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0 はじめに 

 

 

 

カルトゥーシュとは、古代エジプト魔術を応用させた、占いの手法です。しかし、

あなたはこう思うかもしれません。「数千年前に存在した信条と信念など、今日の

私たちの生活に生かすことができるの？」と。 

古代の言葉や知恵の数々を、実生活から離れた視点で見ているせいで、あなたは

そう思うのかもしれません。しかし、科学的にさまざまなことが解明されても、

自然の本質を知ることなどいまだに誰にもできませんから、古代から伝わるそれ

らは、偉大なる自然を知るための重要な手がかりとなるのです。 

 

神秘主義者たちは、時間が特定の波長や意識のあり方に影響を与えていることを

知っています。例えば、あなたは何時間も寝ているはずなのに、わずかな時間に

しか感じていない、というようなことです。未来からの宇宙旅行者（宇宙人）は、

光の速度に近い推進力を利用しているようですが、地球の持つ時間と技術では、

私たちは彼らに追いつくことなど到底できないでしょう。 

 

人間の脳には、時間に対処するための機能が備わっていますが、理論的なことを

処理するのは左脳にプログラムされています。多くの人々は、占星術師や霊能者、

あるいは占い師や超能力者に相談することで自分の心の内を確かめようとします

が、もし、自分の意識と答えが違う場合、他の答えを求めて多くの時間を使い、

占い師の間をさまようかもしれません。 

 

時間は純粋なエネルギーです。それは、私たちの成長と発展において、忘れるこ

とのない出来事を、目印として人生につけるかもしれません。この惑星に住む人

類が精神的に成熟し、特定の段階に達すると、すべてに共通する答えを知ること

ができます。そして、科学は宇宙や普遍的な力の謎を、時間のエネルギーを使っ

て解き明かすことも可能となるはずです。  

 

しかし、そこに到達することは難しいようです。物事の本質と時間との関連性と

いった、宇宙原理についての正しい知識は、アトランティスやスターピープル、
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あるいはあなたが知っているはずの古い記憶には備えられていたといいます。故

に古代エジプト人は、カルトゥーシュと呼ばれる図形にこの原理を投影させ、賢

明に活用していたようです。 

 

 

 

私たちが水瓶座の時代に入るということは、意識の上でさまざまな混乱を生じる

ことになるでしょう。人々が今世紀に作った正当主義的な考えや意識は崩れてい

き、科学と形而上学は新しい展開を見せることになるはずです。 

カルトゥーシュは、そのような人々を助けるために設計されました。そして、新

しいものと古いものとを引き寄せるばかりではなく、双方を安全に結びつけられ

るように橋を渡します。そして、あなたが愛と守りを与えることで、それは無事

に機能するのです。 

 

カルトゥーシュの原型となる原則は、普遍的な概念やいかなる年齢や考え方、あ

るいは財産の有無に左右されることはなく、普遍の原理からのみです。それは、

母父を中心として形成される家族であり、愛を込めて創造された唯一のものです。

この原理はどの歴史においても、また、どの生物においても変わることはありま

せん。そして、何千年もの時が過ぎても、この原理は変わることはありません。

集合体の持つ初期的なアイデンティティや基本的な精神は、文明の進化に応じて

考え方や概念を調整することはありますが、一定の水準を保ったままです。 

 

私が教えられた秘密裏からの情報によると、地球人は、肉体を与えられている人々

の精神的な年令の範囲が、同じタイプの星で遭遇するそれらの人々より、かなり

幅広いものだそうです。そのため、地球人の中には非常に若い、無邪気な魂を持

つ人もいますから、いろいろな魂とふれあい、魂を熟す必要があるようです。 

 

しかしカルトゥーシュは、そのような魂を持つ人もそうでない人も、すべての人々

の魂を包括します。あなたがカルトゥーシュに適する必要はなく、また霊的にも

完全である必要はありません。賢明にカルトゥーシュを使用することは、すべて

の霊的なレベルを持つ人々に対して、意識の進歩を遂げる手助けとなるはずです。 
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1 カルトゥーシュの本質 

 

 

 

フランス語に語源を持つあるカルトゥーシュ（cartouche）は、卵形と長方形を合わ

せた形をした象形文字であり、エジプトのモニュメントやパピルスに見ることがで

きます。時の王や権力者の名前は、そのような図象のなかに書かれていますから、

容易に見つけることができます。 

 

 

 

 

 

そしてカルトゥーシュには斬新で刺激的な、新しい信託の原型となるエネルギーも

内包しています。そのことを古代エジプト人は理解していましたし、今日でも容易

に認識できることです。カルトゥーシュは現在と未来をつなぐ橋渡し役として、ト

ランスパーソナル（超個人心理）やハイヤーセルフ（高次の自己）にアクセスし、

来るべき水瓶座の時代における、人間に必要な能力を築く力の手助けをします。 

 

 

 

カルトゥーシュは古代エジプトや、より古い知識に基づいていますから、タロット

カードと混同してはいけません。このカードは 25枚で構成されており、1～9まで

は主要な原型の代表を、11～14は四つの基本的な宇宙のエレメントを、15～25は一

般的で現世的なエネルギーを示しています。その中でも【セト】のカードだけは否

定的な意味を持ちます。【セト】は、あらゆるかたちでの敵意、遅れ、障害など、

思いがけないことすべてを象徴し、新しいアイデアや計画に対して反対を示すこと

もあるカードです。 

 



 4 占いの展開法 

――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

立ち読み ver 
 

1～9のカードは、ヘリオポリスの九柱神として知られる、初期のエジプトの神殿に見

られる主要な神と一致します。その他の神々の名前は、歴史の書物や考古学の資料で

見受けられるものです。それらは村などの共同体において、正常に機能するための大

きな原理原則を示すものや、自然界に住むスピリット、原始の部族の神、支配者や聖

職者を神格化したものなどです。30年以上に渡る研究の末、カルトゥーシュで使用す

る九柱神は、可能な限り最も純粋なエネルギーの原型であることを突き止めました。

しかし「それらは重要ではあるけど、あなたが言及されていない神がいるではない

か？」と、あなたは思うかもしれません。特に有名なのがセクメトですが、セクメト

がハトホルとして現れたときに持ち合わせる穏やかな原型を表すため、【ハトホル】

のカードに含んでいます。また、マアトは【トト】のカードに含まれています。 

 

カードに描かれている古代エジプトのシンボルは、宇宙を支配する法則やエネルギー

の本質を示しています。エジプトの先進的なテクノロジーは、シリウスからやってき

た地球外生物によってもたらされたと、今でも多くの人々は信じています。  

カードの象徴、色と意味は、古代エジプトの神殿やピラミッド、墓、あるいは古文書

で見られる図象と一致し、それらは何世紀にも渡り秘密裏に伝承されてきました。 

 

カードのシンボルによって表された心理学的な法則は、人が経験するすべての事柄に

通じています。各シンボルは、それ自身が持つエネルギーフィールドや光線、または

波長に正確に合わせられていますから、シンボルを使用することはカードが意味する

力を引き出すことになります。 

 

指示に従い正しくカードが使われるとき、これらのシンボルは全く安全です。しかも、

反するエネルギーを持つセトのカードでさえ安全に働きます。しかし、【セト】は占

星術の土星のように、遅れ、困難といった問題を通して、私たちに大切なことを教え

るかもしれません。それは、私たちが欠点と誤りを修正するのを助ける役割をしてお

り、宇宙の原理についての理解を私たちに促してもいるのです。 

 

また、瞑想、占い、お守りといった用途にもカルトゥーシュは使えます。そして、こ

の本で後述するさまざまな展開法で占いをしたとき、状況の分析や夢の解釈、家族の

ことや感情的な問題、お金や仕事の問題、健康や保護、霊性の探求、または解明する

ことのできない多くの謎など、どんな問題にも的確に答えを示します。 
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4 占いの展開法 

スター展開法 

 

 

 

 

 

ポイント1：問題の本質、状況 

ポイント2：問題の原因、問題解決のための重要な要素 

ポイント3：考慮される要因 

ポイント4：解決方法、アドバイス 

ポイント5：最終結果  
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一つの問題について詳しく知りたいとき、このスター展開法は適しています。カー

ドをシャッフルした後、図に示すように配置します。 

各ポイントは特定の意味を持っていますが、これは古代エジプト魔術に従った重要

な意味が隠されています。 

 

 

 

 

 

スター展開法 サンプルリーディング 

 

例1 

 

質問者は若い女性です。両親から離れ、友達と一緒にアパートを借りて生活したい

と考えています。果たしてうまくいくでしょうか？ 
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・ポイント1 

【風】の逆位置が表れています。落ち着きのなさと無関心さを示しています。彼女

はまだ、親元を離れて生活することに自信がないようです。 

 

・ポイント2 

【イシス】が表れていますから、彼女がポイント1で表れたように思うのは、彼女

の母親が原因のようです。しかし、【イシス】は正位置で示されていますから、彼女

自身が親離れできていないのかもしれません。 

 

・ポイント3 

【双子】が逆位置で表れています。パートナーシップについて問題があることを示

しています。カルトゥーシュは、一緒に住もうとしている友達とはうまくいかない

ことを示唆しています。 

 

・ポイント4 

【ピラミッド】は、自己を形成するために必要な、小さな問題であることを示して

います。時間が経てば、この問題は解決するでしょう。 

 

・ポイント5 

【地】は友達と一緒に生活しなくても、1 人で生活できるだけの収入を彼女自身で

得られることを示しています。それに、彼女が1人で住むほうが、満足のいく結果

が得られるでしょう。 
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5 各カードの意味とシンボル 

5-1 NO.1 OSIRIS  ―オシリス―  

 

 

 

シンボル：ジェド柱、オシリスの背骨、神格化された木 

 

称  号：冥界の神、光の主、永遠に朽ちないもの、西方たちの長 

 

ヒエログリフ：ク、霊性 

 

性  質：不動 

 

 

 

キーワード 

 

正位置：知恵、正義、完全性、安定性、年長者への尊敬、責任 

 

 

逆位置：非信頼性、宗教狂、 誇大妄想 
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正位置の意味 

 

霊的、超個人心理、または超意識のレベル 

 

【オシリス】は霊的な父親ですから賢明で優しいのですが、少々堅物なところがあ

ります。彼の持つ強い精神性と霊的な指導力は見えない力をあやつり、願いを叶え

る力を持っています。 

 

 

 

心理や精神面といった潜在意識のレベル 

 

正義感や責任を持つことも重要ですが、年長者への尊敬と信頼を忘れないことも同

様に大切です。それは、解読において、アドバイザーやカウンセラーなど質問者に

とって信頼できる人物を指す場合もあります。 

ホロスコープ展開法の1ハウスに【オシリス】が表れた場合、質問者自身で判断し

たほうがいいことを示しています。 

 

 

 

物質的で世俗的な意識レベル 

 

【オシリス】が展開法において重要な位置に表れたとき、質問者の状況は安定して

いることを示しています。 

今の状況は安定していますし、あなたにとって最良の環境ですから、引っ越しをし

たり、自分への投資と称して新しいことを始めるのは止めたほうがいいでしょう。 

ホロスコープ展開法の10ハウスに表れた場合、安定した仕事や職場環境を示し、7

ハウスについては安定したパートナーシップを示しています。 

 

伝説によると、オシリスは古代エジプトにおいて霊的な役割を担っていただけでは

なく、農作物の栽培方法を人々に教えたと言われていますから、安定した成長と繁

栄を促す役割も担っています。これは、【イシスの飾り留め】と同じ意味に聞こえ

すが、こちらは繁栄と共に犠牲を伴います。 
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逆位置の意味 

 

霊的、超個人心理、または超意識のレベル 

 

盲目的になり、物事を過信したり自分自身が惑わされることを示します。 

また、宗教への過信や誇大妄想も示しています。過剰な信仰心が原因となり、現実

から逃避することもあるようです。 

 

 

 

心理や精神面といった潜在意識のレベル 

 

責任の回避、不正行為、いい加減さと怠慢な行為に走るようです。 

逆位置で示された【オシリス】が特定の人物を指す場合、質問者はその人とは距離

を取ったほうがいいでしょう。 

 

 

 

物質的で世俗的な意識レベル 

 

投資や株などは損害が生じるので、止めたほうがいいでしょう。 

また、あなたが目上の人と争うのなら、止めたほうが賢明です。 
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瞑 想 

 

あなたが霊的なことを追求したいのなら、【オシリス】を使って瞑想することは非

常に効果的です。これは、専門家の間で「キリストの光線」と呼ばれる、崇高なエ

ネルギーと同じものです。このエネルギーは、献身から生まれる深い気持ちと、霊

的な上昇を生み出すことができますから、精神的な安定性や、より安定した状況を

求めているのなら、【オシリス】を使って瞑想するといいでしょう。ストレスなど

余計な緊張を和らげ、困難な状況が生じても前向きに進むことができるはずです。 

 

 

 

 

 

お守り 

 

間違ったことを指導する頼りにならない人々、あるいは不正からの保護として【オ

シリス】のカードを使うことは有効です。 

また、あなたが勝ち目のない戦いをするとき、あなたを強力にサポートするでしょ

う。 

 

 

 

 

 

シンボル（ジェド柱、オシリスの背骨、神格化された木） 

 

【オシリス】を示すのはジェド柱と呼ばれる、オシリスの背骨を模したシンボルで

す。これは、精神性が地球上のしがらみから逃れ、天へと昇っていく姿を表したも

ので、たくましさや安定性、それに物事を遂行する能力を示します。 

 

柱を横切る4本の線は、私たちをとりまく大きな流れを示す四つのエレメント、火・

地・風・水を示します。 
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ヒエログリフ（ク、霊性） 

 

「ク」と呼ばれる魂は、「サフ」という、光り輝く霊的な肉体と共にあると、古代

エジプト人は考えていました。それは誰でも持てるものではなく、純粋で崇高な魂

のみが持つことを許されました。それは【オシリス】自身のように、純粋な霊性と

精神性を備えており、一般的に存在する宗教観を大きく超えたものです。 

オシリスは父性愛にあふれ、霊的にも優れた魂を持っていましたから、常に尊敬さ

れ、信頼されていました。また、冥界の王として権威と規律を統治していましたが、

復活と再生にも非常に強い力を発揮します。 

 

 

 

 

 

神 話 

 

3000 年以上続いたエジプト文明のなかで、オシリスはいつの時代にも最も愛され、

深く信仰された神です。オシリスと彼の家族の間に繰り広げられた神話を読み解く

ことは、【オシリス】のカードをより理解するために非常に役立ちます。これから

その神話を簡単にお話しましょう。 

 

オシリスは妹であり妻でもあるイシスと共に、後にエジプトと呼ばれる国を統治し

ていました。しかし、その国が地球上に存在していたかどうか、また、この話が霊

的な世界での話であったのかなど、本当の所は分かっていません。神話とは、私た

ち人類の、霊的な進化を支援するため、地球にもたらされた神（＝他の星の人々）

の物語でもあるのです。 

 

オシリスにはタイフォンとも呼ばれる、セトという弟がおり、その妻ネフィスと共

にオシリスの統治した国で円満に暮らしていました。オシリスはたぐいまれなる指

導力を持ち、国を繁栄に導いていましたから、国民に非常に信頼されていました。

オシリスは指導力があるだけではなく、農業の方法や家や建物を造る方法といった

技術も人々に伝えました。また、彼は太陽神の教えも人々に伝え、健康と幸福をも

たらしたと言われています。 
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しかしセトは、兄オシリスの人気が気に入りませんでした。ある日、オシリスがイ

シスと共に国民を指導するため神殿を離れている間、彼は72人の仲間たちとオシリ

スを罠にかける計画を立てます。そして、オシリスが無事に帰ってきたことを祝う

晩餐会で、その悲劇は起きます。 

 

宴もたけなわとなったとき、一つの美しい箱が会場に登場します。この箱にピタリ

と体が入る人にこの箱をプレゼントするという、ゲームが始まったのです。 

誰も箱に収まりませんでしたが、オシリスだけは寸分違わず収まりました。しかし、

オシリスが箱に入るや否や、客に扮していた共謀者たちは蓋を閉じ、開かないよう

に釘で封をすると、それを川へ運び、投げ捨てたのです。 

箱は川をさまよい続け、波打ち際に生える木にようやくひっかかりました。木はオ

シリスの箱を包み込むように成長していき、やがて箱が見えなくなるまでに育ちま

した。 

 

イシスはしばらくしてからこの知らせを聞きます。そして、ネフティスの息子であ

るアヌビスと共に、夫オシリスを捜す旅に出ました。イシスは夫が入れられた箱を

隠している木を見つけますが、魔力によってそれを知ったといいます。 

しかし、それより前にビブロスの国王は、海岸でオシリスの箱が隠されている大木

を発見します。王はそのことを知りませんから、木を切り倒し、神殿の屋根を支え

る柱に使うことにしました。 

イシスはそのことを知るとビブロスの王妃に近づき、子供の乳母として宮殿へ出入

りすることを許されます。そして、夜になるとイシスは鳥に姿を変え、オシリスの

いる柱の周りを飛び回り、嘆きの声を上げたのです。その姿を見た王妃は驚き、そ

れをチャンスとばかりにイシスは魔法を使い、オシリスの箱を取り戻すことに成功

しました。 

 

しかし、それで終わりではありませんでした。セトはイシスが眠っているあいだに、

オシリスが眠る箱を盗んだのです。イシスが二度と見つけられないように、今度は

オシリスの体を14に刻み、それらをエジプト全土にちりばめたのです。 

それでも、イシスは再びオシリスを探しに出掛けます。ネフティスと共に国中を旅

し、遺体を次々と見つけていったのです。しかし、陰茎だけは見つけることができ

ませんでした。イシスは拾った遺体をつなぎ合わせ、陰茎の部分は複製を作りまし

た。 
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遺体を修復したあと、イシスは魔術を使い、オシリスを再生復活させようとしまし

た。トトも魔術を使い、イシスを支援しました。その願いが叶い、オシリスは一時

的に再生し、イシスはオシリスの子供を身ごもったのです。その後、オシリスは天

へと昇り、ホルスを出産するのを見守ったのです。 

 

 

 

ある伝説では、オシリスは箱のなかで3日3晩過ごしたといいます。そして3日目

に彼は起きあがり、天へ昇って行ったといいます。その日は奇しくも12月25日、

クリスマスと同じ日です。 

冬至と呼ばれる12月22日は、太陽南中高度が一年の中で一番低くなる日ですが、

この日はオシリスの復活再生を3日後に控えた日でもあります。イシスは処女であ

りながらホルスを授かりますが、これはオシリスの魂がイシスに受精したからです。 

 

 

 

また、別の伝説では、神々がまだ母であるヌトの胎内にいた時のことについて書か

れています。 

トトはゲブとヌトために、5 日間のうるう日を作ります。その間に彼らは、オシリ

ス、イシス、ホルス、ネフティス、セトという5神を出産しました。 

しかし、考古学者の中には、この物語に登場するホルスは、後の神話に登場するホ

ルスとは異なると考えている人がいるようです。 

 

 

 

オシリスにまつわる神話は諸説ありますが、私は著名なものを解釈として採用する

ことにしました。そして、オシリスの他の家族についても、カルトゥーシュシステ

ムでは採用しています。彼らはもうすぐ訪れる水瓶座の時代とも関連しており、未

来への案内役の役目も担っているのです。 

 

 

 

続きは本で！ 


