化していった。 
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ハトホルは、自分の息子（あるいは夫）であるホルスの窮地を救ったり、一度セトに殺されてしまった夫であるオ

シリスを生き返らせたりしており、ホルスの妻であるハトホルには『従順で献身的な妻・寛容で支持的な母』とし

ての属性が強く見られるのである。 

 

オシリスの後を継ぐエジプト王の後継者争いで、夫ホルスがセトから両目を抉り取られて瀕死の状態になった時に

は、妻のハトホルはホルスの目に鹿の乳を垂らして元通りに治療したりもしている。 

 

天空の女神ヌト 

エジプト神話では、天空の女神ヌトは、大地の神ゲブとの間にオシリス、イシス、セト、ネフティスをもうけま

す。ヌトが大地の神であり、夫のゲブと抱き合っているところを大気の神シューによってむりやり引き離され、天

と地が分かれたとされています。 

指先と足先だけで大地（ゲブ）に触れ、弓なりになった腹部に星の輝きが天の川で、シュー（大気）がこれを支え

ている図像がよく知られています。 

ゲブと離れてもヌトの胎内で 5 人の子供が育っていましたが、祖父のアトゥムは、ヌトに 1 年のうちのどの日にも

子供を出産してはならないと告げました。そこで月の神トートが 5 日の閏日（うるうび）を作り、ヌトは、この間

にオシリスたち 5 人の子供を産み落としました。（アトゥムは、原初の水「ヌン」より自らを誕生させ、大地の神

ゲブと天空の女神ヌトが生まれ天地が創造された） 

女神ヌトの体内を、太陽神ラーの聖船が従来するとあることから、死と再生を司る女神ともされています。 

古代エジプトの世界観では、私たちの魂も昼夜〈死と再生〉を繰り返していると考えられています。 

猛スピードで北の空に上昇する「魂」は、途中からヌトの身体に沿って進路を曲げ、天空の中心に向かっていくよ

うに信じられています。つまり、「北極星」を目指して急上昇していく「魂」は、途中で天空の女神「ヌト」の身

体に沿って大きくターンし、天空の中心に向かいます。そのあと「魂」は、天空の中心の太陽に吸い込まれていき

ます。そして、太陽と一体化した「魂」は、エジプトの大地に生命力の光を照射しているように想像されてきまし

た。 

デンデラのハトホル神殿には、多くの女神ヌトの図像が描かれていますが、これは、同じように「母」の象徴であ

る女神ハトホルと同一化された結果のようです。「母なる大地」とよく言いますが、古代エジプトの世界観では

「母なる天空」なのです。 

地球は植物に覆われて横たわる、大地の神ゲブの姿であり、天空は「ヌト」の身体で包まれていると考えられてい

ます。 
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夕方、エネルギーを使い果たした「魂」は、夕陽と共に地平線付近に降りてきて、太陽から離れ、ピラミッドの西

窓に戻ってきます。そして夜になると「魂」は、ピラミッド内部で、明朝の再生と活動に備えて静かな眠りにつき

ます。このような太陽と連動する「魂」のストーリーが思い描かれるようになりました。 

 

 

女神ハトホルへの祈り： 美しき美の女王であり、弱者の守護神であるハトホル様。私たちを光の敵である闇から守

ってください。 私たちの強さが失われたときに真実と力を与え、労ってください。私たちの地上での生活がうまく

行くように天のサインを受け取り、理解できるのを助けてください。 

 

⑥  5／20 第 6 チャクラ 眉間のチャクラ/第 3 の目のチャクラ(太陽の光線から紫色の光を取り

入れて) ひらめき・インスピレーション･自己の銀河的性質にオープンになる スフィンクスに

て 〔トート神への祈り〕 
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 スフィンクス 

 古代エジプト文明のもう 1 つの大きな謎がスフィンクスの存在だ。定説では「ギザの大スフィンクス」も、第四

王朝カフラー王の命で紀元前 2500 年頃、「カフラー王のピラミッド」とともに作られたとされているが、「波に

よる侵食」が見られることから、それよりもはるか以前に建造された可能性があると言われている。 

 ウクライナの研究者らによると、鮮新世（520 万年～160 万年前）頃、ナイル川流域に流入した海水が徐々に同

地を浸水していき、およそ 80 万年前の更新性カラブリアン期には、スフィンクスの最も高い位置にある侵食付近ま

で海面が上昇していたという。つまり、80 万年前（！）からスフィンクスは存在しているというのだ。 

 

トート神(シュメールではニンギシュジッダ、中米ではケツァルコアトルと呼ばれた) 

古代エジプトの知恵を司る神。古代エジプトでの発音は完全には解明

されていないがジェフティ（エジプト語：ḏḥwty）と呼ばれる。聖獣

はトキとヒヒ。数学や計量をつかさどる女神であるセシャト（英語

版）を妻（または妹）としている。 

 

おもにヘルモポリスで信仰されたが、ほかの地域でも多くの信仰を集

めた神である。長い間広い地域で信仰されたため、知恵の神、書記の

守護者、時の管理人、楽器の開発者、創造神などとされ、王族、民間

人問わず信仰された。そのためある程度の規模を持つ神殿のわきには

トートのための神殿が作られている。 

 

天空の神ヌトがオシリスたちを生む際に、太陽神であるラーが「その

子供たちは災いを生む」と言って子供を産むことを禁じた。困ったヌ

トはトートに相談した。そこでトートは月と賭けをして勝ち、時の支

配権を手に入れた。そして太陽神の管理できない５日間を作りだす

（太陰暦と太陽暦の差）。そしてヌトはこの 5 日にオシリス、セト、

大ホルス、イシス、ネフティスの 5 柱を生んだ。そして月としての属性を得たため太陽の沈んだあとの夜の時間

は、トート神が太陽にかわって地上を守護するとされる。 

エメラルドタブレットを書いたアトランティス人トート 

https://tocana.jp/tag/%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%b9
https://tocana.jp/tag/%e5%8f%a4%e4%bb%a3
https://tocana.jp/tag/%e3%82%a8%e3%82%b8%e3%83%97%e3%83%88
https://tocana.jp/tag/%e3%82%ae%e3%82%b6
https://tocana.jp/tag/%e3%83%94%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%89
https://tocana.jp/2016/10/post_11075_entry.html
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「われは、諸神秘の精通者、諸記録の管主者、力ある王、正魔術師にして世々代々生き続ける者なるが、今やアメ

ンティーのホールに去り行かんとするにあたり、後世の人々の手引きとせんため、偉大なるアトランティスの強大

なる智恵の記録を書き留めんとす」エメラルドタブレットより 

トートへの祈り：偉大なる「時間の主」トート様、宇宙のアカシックレコードに私たちのことを良く書いてください。

私たち個々がライフパーパスを全うするために肉体と精神を安定させてくださいませ。私たちが目指すスピリチュア

ルレベルに届くのに必要なあらゆるレベルの学びを完了させるために手助けしてください。 

 

大ピラミッド 

「エネルギー装置」 

エジプトを象徴する建築物「ギザの大ピラミッド」。エジプト第 4 王朝のファラオ、クフ王の墳墓として

建築されたと考えられているが、実は古代の「エネルギー装置」ではないかとも見られているのだ。古代

ミステリーサイト「Ancient Code」を参考に 10 の理由をご紹介しよう。 

1、 岩が放射能を帯びている 

 ギザの大ピラミッド内部にはいくつかの通路が通っているが、一説には、その通路に使用されている花

崗岩が放射能を帯びているという。また、そのことにより通路内の空気が帯電しているとも。 

2、 特殊な岩が使用されている 

 ピラミッドの設計者が電気に気を遣っていたことを伺わせる証拠もある。ピラミッド内部には電気伝導

率の高いドロマイト（苦灰岩）が使用されており、外側には絶縁性の高い石灰岩が使用されているのだ。

まるで内部に溜めた電気を外部にもらさないよう意図的に異なる種類の岩石を配置したかのように岩を使

い分けている。 

3、 ピラミッドの位置 

ギザの大ピラミッドが位置する場所にも秘密が隠されている。これまでトカナでも、「ピラミッドの座標

が光の速さと一致」していることや、「高い天文学的知識を総動員して位置が計算されている」ことをお

伝えしているが、実はピラミッドの地下には強力なエネルギーが蓄えられているという。 

4、 地磁気 ピラミッドがそびえ立つギザ台地は、どういうわけだが地球の磁場が集中しているという。

https://tocana.jp/tag/%e3%82%a8%e3%82%b8%e3%83%97%e3%83%88
https://tocana.jp/tag/%e5%bb%ba%e7%af%89
https://tocana.jp/tag/%e3%82%ae%e3%82%b6
https://tocana.jp/tag/%e3%83%94%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%89
https://tocana.jp/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%a9%e3%82%aa
https://tocana.jp/tag/%e5%8f%a4%e4%bb%a3
https://tocana.jp/tag/%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc
https://tocana.jp/tag/%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc
https://tocana.jp/tag/%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd
https://tocana.jp/2018/04/post_16511_entry.html
https://tocana.jp/2018/04/post_16511_entry.html
https://tocana.jp/2017/04/post_12990_entry.html
https://tocana.jp/tag/%e7%a3%81%e5%a0%b4
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地球内部では地電流と呼ばれる電流が流れているが、その大きな要因となるのが、地磁気の変動に伴う電

磁誘導だ。これがギザ台地では高いレベルで集中しているというのだ。 

3、 ピラミッドの位置 ギザの大ピラミッドが位置する場所にも秘密が隠されている。これまでトカナで

も、「ピラミッドの座標が光の速さと一致」していることや、「高い天文学的知識を総動員して位置が計

算されている」ことをお伝えしているが、実はピラミッドの地下には強力なエネルギーが蓄えられている

という。 

4、 地磁気 ピラミッドがそびえ立つギザ台地は、どういうわけだが地球の磁場が集中しているという。

地球内部では地電流と呼ばれる電流が流れているが、その大きな要因となるのが、地磁気の変動に伴う電

磁誘導だ。これがギザ台地では高いレベルで集中しているというのだ。 

6、 バグダッド電池 バグダッド電池とは、古代イラク・バグダッドで製造されたとされる素焼きの壷で

ある。中にはアスファルトで固定された銅の筒が入っており、その中には鉄製の棒が差し込まれていた。

壷の底には液体らしきものの痕跡も見つかっており、後に電池メーカーのボッシュが復元実験を行ったと

ころ、酢やワインを使用することで電流が発生することが確認されている。この壷は紀元前 1800 年後と

されているため、何千年も前から人類は電気を使用していた可能性がある。 

7、 ピラミッドは墓ではない ピラミッド＝王墓説が一般に流布しているが、ギザの大ピラミッドが王墓

である証拠はまだ見つかっていない。ピラミッド内部の部屋は王の間や女王の間と称されてはいるが、こ

れは便宜的に名付けられただけで、そこに王や女王の遺体があるわけではない。現在ではさまざまな理由

から王墓説が否定されつつある。 

9、 ギザの大ピラミッドに地磁気が集中している ドイツとロシアの研究チームが、ギザの大ピラミッド

内部の部屋に地磁気が集中していることを突き止めている。ウクライナ人物理学者ヴォロディミール・ク

ラシュノホロヴェツ博士も、「ピラミッドの頂点では電流が発生しており、バッテリーも自動的に充電さ

れる」と主張しており、ピラミッドが何らかのエネルギー装置として機能している可能性を示唆してい

た。 

10、 ピラミッド底部に地磁気が集中 また、ある研究によると、地磁気が最も集中している場所はピラ

ミッドの地下部分であるという。そのメカニズムについては目下研究中とのことだが、ここにこそピラミ

ッド建造の秘密が隠されているのかもしれない。 

「ピラミッドは宇宙人の建造物。天とのコミュニケーション装置だった」 

https://tocana.jp/2018/04/post_16511_entry.html
https://tocana.jp/2017/04/post_12990_entry.html
https://tocana.jp/2017/04/post_12990_entry.html
https://tocana.jp/tag/%e7%a3%81%e5%a0%b4
https://tocana.jp/tag/%e9%9b%bb%e6%b1%a0
https://tocana.jp/tag/%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%af
https://tocana.jp/tag/%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3
https://tocana.jp/tag/%e3%82%ae%e3%82%b6
https://tocana.jp/tag/%e9%81%ba%e4%bd%93
https://tocana.jp/tag/%e7%8f%be%e5%9c%a8
https://tocana.jp/tag/%e3%82%ae%e3%82%b6
https://tocana.jp/tag/%e3%83%94%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%89
https://tocana.jp/tag/%e3%83%ad%e3%82%b7%e3%82%a2
https://tocana.jp/tag/%e7%89%a9%e7%90%86
https://tocana.jp/2017/09/post_14405_entry.html
https://tocana.jp/2017/09/post_14405_entry.html
https://tocana.jp/tag/%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc
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ギザのピラミッドとスフィンクスは「文明以前」から存在した！ 年代測定で発覚… 80 万～1.2 万年前に“宇宙人”

が建造！ 

古代ミステリーニュースサイト「Ancient Code」によると、なんと、ギザの大ピラミッドは 12000 年前に建造さ

れたかもしれないというのだ！ その大きな理由はピラミッド周辺に堆積しているシルト（沈泥）と古代の貝殻だ

という。 

 ピラミッド周辺には 14 フィート（約 4.2m）ものシルトの堆積があり、ピラミッド自体にも洪水の被害を受けた

痕跡があるとされているが、紀元前 5000 年以降は大規模な降雨は記録されておらず、ピラミッドが建つギザ台地

もナイル川から 5 マイル（約 8km）も離れている。 

また、ピラミッド周辺から発見された古代の貝殻の年代測定をしたところ、1 万 2 千年前のものであると判明して

おり、少なくともピラミッドはその時の洪水を経験しているはずだという。 

ベンベン石 

太陽光線あるいは原初の丘「ベンベン」を模した四角錐の石造記念

物を「ベンベン石」(Benben stone)と呼ぶ。 本来、ベンベン石の

表面は鍍金されており、太陽の光に照らされると、あたかもそれ自

身が光を発するかのように輝いたという。 ベンベン石はピラミッ

ドやオベリスクの原型とも言われている。ベンベンとは、古代エジ

プトのヘリオポリスにある丘のこと。 「ベン」は｢何回も生む・生

まれる｣という意味であり、｢ベンベン｣は「何回も何回も」、つまり

「永遠」を意味する。 ウィキペディア 

 

 

 

 

 

 

 

 5／20 第 7 チャクラ クラウン(頭上)チャクラ 宇宙と融合・一体感 普遍性 魂が無限なる存

在とコミュニケートする サッカラの階段ピラミッドにて  〔オシリス神への祈り〕＋〔女神バス

テトへの祈り〕  

https://tocana.jp/tag/%e5%8f%a4%e4%bb%a3
https://tocana.jp/tag/%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc
https://tocana.jp/tag/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9
https://tocana.jp/tag/%e8%a2%ab%e5%ae%b3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%B3


26 

 

サッカラ カイロから西南方向におよそ 20 キロ行ったナイルの西岸に、ギザ台地に連なる石灰岩の台地がある。こ

こには古代エジプトの古都メンフィスのネクロポリス（古代の墓地）として第一王朝のころから多くのマスタバ（煉

瓦で造った墓）が造られていた。現在そこは砂漠の砂に完全に囲まれているが、エジプトで最初に造られたといわれ

るピラミッド、ジョセル王の「階段ピラミッド」がある。ジョセル王は古王国時代第３王朝（B.C２６８６－２６１

３）の２代目のファラオであるが、階段ピラミッドは臣下の有名な建築家イムホテプが、王を埋葬するために建造し

たものと言われている。ジョセル王の葬祭複合体の南隣に、３００年ほど時代を下った第５王朝期（B.C２４９８－

２３４５）の最後のウナス王のピラミッドがあるが、崩れてしまって外装は完全に失われてしまっている。 

しかし、内部の墓室はきれいに残されており、壁面に有名な「ピラミッド・テキスト」が刻まれている。古代エジ

プトの猫の女神バステト にささげられた、金メッキを施された木像 100 体や銅像と共に猫のミイ

ラ数十体が発掘された。  

 

ピラミッド・テキスト 

古王国時代末期のピラミッドから突然、ピラミッドの内部に「ピラミッド・テキスト」と呼ばれる呪文や祈願文が

彫られだした。ギザの三大ピラミッドや、サッカラ、ダハシュール、メイドムの古いピラミッドにはこの種のもの

は一切残されてはいない。古代エジプト語で書かれたテキストは、先史時代にさかのぼると思われるものもあり、

いまだ完全な解釈は出来ずにいる。 
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王が彼岸においてオシリス神と一体になるための呪文が秘められています。古代エジプトにおいては、ライトボデ

ィ(光体)のことを Saｈ Fu (サフ)といい、Saｈは「オシリスの光輝く魂」とか、「オリオン座に住まう者」という

意味があり、またアセンデッドマスターなど高次の存在がコンタクトするという意味もあるそうです。それに対し

て、Kai―bet(カイベット)は、影、魂のない、あるいは無意識の者を意味します。 

古代エジプト人たちは、アセンションについて語りました。そして、サッカラにあるピラミッド･テキストは、第５

朝 ウナス王（BC2500）のためにアセンションの階段が示されています。DNA 螺旋のように絡み合うホルスとセ

ト（相反するエネルギー）に挟まれて階段を上っていきます。これは 2 元性の学び、陰陽融合の学びを経て、アセ

ンデッドマスターとして王が転生することを示しています。王はそのようにして、Ka(魂)のベースレベルからサフ

とカイベットを融合させて中心の柱であるハートチャクラ（ルクソール神殿のハートチャクラに相当するチェイン

バー）に引き上げられます。要するに、チャクラシステムを経由してクンダリーニを上昇させることなのです。そ

のための呪文を含むマニュアルが「ピラミッド･テキスト」なのです。「エジプト死者の書」と重複する部分もあり

ます。 

ピラミッド･テキスト 

5 月 20 日サッカラの階段ピラミッド(ジェゼル王のピラミッド)を訪

ねる前に、しかに降りていった部屋の壁一面に収められたレリーフ

のピラミッド･テキストを見ることができました。 

 

 

 

 

 

 

オシリス神への祈り 偉大なるオシリス様、あなたは光の主であり、天界の王です。私たちに人々を導くための叡

智と公平な判断、常に慈愛を持って人々に接することを教えてください。あなたの神聖な御国である永遠の宇宙に

私たちを導き入れてください。 
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バステト その名前の意味は、「ブバスティスの女主」である。バステトは、猫の女神として知られる。し

かし初めは、猫ではなく雌ライオンの頭部を持った姿で崇拝された。紀元前 1000 年頃に猫の姿ある

いは、猫の頭部を持つ人間の姿とされるようになった。人間の姿の場合は、しばしば手にシストラム

という楽器（子供をあやすガラガラのような楽器）、盾、籠を持っている。 

猫は、古代エジプト人が初めて家畜化した動物と言われている。エジプト先王朝時代の紀元前 6000 年頃、ヒエラ

コンポリスの貴族墓より猫の骨が発見されている。また紀元前 4000 年紀後半には、家畜化されていたと考えられ

ている。 

このことから初めは、ライオンの神として攻撃的な性格を持っていたが他のライオンをモチーフとした神と差別化

され、穏やかな神になったと言われる。ローマ時代には月の女神アルテミスと同一視されるようになった。

BC2000 頃から「魔法の短剣」（magic knives）といわれる象牙でできた小刀に猫が描かれ始め、 

この頃から猫がトーテミズムの対象として扱われるようになったと考えられます。 

バステトへの祈り： 幸福と恵みをもたらす愛しい猫神バステッド様、あなたは太陽の神の双子の片割れです。あな

たは悪の化身である蛇アペプを殺したように、私たちの心を苦しめる邪悪を退治してくれます。光の子供たちに残

虐行為を犯す邪悪にあなたはそっと忍びより、手を差し伸べてください。私たちに喜びを与え、すべての生命体へ

の深い思いやりを私たちの中に植え付けてください。 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%A0&action=edit&redlink=1
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Why were scarab amulets important to ancient Egyptians? 

 

Scarab beetles symbolized eternal life and rebirth. Because of this, scarab beetles held great 

religious power. Why? If you could be reborn, it meant you could live for all eternity, which was 

a pretty good deal. In Egyptian mythology, a scarab-headed god called Kephri was responsible 

for rolling the sun across the sky all day, then pushing it over the edge of the horizon to its death 

every night. The next morning Kephri would rebirth the sun by rolling it back up into the sky from 

the opposite horizon. How did the scarab beetle earn such an amazing myth? Ancient Egyptians 

saw the 'magical' way beetles produce offspring, which you can read more about below. From 

this, they decided that beetles embodied the cycle of creation. 

 

Scarab amulets would lend the sacred beetle's power to the wearer. They offered a person 

magical protection against the dangers of this world, as well as those of the next. 

 

By design, scarab amulets were made to look like a scarab beetle. They could be worn as 

jewelry or chiseled into tomb walls. 

 

How were scarab amulets used? 

People drew scarab symbols on tomb walls. They made decorations out of them. Most of all, 

they made scarab-shaped protective amulets out of gold or precious gems and stones, or simply 
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out of painted clay. They could be worn as jewelery. Often amulets were buried with a mummy. 

The amulet was placed over the mummy's heart, with a magic, protective spell inscribed on the 

back of it.  

 

Scarabs could help with your final "judgement test". Egyptians believed that when you died, your 

heart was heart weighed on a big set of scales by Ma'at, the goddess of truth. If your heart was 

heavy with sin, you failed and could not go to the afterlife (pretty awful!). If, however, your heart 

was light, you could safely move on. The scarab beetle could give you a bit of help, though. You 

could have one put over your heart when you died for protection against the weighing of the 

heart ritual. The scarab would hopefully convince Ma'at that you were good and that you 

deserved her mercy. 

 


