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Xavier Betancourt 3Nights seminar 7/20 
 
 
 それでは皆様ご挨拶させていただきます 
 日本の皆さんにはこんばんは。メキシコシティは朝ですのでおはようございます。まずは
サアラさんにこのような機会をいただけました感謝と、直子さんには変わらずこれらの企画
のとりまとめやサポートをいただくことに感謝し、皆さんにまたお会いできたことを嬉しく
思い感謝しております。 
 
 これから三日間掛けて冒頭サアラさんからご紹介がありました天王星海王星冥王星という
３つの集合天体を今回見ていくのですがこの３つの天体に対するいわゆる伝統的な考え方だ
けにとどまらず今回はその３つの天体が人類にもたらす変化・変容という側面を強調して皆
さんと一緒に探求していけたらと思います。 
 この変化と変容は、非常にある種激しいものを今回私たちは体験していると思うのですが、
そういった点を強調して見ていきたいなと思っております。 
 
 実は今回サアラさんは私に非常に大きな課題を与えてくださったと言っても過言ではない
のです。 
 サアラさんが非常に正確にキャッチしている「重要な変化」というのがあるのですが、打
ち合わせの時にお話ししてくださったのは、私たちが既に触れている神話や神話に描かれて
いる神々の存在のありかた自体も、なにか変化してきているのではないかということでした。
その上で今回このテーマを提示してくださったので、それは大きなチャレンジだなと感じて
います。 
 
 （挨拶ここまで） 
  
 集合天体はもちろんこれまでもずっとこの世に存在はしていたが、この近年何世紀かを経
て、その存在を我々人類に対して露わにしてきているといえる。 
 １８世紀の天王星の発見にはじまり、１９世紀海王星、そして２０世紀に入って冥王星と
いうかたちで存在が私たち人類に対してどんどん露わになってきている。 
  
 １８世紀の天王星の出現から人類が受けた大きな影響としてあげられるのがアメリカの独
立戦争。またはフランス革命があげられよう。 
 １９世紀に入って海王星が露わになったことで人類に与えた影響としては、おそらく人類
が霊的な側面における不安を感じるようになったこと、ロマンチシズムや社会における大き
な変化、医学の領域に与えられた影響も海王星の影響と考えられる。  
 ２０世紀に入っては冥王星が露わになったが、それが与えた影響としては第二次世界大戦
のような人類の中で起きた大きな戦いである。ドイツのナチスヒトラーの出現であったり、
戦争で使われた原子爆弾というのも象徴ではないかと思われる。 
 大きな破壊が行われ、そしてその破壊がもたらすものは大きな変容といえる。そういった
破壊による大きな変化を人類が２０世紀に体験したと言えるだろう。 
  
 現在私たちが体験している変化というのは、まさに今ここで上げた３つの天体が同時にと
もに共同作業をしている、その共同作業の結果の変化・変容を、私たちはともに体験してい
ると言えるのではないだろうか。 
 
 １８世紀に天王星が発見されるまで、人類は太陽から土星までの７つの個人天体と呼ばれ
る天体のみ認知していた。人類が個人天体のみを認知していた間ももちろん集合天体は存在
していたが、その姿が隠されていたと考えると、姿が露わにならないように抑圧されていた
という考え方もできるのではないだろうか。 
 ギリシャ神話の冒頭部分では土星を意味するクロヌスが天王星を意味するウラヌスを去勢
する。ウラヌスが象徴している事象は「宇宙の中でどんどん新たな物が発見されて発展して
いく様」であるが、新たな物がどんどん生み出されていくのがある種、無秩序に行われてい
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くようになってしまったために去勢されたのである。それが何を意味するかというと、もう
一度創造の源に立ち返るということを意味している。 
 
 クロヌスすなわち土星が、宇宙の中に起きてしまった混沌とした状態にある種深刻な厳し
い形で秩序をもたらした。そののち木星（ゼウス。クロヌスの息子）が登場してそこにより
ある種自由な形での秩序というのをもたらすことになる。 
 そしてこのゼウスが何を行うかというと、ここでプロメテウスという天王星的な性質を持
つ神が出てくるのだが、このプロメテウスは火を象徴する神で人類に対し好意的で、いろん
な知識や技術を人類に与えた神だったが、プロメテウスに対してゼウスも、自分の父クロノ
スがウラヌスに行ったようにプロメテウスを山に磔にしてしまう。 
 土星クロヌス、木星ゼウスにはある種の協力関係のような、人類に対し共同して作業して
いた面がある。ある種の原理・原則をもち人類が組織化されて発展していくこと、より安全
な形で人類が成長をしていくこと、科学技術・芸術・宗教などを発展させていくことができ
る、そういった仕組みを土星と木星が共同してもたらしたという面がそれにあたる。 
 
 もちろん時々には、ゼウスをはじめとした「オリンピアの神々」と呼ばれている７つの個
人天体と関連している神々に対して反乱をおこしたり、戦いを挑む存在が現れたりもした。 
 どこかで既にお話ししたかも知れないが、ゼウス率いるオリンピアの神々にティフォンと
いう存在が戦いをしかける。この敵対する存在は権力を破壊しようとする冥王星的エネルギ
ーを持った存在として描かれている。 
 ティフォン（タイフォンとも）は台風の語源。地球に生み出されたが冥王星的エネルギー
の強い存在であったためゼウスたちオリンピアの神々と戦うことになり、最終的にゼウスに
倒されて牢獄へつながれた。ティフォンは地上から捨てられ、囚人となったのである。 
  
 ティフォンは地球から生まれた。冥王星的エナジーを持った神で破壊と変化のシンボル。
ゼウスとオリンピアの神々はティフォンと戦い最終的に彼を倒し、磔にした。 
 もちろん人類は、どうあれ最初の７つの個人天体に属している。そのためにこれらのレジ
ームつまり（ゼウスをはじめとした個人天体の）力に影響されているので、ティフォンのよ
うな破壊的な、無秩序に解き放たれた集合天体的エネルギーに晒されることは困難を伴う。 
  
 一方で神話の中を見てみるとウラヌスやプロメテウスは、いつも神話の中で人類に知恵を
与えようとしている。オリンピアの神々は人類にそれを望んでいないが、（ウラヌスやプロ
メテウスという）これらの集合天体的な神々は、人類に一段階先の知恵を望んでいた。 
 
 土星の伝統的な解釈として、土星は我々に、人類を超越したある種の神になる誘惑を与え
てくる。我々が自らに問いかけねばならないのは、この誘惑、すなわち土星が用意する神へ
のイニシエーションは、果たしてそんなに悪いものなのかどうかということである。 
 個人天体域を超えて土星的周期に差し掛かると土星と木星に罰を与えられる……言い換え
ると、人類が知恵を得て進化しようとすると、土星クロヌスと木星ゼウスから厳しい罰を貰
うことになる。だが、ウラヌスやプロメテウスが人類にもたらそうとしたその知恵とは、そ
んなに悪い物だったのだろうか？ 
 
 また、同じようなパターンの話を聖書物語の中のアダムとイブの楽園の話に見いだすこと
ができるだろう。 
 蛇あるいはドラゴンがイブに知識の樹の果実をもぐように誘惑する。知識は神によって隠
されていたもので、しかしこれを得ることによって神から罰せられることになる。この聖書
に出てくる神とは、木星的土星的な神である。 
 蛇はイブにその果実を食べれば神になるだろうと言う。それを聞いてアダムよりも勇敢だ
ったイブは果実を口にし、アダムは果実を口にしたのはイブの責任だと言い張る。しかし結
果的にふたりとも楽園から追放されることになる。 
 これはイニシエーション通過儀礼が失敗したという象徴。行われるべき通過儀礼が行われ
なかったということを象徴している。 
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 神話の中ではまた、百もの腕を持つ巨人たちがオリンポスを襲ったりもする。このモンス
ターは集合天体的存在で、これはこれまでになかった（集合天体的な）さまざまな力の象徴
として描かれていて、別に見た目はどうでもよかった。これはシンボルとして多くの腕＝さ
まざまな力を表しているのである。 
 ラテン語のモンスターやテラ（ギリシャ語）という単語にも prodigy＝神童、非凡である、
という意味がある。つまり百の頭や百の腕をもっているモンスターたち、たくさんの腕を持
っている千手観音も、宇宙に存在するたくさんの異なる力を持ち合わせているという比喩で
ある。 
 ケルビムという智天使にも似たような表現がされていて、四面に４つの羽と全身に目を持
ち車輪とともに立つ天使も、人智を超えた圧倒的な力を象徴している。 
 
 人類は根本的な変化・変身を恐れる部分がある。我々は非常に良く管理された変容のサイ
クルの世界に生きており、これは土星と月によって支配された変化のサイクルである。これ
らはある種管理され秩序だった変化・変容で、これは自然の変化サイクルとも同じであるの
で人類にも受け入れやすい。 
我々はリズムやパターンを必要とする。つまり四季や自然のリズムや様々な種類の動物たち、
あるいは性別、人間関係、男女や大人と子供など。これらの変化は比較的予測可能で制御可
能である。 
 我々は変化・変容が自分にとって利益をもたらすもの、我々にとって都合の良いもの、役
に立つものであれば受け入れる。一方でそれが自分にとって都合の悪いもののばあい、自分
をごまかすこともしてしまう。 
 
 なので自然の根本的な変容、例えばタイフーンや地震、隕石など天からもたらされる大き
な変化を人類は恐怖する。これらの変化はみな自然によってもたらされるものだが、我々は
その変化の力を自分たちの世界に取り込んで利用しないといけない。地球をコントロールし
たり海やエネルギーを人間のために使う。その力を人間の中に取り込む。我々はそれらの変
化を超えるため飛躍することを恐れる、土星のサークルの外に出るのを恐れる。 
 我々がなにか新しいエネルギーを発見したとする。たとえば核エネルギーとか……我々は
それを人類のために使いたいと考える。我々のパターンのひとつ、考え方のひとつとして、
我々は通常そういう新しいエネルギーを利用して飛躍的な成長をしたいとは考えない。そう
いう人類の概念の外側にあるものに対しては。そうではなくて、我々の既知の世界の仕組み
の中にそのエネルギーを取り込み、利用したいと考えるのが常だ。 
 
 だがその安全を確保したいという反応は普通のことで、なぜなら我々はそのようにデザイ
ンされているから。これは天体で言えば月と土星がもたらしているものである。我々や我々
の家族や安全を守るかのように、人類を月と土星がまるで貝殻や巣の中でできる限り守るよ
うに働いているからである。それゆえ我々は神になりたいとは思わない、そのための代償を
払いたいと思っていない。だから変容を恐れるのである。 
 死もそうだが、近代の神話ともいえるだろうゾンビや吸血鬼、狼男などは、もとの形から
変身して我々にとって恐ろしい物に変化する。そういう「根本的な変化」に対する恐怖感が
あるのだ。 
 
 事実として集合天体的神々は常にそこにいるにもかかわらず不可視であった。だがずっと
そこにいて、人類に抜本的な飛躍をもたらそうと後押ししてくれていた。 
例えば自然の力を揺るがし解放する、つまり自然災害のような形で根本的な変容をもたらす
ことで。 
 
 これらすべてのカタストロフィーは人類に大きな一歩を踏み出すためのもの、革命的なで
きごととして機能してきた。人類は大きな支援災害を体験するごとに、人類としての進化の
一歩を踏み続けてきた。 
 今我々はまさにこのカタストロフィーを目撃している。パンデミックやコロナウイルスな
ど、我々が日々どれだけ恐怖しているだろう。我々はシェルターに閉じこもるようになった。
これはとても月の性質らしいやり方である。一方で社会は根本的な大きな変化のプロセス、
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転機を迎えている。我々はここに３つの集合天体が一同に働きかけているのを見ることがで
きる。 
 具体的には、天王星は世界同時に行き渡る情報、インターネット、海王星はウイルスその
もの、冥王星はウイルスが変異していく遺伝子とも関連していく、死、変容そのものである。 
 
 先ほどから繰り返しているように、人類が彼らの存在を見いだす前から天王星・海王星・
冥王星はずっとそこに存在していたわけだが、集合天体が見いだされる前から水星・木星・
土星的な見方で、（集合天体の）軌道、言語、コードを理解するといった手立てはあったの
かも知れない。 
 彼ら（集合天体的なエネルギー）はそれそのものが見いだされたわけではなかったが、秘
密組織、秘匿された知識、イニシエーションズ通過儀礼、あるいは神秘的なものとして人類
に感知・理解され、一部の限られた人間の知恵としてずっとそこにあったのである。 
 古代では彼ら集合天体の力はもっと管理され、認知されていた。そしてその力を受け入れ
られるように自らを準備し備え、神秘や智恵を受容して成長していくことが求められていた。 
 （それらは隠されていたが、少数の人は常に彼らの存在に気づいていた。だから彼らはこ
のエネルギーや知識を外に出すために秘密組織の運営や神秘やイニシエーションを通じて人
類に社会的なやり方で参加していた。） 
 
 
 さて、エクソテリックな宗教、（※エソテリック＝門外漢にも理解できる、開放的・通俗
的な）つまり生まれてきた家族のエクソテリック（外側）から与えられた宗教……というも
のがあるが、いいかえればこのエソテリックな宗教で定められた宗教観、世界観（知恵や知
識）は、木星と土星に支配されている。 
 反対にエソテリック＝秘教、密教的なスピリチュアリティや知識は、集合天体たち、天王
星・海王星・冥王星に支配されている。 
（※エクソテリックとエソテリックは対義語） 
  
 もちろん今日は密教的な話の中でも天王星の部分に集中し、それから海王星の神秘的な伝
統について理解し、最後に冥王星のもたらすイニシエーション、通過儀礼について理解を深
めていきたい。 
 天王星がもたらしている知識に基づいた伝統、知識を得ることで、宇宙が一体どんな場所
なのかを理解し、自分たちをそこに解放していけるという考え方。 
 グノーシスという言葉がある。グノーシスとはギリシア語ですなわち「知識（知恵）」。
キリスト教の伝統の中にあらわれたひとつの動きで、gnostic（グノスティック）と言われる。
彼らは密教的集団であり、天王星的知識に繋がる存在だった。 
 （※グノーシス主義とは：自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思
想で、物質と霊の二元論が特徴） 
 
 グノーシスの語源は「知識」である。それゆえ、グノーシス主義以外にも、それら「知識」
を求める集団というのは人類の生まれたときからともにあり、名を変えメンバーを変え、や
り方を変えて存在し続けていた。（つまりグノーシス派特有の考えではなく、人類には普遍
的に「知識」への希求が存在するということ）エジプトにもペルシャ帝国、ユダヤ、ギリシ
ャ、中世、ルネッサンス……名称や考え方は多少異なっていても、ずっとそれら天王星的な
知恵を持つ集団は存在していた。 
 
 イエスが生まれたときに訪ねてくる三人の王の話を知っているだろうか。 
 我々は彼らを三人のマギ（magician=魔術師）王、魔力を持った王と呼んでいる。彼らはベ
ツレヘムの星を追って東からやってきた。それはつまり彼らは占星学的知識を有していて、
どのようにシンボルや中天のサインを読み解くかを知っていたということを示している。 
  
 もちろん現代ではそのマジック、マジシャン、という単語について我々は非常に注意深く
ならねばならない、なぜなら今は多くの黒魔術やサーカスの奇術師をも意味する言葉になっ
ているからである。 
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 しかし古代ではマギやマゴイ（ギリシャ語、あるいは古代ペルシャ語）は実際のところ、
原初の司祭のような存在（洗礼を受けた司祭のような存在）であった。それも非常に高位の
司祭である。 
 
 この三人の王、マゴイが実際にどこから来たのかは我々にはわからない。東から来たとし
か記されていない。マゴイが王や皇帝を訪ねる多くの話（物語や神話）がこの世には残って
いる。このマゴイたちは実際にはエルサレム王ヘラを訪ねてきたのだが、ヘラに会ったとき
に彼らは王が暴君であり邪悪な人間だと気づいたため、イエスに会った後、彼らは王宮には
帰らない事を決めた。 
  
 ではなぜ三人の王はイエスのもとを訪れたのだろうか。彼らはある種この赤子のイエスが
アーキタイプ、原型で言うところの「王」のような存在であると知っていたからである。「ア
ーキタイプで言う王」というのは私の言葉で言えば「ゴールデンチャイルド」と言い換える
こともできる。 
 なぜならゴールデンチャイルドは心臓（ハート）の表象であり、命の源であり、知識の源
でもあり、我々のネイタルチャートでは通常太陽に象徴される。 
 
 彼らは３つの贈り物をイエスに持ってきた。一つ目は黄金、もう一つはインセンス（乳香）、
ミルラ（没薬）。なぜこの３つの贈り物なのかというと、まず黄金はゴールデンチャイルド
のイメージ、太陽や人間のリアルエッセンスでもある。あるいは普遍の象徴とも言える。 
 王権の象徴が黄金の王冠だったように、金は自分自身、あるいは"中心"や"権力"の象徴でも
ある。これらのハート、クラウン、ヘッド、知識というつながりはグノーシス派でいう天王
星的通り道（道筋）でもある。 
 インセンス（乳香）は海王星的道筋。インセンスは寺や神権、神秘性と関連していて、海
王星が象徴している神秘とのつながりが見て取れる。 
ミルラは死者の身体に塗る軟膏に使われる（ミイラ作りの材料のひとつ）あるいは、イニシ
エーション、通過儀礼のために使われるアイテムでもある。これは冥王星への関連、道筋が
あると言えるだろう。 
 つまりこれらの三人の王、あるいは神は、これら３つの集合天体の象徴であったと言える。
彼らの力を借りて人類が新しい性質を発露するために、彼らはイエスにこれらの贈り物を渡
して３つのうちどの力を借りるのか道筋を示したということができる。 
 ３つの道筋を提案したというと誤解を招くかも知れない。皆さんが実際に自らのチャート
を見たときにはそこには選べるような道筋はなく、既に決まっているかのような印象を受け
るかもしれないが、つまり私が言いたいのは、自分のチャートの中にある（３つのうちの道
を示している天体ではない）その他の天体についても理解する必要があるということである。 
 
 もちろん我々はより天王星的な、海王星的な、冥王星的な人物になろうと思うことはでき
る。だがそのためにはこのグノーシス的な知識、知恵は頭からハートへ直接降りてくるとい
う事実を理解する必要がある。 
 
 たとえばもし貴方が海王星的生き方をするとして、神秘主義者として瞑想などの修行をす
るとしても、自らが何をしているのかを、海王星ではなく天王星の知恵を使って理解するこ
とは可能である。（３つの集合天体が私たちにもたらしている知識という観点で捉えて理解
しようとしたときに、たとえば自分自身をより天王星的だわと思ったとき、それが天王星的
知識に置き換えられて考えたとき、その知識を通して「あ、自分はこういうことをしている」
とか「こういうことに触れているんだ」とという理解に繋がっていく、というような形でこ
の３つの天体がもたらしている知識を皆さんに活用して欲しいんだとお伝えしている。） 
  
 海王星、冥王星的イニシエーションについてはまた後日触れる機会があるが、全体的な話
をすることが必要だったのでいまこの点について触れた。 
 
 占星学というのは天王星的なもので、なぜかと言えば知恵・知識の一種であるから。解放
や進化の手段であり、自らの心を見つめたり繋がったりするための手段でもある。 
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 経験的に、天王星が知恵に影響を与えていると分かることがある。占星学のシンボルにつ
いて理解を深めると、それらのつながりについても理解が繋がっていく。そしてどんどんい
ろんな事がわかるようになっていき、まるでそれは回り続ける終わりのない課程の輪の中に
飛び込んだような状態だといえるだろう。（占星術の世界は我々が触れれば触れるほど理解
も深まり、理解と同時に発見も多々ある。次々に理解でき見えてくることがあり、終わりの
ない世界の知識に触れている感覚になる。） 
  
 マスターや教師、ガイドたちにも天王星的、海王星的、冥王星的な存在がいる。 
 例えばサアラさんは非常にダイレクトに働きかけてくれる、いわば天王星的性質の先生で
あるといえる。 
 
 我々は全員、何が自分の本当の道筋なのかに気づかなければならない。自分にとっての好
ましい道があるかもしれないが、自らの意識で選ぶのではなく、チャートを通して気づかな
ければならないのである。 
 ここには３つの道があるが、それを自らどれにしようと選ぶというよりも、自身のチャー
トをみてどの道を歩んでいるのかと認知をすることが、誰しもがしなければならないことだ
と私は思っている。この道はなにか選ぶようなものではなく、既にチャートに描かれている
ことで、それを我々は認識する必要があるということである。 
 
 もう一度言い添えたいのが、天王星のもたらす知恵、知識、イニシエーションは天王星と
いう名を冠しない別の技術、スクールの名前でずっとこの世界に存在していたわけだが、た
とえば既にお話しした古代の僧侶であるマゴイ（古代ペルシャ語ですという訂正が入るが、
先述した通りギリシャ語でもある。※古代ペルシャではゾロアスター教の祭司のことをマゴ
スと呼び、マゴスの複数形がマゴイである）の話に戻ると、彼らは光と闇の智恵に関連して
いる。天王星の象徴は光、知恵も同様に光である。（※ギリシャ神話のプロメテウスの話が
示唆的） 
 
 その後、ギリシャに渡ってピタゴラスという人物が出てくる。ピタゴラスに次いでプラト
ンが現れ、その後新プラトン主義というものが約千年の間に台頭してくる。それらも天王星
的知識というものに属すと考えられる。そしてこの知恵によるつながりを「黄金の鎖」と呼
ばれている。 
 さらにグノーシスの伝統、イニシエーションも黄金の鎖に繋がっている。つまり天王星的
道を歩んでいると自覚した人は、我々がその事実を知ろうが知るまいが、これらの黄金の鎖
に繋がっているということだ。 
 
 集合天体的な伝統やイニシエーションは、これら集合天体の力に常にサポートされ守られ
ている。なのでこれらのイニシエーションに加わろう、この伝統に続こうとした人は、これ
らの天体の力に守られていると気づくのである。 
 もちろん我々がその力を乱用しない限り守られている。他者を害するためや、自己の利益
のためだけに利己的に使わない限りは。もしもそうした場合には黄金の鎖を引きちぎる事に
なる。 
 
 イエスの現れたエルサレムにはユダヤ教ではグノーシス派といわれる人々がいたが、彼ら
は天王星的伝統や知識を守ってきた人々だった。キリスト教の秘教的な抑圧された部分につ
いてもグノーシス派との関わりがあり、カトリックの教会が力を持ってくると、原始的で神
秘主義的な部分のあるグノーシス派は弾圧を受けることになる。 
 これは力を持ってきた協会側がいわゆる土星・木星的存在として台頭してきて、弾圧され
た側が天王星側という見方ができる。そしてグノーシス派はキリスト教の教義に背いたとし
てヘレティック（※異端者：キリスト教の教義に対立する信仰をもつ人々のこと）として扱
われ、殺されたり火あぶりになったりするようになる。 
 
 この権力者が台頭してきて力でもって天王星的知恵を抑圧する流れについて例示しよう。 
 この数年私はイランの秘教的な伝統を追っていた。なぜなら新プラトン主義はローマンギ
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リシャで教会の弾圧を受け、プラトンの後継者である新プラトン主義者たちはペルシャから
逃げて現在のイランへやってきたという流れがあるからである。 
 そしてイランにイスラムが来たとき、イスラム教徒と新プラトン主義者たちはコンタクト
を取ったが、当時のイスラム教徒たちはシーク（長老、知識人、あるいは教師の意）に守ら
れ美しい秘教的な伝統を保持していた。（だがここで再び新プラトン主義は弾圧された） 
つまり何が言いたいかというと、天王星的智恵をもったものたちが力を増していくと他の（あ
る種の教義的な）力に抑圧され、弾圧されるという決まった流れのパターンがこの世にはあ
るということ。 
  
 人類の歴史は歴史の中で何度もこの危険な流れを繰り返してきた。一度伝統、あるいはあ
る組織が力や権力を持つと抑圧され、それらが保持してきたスピリチュアルな知識や本質が
闇の中に隠される、葬られることになる。 
 
 我々のネイタルチャート中にはどこかに天王星いると思うが、それをどう理解するかのひ
とつとして、グノーシスつまり知識をどんな風に私たち自身が扱うか、どんな風に知識と関
わっているのかということもこのチャートの天王星の位置から読み解くことができる。 
 
 ここで簡単にお知らせしたいのが、ミトラ教についてである。 
 エルサレムではイエスのキリスト教は新しい教義だった。ペルシャ、ギリシャからローマ
にかけてはかつて非常に高次の密教的宗教「ミトラ教」が存在していた。これは非常に天王
星的なもので、ミトラ教の神殿はローマ帝国の各地にあり、イングランドにさえ神殿があっ
たほどだが、これらの寺あるいは神殿が残ったのは埋められて隠されたからに他ならない。 
  
 
 ミトラ教の伝統の中に１２月２５日のミトラの誕生を言祝ぐものがあるが、だからキリス
ト教はこの日を（イエスの誕生日として）選んだのであろう。この日はまた冬至でもあり、
ゴールデンチャイルドの生まれる日、太陽の生まれる日とも考えられる。 
 
 ミトラ教には非常に美しいイニシエーションのシステムがあり「７つの段を持つはしご」、
あるいは７つの段階のイニシエーションと呼ばれている。ミトラ教の文学の中では、これら
のイニシエーションは一段ごとに７つの個人天体に結びついていると考えられていると説い
ている。 
 
 この７つの段階の名前についても、７つのアーキタイプに関連しているのでご紹介したい。 
 一つ目は「大鴉（大ガラス）」これは土星に結びついている。 
 二つ目は「花嫁」ここは月が関連している。 
 三つ目は「戦士」これは明らかに火星。 
 四つ目は「獅子（ライオン）」これは金星に関連している（理由はあとで）。 
 五つ目は「ペルシャ人」で、木星。なぜならマギ・マゴイの伝統はペルシャからやってき
たから。 
 六つ目は「太陽の走者（使者）」これは明らかに水星。太陽の光を用いて走る人という意
味。 
 最後の七つ目が「父親」で、これはすなわち「もはや自身はゴールデンチャイルドそのも
のではない」という意味でもあるのだが、ゴールデンチャイルドに命の源を与えている存在
という意味での父親。ここのレベルに達するとゴールデンチャイルドと父親は同一であると
も言える。（ソースが同じなので）そしてここに関連する天体は太陽である。 
  
 
 私がいまなぜこの７つの段階について説明したかというとこの情報を皆さんに知っていた
だくことで、皆さんの中でこの７つの天体に対するイメージを色々と想起して欲しかったか
らである。いろんな観点からこの７つの天体を探求して欲しくてこの情報をお伝えした。実
際に皆さんのチャートの天王星がどのサインにあってどのハウスにあるか、そしてその天王
星がどの個人天体とつながっているのかを含めてチャートを読み解く際に、さっきの７つの
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段階のイメージを利用して想像を膨らませて欲しいと考えている。 
 これらの個人天体のイメージは「ペルシャ人」という概念を除けば非常に普遍的で一般的
なものであるので、「ペルシャ人」を「僧侶・司祭」に置き換えて考えていただければと思
う。 
 皆さんが占星学を学ぶ中では、ある種の固定化されたイメージを天体に対して抱くことに
なりがちだと思うが、自分の中の天王星的な性質を掘り起こし活性化するためには、固定化
されたイメージをいったん忘れ、いろんな方向から１つのシンボルを見て、イメージをこね
て遊んでみることが重要である。 
 
 私が大学で専門的に研究したテーマの１つに「聖杯の伝統」というものがあるが、「聖杯」
とはいわば中世後期の天王星的な伝統に関わるテーマである。当時の自分は天王星や占星学
についてに知らなかったが、ただ、聖杯がケルトの伝統やカバラ、タロット、キリスト教の
伝統に繋がっていることに非常に興味を引かれた。 
 一方で非常にフラストレーションがたまるのは、自分が興味を持っているこの「聖杯の伝
統」のテーマと、現在縁のある日本や在住しているメキシコシティとをつなげようとしても
なかなか具体的なものが見えてこないのだが、まだこれからの可能性は無限大なので、興味
のある方がおられたらそのようなテーマでセミナーを開いても良いかもしれないと思ってい
る。（笑い） 
  
 実はこのテーマは非常に多くの読書を必要とするのでメキシコの生徒たちは途中でその読
書量の多さにめげて諦めてしまうひとが多い。だが、もしできるのであればいつかそのよう
なセミナーが開ければと思う。 
 
 最後に、我々が天王星のテーマを探求し、そのエネルギーを使うためには、マインドとハ
ートをつないでおかねばならないということが言える。先ほどお話ししたこの黄金の鎖が、
ハートと高次のマインドとをつないでいるのである。天王星は非常に爆発的でエキセントリ
ックなエネルギーなので、我々は常に自身の中心と、自身を表象・表現するハートとを黄金
の鎖でつなぎ止めておく必要がある。何をハートから表出するにしても、それは黄金の鎖を
辿ってなされなければならない。 
 
サアラ：「とても興味深い内容で、これから深めていきたい内容。一番最後の聖杯の話は鳥
肌が立った。なぜなら自分にとっても聖杯が大きなテーマなので。ぜひこのテーマでいつか
また機会があればお願いしたいと思う。天王星は非常に面白かった。何度も歴史が同じ事を
繰り返してきたと思う。この３つの集合天体が人類に与えようとする神に近づくようなテク
ノロジー、智恵、知識といったものを何度も私たちは抑圧されてきた。しかしその抑圧が悪
かったわけではなく、我々に十分な準備のできないままそれを受け入れるとしたら、さっき
の黄金の鎖を断ち切るようなことになってしまうから。チェーンを断ち切って私たちがどこ
へ行くかはわからないような状態になっていたのだと思う。 
今まさにもう一度人類が三天体によって神に近づくことを促されているように感じる。その
タイミングに来ていると言うことをもう一度認識し直し、そうであるとしたら、先ほどザビ
エさんがおっしゃったように我々は自分の中心とつながり続けると言うことをもっと真剣に
取り組む必要があるのかなと私は今日受け取らせていただいた。 
とても有意義な内容で楽しませていただきました。ありがとうございます。」 
 
最後にもう一つごく小さいことをお伝えさせてください。ギリシャ神話のプロメテウスが解
放されるとき木星（ゼウス）が彼に与えた唯一の条件に、プロメテウスが「自身が山につな
がれていたときの鉄の輪と、彼をつなぎ止めていた岩を抱えて生きていくこと」があった。
彼が山につながれていた罪人だったとき、岩と鉄の鎖でつながれていたのだが、これはある
種の「黄金の鎖」の示唆であり、石と鉄をもって錬金されて金になるという化学反応を示し
ており、錬金していく必要があるということを示してもいるのである。（２：０４：１７） 
 
 
2021 年 7 月 20 日 Xavier Betancourt 3Nights seminar 以上 


