
１９６０年代以降、アメリカから多様な新しい思想の潮流（ニューエイジ）が生まれてきました。

１９８０年代以降の日本の書店でも、「自己啓発」、「精神世界」、という本のコーナーができたほど

多くの本が紹介されましたし、日本人の実践者や著者も数多く現れてきました。

プラス思考、イメージトレーニングなどの実践は、多くの社会人やスポーツ選手にも浸透してゆきました。

私も、１９９０年頃から、様々なニューエイジの本を読んできました。

この項目では、私が多大な感銘を受けた本や の紹介をさせていただき、私の今の思いや

目指すところを述べてみたいと思っています。

しかしながら、ニューエイジの教え（導き）は、「知識重視、科学重視の学校教育で生じた、私達の住んで

いる現実に対する強固な固定観念」 が、多くの人々にとって理解の障害にもなっていると思いますので、

学校で教える私達のこの現実（物理世界）に対する科学的常識が、唯一の真実ではないことを考察する

ことから始めたいと思います。

① マジシャンの世界

私達人間やあらゆる生命体や物質を構成する原子が、エネルギーの波動から出来ていることは、

今の科学でも教えていますが、数名のマジシャンのパホーマンスから、人の思念や見えない世界の

存在からの思念で原子のエネルギーの波動の周波数が変化することによって、人や物質が一時的

に消失してしまう、常識的には理解不能な現象が生じることを実感していただきたいと思います。

私達が経験しているこの現実世界は、太陽や火や化学反応や細胞分裂などによる科学的な変化

をしているだけでなく、人の想念や見えない存在からの想念のエネルギーによっても、常に変容して

いるのです。

② 日木流奈の世界

わずか８歳で、多くの人々を感動させ驚嘆させた本 『はじめてのことば』 の著者となった、

奇跡の脳障害児・ルナ君 からのメッセージを紹介させていただきます。

小さなお子様の、驚異的な精神の可能性が証明されます。

小学生以下の小さなお子様を育てられている方には、特にお勧めさせていただきます。

③ バーソロミューの世界

メアリーマーガレット・ムーアがチャネリングする霊的存在・バーソロミューからの新しい生き方の

メッセージを紹介させていただきます。

④ エックハルト・トールの世界

現在、ニューエイジの世界で最も影響力があると言われている、エックハルト・トールの

人類の意識の革命の最前線のメッセージを紹介させていただきます。

数多くのマジシャンの中から、私が衝撃や感動を覚えたマジシャンのパホーマンスの一部を、

の映像を通じて ご紹介させていただきます。

セロ 、 原大樹、 キラ、 Ｄｒ・レオン、 ダイナモ、 クリス・エンゼル、 デビッド・カッパーフィールド、

デビッド・ブレイン の順に紹介させていただきます。



セロ（Ｃｙｒｉｌ） の世界

セロ（ 、 年 月 日 ）は、アメリカ合衆国のロサンゼルス生まれのプロマジシャン（イリュージョニスト）。

クロースアップ・マジックからステージマジックまで幅広いジャンルをこなす。

年、マジシャン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。

海外ではセロ・タカヤマ（ ）名義で活動している。

父親が日本人で母親がモロッコ系フランス人 。

父親の出身地である沖縄県今帰仁村で、 歳から 歳まで祖母に育てられた。

ロサンゼルスに戻った後も小学生時代は夏休みを祖母宅で過ごし、

小学 年の時には日本の小学校に、わずか 日間だが通学していた。

日本に滞在していた時期が長いことから日本語は堪能である。

歳の時から始めたマジックの才能が開花し、

歳でマジックキャッスルジュニアメンバー、フューチャー・スターの経歴を持つ。

歳の時に学校を強制退学、 歳の時には自主退学したことを “ ” にて

明かしている。 セロの行動を問題視した父は彼を日本に送ろうと考えたが、乗り継ぎだった東京にて逃亡を図り、

以降ストリートパフォーマーとして貧困生活を送る。

日本国内のマジック団体に加盟しようと試みたものの、よそ者扱いされ断念。

歳の時、裕福な日本人ビジネスマンに気に入られ、ホテルにてウェディングなどで短時間のパフォーマンスを

行うようになる。 歳の 年には、 横浜大会でイリュージョン部門 位を受賞した。

日本で放送されたテレビ番組『マジック革命 セロ 』はいずれも高視聴率を獲得し、日本のマジックブームに

大きく貢献し、お茶の間の人気者となった。

現在では、パートナーのジェーンとともにセロ ジェーンとしても活動。

アメリカ、アジア、ヨーロッパを中心に興行している。

マジック革命 セロ 年 月

～

グーグルで「マジック革命 セロ 年 月 」を検索すると４つの

項目が出てきますが、録画時間 のものを選んでください。

ユーモアと人間味溢れるパフォーマンスは、見る人の心を和ませます。

日本では最も人気のあるマジシャンではないでしょうか。 私が最も好きなマジシャンです。

セロの日本でのストリートマジックです。

～

セロのリオでのストリートマジックです。

マジック革命 セロ 年 月

セロの初の海外ロケで、ネパールの子供たちとセロの

心温まる触れ合いが感動的です。録画時間



原大樹 の世界

原大樹

出典 フリー百科事典『ウィキペディア（ ）』（ 年 月）

原大樹（はらひろき、 年 月 日 ）は、日本のマジシャン。奈良県十津川村出身。

概要 編集

奈良県 十津川村出身。 父は造形作家の原秀雄。母は歌手・作家の原水音。

海外では 名義で活動している。マジックキャッスル（ ）正会員

幼少の頃より独学でマジックを習得。

年、笑っていいとも第二のハリーポッターオーディションに

天才少年マジシャンとして出演。

年 月、アメリカのラスベガスにてランス・バートン主催の世界ジュニア大会

「 」にて、日本人初のグランプリを受賞。

「 」を受賞。

年 月、彼に密着したドキュメンタリー映画「 」が

ロサンゼルス国際映画祭ドキュメンタリー部門にてグランプリを受賞。

（ 製作 監督 プロデューサー

年 月 ハリウッドマジックキャッスルで開催された にゲスト出演。

年 月 フジテレビ制作、対決バラエティー「ほこ×たて」初回に出演。

年 月 メキシコの情報番組 にゲスト出演。

年 月 イギリス 放送制作マジックスペシャル にスペシャルゲストとして出演。

年 月平成 年度和歌山県文化奨励賞を受賞。：出典紀伊民報

年 月 アメリカ、ラスベガスで開催された （ 世界大会にて優勝。

観客投票により決定される も併せて受賞。

年 月 中国最大の発行部数を誇る週刊誌「週末画報」 に選出される。

年 月 日本奇術協会平成 年度「ホープ賞」受賞

日本での活動は少なく、ラスベガスを拠点にして海外で活動しているイリュージョンマジシャン。

幻想的なパフォーマンスは芸術的でもあります。

『 グレイプ 』は、喜怒哀楽、心に響くコンテンツを

動画・画像を中心にお届けするメディアです。

アメリカのオーディション番組に出場した日本人マジシャン

観客総立ちで大絶賛！ 年 月 日

アメリカの人気オーディション番組『 』に

日本人マジシャンが出演し、大きな話題となっています！

その人の名前は原大樹さん。原さんの サイトによると、

原さんは世界遺産【熊野古道】で知られる熊野地方出身で、

小さな村で生まれ育ったのだそう。

幼い頃から独学でマジックを修得し、

アメリカのラスベガスで開催された世界大会で

日本人初のグランプリを受賞しています。



原 大樹

原 大樹さん１９歳の時の自伝的なインタビュー番組です。

の検索欄に 原 大樹 と入れて

検索してください。

ＴＶ

原 大樹さんのご両親へのインタビュー番組です。

の世界

もビックリ！天才マジシャン のコンテナ通り抜けマジック

ジャニ勉 年 月 日 マジシャン がゲストで登場！

マジシャン のマジック、バーテンダーの （イサム）が凄い！

温和にさりげなく心理学的解説をしながら驚異的なマジックを披露する

パフォーマンスは人気があります。

プライベートはほとんど公表されていません。

キラ（ ） の世界

出典 フリー百科事典『ウィキペディア（ ）』

（ヒロ・サカイ）は、日本の奇術師。 年にデビューして以来、

デビッド・カッパーフィールドのテレビ番組にマジックのアイディアを提供する

など、国際的に活躍している。

また、厚川昌男賞（ 年）、石田天海賞（ 年）の両賞を

受賞した唯一のマジシャンである。 のコンテストの審査員を

務めたこともある。 年にはアメリカのマジック団体 から

の称号を受けている。

白髪、サングラスという格好で、 レオンという名でも活動している。

レオンとして、ケイダッシュステージとタップスに所属。

水上歩行や物質貫通などの魔術的パフォーマンスを得意とするマジシャンです。

国際的にも活躍されているようです。



レオン日テレをジャック

の世界

イギリスで最も有名なマジシャン。

ストリートマジックが多く、水上歩行やビルの垂直歩行などの魔術的パフォーマンスは驚異的です。

クローン病という常に腸が炎症をおこしている肉体的苦痛の激しい難病を抱えているそうですが、

パフォーマンスからは、そのような気配は感じられません。

ダイナモのインドでのストリートパフォーマンスです。

子供たちとのマジックを通じての感動的な触れ合いが魅力的です。

イギリス中が大騒ぎした有名な水上歩行の映像もあります。

ダイナモが１５０ｋｇのバーベルをベンチプレスする映像には

ハラハラさせられます。

クリス・エンゼル の世界

世界で最もショッキングなパフォーマンスをするマジシャンです。

郊外の公園のベンチで、人体を分断する魔術にはびっくりさせられました。

ラスベガスで大成功しているようです。

トラベルドンキー クリス・エンジェル 『マインドフリーク・ライブ！』

ラスベガスで最も成功している過激な新進マジシャン、クリス・エンジェル

（ ）と、演技はもちろん、演出･音楽･衣裳･照明･舞台にいたる

すべてを融和させた総合芸術としてのクオリティの高さも大いに評価されて

いるシルク・ドゥ・ソレイユがコラボしたショーがスタートしてから 年が経ち、

更にレベルアップさせた新しいショーで誰も想像したことのない世界への旅、

潜在意識の奥底の世界にあなたをいざないます。

都市 ラスベガス チケット手配 年 月 日 年 月 日



エキサイトニュース

超人気マジシャン クリス・エンジェルの 歳息子が白血病に 苦しい胸中を語る

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分更新

「できれば代わってやりたい」（出典： ）

あたかもロックンローラーのようなワイルドなファッションと整った顔立ち、そして人々の度肝を抜く驚異のマジックで

人気のクリス・エンジェル（ ）は、 歳の息子ジョニー君が急性リンパ芽球性白血病を患っていると公表済みだ。

そのクリスが病気を知った日からこれまでを振り返り、「できることなら代わってやりたかった」と

その苦しい胸のうちを明かした。

「ジョニーが血液のがんだと診断された。」

クリス・エンジェルが電話でそう聞かされたのは、ラスベガス時間の深夜 時だったそうだ。

その日を振り返り、クリスはこう話している。

「途方に暮れてしまったよ。」

というのもクリスと 歳の若妻はすでに別居しており、母子はオーストラリアに拠点を移したばかり。

しかもクリスは多くの仕事を抱え「どうすれば 」と苦悩したそうだが、仕事は全てキャンセルしすぐに荷物を

まとめて現地に向かったという。

その後の か月で、クリスはさらに 度息子のところへ。仕事などでオーストラリアに行けない間は

「アメリカから出来る限りのサポートを続けた」というが、幼い息子が重病に苦しんでいる事実にずいぶん胸を

痛めたことを明かした。

「ジョニーはハッピーで楽しい愛情豊かな子でね。でもステロイドの治療で、雰囲気がずいぶん変わってしまった。」

「（かんしゃくを起こし）暴れる息子を見るのは辛かった。でもそれは息子の本来の姿じゃない。

ステロイドのせいなんだ。」

しかし治療のおかげで、ジョニー君はずいぶん復調し今は寛解状態とのこと。

郊外の公園でマジックを受けたのは、集まってきていた近辺の男性と女性の２人でした。

パフォーマンスが始まると、周辺で見ていた１０名ほどの近辺の人々は、悲鳴をあげて逃げ散りました。

私が知る限りでは、最もショッキングなストリート魔術でした。

この映像もショッキングなクリス・エンゼル のパフォーマンスです。食前食後には見ないようにしてください。

海岸での壮大なパフォーマンスは圧巻です。



この映像は最もショッキングな人体パフォーマンスです。

心臓にも悪いです。 食前食後には見ないようにしてください。

この映像は最もショッキングなクリス・エンゼル 自身のパフォーマンスです。

クリス・エンゼルのユーモラスなマジックには、心が和みます。

クリス・エンゼルのハートフルなストリートマジックです。 プロバスケット選手の空中浮揚もすごいです。

クリス・エンゼルが多くの人を催眠状態にしたり、空中浮揚させたいするパフォーマンスは類例がありません。

が に無いので最初のいきさつは不明です。

マジックには、科学的理論で解説できるものもあれば、説明不可能なものもあります。

以上のマジシャンたちのパフォーマンスは、常識的科学的理論では説明のできないものばかりです。

マジシャンに限らず、様々な宗教の行者や聖職者も、空中浮揚や水上歩行や瞬間移動などの現象を

現わしたり、様々な奇跡的な現象を現わしたと言い伝えられています。

もちろん、心ある行者や聖職者は、内面に神なる波動が増し、法悦に浸ることから自然に生じてくる奇跡

を現わし、信仰に導くための方便としてきたのでしょう。



私は、マジシャンたちの場合、信仰や内面の意識状態には、多様な個人差があると思っています。

まったく、精神世界に関心のない人が、物質移動や物質貫通を行うことができるようですし、

深く精神世界を探求しているマジシャンも、パフォーマンスを奇跡と言わず曖昧な解説をするにとどめて

いるのではないかと思っています。

パフォーマンスで興行や収入を得るためには、宗教的な言葉や表現を使うことはできないため、

マジシャンが内面の意識状態や信条を明らかにすることはしなかったのだと思っています。

瞬間移動や空中浮揚などの現象の詳細な解説をするマジシャンもいません。

過去から言い伝えられてきた行者や聖職者の様々な奇跡と同様のことを、マジシャンたちは、

奇跡と言わずにマジックとして、劇場や郊外でのパフォーマンスを行い、テレビやインターネットを通じて

世界中に広まっていき、多くの人が、それらの現象を映像で知ることができる時代になっています。

これらの科学的理論では説明のできない現象を深く考察することによって、私達のこの現実世界が、

科学的因果関係の作用で変化しているだけでなく、人間の思考や感情のエネルギーや、

見えない世界からの意識のエネルギーの影響を受けて、常に変容しているのだと思っています。

感情がエネルギーの波動であることは、怒りや喜びなどの情動を実感すれば納得できますが、

思考もエネルギーだということは、私も実感して信じているわけではなく、先達の教えを信頼しているから

信じている次第です。

現実世界を構成している原子が、振動しているエネルギーの波動でできているという科学的事実からも、

思考や感情や意識のエネルギーによって、原子や分子の波動の周波数が変化することによって、

原子や分子を変容したり消滅させることができる ということは、私には納得できるのです。

そして大局的には、見える世界、見えない世界のすべての周波数のエネルギーは、

神なるエネルギーだと思っています。

その２ では、マジシャンの世界の続編をご紹介し、

その３ 以降では、私が求道している精神世界の一部を、ご紹介させていただきます。

赤ちゃんや子供が、いかにすばらしい潜在的可能性を秘めているのかを検証し、

内なる叡智や愛や安らぎや豊かさを、いかにすれば実感できるのか と願っている私が

指針としている先達の教えを ご紹介させていただきたいと思っています。

２０１７年５月７日 明日香地震気象研究所 松本安生


