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＜ ごあいさつ ＞ 

 

本書は、死んだ祖父との対話を紹介した以前のブログ「魂の掟」の全記事を収録したものです。 

対話は 2011 年 3 月 9 日〜2015 年 3 日 9 日まで行われ（現在も再開されています）、対話の抜粋を紹

介したブログは大きな反響を頂き、当時ライブドア・ブログ「思想哲学部門」でランキング 1 位を獲

得することになりました。 

 

スピリチュアルカウンセラーの仕事をスタートしたのもブログがきっかけでしたし、起業したのもブ

ログでの出会いがきっかけでした。そして 2018 年 4 月、当時のエピソードを分かりやすくまとめた本

『天国おじい』がダイヤモンド社から出版されることとなり、祖父のコトバをより多くの方々に届け

ることができたのは最大の喜びです。 

 

本書では、ブログで公開した記事を順番そのままに収録しています。まさに『天国おじい』の裏側で

行われていた対話になりますが、それでもブログで紹介できたのは全対話の半分ほど。記事を振り返

ってみると、こだわりを捨て切れず、感情に流されるままに生き、行動の伴わない日々を過ごしてい

たことに恥ずかしくなるばかりですが、対話の理解を深めて頂くために、私の人生背景の要点を簡単

に紹介致します。そこから導き出されるテーマには、多くの共通点があるかもしれません。 

 

①リーマンショックの影響で失業したこと。 

 → 人生は、いつ何が起こるか分からないもの。「安心と安定の保証」はどうしたら得られるのだ

ろうか？ 

 

②ミュージシャンになる夢を追いかけていたがダメだったこと。でも諦められなかったこと。 

 → 誰でも夢や理想があるものの、努力しても叶わないことがある。でも他の人はいとも簡単に成

功していることも。理想の実現や成功の本質とは何なのだろうか？ 

 

③子どもの頃にプロテスタント系カルト宗教に属していたこと。脱洗脳して脱会したこと。 

 → 誰しも育ってきた環境や境遇の影響を受けている。親の影響は特に大きいが、苦労の原因と対

策はどうしたらいいのだろうか。 

 

④スピリチュアルや自己啓発系に傾倒してスピリチュアル弱者になったこと。 

 → 自分の人生に向き合うため真摯に真理を求めながらも、逆に迷いが増えてしまうことがある。

森羅万象や人生の本質とは？ 

本書では多くの情報を紹介していますが、本書を読み進めるにあたって、新たな気づきの一助になれ

ば幸甚です。 

 

心からの感謝と共に。 

石川 大智 

 

注：本文中、オレンジ太文字が祖父の言葉です。 

注：ブログ記事での誤字脱字は修正しておりますが、修正しきれていない部分があるかもしれません。 

  どうぞご了承くださいませ。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              はじめに：現実を支配する３つの絶対的なルール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

祖父との対話が始まったきっかけと目的は、人生の路頭に迷っていた私の「固定観念」を正すためで

した。 

人生を取り巻く「現実」という景色・環境は、その時々で持っている個人の「固定観念（価値観）」

の影響を受けます。価値基準はいきなり形成されるのではなく、「行動」に影響を与えながら蓄積さ

れていきます。それは、五感と思考に取り入れたものが栄養となって熟成されていくのです。 

 

五感と思考に取り入れるもの → 蓄積・熟成 → 価値観 → 行動 → 現実を作る 

 

しかし問題は、熟成された価値観の精査が出来ないことです。 

もし、理想と乖離した価値観を形成していたら？ 

現実には通用しない価値観を形成していたら？ 

それにすら気付かずに物事の選択をしてしまっていたら？ 

 

つまり私の価値観は現実には通用せず、理想の叶え方にも適応できず、それでも「これが正しい」と

思った固定観念に基づいて人生の選択をしていたわけです。なので、私が当時路頭に迷っていた原因

は私の「固定観念」に原因があり、その価値観をぶっ壊すことが最初のテーマになります。 

 

そして対話はその後、「自己を知る」ことの重要性にテーマがシフトします。 

つまり、五感と思考に取り入れるものが「自分に合っているのか？」「必要なことなのか？」を精査

するためには「母体」（自己）を知らないと始まらないというわけです。そこで、自己精査するため

の一つの査定基準として「魂パターン」が出てきます。 

魂パターンは９つあり、人間は誰でも特定のパターンを持っているのですが、魂に内包された自己の

本質的な情報が人生に明確に反映されるため、自己の本質とズレた概念を持ったままでは人生は一切

好転しないわけです。 

 

「自己を知る」ことで重要なことは、「取捨選択する判断基準が持てるようになる」ということにあ

ります。要は「迷い」が無くなるわけです。そもそも、現実に起こること（問題）への対応は悩むよ

うなことではありません。現実的な問題は然るべき方法で必ず解決できるからです。 

でも、迷い・悩み・苦しむことがあります。 

 

なぜでしょうか？ 

 

「その原因は『感情』である。苦労の元凶は『感情』でしかない」と祖父は言います。 

つまり、自己を知って判断基準を持つ秘訣とは、「自己の感情的傾向を自分で把握し、感情との付き

合い方を知ること」を意味しています。そこで、苦労を３パターンに分けて解説し、感情的傾向（４

つのカルマ感情）を知ることの大切さを祖父は説いていきます。 

 

ここではじめて、対話は「理想の叶え方」の話にシフトしていきます。 

その中で大きなトピックを占めているのが、「恋愛・結婚・人間関係」にまつわる話です。 

しかし、当時は「理想を叶える方法」のトピックで人間関係の話が出てくる意味が分かりませんでし

た。 

なぜ夢の叶え方で「人間関係」の実態の話になるのか？と。 

 



「この現実世界において絶対的に無視できない３つのルールがある。それは、①重力、②時間、そし

て、③社会構造の３つだ」と祖父は語ります。 

 

昨今の自己啓発系や精神世界系では必ずと言っていいほどに「量子論」が出てきます。この科学的裏

付けを根拠にして「引き寄せの法則」がいっきに市民権を得ました。既存の自己実現ノウハウでは「思

考は重力と時間の拘束を受けないから効果がある」というわけです。いわゆる「奥義・ノウハウ系実

践法」が人気を博するわけですが、「そんなことはどうでもいい」と祖父は一喝します。 

 

なぜでしょうか？ 

「短絡的なノウハウに集中するあまりにもう一つの絶対的ルールを忘れているからだ。それが『社会

構造』だ」と。 

つまり、「社会」とは人間社会であり、人間関係で構築されていること。それが私たちの生きる現場

環境・条件であること。そして、そこには個々人の「感情」が入り交じっていること。祖父いわく、

「突き詰めれば、重力や時間などの理屈を一切気にしなくても、社会構造さえ意識していれば理想は

叶う」というのです。 

 

つまりは、あなたが生きている現実とは「社会」であり、社会は「人 vs 人」であり、それは「感情 vs 

感情」を意味している。 

これを言い換えれば、理想の叶え方の秘訣は「法則・ノウハウ」は関係無くて、「社会に通用する人

間たれ」ということだ。 

 

そこで祖父は、一貫して「人間力」の重要性を説きます。 

皆さんもお分かりの通り、チャンスは人間関係でしかやってきませんし（お金も社会ツールなので）

夢を叶える方法とは、人間関係という社会の中で「信頼されるに足る人間になれ」というわけです。

社会は感情を持った人間の集まりだからです。 

これは裏を返すと、「自力では夢は叶わない」ということを意味しており、自己にも限界があるとい

うことも意味しています。だからこそ「協力」が必要になります。 

 

つまり、「理想を叶える可能性が自分にあるか否か？」を判断する方法は、「自分は『協力したい』

と思われる人間か？」ということです。ただし、自分が「いい人間だ」とアピールしても意味があり

ません。 

相手がどう思うか？ 

社会は「あなた」をどう捉えるのか？ 

ノウハウや奥義の知識量の問題ではないのです。 

だからこそ祖父は、「成功の秘訣は『人間力』で決まる」と言います。「人間力とは『信頼力』だ。

しかし、社会的な信頼は一朝一夕では構築できない。だから「努力」が必要なんだ。」とも。 

 

しかし、です。 

 

「私が求めているのは物質的な成功ではなく精神的な成功である」と言うケースも多々あります。 

「物質的・物理的なものに依存・起因しない自立した幸福感・満足感を求めることが目的であり、お

金だの成功だの世俗的なことは関係ないんですよ。」と。 

 



もちろん、これは悪いことではありません。魂の求めるひとつの目標であり人間の本質でもあります。

だからと言って「じゃあ、なぜこの物質世界に生まれることを選んだのか？」という根本的な条件設

定を忘れてはいけないのです。 

 

なぜか？ 

 

祖父はこう言っています。 

なぜなら、幸せや崇高な満足も「対 人間」からでしか得られないものだから。 

単に自己満足することが目的なら個人の自由だが、「愛の本質」は人間関係からでしか得られない。 

地球とは、「愛」を人間関係から感じ・学び・提供し・体現していくことを目的にした魂が生まれて

くる環境だ。 

あなたは、そういう「現場」に生まれてきたんだよ。 

 

物質的な成功も精神的な成功も、キッカケは人間関係でしか成立しないというわけです。 

どんな理想を持とうが、「理想が叶うのは、社会構造（人間社会）という現場条件を大前提に考え、

社会に適合すること」。 

だからこそ「出逢い」が大きな意味を持ってきますし、守護霊の役割が「出逢いのセットアップをす

るだけ」という衝撃的な事実が大きな意味を持ってきます。 

 

さて、もし今、人間関係で悩み、傷つき、迷い、苦しんでいるとしたら… 

 

自分は「間違っていない」と割り切って頂きたいと思います。 

確かに真相を突っ込んでいけば、自分の至らなさ・落ち度・不甲斐なさが原因かもしれませんし、魂

の事情やカルマ感情が原因していることもあります。しかし、「『自分は間違っていない＝相手が間

違っている』わけではないが、人間関係で悩むのは、社会に適合している証拠だから」です。 

 

だからといって、悩み・傷つき・迷い・苦しみ続ける必要はありません。 

変化は起こせます。 

 

対話のトピックは多岐にわたり、人間が共通して抱える疑問のほとんどを網羅していますが、対話の

根幹テーマは「この現実世界で『自分らしく生きる』ために必要な情報のすべて」です。自己を再吟

味し、「本当の自分」への気づきを得ることにお役に立てれば幸いです。じっくりお読み頂ければ、

「自分が与えられる『愛』とは何か？」についての大きな気づきが得られることと確信しています。

読む度に「そういうことだったのか！」と新たな気づきが得られるので、気になるトピックを定期的

に読み返すと大きな助けになると思います。 

 

そして本書では、「恋愛・結婚・人間関係」にまつわる未公開の対話を紹介していますが、その最後

では、カルマを引きずらず、かつカルマを超えられる判断基準について触れています。これはとても

重要な判断基準となるでしょう。 

 

では最後に、対話の初期に言われた祖父の言葉を。 

 

あなたはこれまで色々な情報を得てきたと思うが、その一つひとつが、あなたが選択する行動規範（固

定観念）になっている。 



何かを変えたいと願いつつも変化が起きないなら、それは、あなたが持っている「価値観」に原因が

あるわけだ。変化が起きないなら、抜本的な整理整頓をすべきであり、これからの対話でそれを扱っ

ていく。 

奥義を知っているか否か、スピリチュアル実践を実行しているか否か、霊的知識量があるか否かはま

ったく関係ないし、ノウハウの良し悪しでも誰でのせいでもなく、すべては「あなた」次第だ。 

そこで、あなたの固定観念を一度ぶっ壊す。 

 

仮にこれまで５年間悩み苦しんだとしたら、「何か」を変えない限り今後の５年間も同じ毎日が続く

ことになる。「何か」を変えなければ何も変わらない。当たり前のことだ。 

その「何か」とは、あなたが大事にしている（正しいと思っている）「価値観」や「知識」だ。 

ここらで現実的な視点でスピリチュアルを再探求してみようじゃないか。 

 

じゃあ、対話を始めるとしようか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ＜ 全記事タイトル一覧 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１. 基礎編：魂・運・スピリチュアルの実態 

基本的な概念を扱っています。正しいと思っているスピリチュアルの概念を是正していく内容です。 

 

001.  対話のはじまり 

002.  人生の成功は自覚から始まる 

003.  自分の意志で生まれてくる 

004. 「生きている」ことだけが絶対 

005.  魂とは何か？ 

006.  魂とは意識である 

007.  魂の課題は千差万別 

008.  魂はどこにあるのか？ 

009.  意識と意思と意志 

010.  直感に理由はない 

011.  引き寄せの法則の話 

012.  引き寄せの概念は宗教 

013.  シンクロは思考とは関係ない 

014. 「思考が現実化」の意味とは 

015.  引き寄せのパラドックス 

016.  思考と意識は別物 

017.  思考ではなく意識の反映 

018.  潜在意識は変えられない 

019.  運とは何なのか？ 

020.  運のある場所 

021.  人生軌道の追い風 

022.  人生の目標と課題と逆境 

023.  先天的な問題と後天的な問題 

024.  人生の課題の３パターン 

025.  人生で必要なもの 

026.  人生軌道を理解する 

027.  現実とスピリチュアルとのバランス 

028.  第六感の重要度の割合とは？ 

029.  必要なものは備えられるのか？ 

030.  自然界は合理的にできている 

031.  人生において備えられるもの 

032.  魂の初期設定と宿命 

033.  魂の４つの初期設定 

034.  初期設定① 寿命 

035.  初期設定② 健康 - 身体的要素 

036.  初期設定② 健康 - 性格 

037.  初期設定② 健康 - 病気になる理由 

038.  感情と初期設定 

039.  初期設定③ 天職 （仕事） 

040.  初期設定④ 生涯年収 

041.  お金に関する勘違い 



042.  お金とは信頼の結晶 

043.  出会いの意味と順序 

044.  恋愛と結婚の違い 

045.  付き合いは「把握力」のため 

 

２. 意識と夢の実現の実態 

意識についての基本的な解説と、自己実現の実態を扱っています。 

 

046.  意識とは？ 

047.  天地創造とは？ 

048.  時間の概念とは？ 

049.  ワンネスとは？ 

050.  悟りとは？ 

051.  アカシック・レコードと根源意識 

052.  人生と向き合う価値 

053.  これからは年俸制になる 

054.  思考と意識の関係性 

055.  意識は目的 

056.  意識のベクトル 

057.  物質界のベクトルについて 

058.  生まれた目的・課題パターンについて 

059.  自己パターンの判断基準 

060.  自己判断の指針と効果 

061.  意識と思考の境界線 

062.  自己診断の方法 

063.  自己診断と魂との関連 

064.  意識は思い出すこと 

065.  瞑想＝思考にスペースを空ける 

066.  意識と連動したリラックス 

067.  脳 100%活用は可能なのか？ 

068.  今後 100 年の命題とは？ 

069.  今後の時流とは？ 

070.  夢は叶わない？ 

071. 「夢」はあくまでも夢 

072.  夢を叶える現実的要素 

073.  夢には覚悟と犠牲が必要 

074.  夢の落とし穴 

075.  それは魂レベルの夢なのか？の判断 

076.  早期実現と大器晩成の違い 

077.  夢の実現に一番必要なこと 

078.  夢と神様との関係 

079. 「幸せ」とは？ 

 

 



３. 恋愛・結婚・人間関係 

恋愛の意味と結婚の秘訣、男と女の関係にまつわる魂的な意味について。また、人間関係と成功の因

果関係を扱っています。 

 

080.  すべては人間関係 

081.  恋愛とは？ 

082.  なぜ好きになるのか？ 

083.  感情とのバランス 

084.  結婚できない理由 

085.  己を知っているか？の判断 

086.  結婚は価値・責任意識・覚悟 

087.  男と女の役割 

088.  男と女が学んだこと 

089.  別れは善か？ 悪か？ 

090.  不倫・浮気は是か非か？ 

091.  出逢いと別れの原則 

092.  特殊な関係での鉄則 

093.  浮気性の真実 

094.  愛とは？ 

095.  愛のパラドックス 

096.  愛の価値とは？ 

097.  セックスに成功の秘訣が？ 

098.  セックスと成功 

099.  人間関係の基本 

100.  人間は２パターンだけ 

101.  すべては人間力次第 

102.  人間力は演出できる？ 

103.  人間力演出の注意点 

104.  自己分析の重要性 

105.  自己分析の方法 

106.  自己分析の先に見えること 

107.  魂＝スピリチュアルではない 

108.  スピリチュアルの落とし穴 

109.  向こうの世界と現実世界の接点は人間 

110.  本当の人間力とは？ 

111.  本当の人間力の作り方 

112.  現実との向き合い方とは？ 

113.  対話の終わりに 

114.  筆者より 

 

４. 神・霊界・森羅万象の実態 

スピリチュアルとエネルギーについての、より深いトピックを扱っています。 

ガラスの喩えを用いての成功ノウハウの実態と落とし穴の解説は、「２. 意識と夢の実現の実態」の内

容をより深く理解するのに役立ちます。 



 

115.  魂は霊界には戻らない 

116.  魂の構造 

117.  天国と地獄は方便でしかない 

118.  死後観のパラドックス 

119.  幽霊の実態 

120.  憑依の実態 

121.  カルマは行為と関係ない 

122.  スピリチュアル最大のパラドックス 

123.  除霊の盲点 

124.  本物の幽霊 

125.  魂と感情魂が別れる意味とは？ 

126.  死後の展開について 

127.  お墓参り・神社参拝の大きな勘違い 

128.  お墓参りの通念 

129.  先祖「代々」の意味とは？ 

130.  祈願してもいいこと 

131.  守護霊は助けてくれない 

132.  守護霊の実態とは？ 

133.  守護霊のメリット・デメリット 

134.  ご先祖のタタリはない！！ 

135.  呪いは受けた方が悪い？ 

136.  問題解決としてのお墓参り？ 

137. 「神」は神ではない！？ 

138.  神はいる？ いない？ 

139.  神はいないってこと 

140.  神のパラドックス 

141.  「分け御霊」の意味とは？ 

142.  スピリチュアルを極めたいなら？ 

143.  スピリチュアルはドラッグ 

144.  「学ぶ」というスタンスは間違い 

145.  結局、神とは？ 

146.  なぜ神は感情なのか？ 

147.  神とは相対的なもの！ 

148.  神が神である根拠はない 

149.  己の神性が、そのまま神となる 

150.  悪魔も神も同じ 

151.  魂は「闇」 

152. 「闇」は魂のサウンド 

153.  言霊パワーという戯れ言 

154.  言霊の実態 

155.  言霊の価値 

156.  エネルギーのバランス 

157.  これから知るべき最も大切なこと 



158.  エネルギーとは？ 

159.  エネルギーの実態 

160.  現実世界のエネルギー作用 

161.  人間という存在の意味とは？ 

162.  エネルギーの誤解 

163.  絶対に必要なこと 

164. 「アイテムが違う」という盲点 

165.  セミナーの盲点 

166.  ガラスの意味 

167.  成功を手にする方法 

168.  エネルギーの関係性 

169.  エネルギーと「叩く」の関連性 

170.  ヒーリングとは？ 

171.  ヒーラーの見分け方 

172.  ヒーリングのパラドックス 

173.  正しいヒーリングの概念とは？ 

174.  エネルギーをパワーに変える概念 

175.  意識の改革 

176.  人生での受容と供給 

177.  エネルギーの交換 

178.  努力の意味 

179.  努力の価値 

180.  意識のアウトプット 

181.  エネルギーの流し方 

182.  エネルギー視点での健康法 

183.  意識のはじまりは？ 

184. 「無」と「空」とは？ 

185.  生きる、ということ 

186.  対話の最後に 

187.  筆者より 

188.  （欠番） 

 

５. 応用編：魂と現実との関連性 

自己の魂の特性を効果的に現実へ反映させるための具体的な内容を扱っています。 

 

189.  対話の再開 

190.  天才と凡人の違い 

191.  苦労の意味 

192.  集中の目的 

193.  潜在能力とは？ 

194.  意識と魂の連動を図る方法とは？ 

195.  感情的シコリと成功の関係とは？ 

196.  感情と成功の本当の関係とは？ 

197.  感情とは？ 



198.  成功できない原因と落とし穴 

199.  成功の現実的な考え方 

200.  運とは？（おさらい） 

201.  運と成功の関係 

202.  叶わない夢もあるという事実 

203.  己を知る術 

204.  人生に起きる３種類の問題 

205.  成功を決める意外な２つの要素 

206.  宝くじに当たる理由とは？（シンクロの実態） 

207.  シンクロが起きる条件 

208.  あなたと宇宙膨張の関係とは？ 

  

６. 「気づき」とは？ 

スピリチュアル系で頻発する「気づき」についての本当の意味を扱っています。 

 

209.  スピリチュアルとの距離感とは？ 

210.  霊能の役割と限界について 

211.  「気づき」とは？ 

212.  現実化ノウハウの誤解とは？ 

 

７. 未来は決まっているのか？ 

「未来」について示唆に富んだ内容を扱っています。 

 

213.  未来は決まっているのか？① 

214.  未来は決まっているのか？② 

215.  未来は決まっているのか？③ 

216.  未来は決まっているのか？④ 

217.  未来は決まっているのか？⑤ 

218.  未来は決まっているのか？⑥ 

 

８. 時間と魂について 

現実世界を拘束する「時間」の実態と、自己の可能性を実現することとの因果関係を扱っています。 

 

219.  時間は未来から流れている？ 

220.  時間とは？ 

221.  魂と時間の壁を壊す 

222.  魂主体で生きるとは？ 

223. 「集中」と「人生俯瞰」の関連とは？ 

224.  自分時間を作る。時間をコントロールしない！ 

225.  夢を叶える秘訣とは？ 

226.  万策尽きるという感覚 

 

 

 



９. 最終章：魂の効果性を発揮する 

自己の魂を発揮する究極の目的とは？ 究極の結論に導かれます。 

 

227.  スピリチュアル革命とは？ 

228.  個人的な回顧と本質について 

229.  人生で「何に」意識時間を費やしているか？ 

230.  理想の実現と意識の優先順位との関連 

231. 「最大のエゴ」と向き合う 

232.  自分のカルマ感情を認める 

233.  カルマ感情の解消方法 

234.  究極の問い 

235.  究極の結論 

236.  将来と今 

237.  最後の対話 

 

 

特別付録：「恋愛・結婚・人間関係」の未公開対話 

「３. 恋愛・結婚・人間関係」と重複する内容もありますが、ブログにて公開しなかった対話を紹介し

ます。 

重要な核心が紹介されています。 

 

特典 01.  人間関係で悩む元凶とは？ 

特典 02.  カルマを引きずらない決断方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        １. 基本編：魂と運の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



001 はじめに 

 

＜自己啓発との出逢い＞ 

対話が始まったのは、震災２日前の 2011 年 3 月 9 日午後のことでした。 

 

当時、私の人生はどん底でした。 

20歳で就職し、サラリーマンで収入も安定していたので何不自由ない生活を送っていました。しかし、

2008 年のリーマンショックの影響で突然失業してしまったのです。33 歳の時でした。 

「どうやって生活していこうか？」と悩んでいた時に自己啓発本と出逢います。 

 

・夢は何歳でも叶えられる 

・人生はこれからだ！ 

・失敗こそ成功のもと 

・夢をリアルにイメージすればすべて叶う 

 

感動の連続でした。 

特に「夢は何歳でも叶えられる」というのが嬉しかった。 

なぜなら、ミュージシャンになることが子供の頃からの夢で、30 歳から二足の草鞋で音楽の仕事もし

ていたからです。昼間はサラリーマン、夜はライブバーでギターを弾く。休日はライブを行い、ラジ

オのパーソナリティを務め、レコーディングや楽曲制作などを行っていました。 

 

「失業はチャンスかもしれない」 

 

自己啓発本に影響を受けた私がそう考えるのは当然のことでした。 

それからは音楽だけに打ち込みます。 

「いつか印税生活を実現して悠々自適に生きていく」 

それが私の人生の目標でした。いわゆる「好きなことをして生きていく。それが人生だ」という自己

啓発的な思考をしていたわけです。 

 

今となっては恥ずかしいだけですが、当時の私にまったくの迷いも不安もありませんでした。だって、

「夢を叶える法則」とやらを読んで実践していたからです。 

とくに力を入れたのが「引き寄せの法則」です。これぞ最高の奥義だと信じ、その類の本を何冊も何

冊も読み漁り、セミナーに通い、ノウハウを実践していました。 

あとは、叶うのを待つのみです。 

 

＜人生、奈落の底へ＞ 

しかし、です。 

状況は好転するどころか急降下の一途をたどります。貯金が無くなり、音楽活動も停滞し、持ってい

た機材を売っては現金化して生活をつなぐようになります。前職の業界には戻れなかったので、アル

バイトを始めたは良いものの、病気が発症して仕事ができない状況になってしまう始末。 

食べるものを買うお金すらなくなり、離婚していた母の実家に転がり込みました。 

 

当時の私は不思議で仕方ありませんでした。 



だって、成功するノウハウを実践しているのに、現実は何も変わらず酷くなるだけだったからです。

でも仲間たちは音楽で成功していく… 

同じスキルで、同じことをして、同じ努力をしているのに自分だけが取り残されていくのです。お金

が入ってくるイメージアプローチをしているのに、返済先に土下座をしてまわる日々が続きました。 

 

常識的な意識の持ち主ならば、さすがに「オカシイ」と気付くのでしょうが、自己啓発・精神世界系

に傾倒していた私には「実践方法が間違っているのかも？」という思考しかできないのです。そこで、

より真剣にスピリチュアル実践を行うようになりました。神社仏閣参拝・お墓参り・パワースポット

巡り・お守りを身に付ける・高額セミナーに行く・霊能者に除霊してもらう・ヒーラーに相談するな

ど、考えうるすべてのことを実践したのです。 

 

でも、変わらない… 

もっと、もっとひどくなっていく… 

完全に人生を見失いました。 

 

今でも覚えています。 

夜道を独りで歩いていると、通りすがった女性が私を観て「キャ！」と言って後ずさりしたこと。相

当なネガティブ・オーラが出ていたのかもしれません。 

 

＜もう一つのストーリー＞ 

実は、私はクリスチャンでした。 

両親がプロテスタント系カルト教団のクリスチャンだったので、私も子供の頃から教団に属し、教団

の価値観のもとで育ちました。子供の頃から「神」と「神の愛」について興味を持っていたタイプだ

ったことも手伝って、13 歳〜25 歳までは真剣に布教活動を行い、かなりガチガチの宗教人間だったの

です。 

 

しかし、宗教からは答えは得られないと思った私は自力で脱洗脳して教団から完全脱退に成功します。

でも、根底には「神に代わる何か」を求めていた事がスピリチュアルに傾倒した大きな理由であるこ

とは否めません。そんな人生のどん底の時期に会ったある霊能者に「宗教から脱退したから宗教から

呪われている。宗教に戻りなさい」と言われていたことも葛藤の一つでした。 

 

「何がいけなかったのか？」 

「何を間違えたのか？」 

「真実は何なのか？」 

 

この３点を考えても答えが見つからない毎日。 

もう何が何だかまったく分からず、完全に混乱した状態でした。 

 

＜対話のはじまり＞ 

そんなある日（2011 年 3 月 9 日）、会社の都合で突然アルバイトが休みになった私は、ふと思い立っ

て祖父のお墓参りに行くことにしました。それまでは夢を叶えて欲しい一心で幾度となく通ったお墓

でしたが、しばらく行っていなかったからです。 

「何もすることないから、たまには行ってみるか…」 

そんなノリです。 



 

生前、祖父は厳しい人でした。 

職人でストイックでもあり、自分にも厳しい分、他人にも厳しい人。 

子供の頃に一緒に生活していた時は一緒にいるのがとにかく怖かった。孫に何かを買ってあげるよう

なことは一度もなく、祖父から何かもらった経験はありません。 

私が大人になってからも祖父のことは大好きでしたし尊敬していたけど、祖父に会うとなんか恐くて

上手く会話が出来ない。そんな感じです。 

 

そんな祖父は、2005 年末に亡くなっていました。 

 

「今の俺を見たら、おじいちゃん、俺のことぶん殴るだろうな…」 

そんなことを思いながら祖父が眠る霊園に着いて墓前に向かった時、何気なく祖父に語りかけました。 

 

「俺、どうしたらいいのかまったく分からないよ…」 

 

すると、 

 

「お前は頑張っている」 

 

と、ハッキリと声が聞こえたのです。 

ビックリして辺りを見回しましたが誰もいません。でも、その声は祖父の声だとすぐに分かりました。 

 

「お、じ、い、ちゃん？」 

 

「しかし、お前の勘違いも甚だしいな」と祖父の声が続きます。 

 

「勘違いって？」 

 

「運が悪いだとか、スピリチュアルだの、成功法則だの、神様にお願いだの、そんなことで人生が変

わるとでも思っているのか！？」 

 

「で、でも、宇宙には人生を成功させる絶対法則があるんで、しょ？」 

 

「ない。そんなものは、ない！」。 

 

 

002 人生の成功は自覚から始まる 

 

ない！？ じゃぁ、何を信じたらいいの？ 

 

何かを信じるということ自体が間違いだ。「信じる」というのは「他力」だ。他力は自己責任の放棄

だ。 

 



でも、世間にはたくさんの哲学があるし、ノウハウもある。それで成功している人間もたくさんいる

よ。 

 

それで成功できない人間もたくさんいるよ。そういう人間の方が圧倒的に多い。 

 

でも、生まれた以上は生きていかなければいけない。 

生きているだけで大変だからこそ、核というか、軸になる何かが必要じゃないの？ 

 

たとえば？ 

 

法則だったり、ノウハウだったり。宗教が存在するのもそうじゃない？ 

 

要は「安心」が欲しいんだな。 

こうすれば絶対大丈夫。これを信じていれば間違いないという安心。この人についていけば不安はな

い、ということもあるだろうな。仕事を見つける理由も、結婚する理由も、昨今は安定的要素で判断

する傾向が強い。 

  

「安心」ね。確かにそうかもしれない。 

 

でも、そこには欠落していることがある。 

 

なに？ 見極める眼力とか？ 

 

何を軸にして生きているかだよ。 

 

その軸がないから、安心材料を見つけなければいけないのでは？ 

 

なぜ “他” に求めるんだ？ 

 

他力だって言うけど、それは違うと思うな。 

他力ではなくて、何かを成し遂げるためのガイドが必要なんだよ。助けが。 

 

それは、いきなり病院に行って「治して下さい」って言うようなものだよ。 

 

つまり？ 

 

自覚しろってことだ。 

何か症状がある。それを “自覚” 症状として理解しているのか、単に症状として漠然と認識している

だけかでは話が変わってくる。 

 

じゃぁ、成功したければ何を自覚しろっていうの？ 

 

主役が誰かを認識しろってことだ。生きているのは自分だってことを自覚しろってこと。 

 



自覚してるよ。だから悩むんだよ。 

 

自覚してない！ まったく自覚してない！！ 

これは生きているほとんどの人間にも言えることだ。生きているからといって強がったことを言うな。 

ただ毎日を過ごして、嫌なことがあると愚痴って、問題を抱えると文句たれて。挙句の果てには「自

分の意思で生まれたわけじゃない」とか言いだす。 

 

人間関係だってそうだ。いざ結婚してみたら「こんな人じゃなかった」と言って相手を責める。「性

格が合わない」とかいう馬鹿げた理由を付けては別れる。 

逆に、ちょっと前向きになったかと思うと、ノウハウだの、成功だのと言いだして勉強したりするが、

それで結果が出ないと「これは間違ったノウハウだ」と思って違う本に手を伸ばす。 

挙げ句の果てには、「幸せが大切だ」「感謝が大切だ」とか言いだして現実逃避する。その意味も分

かっていないのにな！ 

自覚してない。漠然と時間を過ごしているだけだ。 

 

でも皆仕事して必死に生きているよ。 

 

当たり前だ。働かないと稼げないからな。ま、お前は働いていないから、あれこれ言う資格はないが

ね。 

 

まぁ、そうだけど… 

 

ま、気を落とすな。 

お前が本当に人生を立て直したいなら、必要なことをすべて教えてやる。ただし、立て直すのは大変

だぞ。知ることは出来ても、それはあくまでも頭で知っただけの話であって、すべてを実行して現実

を変えていかなければいけない。 

 

まず、どうしたらいい？ 

 

まずは姿勢の問題から話す。生きることへの姿勢だ。 

何を自覚すべきなのか、“自覚” の意味も分かってもらわないといけない。 

 

わかった。教えて欲しい。 

 

 

003 自分の意志で生まれてくる 

 

じゃぁ、お前がこだわっている「絶対法則」とやらを教えようか。 

 

わかった。何？ 

 

「生きている」ってことだよ。 

 

え…？ 



 

期待外れか？ 

 

かなりね。 

その何が絶対法則なの！？ 

 

「生きていること」への認識を持てってことだ。 

 

ん…、ちょっと解説して。 

 

じゃあ、逆に質問しよう。 

お前はなぜ生まれた？ 

 

え？ 理由？ なんだろうな… 

 

簡単だよ。お前の父親と母親が出逢ってセックスしたからだよ。 

 

あ、確かに。 

 

ん？ 

 

自分の意志で生まれてきたとしたら？ 

 

あ、なるほど… 

でも、それって本当なの？ 

 

真実かどうかの話をしているのではない。視点の転換の話だよ。 

さて、普段生活している中で、「目的なしに動く」ということは絶対にない。ダラダラとテレビを観

るといった惰性的なことでも、もしくは、くしゃみが出る、あくびが出るといった生理的な現象でも

必ず理由があって目的がある。 

 

そうだね。 

 

でも、そもそも「生まれたこと」に意志も理由も目的もないとなったら、これは実に悲しいことだな。

森羅万象のルールから考えても例外的なことになってしまう。 

 

でも、親は「子供が欲しい」って思ったわけだから、目的はあるよね。 

 

それはあくまでも親の意志だ。「親の意志＝子どもの意志」ではない。 

もし「親の意志＝子どもの意志」というのが正しいとしたら、「欲しい」と思っていた訳ではないケ

ースの場合はどうなる？ それだと、根底から存在意義が無くなってしまうよ。 

つまり、人間の中には、「自分の意志で生まれた訳ではない」という固定観念がある。この認識を変

えないと人生に変化は起きない。 

 



自分の意志で生まれたのが、この人生だと？ 

 

そうだ。 

 

 

004 「生きている」ことだけが絶対 

 

つまり、自分の人生を能動的にとらえるのか？ 受動的にとらえるのか？の違いであり、人生を受動

的認識から能動的認識に変えろっていう話だ。能動的な認識を持てることが “自覚”であり、これで主

役が決まる。これが「生きている」ということだ。 

この視点を持てるようになると、現実の景色が変わる。捉え方が変わるんだよ。 

 

たとえば、相手が悪いと思える問題でも、実は自分の問題であると分かったりする。そうすると相手

を変えるのではなく「自分が変わろう」と思えるし、その方が、話が早い。これは、物事への識別力

が高いとか、頭がいいとかの話ではなく、そもそも「生きていること」を能動的に捉えているか？ど

うかの話だ。これが本当の「前向き」という意味だ。 

 

また、たとえば具体的な問題解決には、いわゆる「頭の良さ」が大きく影響するが、人生に必要なの

は頭の良さではなく、生きていることへの自覚の方が大切だ。これを勘違いしていると人生に変化は

起きない。 

 

「生きてる」ってことが絶対的なこと、か。 

 

ま、もっと分かりやすく言えば、どんな成功も、生きていないと手にできないしな。 

お金があっても生きていないと意味がない。生きているから幸せだと思える。食べて美味しいと感じ

る。夢が叶って「やった！」と思える。そう思えるのも、生きているからだ。もっと「生きている」

ってことを意識した方がいい。 

 

そうか。 

 

さて、生きていることへの理解ができると、当然もうひとつの疑問が出てくる。 

「やった！」と感じているのは誰なのか？という疑問だ。 

「幸せだ」「うれしい」「美味しい」と感じているのは何なのか？ 

 

魂だよ。 

 

あはは、浅い知識だな（笑）。でも、間違ってはいない。 

 

 

005 魂とは何か？ 

 

これから魂についての初歩的な話をする。 

 

ちょっと待って。その前に質問があるんだ。 



「嬉しい」とか「幸せだ」と感じるのは、あくまでも脳内の話だよね？ 結局すべては脳の認識次第

なのだから、「脳内の意識を変えればいい」と公言する学者もたくさんいる。そうなると、「魂とか

関係ない」という問題が出てくるよね。  

 

脳内の認識が、「生きている現実を決めている」というのは部分的には正しい。 

ただし、そうでない場合もある。つまり、トップダウンかボトムアップかの違いがあるんだよ。トッ

プダウンとは、脳内の認識が現実を決めるというパターン。ボトムアップとは、魂の認識が脳の認識

を経由して現実に影響を与えるというパターンだ。 

しかし、それは追々解説するから、とりえず今は魂についての話をする。  

 

さて、魂とは何だ？ 

 

魂とは… 不死の存在で、輪廻転生してて、生命の源で… 

 

まったくダメだな。 

では、辞書ではどう解説している？ 

 

えっとね…  

「魂とは、動物の肉体に宿って心のはたらきをつかさどると考えられているもの」（広辞苑） 

 

「生き物のからだに宿っていて精神作用をつかさどると考えられるもの」（国語辞典・小学館） 

 

「生きている動物の生命の原動力と考えられるもの。死後は肉体を離れるといわれる」（新明解・国

語辞典） 

 

なるほど。 

では、ここから「魂は何だ」と読み解く？ 

 

心に影響を与えているもので、生命の源だってことかな。死後も生き続けるんだね。 

じゃぁ、俺が言ったことと合ってない？ 

 

魂には二つの側面があることが分かるか？ 

心・精神に影響があり、なおかつ命の原動力だってこと。つまり、「マインドと命の源が魂だ」とい

うこと。 

 

ん、そうだね。 

 

では、魂は生きているか？ 

 

ん、、、生きていると思うけど。 

 

では、魂はどういう存在なんだ？ どうやって存在している？ 

 

波動だよ。 



 

波動か。では、魂が波動なら、精神と肉体とどう連動しているんだ？ 

 

精神も肉体も波動であり、魂も波動だから連動は可能だよ。 

 

でも、肉体は死ぬことで朽ちる。では、魂も朽ちるのか？ 

 

いや、朽ちないよ。 

 

でも連動しているんだろ？ どうやってその境界線を分けているんだ？ 

 

それは、、、分からない。 

 

では、輪廻転生をどう説明する？ 

魂は不滅だから魂は死なない。でも魂の成長のための学びのために肉体を付けて地球に生まれてくる。

それを繰り返しているってことでしょ？ 

 

よし、魂が「成長しよう」と思っているんだな。では、そう思わせているのは何だ？ 

 

魂だと思うよ。いや、神かな。 

ん？ 何だ…？ 

 

 

006 魂とは意識である 

 

「魂が精神と生命に関係している」というのは正しい。そして、魂自体の「成長」も関係している。 

ってことは？ 

 

ってことは？ 

 

魂は意識だよ。そして、エネルギーだ。 

つまり、魂とは『意識エネルギー』 のこと。意識を持っているんじゃない。意識そのものなんだよ。

そしてエネルギーでもあるから「パワー」も出せるわけ。 

 

意識を持ってるから「成長」という観念をもっている。なおかつ、エネルギーだから生命へのパワー

となる。これが「生命力」であるってこと？ 

 

そうだ。パワーとはエネルギーの出力だ。それが生命を維持させるものとなる。人間は意識していな

くても呼吸をし、心臓を鼓動させ、自律神経が機能している。それはすべて魂のエネルギーのお陰っ

てことだ。そして、意識そのものであるがゆえに「成長する」というビジョンを持っている。 

魂とは、意識エネルギーだよ。 

 

OK。それは分かった。 

じゃぁ、その理解が、現実世界で生きている俺達にどう影響してくるわけ？ 



どういうメリットがあるの？ 

 

いい質問だね！ 魂という概念を持つことで、生きている人間にどういう有効性があるか？ 

これが昨今のスピリチﾕアル・ブームで欠落している部分でもある。 

 

さて、魂の概念を持つことの最大のメリットは、「人生の主軸が分かる」ってことだ。 

 

主軸？ 

 

人生の核が分かるってことだよ。生まれた目的が分かれば、人生で選択を求められた時に「どの選択

肢を選んだらいいか？」が分かる。選択を間違えると問題を抱え、悩み、迷走する。 

 

それは何となく分るよ。人生での悩みのほとんどは「選択」に関連したことだしね。 

 

前にも話したが、誰しも自分の意志で生まれてきている。そして「目的」を持って生まれており、そ

の目的に向かって人生が進んでいく。目的というのは、「この人生で『これを学ぼう』と決めた、学

びの最終到達点」のことで、その学びのために「課題」も決めている。この課題が、人生での “経験”

のことだ。課題である以上、それは必ずしも楽なことではない。この「課題」を世間では「苦労」と

言っている。 

生まれた目的と課題は、“初期設定” としてある程度決めているんだよ。この初期設定のことを世間は

「宿命」と表現しているがね。 

 

じゃあ、自由度はないってこと？ 

 

まぁ、聞きなさい。 

魂は意識だ。ただし、意識自体には実態が伴わないので、それ自体では進化も成長もない。そこで、

「学ぶこと」を決めた。でも、「学び」は体験を通してでなければ得られない。そこでまず、体験す

る “場” を造り、その環境に自分を置こうと決めたわけ。その“場”、環境がこの物質世界だ。人間にと

っては地球のことだね。 

 

また、魂はエネルギーなので物質的な要素を持っていない。物質的でない以上は「学び」が出来ない

んだ。つまり、「殴られたら痛い」という因果関係が分からないので、あえて物質世界を造って、そ

こに自分を置くことを決めたんだよ。 

 

さて、何事も順序がある。割り算を理解するには掛け算の知識が必要で、掛け算を理解するには足し

引き算の知識が必要なのと一緒で、魂の学びにも順序がある。その初級では、まず単に環境を知ると

いうところからスタートし、生きていくために食べ物を獲得することを学び、食べ物を効果的に得る

方法を学び、人間同士の共存を模索し、共存を学んだ上でより効率的に生活が出来る方法を学び、そ

れをもっと迅速に得られる方法を学んできた。これがそのまま人類史の変遷と連動している。狩猟生

活から農耕生活に。そして都市国家を作って社会を築き、産業革命でより効率性を学んだ。さらに技

術の進歩に伴いネットワーク社会でより迅速化を図った。 

 

でもそれは人類という大きな枠組みでの魂の変遷だよね。 

個人レベルではどうなの？ 



 

 

007 魂の課題は千差万別 

 

個々の魂がどう発生したかについては追々扱うが、さっきも言ったように、個人の魂も「学び」を決

めて生まれてくる。そのために目的と課題があり、各自その目的と課題は違う。この「各自違う」と

いう点が重要だ。 

 

例えば、お金持ちになりたいと思ったとしよう。では、なぜお金持ちになりたいのか？ 多くの場合、

それは、お金持ちのライフスタイルに憧れるという「比較」が原因であることが多い。「私もああな

りたい」とモデルケースを第三者に置いている。では、お金持ちになりたいからと決めて努力したと

しよう。でも、実現しないことが多い。そこで「劣等感」や「偏見」が生じ、そこに何かしらの納得

できる理由をつけるようになる。「私はツイていない」、「あいつはツイている」と考えるようにな

り、運が良いとか悪いとかの話になる。 

でも、もしそのお金持ちの学びが割り算レベルで、お前の学びが足し引き算レベルだったら？ どう

頑張ったって割り算は解けないよ。 

 

お金持ちは、そうでない人より魂の学びレベルが高いってこと？ 

 

そうではない。比喩だよ。 

逆のケースだってあるよ。お前の学びが方程式レベルなのに、モデルケースにしているお金持ちの学

びが割り算レベルだってこともある。そうすると、「いつまで割り算やってるの？」ということにな

り、魂の学びのレベルは進化しないし、下手したらレベルを下げることにもなる。 

 

つまり何が言いたいかというと、人はそれぞれ、その人なりに学びのケースが違うってこと。でも実

際は、自分の学びのケースではなく、他のケースを自分のケースだと勘違いしてしまうこと、もしく

は、自分も他人のケースと同じようにしようと思ってしまうことが多い。でも各自の人生というのは、

各魂の学びの種類で違ってくるし、その人なりの目的に沿った人生を送れば必要なものはすべて備え

られるんだよ。必要な出逢いも、お金も、環境も、仕事もすべてが。これが「自分を知る」ってこと

だよ。 

 

生まれた目的という主軸を知っていれば、選択を誤らず、結果、必要なものは備えられるってこと？ 

 

そうだ。 

 

それは魂の学び・課題で決まってくるってこと？ 

 

そうだ。 

 

う〜ん。でも、今はこの理解に違和感を覚えるよ。頭では分かるんだけど、本当にそうか？という疑

念もある。 

 

当然だよ。だって、そういう理解で生きてこなかったからな。 



人間は、「自分が知っていること」がすべての判断基準になる。そして、「知っていること」で選択

していく。ま、これは仕方のないことだ。でも、それで変化が起きないなら、何かを変えないといけ

ない、というのも事実だ。 

何かを変えなければ、これからも変わらないし、好転もしない。 

 

確かに。 

 

お前は人生で困っているんだろ？ なら、「進取の気性」も必要だと思うが。 

 

うん、そうだね… 

魂と人生についてもう少し解説して欲しんだけど、その前にそもそもなこと訊いていい？ 

 

何？ 

 

魂ってさ、本当にあるの？ 存在しているの？ 単なる持論？ 

 

魂はあるよ。 

 

って言うかさ、この対話って、「魂がある」という前提で進んでるよね。今は魂があるという認識で

いるけど、実感がないから漠然としているんだよね。 

どうしたら実感できるのかな？ 

 

「生きている」ことへの認識を持てれば実感できるよ。 

 

OK、それが究極の答えなのは分かったよ。 

でも、ちゃんと解説して欲しいな。 

 

分かった。 

 

 

008 魂はどこにあるのか？ 

 

魂を実感できる方法は２つある。「生命力」と「意識」という側面からだ。魂は意識エネルギーだか

らね。 

生命力については以前に少し話したね。 

 

呼吸とか、自律神経が機能しているのはパワーがあるからであり、その源が魂だということだよね。 

 

そうだ。 

 

でもさ、それって結局 「脳」 の処理だよね。脳の指令が神経を通じて身体機能を維持させているん

だから。 

 

じゃぁ、その脳を機能させているパワーはどこから来るんだ？ 



そして、例えば「脳死」をどう説明する？ 

脳が機能していなくても、人工的な機器を付けることで身体的には生存しているわけだ。脳がすべて

の根源だと言うなら、脳が機能を止めた時点で「必ず」身体機能も停止すべきだろ。でも、そうでな

いこともある。 

 

人工的な機器が脳の代わりをはたしているのでは？ 

 

違う。じゃぁ、なぜ人工機器に身体機能の維持が出来るのか？ 

維持させるパワーが機器にあるからか？ 

 

それは違うと思うけど。 

何か、ニワトリが先か卵が先かの議論みたいだね。 

 

いいや、全然違う。 

お前が言っているのは「処理」の話だ。わしが言っているのは、機能させているパワーのことだよ。

脳が生命力の源なのか？ってことを言っているんだ。 

 

ま、脳死を人の死と判断するのか否か議論もあるし。 

 

問題は、脳死が人の死か否かの正解を求めるよりも、なぜそういう議論が発生するのか？ってことに

着目したほうがいい。脳がどう生命維持に関わってくるかの解明は、医学的に（身体機能的に）説明

はできるだろうが、そもそもの生命力がどこから来るのか？を人間は潜在的に分かっているから、つ

まり、身体とパワーの源は違うと分かっているから脳死の議論も起きるんだと考えてごらん。 

 

なるほど。 

でも、文化的な背景もあると思うけど。 

 

倫理面での文化の違いは関係ないよ。「生命力」ってことをよくよく考えてごらん。すると、その根

源が何なのか？という疑問が出てくる。これを、あくまでも身体という物理的な範疇で説明するのか？ 

その背後に何かあるのか？と考えるかで意見は分かれるだろうが、すべて物理的な側面だけで解明で

きないこともある。そこで、「背後に何かあるのでは？」っていう視点で見れば、それが魂なんだと

結論しても飛躍しすぎている訳ではないだろう。逆に訊いてみたいね。魂以外で何だと言うんだ？と。 

 

神だよ。 

 

そう答えると思ったよ。 

ま、「神＝意識エネルギー」だから“答え”としては間違っていないが、お前の言う神とは、創造者と

しての神だろ。 

 

ま、そうなるね。 

でも、そういう視点で考えるのは個人的には好きだけど、飛躍しすぎていないか？という懸念もある

よ。 

 

その気持ちは分かる。でも、魂は物質ではないし、何か見て分かる物でもない。 



“感じるもの”なんだよ。そして、どんなに科学や医学が進歩しても、物理的な側面だけで説明できな

いことが多々あるのも事実だ。それなら、視点を変えてみれば？ということだよ。 

 

おじいちゃんの好きな「視点の転換」ね（笑） 

でもさ、こういう視点の転換をスピリチュアル的というなら、そういう不可視なもの、もしくは不可

視なことを根拠に議論が展開されるのを認めないっていう人も多いよね。価値観の問題でもあるだろ

うし。 

 

価値観の問題ではない。感情の問題だよ。あとは、認知度の問題だ。 

こういう考え方（この対話）が好きか嫌いかは人それぞれだろうが、そもそもお前が「人生を改善し

たい」と言うところからこの対話が始まっている。それで私は魂の話からレクチャーを始めているん

だよ。それには意味があるから。それは追々説明していくし、徐々に魂と人生改善との関連性も分か

ってくるだろう。 

 

わかった。 

じゃあ、魂を認識できる、もうひとつについては？ 

 

「意識」という側面だね。 

 

 

009 意識と意思と意志 

 

じゃあ、題材を「赤ちゃん」で考えてみようか。 

 

赤ちゃん？ 

 

生まれたばかりの赤ちゃんでも、お腹が空いたら「お腹すいた」と思って泣く。何か不具合があれば

泣く。たとえば、オシメが濡れて気持ち悪ければ、「気持ち悪いよ」と泣いて意思表示をする。 

 

さて、大人になれば、お腹が空いたときは「お腹がすいた」と言語（言葉）として脳内で認識してい

る。 

では、赤ちゃんも言語で認識しているのかな？ 

 

いや、違うと思うけど。 

 

なぜ違うと思う？ 

 

言葉を知らないから。 

 

そうだ。でも「お腹が空いた」と感じて泣くということは、それを言語として認識していないという

だけで、何かしらの意思があり意識を持っているわけだ。 

 

うん、確かに。それが魂だと。 

 



そうだ。 

 

うん、これは興味深いね。 

意志、意思、意識の違いって何？ 

 

魂を起点にして言えば、「意識 → 意思 → 意志 → 認識」の順だ。 

 

細かいことだけど、「認識」の後に「意識」があるんじゃないの？ 意識は「自覚状態」なのだから。

「意識している」って言うよね。 

 

それは間違っていないよ。ただ、「意思」の前にも「意識」があるってことだよ。 

 

それが魂だよ、と。 

 

そうだ。 

 

 

010 直感に理由はない 

 

整理しよう。 

「意識（魂）→ 意思 → 意志 → 認識 → 意識（現実）」の順番となり、「意思」と「意志」の間に、

現実界と非現実界の境界線がある。つまり、「意志」以降は脳の役割だとも言える。「意思」はちょ

うど中間だ。 

この順番で考えてみたときに、最後の「意識」が根源の「意識」と合致することが、「リメンバリン

グ」ってことだよ。何かで読んだことあるだろ。 

 

あ、「神との対話」ね。これがリメンバリングの意味だったのか。やっと分かったよ。 

あの本では「思い出す」ってことがテーマになっていたけど、何か漠然としていたんだよね。 

 

ちなみに、この両意識が合致したときにデジャブが起きる。 

 

さて、話を戻そう。 

意識という側面での魂を言い換えると、「言葉にならない想い」とも言える。これが直感だよ。そし

て、言葉にならない想いは、情報（システム）として「意思」に組み込まれているものもある。これ

が「本能」だ。 

 

お前は「全ては脳内の認識で決まる」と言うね。それは正しいよ。ただ、意識というものをよくよく

考えていくと、その根源は何なんだ？という疑問も出てくる。脳内で認識された意識とは別の意識が

あるんだよ。それが魂だ。そして、魂の情報は言語化されていない。 

 

じゃあ、トップダウンは？ 

 

トップダウンは、五感から入ってきた情報を脳内で認識し、それを「意識していること」だ。ただし、

脳は蓄積されてきた情報、知識をもとに入ってきた情報を処理する。逆に言えば、脳が「知らないこ



と」は認識出来ない。そこで、あくまでも「知っていること」と辻褄を合わせて、言いかえれば、関

連づけて処理する。だから、「直感には理由がない」と言う。もし直感に理路整然とした説明ができ

てしまうとしたら、それは本当の直感ではない。 

 

そうか。 

ちょっとまとめると、魂は生命力と意識という側面から感じることができる。それは、説明がつかな

いけど「ある」と言わざるを得ないもの。それが魂だと。 

そうなると、魂を超簡易的に言い換えれば、「本当の自分」とも言えるのかな。 

 

ま、そうだね。それも間違ってはいない表現だよ。 

 

いやさ、俺はクリスチャンの家庭で生まれ育ったけど、その教団の教えでは、霊魂不滅は間違いだっ

ていう教えで、「魂＝命（身体）」だから、死んだら魂も死ぬって教わってきた。だから、魂が不滅

だっていう理解が難しんだよね。 

 

もしその教団の教えが、前世や来生を気にせず、「今を生きることに集中しろ」という意味で霊魂不

滅を否定しているなら問題はない。だって、結局生きているのは「今」なんだから、前世や来生とか

の概念を知らなくてもいいんだよ。 

 

へぇ、おじいちゃんは霊界にいながら、前世とかに否定的なんだ。 

 

否定ではないよ。輪廻転生は事実だからね。でも、最近は前世や来生を気にし過ぎている。どんなに

スピリチュアルな知識を得ようが、前世を知ろうが、結局生きているのは現実世界なのだから、現実

世界で生きることに意識を集中させた方がいい。 

昨今のスピリチュアル・ブームの唯一の功績は、「人間は自分だけで存在しているわけではない」と

いう概念を浸透させたことだ。そこで不可視な分野への探求が持てたのは良いが、「それで全てが解

決できるんだ」という大きな勘違いがある。もしスピリチュアルな事に関心があるなら、もっと現実

世界に有効活用できるスピリチュアルの概念を持つ事が大切だよ。 

 

現実世界に有効活用できるスピリチュアルの概念なんてあるの？ 

 

あるよ。 

 

それって何？ あ、「引き寄せの法則」とか？ 

 

違う。運だよ。 

 

運！？  それこそスピリチュアルでしょ（大笑）  非現実的だと思うけどな。 

 

いいや。非現実的だと思うのは、運の概念が間違っているからだよ。わしから言わせれば「引き寄せ

の法則」の方が非現実的だよ。 

 

へぇ、大きく出たね。 

 



じゃあ、なぜ「引き寄せの法則」の方が現実的だとお前は思うんだ？ 

 

 

011 引き寄せの法則の話 

 

思考は現実化するんだよ。考えていることは実体化していくんだ。 

 

どうやって？ 

 

正直言えば、それは「神のみぞ知る」だよ。いつ、どうやって実現するかは分からないし、理屈は分

かんなくてもいいんだ。逆に分からない方がいい。だって、自分が考えてもみない方法で実現するこ

とがあるからね。どうやって現実化するかを変に意識しているより、フリーマインドの方が宇宙も叶

え易いんだ。より“リアル”にイメージして、それが「実現している」と思えば思えるほど、確実に現

実化する。量子論が解明されることで、引き寄せの法則が宇宙レベルで確実に効果があるものだって

科学的にも証明されてきたし。だから「法則」なんだよ。気持ちの問題とかの話ではない。 

 

あ、そうなんだ。 

お前は引き寄せの法則の効果を体験したことがあるのか？ 

 

あるよ。 

 

たとえば？ 

 

音楽の機材がなくて困っていた時に、友人が貸してくれたり、買ってくれたことがある。どうしても

お金がなくて困っていた時に、単発の仕事が入って充分なお金をゲットできたこともある。色々ある

よ。 

 

あ、そうなんだ。 

 

たとえば、車が欲しいと思ったら… 

 

買えばいいのでは？ 

 

え？ 

 

お金出して買えばいいんだよ。ただそれだけの話なのでは？ 

 

買えない。でも、欲しい。だからそれを手に出来ているイメージを持つんだ。そうすると、その思考

エネルギーが宇宙に届き、宇宙がそれを現物化して備えてくれる。それに、買わなくても誰かがくれ

ることだってある。「買わないと手に入らない」という意識が引き寄せの可能性を狭めることになる

んだよ。「思考は現実化する」っていう本もあって、ベストセラーだよ。それを実行して実際に効果

を体験している人もたくさんいる。 

 

それを実行して効果を体験していない人はもっと多い。 



 

それはアプローチが間違っているんだよ。あるものを欲しいと思っても、潜在的には「欲しくない」

って思っているとダメなんだ。 

 

そのズレはどうやって認識できるんだ？ 

 

正直言えばその判断は難しい。だから、よりイメージすることが大事になる。思考して、イメージし

て、信じて、そして手放す。つまり、変に意識しないこと。だって、思考したことで宇宙には既に形

になっているから、あとは受け取るのを待つだけ。「いついつまでに欲しい」とかエゴは持たない方

がいいんだ。 

 

あ、そうなんだ。じゃあ、お前もそのプロセスを実践することで全てを引き寄せてきたんだね。 

 

いや、、、アプローチを実践していなくても備えられたこともあるけど。正直言うと、打率はトント

ンかな。でも、効果はあるはずだよ。 

 

で、このザマか。 

 

え？ 

 

その結果が、お前のこの現状か。笑えてくるね。 

 

 

012 引き寄せの概念は宗教 

 

それは俺が良くなかったんだ。引き寄せの法則を効果的に実践できていなかったこと、途中でその実

践を放棄してしまったこと、より現実的に必要とされるもの、お金とか仕事とかについてよりも、夢

を実現することに集中しすぎていたことが原因でもある。 

 

なぜ途中で放棄した？ 

 

なかなか現実化しなかったから。正直、嘘っぱちだとも思った時もある。俺のアプローチが良くなか

ったんだよ。 

 

宗教だな。 

 

宗教？ 

 

宗教だよ。思考は現実化するなんて。 

 

いや、それは違うよ。だって神を信じる必要はないんだから。それでも現実化する。逆に神を信じれ

ばすべて備えられるという宗教的要素がなくても夢が叶えられる方法だから、よりクリアでしょ。 

 



引き寄せの法則の「アプローチ」が宗教と同じだってことだよ。思考し、イメージして、信じて、手

放す。もう叶ったと思って過ごすことが大事？ 対象が神ではないだけで、アプローチは同じだね。 

 

でも、そんな屁理屈は正直どうでもいいんだよ。欲しいものが手に入ればいいんだから。 

 

じゃあ、引き寄せの法則を真正直に実践しても叶わなかったケースはどう説明する？ 逆にそんな法

則を知らなくても成功している人はどうなんだ？ 

 

だから、結局ちゃんとイメージングが出来ていなかったんだよ。そして、法則を知らなくても、本人

が自覚していなかっただけで、結果的にそのアプローチをちゃんと実践できてたら現実化するんだよ。

思考すればいいのだから。 

 

思考すればいいのか？ 思考だけで！？ 

 

もちろん、努力も必要だよ。でも、努力だけで結果が伴わないこともたくさんある。だからこそ、法

則を有効活用すればいい。引力の法則と同じだよ。信じようが信じまいが、その法則は存在している

んだから。 

 

法則であり有効活用できるものなら結果が出るはずじゃないのか？ 結果が出ない有効活用って何な

んだ？ 引力の法則と同じなら、「確実に」結果が出るはずじゃないか。 

 

正しく的確にアプローチできるかどうか、実践方法にかかってくるんだよ。 

 

引力の法則は、実践方法うんぬんに関係なく影響しているけどな。 

 

そこは法則性の違いがあるんじゃない？ 法則が「あるか？ないか？」という存在性の面で言えば、

引力の法則と同じく存在している法則という意味だよ。 

 

存在していながら、その影響力に偏りがあるっていうのは意味が分からない。 

 

事実に目を向けてよ。引き寄せの法則で恩恵を得ている人だってたくさんいるんだからさ。 

え？ じゃあ、おじいちゃんは引き寄せの法則否定派なの？ 

 

 

013 シンクロと思考とは関係がない 

 

なぜそこまで「引き寄せの法則」にこだわるのかが分からない。 

 

でも、ある人のことを考えていたら街でバッタリ会うとかあるよね。効果はあるんじゃないの？ 

 

それは、シンクロだよ。引き寄せの法則ではない。じゃあ、会いたい人のことをいつも考えていたら

街で会うのか？  それは違う。会う前に「あれ？  あの人の事が浮かんできたんだけど…」っていう突

発的な事が多いはずだ。 

 



確かにそうかもしれない。でも、ある人のことを考え続けてたら会うってこともあるよね。 

 

だから、それはシンクロだよ。引き寄せの法則とシンクロは違う。 

 

何が違うの？ 

 

シンクロは起きるのに必ず必然性があり意味がある。シンクロは思考とは関係ないんだよ。逆に、引

き寄せの法則に必然性はない。精度がかなり低いとも言える。 

 

引き寄せの法則には必然性がないの？ だって、アプローチ法だって確立されているよ。 

 

世間が言う「引き寄せの法則」は、シンクロ現象の一部分の現象をクローズアップしたものだよ。だ

から、シンクロの簡易版だ。というか幼稚版だね。 

もし引き寄せの法則の効果を確実にしたいなら、シンクロを起こす方法を考えた方がまだ効果は高い。

わしから言わせてもらえば、引き寄せの法則とは、思考したら現実化したと思える現象を「引き寄せ

の法則」というネーミングでまとめた「商品」だよ。法則が真実かどうかではなく、マーケティング

とブランディングの賜物だ。結局、それを提供した人間が得しているだけの話。 

 

強気にきたね。 

では、思考が現実化することは認めるんだね？ 

 

思考にパワーがあるのは事実だ。しかし、それと現実化とは関係ない。思考は脳内の話で、現実をど

う認識するのかも脳内の話。つまり、考えていることに「関連付けて」現実を認識しているから「現

実化した」と思うだけのことだよ。例えば、ある車が欲しいからイメージングすると、その車を見る

ことが多くなる。これが法則の効果だと言う人もいるが、それは、単にその車に目がいくようになっ

ただけの話し。もし、法則の理屈が正しいなら、何もないところからいきなり車が現れるはずだ。で

も、そんなことはない。 

 

でもさ、手からいきなり砂を出す人だっていたよね。 

 

あれはイリュージョンだよ。 

 

イリュージョン？ 

 

手のひらを見せたままで、その状態で砂が手のひらに現れるのを見たのか？ 

 

じゃあ、聖痕は？  あれは暦とした現象だよね。 

 

せいこん？ 

 

クリスチャンがキリストと同じく手のひらに杭が刺さった傷が出てきて出血するみたいなこと。ま、

実際は手首に刺されたんだけど。 

 

あ、あれは身体的現象だろ。引き寄せとは関係ないよ。 



 

でもさ、サブリミナル効果とかあるし、聖痕だって、思考が原因になっているでしょ。 

 

混同しちゃいけないよ。 

 

混同？  何が混同なの？ 

 

意識、特に潜在意識と顕在意識、思考、脳内処理、シンクロ、波動などを混同している。ま、それも

仕方ない。商品なんだから（笑） 

 

ちょっと待って、、、んっと、、、 

 

 

014 「思考が現実化」の意味とは？ 

 

そもそもの質問だが、「引き寄せの法則」と「思考が現実化する」とはイコールか？ 

 

イコール、でしょ。 

 

違う。思考が現実化するとは「認識」の話で、引き寄せの法則とは単なる「哲学」なんだよ。 

 

哲学？ 何か屁理屈な論理になってない？ 

 

ま、聞きなさい。まず、当たり前なことだが、欲しい物・欲しい事があったら、それを手にするため

に努力しないといけない。例えば、100万円欲しいなら、100 万円をゲットするために努力しないと

いけない。さて、100万円を手にする方法は幾つもある。ということは、あとは方法論の問題だね。 

 

ま、それはそうだけど。その方法論が引き寄せの法則なんじゃないの？ 

 

そこだよ問題は。どうしたら引き寄せの法則でゲットできるか？よりも、なぜ引き寄せの法則を実践

したいと思うのか？が重要だ。それは、「現実的に手に入らないから」だね。普通に手に入るなら、

わざわざ引き寄せだの思考は現実化するなど考えない。結局、引き寄せの法則を「解決手段」として

利用しているわけだ。でも、引き寄せの法則は哲学であって方法論ではない。この違いが分かるか？ 

 

でも、「思考にはパワーがある」と言ってたよね？ 

 

パワーの意味が分かっていないんだよ。「思考のパワー」とは、何かを引き寄せるパワーではなくて、

現実世界を「こうやって認識して下さいね」と、特定の認識パターンを脳内に植え付けることだよ。

物を産み出すパワーではない。逆に訊くが、「パワーがある＝引き寄せる」という理屈はどこからく

るんだ？ なぜイコールだと思うんだ？ 

 

思考は磁石と同じでしょ？ 同じ波動は引き寄せ合うんだから。 

 



「波動は共鳴し合う」という意味でそう言っているなら、引き寄せ合うというのは正しい。しかし、

「だから思考も同じだ」というのは違う。思考よりも意識がキーだよ。 

 

意識！？ え？ もっと分からなくなったよ… 

 

わかった。根本的なことから説明しよう。どうやら完全に混同しているみたいだね。 

 

わかった。ちゃんと聞くよ。 

 

 

015 引き寄せのパラドックス 

 

根本から説明しよう。 

 

繰り返すが、「思考のパワー」とは、何かを引き寄せるパワーではなくて、現実世界を「こうやって

認識して下さいね」と特定の認識パターンを脳内に植え付けることだ。結果、考えていることに「関

連付けて」現実を認識しているから「現実化した！」と思うだけのこと。しかし、これを先人達は、

「考えていることが現実世界に反映される」と解釈した。だから、思考をコントロールすればいいの

では？と思った。これがそもそものスタートであり、間違いでもある。 

 

さて実際は、思考が現実化しないことも多々ある。そこで「なぜだ？」と考え、「思考とはなんぞや？」

と探ってみた時に、脳内で考えている思考に影響を与える「別の思考があるらしい」と考えた。そこ

で、脳内の思考を「顕在意識」、それに影響を与えている別の思考を「潜在意識」と分け、顕在意識

と潜在意識にズレがあると現実化しないんだ、と理解した。そして、力関係では、「顕在意識」の方

が「潜在意識」より強いと思った。 

 

その結果、潜在意識に浸透するくらい思考すればいいのでは？と思った。ここからリアル・イメージ

ングの発想が生まれた。とにかく理想をイメージしろってことだ。 

ただし、潜在意識とは、顕在意識でコントロール出来るものではないんだよ。ここに最初のパラドッ

クスが隠れている。 

 

パラドックス？ 

 

では、潜在意識は、どこにあると思う？ 

 

どこに？ た・ま・し・い？？ 

 

そう、魂だ。 

 

ちょっと待って。魂の意識は「超意識」でしょ？ 脳内の意識が「顕在意識」、その下の意識が「潜

在意識」、で、魂のレベルの意識が「超意識」だって書いてあったよ。 

 

超意識については後で触れるから、とりあえず聞きなさい。 



潜在意識は、魂にある。ということは「魂の意識をコントロールすればいいんだ」と先人達は思った。

でも、その方法が分からない。そこで、そもそも「意識とは何だ？」と考えたんだよ。その思考錯誤

の時期と、物理学の進化の時期が同時期になったことも関係して「すべては波動なんだ」と思い、な

らば意識も波動だと結論した。そこで、波動をコントロールすれば魂の意識もコントロールできるは

ずと思った。 

 

そこで、波動とは何か？を追及した。どうやら量子が関係しているらしい。その量子は、波と粒の特

徴を持っているらしいぞ、などと分かってくることで、科学的にも波動は正しいと証明されていると

喜んだ。 

 

ここに２つめのパラドックスが隠れている。 

 

 

016 思考と意識は別物 

 

さて、ここから２つのアプローチが派生した。 

 

①どうしたら波動をコントロール出来るのか？を更に探求したグループと、②科学的にも自分たちの

理論が証明されたのだから、これまで紹介してきた理屈も正しいんだと思ったグループ。 

 

後者②は、「思考も波動だから」ということで、よりイメージを明確にしていけば思考は現実化する

という、思考重視のアプローチを推奨した。このグループは、「原因と結果の法則」やら「アファメ

ーション」を根拠に持論を展開しているが、わしは、これは宗教と同じだと思っている。信仰と変わ

らないからな。 

 

前者①は、波動のコントロール法を模索し、言葉や音楽のパワー、想い（思考）をコントロールする

こと、人間関係を改善することなどを提唱した。いわゆる「金持ちになりたかったら金持ちと付き合

え」、「いい言葉を発して、気持ちもポジティブに」というアプローチ。つまり実践派だ。 

「引き寄せの法則」は、この 2つのアプローチを“シークレット”というもっともらしいネーミングで

パッケージ化したものだ。 

 

なるほど。何か整理できた気がするよ。『ザ・シークレット』という本があるけど、あれは真理では

なくて商品だと？ 

 

あれは、著者のプロデュース力の賜物だよ。 

 

だから、おじいちゃんは「商品だ」と言ったのね。で、答えは何？ どれが真実なの？？ 

 

今は最終結論を言わない。まだお前は引き寄せの法則の呪縛から完全に解かれていないからね。 

 

き、厳しいね。早く答えを知りたいけどな。 

さっき、パラドックスって言ってたよね？ 

 

そう、このパラドックスに気付くことが大切だ。 



一つ目のパラドックスは、「潜在意識は、顕在意識でコントロールできるものではない」だったね。 

 

あ、そうだった。その真意は？ 

 

「思考と意識は別物だ」ということだよ。思考と意識を混同している。わしもあえて混同して説明し

てみたが、さっきの説明をすんなり聞けた時点で混同している証拠だよ。 

思考が現実化しないのは、潜在意識と顕在意識のズレにあるという理屈は正しい。が、潜在意識をコ

ントロールするために思考を使うのは間違いだ。 

さて、ここに隠れているパラドックスは何？ 

 

ん？ え？ 何？ 

 

ちょっとは考えてみろ。 

 

 

017 思考ではなく意識の反映 

 

あ、深度の問題？ 魂レベルまで思考は浸透できないから？ 

 

違う、もっと根本的な問題だよ。 

「潜在意識をコントロールしようとしているのは顕在意識だ」ということ。潜在意識をコントロール

しようにも、それをする“主役の意識”が顕在意識なんだから、結局は顕在意識が勝ってしまうだろ。

しかも、それを思考でやろうとしている。もっと無理だよ。 

 

あ、なるほど！ 言われればそうだね（笑） 

 

こう考えてくると、そもそも間違っていた概念、「思考が現実世界に反映されている」をどう訂正す

る？ 

 

「意識が現実世界に反映されている」と。 

 

そうだ。これがすべてのキーになる。思考ではなく意識が反映されるんだよ。 

 

じゃあ、意識と思考は何が違うの？ なぜ思考で意識はコントロールできないの？ たとえば、辛く

ても無理にでも笑顔をつくれば気持ちも変わるって言うよね？ 意識を変えるって言っても、結局人

間は思考でしかアプローチ出来なんじゃないかな？ 

 

それが２つめのパラドックスと関係してくる。 

 

意識と思考は何が違うの？ 

 

出所の違いだよ。意識は魂から、思考は脳からだ。ただし、基本的にはいずれも脳内で認識するから、

意識と思考の違いが分からない人が多いし、それが根源的な問題でもある。 



意識は思考ではないから、「思ったり考えたり」ということがない。意識とは、思考を超越している

感覚だ。別の言い方をすれば、「思ったり考えたり」というプロセスを経た後に到達している「状態」

とも言える。 

 

ん〜。なんか、腑に落ちない感じがあるんだよね。 

 

それは、第２のパラドックスが影響しているからな。わしは、もうひとつのパラドックスはどこにあ

ると言った？ 

 

あ、「すべてが波動なんだから、波動をコントロールすれば意識も変わる」ってことだったよね。 

 

そうだ。その中に隠れているものは？ 

 

実はすべては波動ではない、とか？ 

 

すべてが波動だというのは正しい。「だから意識もコントロールできる」というのが間違いなんだよ。

領域が違うからな。 

 

領域？ 

 

領域という言葉でピンとこないなら、システムとでも言い換えてもいい。じゃあ、なぜすべてが波動

なら潜在意識も同じだ、イコールだと思うんだ？ 

 

波動なんだから同じでしょ？ 

 

その考え方が間違っているんだよ。 

 

 

018 潜在意識は変えられない 

 

じゃあ、潜在意識は波動でコントロールできないの？ 

 

出来ない。「出来ないんだ」という理解を持つことが重要だよ。 

 

あのさ、正直言っていい？ 最初のパラドックスを解明された時のような衝撃と言うか、腑に落ちた

感がないんだけど。 

 

だから何なんだ？ 「すべてが波動だからうんぬん…」っていうのが、昨今の自己啓発やらスピリチ

ュアル・ブームの最大の盲点であり、その観念を変えろと言っているんだよ。観念を変えられるか変

えられないかが、人生を好転させられるか否かの要だと言うのにな。 

 

そんなに大きなこと？ 

 

こう考えてみればいい。人間の魂は OSだってことだよ。 



 

おーえす？ 

 

パソコンの OS（オペレーティングシステム）だよ。人間には、その人に必要な OSを持っており、そ

の OS内でなら可能性は幾らでもある。でもお前が言っている引き寄せだとか夢を叶えるとかは、「OS

を換えたいです。魂を換えたいんです」と言っているのと同じことだ。物理世界では、Windows の

OS が嫌だから Mac の OSに換えることは簡単だ。でも潜在意識を換えるのは訳が違う。何度でも

言うよ。潜在意識は変えられないと。魂を変えるなんてことは出来ない。 

 

なぜ？ 

 

そういうシステムになっているのが地球であり、そこに住むお前もそうなっているから。「身の程を

知ろ」ってことだよ。 

 

は！？ 面白くないよ、そんなの。 

 

なぜ？ 

 

結局、運命は決まっているってことでしょ？ だから、人生は変えられない。今のままで我慢して生

きていけって言ってるようなものだよ。 

 

それは運の観念が間違っているからだよ。 

 

運の観念！？ 世間には開運方法なんてごまんとあるよ。そして俺はそれらも実践してみた。でも上

手くいかなかった。「運」こそ当てにならないものだね。 

あ〜、何かムカついてきたんだけど！ 

 

ほほ。かなりご立腹だね。 

 

やっぱりさ、俺は、成功のための絶対法則を知りたんだよ。この対話のそもそもの初めにおじいちゃ

んは言ってたよね。「生きているってことが絶対法則だ」って。でもさ、今でもそれには納得がいっ

ていないよ。なんか抽象的でね。 

 

それは運命の観念が間違っているからだよ。 

 

はは（苦笑） そうきたか。 

OK。じゃあ、運とは何なの？ 運命とは何なの？ それで人生は変わるんだね！？ 

 

そう、人生は変わるよ。 

運の理解を変えれば、人生は変わる。 

 

 

 

 



019 運とは何なのか？ 

 

ほんとかな…？ 

 

なぜ疑う？ 

 

だって、一番掴みどころの無いものでしょ。世間では開運ノウハウとかあるけど、それを実践しても

結果が出ない人はごまんといる。俺も同じ。でも、それで結果を出す人もいる。何が違うのか？ 結

局はノウハウの実践方法が間違っているとか、信念が足りないとか、言霊だ、波動だ、思考だ、「実

は霊界では、、、」みたいな話になるし… 

 

いい、わかった。ひとつひとつ丁寧に解説するから。 

まず整理しようか。 

運について辞書では何と説明している？ 

 

「運」 

①その人の意志や努力ではどうしようもない巡り合わせ。（wikipedia） 

②自分の力ではどうにもできない、自然のめぐりあわせ。（現代新国語辞典） 

③幸・不幸、世の中の動きなどを支配する、人知・人力の及ばないなりゆき（広辞苑） 

 

「運命」 

①人の意志とは関係なく、人に幸・不幸を与える力。また、それによってひきおこされることがらや

状態（新選・国語辞典） 

②人間の身の上を支配し、人の意志で変えることも予測することもできない神秘的な力。（現代新国

語辞典） 

③生前から既に定まっていて、人知の及ばないものと考えられている、その人の生死や身の上に起き

る幸・不幸、苦楽などの巡り合わせ。（新明解・国語辞典） 

 

つまり？ 

 

どうすることも出来ないってことだね。 

 

そういうことになるね。 

 

でも、開運して「結果が出た」と言う人もいる。だから、ノウハウとか、実践法が関係しているんじ

ゃないの？ 

 

でも、「人知の及ばない」ものなんだよな？ ならば、ノウハウとか実践法とかの問題でもないね。

ノウハウが真実なら一様に結果が出てるはずだ。 

 

でも、すべてはエネルギーだから、開運はエネルギーの効果的なコントロール法ってことだよね？ だ

から、風水も人気があるのも頷けるけど。 

 

とりあえず、エネルギーだとか、風水だとか頭でっかちな知識は忘れなさい。順々に説明するから。 



もう一度整理しよう。 

 

運は、①自分ではコントロール出来ないけど、②確実に影響力がある、③どこかにあるパワーとい

うことになる。結果、現在の開運理論は、不安定で、どこにあるかも分からないけど、あるであろう

とされる運を自分に引き寄せるノウハウってことになる。これは、引き寄せの法則の理解と何ら変わ

らない。 

 

まあ、そうだね。 

 

もう少し現実的な見方をしようか。もし仮に開運理論が正しかったとして、その結果が不確実である

ならば、ここに隠されているパラドックスは何だ？ 

 

結果にムラがあるわけだよね、、、。でも、実践うんぬんの問題では無いと言う、、、。 

 

突き詰めれば、既存の開運理論は、「運を引き寄せるのも運次第ですよ」ってことだ。 

 

あ、確かに。 

 

 

020 運のある場所 

 

これじゃあ、堂々巡りだ。この根本的な盲点に気が付いていない。だからこそ必死になる。結局、信

念うんぬんだという理屈になり、これは宗教と同じだ。 

 

また出たね、その表現（笑） 

 

信念と信仰は同じだよ。現実的な思考で見えない要素を信じることが信念であり、それに神という要

素が加わると信仰になる。 

 

話を戻そう。 

ここまで考えてきて、やっと大事な質問が出てくる。 

 

え？ 何？ 

 

既存の開運理論は本当に正しいのか？ってことだ。 

 

運は、①自分ではコントロール出来ないけど、②確実に影響力がある、③どこかにあるパワーとい

うことだ。結果、現在の開運理論は、不安定で、どこにあるかも分からないけど、あるであろうとさ

れる運を自分に引き寄せるノウハウってことになる。でも実際は違う。 

運は、しかるべきところにあるパワーなんだよ。まず、それが何処にあるのかを知ればいい。そして、

影響力を引き寄せるという理解ではなく、影響力のもとに入ればいいんだよ。何処にあるか分かった

のだから、その影響下に自分を置けばいいだけだ。 

 

へぇ。運がある場所ってあるんだ。 



 

「運がある場所」っていう表現は妙だね。運はどこかのエリアに集合してある、という意味ではない。

パワーだからエネルギーだ。エネルギーが“流れている”場所っていう方が正しい。 

 

どこに流れているの？ 

 

人生軌道だよ。 

 

人生きどう？ 

 

 

021 人生軌道の追い風 

 

人生軌道だよ。 

軌道、レールのことだよ。 

結論から言おう。 

①運とは、人生軌道に吹いている追い風、パワーのことだ。 

②人生軌道とは、生まれた目的に沿った人生のこと。これが運命だ。 

つまり運命とは、生まれた目的に沿った生き方のことでもある。 

 

ってことは、運は人生軌道にあるってこと？ 

 

そう。 

 

その追い風、というかパワーに乗って生きていくことが運命だと？ 

 

そうだ。例えば、何か計画が上手くいった時、昔からそういう時は「軌道に乗った」と表現する。こ

れは、「やっと然るべき道を走れた」ことを意味する。人生においての「然るべき道」とは、「生ま

れた目的に向かっている生き方」のこと。まず、この理解を意識して生活することだ。 

 

何か抽象的で非現実的なんだけど… 

 

いや現実的だよ。よくよく考えれば、「極めて現実的だ」ということが分かってくるはずだ。それは

順々に解説する。 

さて、成功した人たちの経験談を聞くと、失敗ばかりで上手く行かない時期から、いきなり成功の勢

いが加速した時期があったという表現をよく聞くはずだ。こういう体験談を聞くと、大抵は運が「つ

いた」と判断する。しかし、これは間違いだ。運が付いたのではない。本人が生きるべき「軌道に乗

った」という意味だ。失敗は、本来の人生軌道に戻る必要性を促すサインだ。軌道に乗った以上、追

い風が吹いているのだから、当然ながら勢いも付く。ただそれだけの話なんだよ。 

 

は、、、なるほど。 

 

では、運の理解を知った今、着目すべきことは何だ？ 

 



俺の生まれた目的って何なんだろう？ 

 

そう、その通り。「生まれた目的」が最大のキーになる。 

だって、人間は全員それぞれ生まれた目的があってこの現実世界に生まれてきているからね。なぜ目

的を持って生まれてくることが絵空事と言えないかは以前に話したね。つまり、生まれた目的に向か

って生きる人生に運のパワーがあるのだから、「生きること」が絶対的な成功法則になるんだよ。 

 

運は、どこか他にあるわけでも、お金払って得るものでも、霊界の知識を付ければ手に出来るもので

もない。お前が持っているんだよ。でも、その人生軌道から逸れたら、すべて自力で生きなければい

けない。すべてを自力で生きると言って生きれるほど人生は甘くないよ。生きているだけで色々ある

からね。ましてや、生まれた目的に沿っていない夢や願望を追い求めても実現しない。 

 

いや、努力すればある程度は実現するだろう。でも、努力は時間と比例しているから、夢が大きけれ

ばそれだけ時間がかかる。でも実現する前に寿命が来るから実現を体験することはない。寿命は、勝

手にこしらえたお前の夢の実現には興味がない。寿命は、あくまでも「生まれた目的」と連動してお

り、その目的を達成しうるに必要な時間として設定されている。 

 

分かったよ。俺の人生は今窮地に陥っている。何とか抜け出したいし、人生を改善したい。新しい運

の理解を意識してみるよ。でもね… 

 

でも、なんだ？ 

 

一抹の不安、というか疑念？はあるよ。だって、生まれた目的に向かって生きることが良いってなっ

てもさ、そういう生き方をして必要最低限なものが備えられるなら、まだ感情的に納得できるんだよ。

でも、生まれた目的に沿って生きても、結局は努力努力でさ、毎日の生活にあくせくして、お金に困

ってという生活が変わらないなら、意味無いんじゃないかなとも思う。 

 

保証が欲しいんだな。 

 

ま、確かにそうだね。 

 

今までの意識で変化が起きなかったのなら、“何か”を変えなければ、これからも変化は絶対に起きな

い。その何かとは、“意識”と“覚悟”だ。 

 

保証が欲しい気持ちは分かるが、それよりも大事なのは“覚悟”じゃないのか？ 覚悟できない人間に

限って、もっともらしい言い訳を付けては「でもさ、でもさ…」って言う。夢を追いかけると言って

も、すぐに目先のことでグチを言う。何かがオカシイだの、納得できないとか言いだす。なら納得で

きる道を行けばいい。理想なんか言わずに楽な道を選べばいいじゃないか。その代わり、夢とか願望

だとか理想だとかは二度と口にするな。お前は甘っタレだ。 

 

はぁ…、ま…、そうだね… 

 

っていうか、おじいちゃん、S だよね。 

 



エス？ 

 

サディストの S だよ。ま、昔から厳しかったから分るけどさ。今の俺には厳しい言葉が必要なのかも

しれないし。 

 

厳しい言葉というよりも、現実を見ろってことだ。 

 

現実を見ろって言いつつ、運だとか覚悟だとかの話になると現実的とは思えないよね、普通は。 

 

身の程を知ろってことだよ。現在と、本来のと、将来の身の程を知ることだ。 

分かった。これまでの情報を踏まえて、もっと大事な話をする。 

 

 

022 人生の目標と課題と逆境 

 

ここから、運と運命について基本的なことを一から説明する。質問はあとですべて受け付けるから、

よく聞きなさい。 

 

OK…質問でいちいち話を遮るなってことね。 

 

まず、再確認しよう。 

① 運とは、人生軌道に吹いているパワーのこと。 

② 運命とは、その人生軌道に沿った人生のこと。 

 

さて、人生軌道とは何か？ 

人生の主人公は生きているお前だが、主人公の意識は魂にあり、この現実世界に生まれてくる時に各

自、「生まれる目的」を決めている。スピリチュアルを多少かじっていれば、この理解は決して新し

いものではないであろう。 

 

では、その「目的」とは何か？ 

生まれる目的とは、何かを成し遂げることではない。「何を感じ、そこから何を学んだのか？」がテ

ーマになる。つまり、“学び”の最終達成目標を決めて生まれてきているってことだ。この学びは各自

違う。 

 

死後、神の裁きなり、閻魔様のお裁きがあると世間では言われているが、そこで問われるのは「人生

でやったこと」ではない。人生を通じて、何を感じ、何を学んだかが問われる。だが、大抵の人間は、

「やったこと」「成し遂げたこと」を主張する。何億円儲けました、起業しました、イイ人と結婚で

きました、頑張って一軒家を建てました、夢を叶えましたなど。しかし、成し遂げたことは魂にとっ

て大きな意味はない。そこで再度質問される。「で、お前は何を学んだんだ？？」と。そこで答えら

れなかったら、再度同じ目的を持って人生をやり直す。一方、学びを明確に実感して生きて死ねば、

魂のステージは上がる。これが転生の根本的なルールだ。 

 

さて、各自、「この人生でこれを学ぼう」と目的を持って生まれてくるが、効果的に、かつ確実に学

ぶために「課題」も決める。課題は、①生まれた目的に気付かせ、②生まれた目的を意識させ、③



それを乗り越えるように導く、という順番で展開する。そして課題は、常に「問題提起」というスタ

ンスを取るため、「逆境」というキーワードで表面化する。これを世間では「苦労」と言う。 

 

つまり、人生軌道とは、『生まれた目的（学びの最終到達点）と課題に則した生き方 』ということに

なる。この目的と課題が、いわゆる「宿命」だ。この目的と課題は各自違うが、大きく分ければ幾つ

かのパターンに分類できる。 

 

さて、ここで注意しなければいけないことがある。 

人生で抱える苦労とは何だ？、ということだ。 

 

 

023 先天的な問題と後天的な問題 

 

抱える問題の“苦労”を知ることはとても重要だ。何かと人生は悩みが多いからね。 

「なぜその問題が起きたのか？」 人間が幸せに生きていく秘訣は、問題の意味を分かっているか否

かにかかっていると言っても過言ではない。なぜなら、問題には必ず起きる原因があるからだ。そし

て、問題の起きる原因は３つに分類される。これを理解しておくことはとても大事だ。それぞれ解決

方法も違うし、意味ある問題に取り組み、無意味な問題は避けることも出来る。ストレスも減る。も

っと人生の時間を有意義に使える。時間は有限だからね。 

 

さて、前述したように、生まれた目的に関連した課題から発生した問題は避けられない。これを「先

天的問題」と言う。一方、「後天的問題」がある。これは、決めた課題ゆえの問題ではなく、「自分

で作った問題」だ。さらに後天的問題は二種類に分けられる。①警告的な意味ある問題と、②感情が

原因で起こった意味のない問題だ。 

 

①警告的な意味での問題は、「人生軌道から逸れていますよ、外れていますよ」というサインとして

起きる問題のこと。②感情が原因の問題は、目的とも課題とも関係がない、当人の「エゴ・プライド・

ステータス・ジェラシー」が引き起こした問題のことで、この問題は感情に左右されるゆえに厄介だ。

しかも、無意味な、余計な問題でもある。 

 

さて、問題のパターンが出揃ったね。 

①先天的問題。 

②警告としての後天的問題で、意味あるもの。 

③感情が引き起こす後天的問題で、無意味のもの。 

 

前述したように、①先天的問題は絶対に避けられない。これは受けて立つしかないが、魂に起因した

問題であるがゆえに、必ず「進化・成長」に貢献する。だから、損することは絶対にない。逆に、快

感ですらある。その都度、真摯に取り組んでクリアすれば、筆舌に尽くし難い充足感があり、これが

本当の「覚醒」だ。 

 

②警告としての後天的問題は“サイン”だから、「同じ問題を繰り返す」という現象として現れること

が多い。しかし、サインだと気が付けば話が早い。本道に戻ればいいのだからね。これは先天的問題

にリンクしており、なおかつ本道に気付かせることにも貢献するから、この“サイン的問題”は抱えて

も心配することはない。 



 

しかし、③感情が引き起こす問題が一番厄介だ。そして、現代人のほとんどがこの問題を抱えている。

エゴ・プライド・ステータス・ジェラシーは“糞”だと（意味がないと）自覚できれば話は早いのだが、

感情が影響するために、そもそも自覚すらなく、中々解決できない問題だ。この問題は、「事態が悪

化していく」という特徴を持つ。負のスパイラルであり、問題が問題を招くわけだ。 

 

こう整理して考えると、問題解決に必要なのは、解決法を知る前に、「問題がどれに属しているか？」

の識別が先決であることが分かる。各々の問題解決方法が違うからね。 

 

では、問題のジャンル分けは、運・運命とどう関係してくるのか？ 

 

 

024 人生の課題の３パターン 

 

そもそも、既存の運・運命の理解は、簡単に言えば、「ツイている・ツイてない」という基準で問題

を捉えているものだ。それは、前述した３つの問題の識別が出来ていないことに起因している。そし

て、問題のほとんどが「感情に起因した問題」であるため、感情が影響し、「感情の浮き沈み」、「感

情の波」で幾らでも捉え方が変化する。 

 

こうなると、運・運命は不可思議で、人知の及ばないものだと認識してしまうし、運そのものも厄介

なものだと勘違いする。これが既存の開運理論の根底にある理解だ。しかし、実際はそうではない。

自分の運についてシッカリとした理解を持っていれば、本来の課題（先天的問題）に取り組むだけで

済む。それはムダにならず、かえって人生の成長、充実度に貢献する。 

 

こう考えてくると、昨今の自己啓発やポジティブ・シンキング理論は、感情の「バランスの取り方」

を教えているだけだ、と気が付くだろう。そもそもの問題解決にはなっていない。結果、自己啓発は、

「自己安心」以外の何物でもない。ま、最近は「エゴを捨てろ」と指摘するものも増えてきているが、

それが人生と運、運命にどれだけ影響があるのかを指摘しているものはほとんどない。 

 

少し話を戻そう。 

本当の人生とは、「生まれた目的と課題に則した人生のこと」だったね。 

さて、課題は３パターンある。つまり、現代に生きている人間の先天的問題は、この３パターンのど

れかに合致する、ということだ。 

 

①生活するに必要最低限の物・事に関係したこと。 

②人間関係に関連したこと。 

③夢の実現に関連したこと。 

 

①は、そもそもの「衣・食・住」に関わるレベルの話であり、生まれた時点で「衣・食・住」のどれ

か、もしくはすべてが欠落した環境で生まれてくることだ。が、この課題で生まれてくる人間は（日

本では）ほとんどいない。そのため、現在の魂は、②人間関係か、③夢の実現、という 2パターンの

どちらかに属しており、その比率は大まかなに 70：30 で、人間関係に関連したことで課題が表面化

する傾向が多数を占める。そして、①人間関係と、②夢の実現とでは、人生で抱える先天的問題の特

徴が違う。この違いを知るだけでも、抱える問題への対処を知ることが可能だ。 



 

さてここで、お前が理解していたこと、つまり、「生まれた目的に沿った生き方をした時、本当に必

要なものは備えられるのか？」という質問について考えよう。これは、更なる核心に迫るにはとても

いい質問だ。 

 

 

025 人生で必要なもの 

 

人生軌道に沿った生き方をすれば、必要なものは備えられるのか？  

 

結論から言えば、必要なものは備えられる。 

人生で必要なものとは、突き詰めれば、この 3つだ。 

 

①仕事 

②お金 

③パートナー 

 

仕事とお金はリンクしている。当然だね。この現実世界では、お金は仕事でしか得られないのだから。 

ただし、だ。 

当人の課題が、人間関係に関連したこと、もしくは夢の実現に関連したこと、このどちらに属してい

るかで話が一つだけ変わってくる。 

 

課題が「人間関係」に属するタイプは、①仕事、②お金で問題を抱えることはない。その代り、③

パートナーの件で色々問題を抱えることになる。だって、人間関係を通して学びを得る訳だから。だ

から、恋愛だの、結婚だの、上司や部下との関係だの、クラスメートとの問題などで悩みを抱えるこ

とが多い。 

 

一方、課題が「夢の実現」に関連するタイプは、③パートナーの問題を抱えることはない。しかし、

代わりに、①仕事、②お金の問題を抱えることになる。なぜなら、夢を実現するとは、結局、どうい

う仕事に身を置くかの問題だから。当然、仕事に関わることである以上、リンクしているお金の問題

も抱えるようになる。 

 

自分がどちらに属しているかの判断は簡単だ。ある夢を叶えたいという特定の、そして強烈な目標が

あるならば後者だ。それがなければ、（日本では）殆どの人が人間関係タイプで生きている。 

 

人間関係タイプの場合、人生の早めから特定の仕事に就き、キャリア変更などはあまり考えないし、

話題も、恋人や配偶者の話、同僚や上司の愚痴、仕事の話などがメインになる。 

夢の実現タイプは、特定の仕事を目指している為、主な問題が、大抵は極貧を経験したり生活苦で悩

むことが多い。 

 

人はどちらかである以上、派生する問題は避けられない。だが、それを実直に取り組んでクリアする

ことで、最終的には、①仕事、②お金、③パートナーの３つが整う。 

 



逆に考えれば、どうしてもその欠落している面での生活が嫌なら、強制的にタイプを変えれば良いと

思うかも知れない。理屈上は正しいが、それは簡単な様で難しい。だって、魂に逆らうこと、自分に

嘘を付くことになるからね。その心理的影響は大きいし、抑圧すると鬱などメンタルの面で何かしら

の問題を抱えることになる。本来、メンタル系の病気は魂の世界には無いものだったんだが、昨今は

この症状を抱える人が多いことを見ると、どれだけスピリチュアルの抜本的な理解が乏しいか、その

現状をよく示している。 

 

さて、そろそろ結論に移ろうか。 

 

 

026 人生軌道を理解する 

 

人生とは、『魂に起因する、生まれた目的・課題』という条件の下に成り立っている。 

 

言い方を変えれば、“逃れられない強制力”とも言える。が、だからと言って何も出来ない訳ではない。

生まれた目的と課題は変えられないが、それを『意識して生きるなら』、あとは何をするのも当人の

自由だ。「欲しい物・事」は、しっかり意識して生きた結果として表面化するものだから、欲しい物・

事から逆算して人生を考えてはいけない。 

自分の人生軌道をしっかり理解して、それから「欲しい物・事」を考える。これが「運命は変えられ

る」という本当の意味だよ。 

 

そして、本当のスピリチュアルとは、生まれた目的と課題に沿った人生を真摯に生きるという“意識を

もつこと”だ。そして、この基本概念を意識していれば、様々な問題を抱えても、対応の仕方が見えて

くる。 

逆に言えば、意識して生きればイイわけで、何も「あれをしろ！ これもやれ！」と束縛するもので

はないのだから、逆に有難いことでもある。 

 

これで整理できただろう。 

まず、問題の整理が必要だ。何度も言うが、突き詰めれば、幸せは、抱える問題への正しい理解と対

処と処理にかかっていると言っても過言ではないからね。整理することは、余計な問題を排除し、取

り組むべき問題、つまり先天的問題を明確にさせる。結果的には、人生を向上し、充実させ、必要な

物・事を備えてくれるのだから決して損はない。 

 

そのためにも人生軌道のパターンを知ることが大切だ。自分の人生の目的と課題とは何だろうか？ 

これを知ることで、人生の舵取りができて、今後の物事への備えも出来て、後天的問題が発生しても

軸を見失うことはないから、対処法、解決法も分かる。時間も有効に活用できる。ムダな労力がなく

なるってことだ。 

 

そして、プライドに起因する余計でムダな問題も明確になるため、ストレスも減り、本当の自信が持

てるようになる。ブレなくなるってことだ。これが本当の「人間力」だ。この手の問題は感情が関係

しているため厄介だが、問題を素直に認識して、改善し、対処できるかは、やはり当人の「人間力」

にかかってくる。逆に言えば、ちゃんと向き合うことで自身の人間力を上げることにもなるのだから、

結果的には本人の為になるとも言える。だからこそ、運・運命の理解を変えることは「現実的なもの

だ」とわしは言ったのだ。人生に有効活用できる訳だから。 



 

以上が、運・運命の基本であり、人生で大事なことだ。理解できるまで何度でも思い出しなさい。 

 

 

027 現実とスピリチュアルとのバランス 

 

はぁ、すごいね。なんか腑に落ちたよ。こんな解説今まで聞いたことがないし、自分の至らないこと

もクリアになってきた。自分がどれだけ勘違いしていたのかが分かったよ。 

 

そうだな。だから「お前の勘違いは甚だしい」と言ったんだよ。 

 

うん、今なら理解できる。スピリチュアルとか精神世界の知識の現実的な有効活用、か。 

 

そうだよ。有効活用出来なければ意味がないし、知っただけでは単なる知識だ。有効活用して自分の

経験でトライしていくことで「生きた知恵」としなければ、得た情報も意味がなくなる。わしがお前

に分かってもらいたいのは、お前が生きているのはあくまでも現実世界であること、その上でスピリ

チュアル知識の実際的な活用を知ってもらい。言い換えれば、現実世界とスピリチュアルの「バラン

スのありかた・取り方」を知って欲しいんだよ。 

 

そのバランスってどうやって取るの？ 何か決まり事でもあるの？ 

 

ルールはない。あくまでも意識の問題だ。結論から言えば、普段の生活、思考、決断にどれだけスピ

リチュアルな要素を入れているか？、もっと言えば「入れてしまっているか？」を考えることが必要

だ。ただし、ここで注意がある。スピリチュアルと直感はイコールではないってこと。ここで言うス

ピリチュアルとは、神様だとか、祈願だとか、霊界などの「霊的要素」と、引き寄せの法則や開運理

論などの「スピリチュアル実践」、そして、数珠やパワーストーン、パワースポットなどの「スピリ

チュアル・アイテム」のことを指す。これを“既存スピリチュアル”と言おうか。 

 

ついついスピリチュアルな系統に関心が行きやすいお前のことだから、ここでハッキリ言っておく。

これからの人生に、今言ったようなスピリチュアルなことは一切加味するな。 

 

え？ でも、神様は確実にいると思っているし、前に、『人間は一人で生きている訳ではない』って

言ってたよね？ 

 

それと、既存スピリチュアルとは訳が違うよ。 

 

何が違うの？ 

 

基本的なこととして、既存スピリチュアルに傾倒するのは“他力”だよ。逃げの発想だ。今必要なのは“自

力”という自覚を持つこと。これについては、この対話の一番最初に言ったことだったね。そして、自

力とは、自分の人生の目的と課題を“意識して”生きることだと分かった。つまり自分が主役だってこ

とだ。 

この認識が持てて初めて、人生軌道に吹いている追い風＝運が、そもそも「どこから来るのか？」、

「誰がパワーをくれるのか？」という核心に導かれるようになる。つまり、人生軌道を進むようにし



てくれている存在、パワー、エネルギー。表現方法は何であれ、自分の後ろにある、自分を生かして

くれている「何か」についての理解の本当の意義が見えてくる。それが、『人間は一人で生きている

訳ではない』という意味だよ。ま、世間では、それが神様だ、守護霊だ、ご先祖様だと言っているが。 

 

そういう存在を意識するな、ということ？ 

 

自分の後ろにあるであろう「何か」のお陰で自分は生きれていられるんだな、有難いことだ、という

意識を持っていればそれでいい。それが“感謝”だよ。「生かして頂いて、ありがとうございます」っ

てことだ。そういう気持ちを持っていれば、あとは自分の道を生きるのみだ。どうも最近は、後ろの

「何か」がスゴイから、あやかれば何とかなるっていう勘違いがある。スゴイから、「その実態は何

だろう？」という気持ちで霊界の真実とか知りたがるが、霊界やらスピリチュアルの探究に時間を割

くゆとりがあるなら、もっと自分の人生を探究してもらいたいものだね。 

 

それと直感とは、どう関連してくるの？ 

さっき、スピリチュアルと直感はイコールではないって言ってたけど。 

 

 

028 第六感の重要度の割合とは？ 

 

直感はどこからくる？ 

 

魂、だよね。 

 

そうだね、魂からだ。その直感を感じるセンサーのことを通常なんと表現している？ 

 

えっと…。あ、第六感？ 

 

そうだ。第六感ってことは、その前に何がある？ 

 

五感、だね。 

 

そう。視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚のことだ。この五感は、霊的要素ではない。あくまでも物質的

な要素だ。 

さて、ここで何か見えてこないか？ 

 

え…？ 何？ 

 

比率だよ。人間はこの現実世界で生きていくにあたって必要な感覚を五感として持っているが、五感

に対して霊的要素に関係する感覚は第六感のひとつしかない。もし、人間がスピリチュアルな要素を

もっと取り入れて生きるべきなら、５：１ の割合ではなかったはずだ。しかも、第六感は、順番的に

も五感のあとに位置づけられている。“第六”感とは、昔の人は上手く表現したものだな。そういった

意味で、優先順位も忘れてはいけない。 

 

確かに言われてみればそうだね。これが、人生とスピリチュアルのバランスだと。 



 

そして、そもそも第六感は、霊的要素の為のセンサーではない。己の直感を感知するセンサーなんだ

よ。昨今は、第六感が冴えていると言うと、何か霊的要素の能力が高いことに使われる傾向があるが、

直感、言いかえれば「己のセンス・感性」を感じるために備えられた感覚であり、「霊的である」と

いう本当の意味は、「自分の直感に素直である」ってことだ。だから、突き詰めれば、五感 + 第六感

のすべての感覚は、この現実世界で生きるために活用すべきものであり、既存スピリチュアルのよう

な霊的世界を探究するためのものではない。 

 

結果、感謝の気持ちを持っていれば、それでいい。スピリチュアルなパワーだとかご利益とかを気に

するよりも、実践、行動、努力だ。１キロメートル先に行きたかったら、とりあえず歩けばいいんだ

よ。歩き始める前に、「早く行ける方法はないか？」と考えるのは時間のムダだ。現実的に目の前に

あることを一つひとつこなしていくこと。良いことも悪いことも、逃げずに受けていく。問題があれ

ば、本当の自分を探究して対処していくこと。これが自力の自覚であり、人生なんだよ。 

 

なるほど。 

そうなると、じゃあ、“念”って何だ？とか、直感を感じる方法は？ もっと言うと、神とは何？ 守護

霊の実態は？ 役割は？とか色々疑問がでてきちゃったんだけど…。とりあえず、運・運命に関連した

質問をしたいな。 

 

たとえば？ 

 

①なぜ自分の人生軌道を生きた時に「必要なものは備えられる」と言えるのか？ 

②魂の初期設定について 

③意識の変え方について 

④どうしたら意識が変わったと本人が認識できるのか？ 

⑤どうしたら夢は叶うのか？ 

⑥既存の開運理論は間違っているのか？とか。 

 

わかった。⑥については、他の要素も含めていずれまとめて話すから、とりあえず、①〜⑤を扱っ

ていこうか。 

 

 

029 必要なものは備えられるのか？ 

 

なぜ、自分の人生軌道を生きた時に「必要なものは備えられる」と言えるの？ 

 

そうなっているからだよ。 

 

って言ってもさ、頑張っても結果が出ないことは沢山あるし、頑張っても稼げないときもあるし。そ

れが、人生軌道を生きれば必要なものは備えられるって言われても、ホントかなぁっていう疑念があ

るんだよね。 

 

根拠が欲しいんだな。 

 



そうだね。あるの？根拠なんて。 

 

あるよ。実にシンプルなことだよ。身の程を知るって意味でも重要な点だね。 

簡単に考えてみようか。 

宇宙があり、地球があり、自然環境があり、動植物があり、そこに人間が存在している。ここで見え

てくることは？ 

 

人間が一番上の存在ってこと？ 

 

違う。「人間も一動物でしかない」ってことだよ。人間が上位だっていう考えは間違いだ。まず、人

間も動物も植物も、同じ自然環境の中で生きており、そこに優劣も違いもないってことをよく認識す

べきだ。まだ、動植物の方が身の程をわきまえて真摯に生きているよ。 

 

それが、人生軌道を生きれば必要なものは備えられるってことと、どう関係してくるの？ 

 

お前はクリスチャンだったな？ それなら、「あのソロモン王でさえ、野のゆりには勝っていなかっ

た」というイエスの言葉を憶えているだろう。どこに書いてあるかは知らんが。  

（ソロモン：古代イスラエルにいたとされている王。彼は統治中に史上稀にみる経済的成功を収め、金銭面・物質

面など手に出来るものすべてを手にしたと言われている） 

 

あ、その言葉は知っているよ。 

 

この真意は？ 

 

どんなに金があっても、自然の魅力には勝てないってこと？ 

 

「委ねる」ってことの意味を教えているんだよ。 

野に咲く一輪の花でも、成長し、キレイな花を咲かせることに生きている。自分で水も注がない。自

分で栄養も取らない。栄養が偏るからと言ってサプリも取らない。すべてを自然に任せているが、そ

れでも成長してキレイな花を咲かせる。これを当たり前だと思ってはいけない。 

 

これは、一般的には「生態系」という一言で流されているが、この自然界のバランスがどんな意味を

持っているのか？ 何を教えているのか？ それをよく考えてみるべきだ。森羅万象においては、す

べての生命が存在するために必要なものはすべて備えられているんだよ。そして、人間もそういう自

然生態系、自然のバランスの中の一存在だ。森羅万象において人間だけが例外ということはない。 

 

なるほど。確かに興味深い視点だと思うよ。当り前なこととして、自然界の脅威にさらされたら、人

間なんてちっぽけな存在だしさ。でもさぁ… 

 

でも、なんだね？ 

 

ならさ、何で苦労しなきゃいけないのよ。すべてが備えられると言うならさ、全部最初っからくれっ

て言うんだよ。 

 



動物だって植物だって苦労しているよ。逆に、人間世界よりももっとシビアな世界を生きているよ。 

 

そうじゃなくてさ、、、 

 

言いたいことは分かるよ。今までの対話の流れで言えば、自分で作り出してしまった後天的問題での

苦労はムダだ。だから、それについて文句言うなら、それはお前が悪い。だからこそ、後天的問題を

排除し、人生で学ばないといけない先天的苦労に集中しろってこと。その先天的問題に向き合って生

きていくうえで、必要なものはすべて備えられるから心配するなってことだよ。自然界のバランスは

そのために体系化されているし、それが森羅万象の実態なんだから。 

 

 

030 自然界は合理的にできている 

 

そうだね。でもさ、人間は思考する生き物だから、より良いもの、良い環境をクリエイトできる。そ

れで文化も成長してきた。だから、人生もすべてクリエイトできる。そう考えるのが「自然」じゃな

いの？ 

 

で、お前は何をクリエイトしたんだ？ まさか、「これからだ…」と言うわけじゃないだろうな？ 泣

きついてきた人間が。 

 

泣きついた訳ではないよ。 

 

じゃ、ほおっておいて、あれからお前がどう人生を「自然」にクリエイトするのか、見てやりたかっ

たものだね。お前が普段食べているものだって、着ているものだって、音楽の機材だって、パソコン

や携帯も含め、人間がクリエイトしたというものはすべて自然界の物質なりエネルギーを利用しなけ

れば何も成り立たないのに、人間の思考がすべてクリエイトしただと？ だったら車にも乗るなって

話だよ。 

そもそも、自然界の物を利用せずには人間は生きていけない。酸素に代わる新しい酸素を作ってみろ、

水に変わる水媒体をクリエイトしてみろって言いたくなるね。 

 

ま、そうだけどさ、、、 

 

わしが言いたいのは、『当たり前だと思っていることが、なぜ成立しているのか？』をよく考えろっ

てことだよ。その原点が、人間も自然界の一存在でしかないことに行き着く。たとえ魂の存在を無視

したとしても、森羅万象はそういう実体であり、それを変えることはできない。 

 

ならば、その実態に沿うこと、森羅万象のルールに則って生きた方が、より「合理的」というもので

はないかね。ビジネスで「より合理的な見方を…」とか言ってる割には、己の存在、己の人生につい

ては合理的に考えようとしない。あれが欲しい、もっと楽したい、早く成功したいとか言いだして脱

線する。そもそものルールさえ知らないのにな。よっぽど、野の花の方が合理的に、ムダなく生きて

いるよ。 

 

そう、だね、、、 

 



ま、仕方ない。それをちゃんと考えていなかったから、このザマになったんだしな。何度も言ってい

るが、何かを変えなければ何も変わらない。そこでわしは、意識を変えろと言っている。 

そして、何事もトライだ。人生軌道に沿って生きることを意識して生きてごらん。１年経っても変化

がないなら、わしの言ったことはウソだと言ってもらって構わない。でも、絶対に変化出来る。だか

ら、自分の人生を大きく俯瞰しつつ、ひとつひとつを大事にして生きてみな。 

 

わかった。まだ俺は何もしていない状況だしね。 

ところでさ、必要な物が備えられるって具体的に何が含まれるの？ 

 

 

031 人生において備えられるもの 

 

おじいちゃんさ、あの後色々考えてみたんだ。人間が自然界の一動物でしかないってことをね。確か

にそうだなと思ったよ。そんな風に考えたこともなかったけど、言われてみれば当たり前なことだけ

ど、そこに気が付かなかったなぁと。 

（注：この対話は継続的に行われたものではなく、ひとつの質問に対して答えが返ってくるまで 2、3 日ほど間が

空いたり、祖父の問いかけに答えるために考える時間として一週間から 10 日ほど空くこともあった） 

 

基本的に物事はシンプルであり、真理はどれもシンプルだよ。だからこそ気が付かないことが多い。

真理とは、シンプルで、偏りがなく、不変のものだからね。だから、時代が進化したからといって昔

のものがすべて意味がない訳ではない。生きる術だって同じだし、先人達の生きた知恵の方が真理を

突いていることもたくさんある。男と女の関係だってそうだよ。結局のところ、何千年と歴史を作っ

てきたのは男と女であり、その関係性だって変わらない。 

 

もし、昨今の恋愛ノウハウやら出会いの法則やらが真実なら、昔の人は恋愛も結婚も出来なかったっ

ていう資料がたくさんあるべきだが、事実はそうではない。逆に、ノウハウが進化したと言われてい

る現代の方が結婚できないって悩んでいる人の方が多いのは、何かが間違っているんだよ。何かを忘

れていると言った方がいいのかもしれない。 

 

たしかに。 

あ、そうそう、自分の人生軌道を生きることで備えられるものって具体的に何なの？ 

 

それは前に解説しただろ。仕事、お金、パートナーだよ。パートナーには結婚相手も含まれるから、

当然それにつながる出逢いも備えられることになる。ただし、生まれた目的と課題によって、最初そ

のうちのどれはが欠落しているように思えるなど違いがあることも説明した通りだ。 

 

抱える悩みの先天的問題と後天的問題があるのも分ったんだけど、生きていく上で必要な物がタイム

リーに得られないことが多いんだよね。例えばさ、一生懸命働いていたのに会社が倒産になったら仕

事を失う。生活も家族が困る。これはどう説明するの？ それで再就職したいのに仕事が見つからな

いってなったら、すべてが備えられるとは言えないよね。 

 

問題が起きる理由は、先天的問題か後天的問題のどちらかだ。そして、先天的問題の場合は、あくま

でも当人の学びの為に必要なこととして起きる。もし抱えた問題の原因が自分ではないとしても、そ



の影響を受けるのが当人なら、あくまでも当人の為に起きていると判断できる。それが一見理不尽だ

としても。 

 

それが苦労だ、と？ 

 

そうだよ。前にも言ったが、必要なものとは必ずしも良いことだけではない。その人の学びの為に必

要な“嬉しくないこと”も起きる。 

 

じゃあ、会社の倒産やリストラだったり、再就職先が見つからないのも必要な苦労だと。 

 

そうだ。 

 

う〜ん… 納得できないんだよね。だってさ、俺だって仕事見付けたと思ったら病気になったりさ。

せっかく一からやり直そうと思った矢先にまた問題だなんて。そんなに課題ってキツイの？ 

 

納得できないのは、それを受け止めたくないからだろ。現実を受け入れたくない、だから何でこんな

思いをしないといけないんだ？ なぜ俺なんだ？ でも誰でも自分を守りたいから他に理由を探して

は、他人のせいにしたり、会社のせいにしたりする。被害妄想だね。 

 

ちょっと待ってよ。それは言い過ぎじゃない？ 頑張っている人だっているんだしさ。 

 

頑張ってたら、同じ状況で苦労しないよ。頑張っているのに仕事が見つからないっていうのはウソだ

ね。ま、仕事探し始めて 2、3日とかなら結果も出ないかもしれないが、仕事は何だってあるし、それ

をすれば良いんだよ。 

 

例えば、家のローンを抱えてて最低月 30 万円稼がないとやっていけないとしよう。でも、今できる仕

事では頑張っても 20 万円だとなったら、頑張るとかの問題ではないよね？ もし人生軌道に生きてい

れば必要なものが備えられると言うなら、そこで 30 万稼げる仕事が与えられるなら分るよ。でも、そ

うでないケースが多い。これをどう説明するの？ 

 

人生軌道を生きていれば、30万円の仕事が手に入るよ。 

 

は、、、強気にきたね。出逢いも？ 

 

そう。 

 

う〜ん。何かそれって“信仰”と同じレベルの話に聞こえるんだけどさ。 

 

なるほど、言いたいことは分かる。じゃあ、魂の初期設定について解説しようか。 

 

魂の初期設定？ 

 

 

 



032 魂の初期設定と宿命 

 

魂の初期設定？ 

 

そう、魂の初期設定を知ることは、どうやって生きていくのか？についての理解を深めるのに役立つ。 

 

宿命とは違うの？ 

 

宿命のさらに奥深い理解だよ。では、宿命とは何だ？ 

 

宿命は自分では選択できない要素だよね。親、出身地、性別、身体的特徴は選べない。けど、自分の

運命は選べる、ということだと思うけど。 

 

なるほど。では、なぜ特定の親、性別、出身地、身体的特徴を決めると思う？ それを決めて生まれ

てくるからには、それを選択させた理由があるはずだよね？ 

 

あ、宿命を決める元々の理由か… 

 

そう。それが魂の初期設定だよ。魂の初期設定があって宿命が決まる。魂がこの物質世界に生まれて

くる際の関係性はこうだ。 

 

『 魂 → 人生の目的・課題 → 魂の初期設定 → 宿命 → 人生 』。  

 

現在のスピリチュアルの概念では、宿命までしか理解できていない。色々決めて生まれてくるのであ

ろうことは分かっていても、なぜそれを選択したのかの関係性を知らないでいるから、「宿命は変え

られないなら、せめて人生の選択くらい自由でいいだろう」という理屈になっている。これが間違い

の元だ。 

 

運命は選べないと？ 

 

生まれた目的と課題を無視しないのなら、やりたいことは自由に選べる。それはこれまでも話してき

たね。 

 

あ、魂はパソコンの OS と同じだってことね。でも、面倒になったり使い勝手が悪くなったら、OS を

換えちまえ！って思いたいよね。ま、それが出来ないのが人生だと分かったけど、何か窮屈な感も否

めない…。 

 

何事も摂理があり、人生にも摂理がある。摂理を「仕組み」と言い換えもいい。どんな商品だって、

仕組みを無視して使用したら意味がない。苦労するだけだ。 iPhone で何でも出来ると言っても、

あくまでも iPhone の仕組みを超えることはできない。Flash 機能を使いたいなら他のスマホに換え

ないといけないが、人生にそういう理屈は通らない。ならば、自分が持っている仕組みで創意工夫す

るしかない。創意工夫するのは自由だよ、という意味で運命は選べるってことだ。しかし、まず仕組

みを知らないと何事も始まらない。 

 



その「仕組み」が、「魂の初期設定」だと。 

 

そうだ。 

 

おじいちゃんって iPhone とか知ってるんだ？ ま、どうでもいんだけど。 

 

どうでもいい。それより、もっと大事な疑問が出てくるだろう？ 

 

そうそう、魂の初期設定には、具体的にどんな要素があるの？ それと、必要なものが備えられると

か、人生の生き方とどう関係してくるの？ 

 

 

033 魂の４つの初期設定 

 

魂の初期設定には何が含まれているの？ 

 

① 寿命 

② 健康 

③ 天職 

④ 生涯年収 

 

①寿命は、どれくらいの歳で死ぬか？ということだ。何事も納期が決まっていれば「計画」という概

念が出てくる。人生も同じで、これくらいの年数があれば生まれた目的（この人生で学ぶと決めたこ

と）を達成できるだろうというエンドを決めている。 

 

自分の寿命は大抵自分で分かっているものだ。「何歳まで生きたい」という願望ではなく、何も考え

ず素直になって「自分の寿命は？」と自問してみるといい。それが当人の寿命だ。大方それは当たっ

ている。ちなみに、その歳のプラスマイナス 2歳のうちに寿命を迎える。 

 

僕は自分で 100 歳だと子供の頃から漠然と思っているけど、それは案外当たっていると？ 

 

はは（笑）、そうだね。ま、100歳はお前の願望も入っているがな。 

 

ということは、98 歳から 102 歳の間に人生を終えると。 

 

ま、そういうことになる。 

 

おじいちゃんは、78 歳で死んでるよね？ ということは… 

 

わしの場合、寿命は 80歳だった。しかし、色々あって 77 歳で死ぬことになったんだが、天の計らい

で 1年延びた。その 1年は肉体的には機能していなかったがね。 

 

あ、そうだったね。死ぬ手前の 1 年くらいは、ベッドに寝たきりで植物人間状態だったよね。あの時

期って意識はあったの？ 



 

あったよ。喋れない、動けない、という制約はあったが意識はハッキリしていた。というより、普通

に生きていた時期よりもより明晰だったよ。 

 

なぜ、あんな状態になったの？ それを望んだの？ そうなるって決まっていたの？ 

 

自分で選択した。77歳の時点で死ぬこともできたが、自分の人生でどうしても解せないことがあって

ね。それを確認したかったんだよ。 

 

何を確認したかったの？ 

 

嫁の愛情を、ね。 

 

おばあちゃんの愛情を確認したかったの？ 

 

そう。色々あったから。 

（祖父が言う「色々あった」という意味は対話の最後で出てくる） 

 

 

034 初期設定① 寿命 

 

話を戻そう。 

 

この寿命の概念は意外と大切なんだよ。それは「時間」の本質を解くのに役立つ。 

 

人間は各自、時間の感覚が違う。要は、時間の進みが「早い」と感じるか、「ゆっくり」だと感じる

かの違いがあり、寿命が短い人間は「早い」と感じる。「ゆっくり」だと感じる人間は寿命が長い。 

 

この感覚と、人生で起きる出来事、展開のペースも連動している。分かり易く言えば、何かと物事が

早く展開していく人間は寿命が短いことが多く、寿命が長い人間の人生展開は、比較的ゆっくりと長

いインターバルで発生する。 

 

短い、長いというのは平均寿命と比べての話だが、人生が早い展開でまわる人間は、社会的な成功、

地位も他人と比べて早めに手にすることが多いため、まわりの人間はそれを見て「うらやましい」と

思うだろう。実はその背後には、当人の“寿命”という魂の初期設定が大きく関係し、これに見合った

親、環境などを選んで生まれてくる。 

 

じゃあ、自分の人生展開が遅いと感じていても、ダメだとか思う必要はないんだ。早く成功しなきゃ

とか焦る必要もないと。 

 

そうだよ。「ゆっくり」だと感じる人間は、一つひとつのプロセス、取り組み、生きる姿勢などから

学ぶことが大切であり、だからこそ若いころは不遇を体験することが多い。こういうタイプの人間を

世間では「大器晩成」という。 

 



なるほどね。 

そう考えると、「平均寿命」というのは興味深いね。国によっても平均寿命って違いがあるけど、そ

れは、その国民、というか国、土地が持っている魂の傾向みたいなパターンがあるってことになるよ

ね。 

 

その通りだね。魂、というか特に「意識」と国柄、土地柄との関係性についてはいずれ話すよ。ま、

寿命に関して言えば、短い、長い、どちらが良いということはない。が、自分の「エンド」を意識し

てみるのは良いかもしれない。だからこそ、大病したりして死の堺をさまよった人間が回復すると、

生き方への姿勢が根底から変わり、より意義ある毎日を過ごそうとする。今言ってきた寿命について

よく考えてから、例えば、ジョブスの大学での講演を見直してみるといい。 

 

あ、スティーブ・ジョブスのスタンフォード大学での卒業式スピーチね。 

 

あれは深い。分厚い精神世界の本よりも大事なことを簡単明瞭に語っている。 

さて、寿命についての理解が深まると、必然ともうひとつの要素に視点が行く。 

 

それが、健康だと。 

 

そう、身体的要素だ。 

 

 

035 初期設定② 健康 — 身体的要素 

 

魂の初期設定のもうひとつが「健康」だ。これは、大きく分けて３つある。 

 

①身体的要素 

②性格 

③身体的耐久力 

 

これらはいずれも、生まれた目的と課題のために設定される。「設定される」と言っても、自分で選

んでいるのだが。そして、この「健康」については遺伝子が関係してくるから、どの親、血脈（家系）

のもとで生まれるのかの大きな要因になる。特にスポーツ選手などは、そうでない人間よりも厳密に

この要素をおさえて生まれくることが多い。 

 

①身体的要素とは、体型（身長の高低、横幅の太い細い）、人相（キレイ、ハンサム、ふつう）のこ

とで、つまりは“外見”のことだ。もちろん、不摂生や暴飲暴食のために外見が変わるのは当人の責任

だが、特に人相は、生まれた目的・課題と大きく連動している。「容姿端麗（キレイ、カッコイイ）

の方が何かと得する」とはよく言うが、魂の実情ではちょっと違う。 

 

魂のレベルが「高い・低い」という表現をお前たちはよく使うが、厳密には正しくない。要は「成長

の度合い」なので、経験値の「多い・少ない」というのが正しい。成長の度合いだな。だからわしは

「若い・円熟」という表現を使う。ちなみに、輪廻転生の回数が多い＝円熟、という訳ではない。何

も学ばずに同じ課題を何度も繰り返してしまうことも多々あるからな。 

 



さて、魂の成長のプロセスを至極簡単に説明するとこうなる。 

 

「（若い）⇒ 物質世界に慣れる ⇒ 社会を知る ⇒ 何かを極める ⇒  課題を達成する ⇒ 奉仕する 

（円熟）」 

 

このプロセスと人相は関係し、“容姿端麗な人”は、“社会を知る段階”の魂に多い。次に、“何かを極め

ること”に容姿の優劣が関係している場合だ。容姿がいわゆる“ふつう”な人間が多いのは、大方同じ段

階にいる魂が多いことでもある。 

 

なぜ、“社会を知る段階”の魂は容姿端麗を選ぶの？ 

 

つまりは、「中身で勝負できるか否か」だ。魂が若い人間は経験値が少ない分、外見で勝負するしか

ない。これは差別ではないから勘違いしないように。経験値で勝負できないからこそ、外見で自分に“着

目”してもらえるチャンスが得られるようにするための天の計らいだからだね。 

 

へぇ、そんな話はじめて聞いたよ。面白い見解だね。 

 

中には、とりわけ容姿端麗でもないのに何か輝いている雰囲気がある人間もいるだろう。それは、“課

題を達成する段階”、それも、一つひとつの学びに真剣に取り組んでいる人間が多い。課題を実直にこ

なすことは、当人の人間力の進化に非常に大きく貢献する。何も魂の課題を知らなくてもいい。「目

の前にあることをこなす」。これが大切だ。そういう人間は歳を追うごとに良い意味で変化していく。

たまにいるだろ、数年振りに会ったら魅力的になっている人とか。女性はとくに。 

 

あ、確かに。そういう理由があったんだ。オーラのこと？ 

 

違う。人間力だよ。オーラはエネルギーの話だ。 

 

魂の円熟度と霊能力は比例するの？ 

 

しない。それは関係ない。 

 

なんで？ 

 

霊能力は意識次第だから。ま、これはいつか解説するよ。今は魂の初期設定の話だ。 

 

 

036 初期設定② 健康 — 性格 

 

さて、続いては、健康の②性格についてだ。 

性格は両親のブレンドだから、一般的には性格は遺伝的な要因で決まると言われている。が、大切な

のは、なぜ特定の性格を持つ“その親”を選んで生まれてきたか、だ。 

 

あ、なるほど。細かいことだけど、性格って、魂の世界では「健康」に類しているの？ 何か別のよ

うな気がするんだけど。 



 

厳密ではないが、健康の部類に入る。読んで字の如し、だよ。「すこやかに、やすらかに」生きるに

は、性格も大きな要因だからね。「病も気から」とは言うが、あれは「病は性格次第」とも言える。 

 

うん、それは分かる気がする。 

 

人間関係の善し悪し、仕事のこなし方、問題の対処方法など、実社会で上手く生きていけるかどうか

は、ほぼ性格次第だしな。 

 

経験値で変わるのでは？ 

 

経験値は知識で、知識と性格では圧倒的に性格が優位になる。性格も、当然ながら生まれた目的・課

題を基に決めているが、特に課題と連動している。簡単に言えば、「性格的な弱点の克服」が課題な

んだよ。 

 

あ、そう言われると分かり易いね。だから、「知識を知恵に変えろ」と前に言ってたんだね。 

 

だから、自分の性格を知ることは大切だが、なかなか己で気付くのは難しい。そこで親との関係が出

てくる。親の嫌な性格は絶対に自分も持っていることになるから、家族の嫌なことは自分を知るいい

機会だと思った方がいい。ただ、相手の“行った”嫌なことに注目してはいけない。そういう行動に出

た“原因”を観察するといい。そこで見和えてきたものが性格というやつだ。 

 

血液型とか、性格占いとかは参考にしてもいいの？ 

 

客観的な判断材料としては良いかもしれないが、それはあくまでも“知識”だからね。そこは勘違いし

ないように。ちなみに、血液型とか性格占いに霊的な裏付けはない。 

 

ま、性格ゆえに失敗する経験をすれば、おのずと分かっていくだろうが、誰でも自分がカワイイから、

なかなか“学ぶ”ことをしない。ま、裸の王様になって後々恥ずかしい思いをするのは当人だし、損す

るのも当人というだけだが。 

 

何か、今の言い方が脅しっぽかったんだけど（笑） 

ま、「他人の性格は変えられないが、自分の性格は変えられる」って言うし、それが課題と連動して

いるなら、少し真面目に見直すのも良いのかもね。 

 

大いに良いことだよ。だって、それ次第で自分の人生がどうにでも変わるんだからね。変えるなら良

い方に変えたいし、結局のところ、人生で抱える“後天的問題”は、ひとえに己の性格が招いているん

だから。他人の批判をする前に己の批判をしろってことだよ。他人に対する批判がどんなにもっとも

らしい批判であっても、それは批判する人の内面を露呈するだけの話だしな。 

 

うん、確かに。 

 

では、とりあえず継ぎに移ろうか。 

 



 

037 初期設定③ 健康 — 病気になる理由 

 

健康の 3つめの要素、身体的耐久力とは、要は「体力」のことで、特定の仕事なり、夢を実現するこ

とが生まれた目的・課題で決まっていた場合は、この耐久力も外せない要素として押さえてくる。そ

して、病気もこれに含まれる。 

 

ちなみに体力って、そちらの世界ではどういう説明になっているの？ 

 

一言で言えば、「エネルギーの貯蓄量と消費量のバランス」だね。実際には、エネルギーの貯蓄は適

度な睡眠でしか得られないし、貯蓄量も少ない。大切なのは、エネルギーの“流れ”だよ。貯めたもの

は必ず枯渇する。だから、貯めることよりも、流れを意識していた方がいい。病気は、エネルギーの

バランス次第だからね。とにかく、貯めるにしても、流れるにしても、やはり当人の体力に連動して

いるから病気も耐久力の範疇となる。エネルギーの流れについては追って話す。 

 

病気になる理由は？ カルマなの？ 病気になるって決めて生まれてくるの？ 

 

一番分かり易いのは、生まれた時から何か特定の病気を持っていたり、突然の発病でそれが生涯に関

わる病気なら初期設定として含まれていると思っていい。それが人生で“いつ”発病するかのタイミン

グは、当人の学びへの姿勢次第だが、初期設定に含まれていても、それが課題として必要ないと判断

されれば発病しないこともある。 

 

発病するばかりではなくて、発病のキャンセルもあるんだ。 

 

さてここでは、大病、小病を問わず病気になる理由についてだけ簡単に話しておく。病気については、

先天的問題なのか後天的問題なのかの判断が難しいこともあるから、詳細はいつか必要な時期が来た

ら話すよ。 

理由は 5つだ。 

 

① 不摂生・流行性（インフルエンザなど） 

② 課題 

③ 身の程を知るため 

④ 寿命との関連 

⑤ 能力の反作用 

 

①不摂生・流行性（インフルエンザなど）は本来魂のレベルの話ではないのだが、流行性の病気は不

可抗力なので仕方ない。暴飲暴食や不摂生でなる病気は本来当人の意識問題なので初期設定でない場

合が多いのだが、性格からの影響もあるから挙げておく。 

 

②課題とは、いわゆる“カルマ”がゆえの病気のことだが、必ずしも前世からの持ち越しでなるわけで

はないことは前に言った通りだ。ちなみに、①と②の簡単な違いは、病気の原因が明確に分かってい

れば①。不明なら②ということが多い。ちなみにエイズは②課題で、うつ病は現代となっては①と

②の半々だ。しかし、うつ病はもともと魂の世界には想定されていない病気だった。 

 



③身の程を知るためとは、いわゆる“罰”のことだ。でも、神様が与えたとか、ご先祖様が、霊障が…

ということではない。単にエネルギー作用の話で、バランスが崩れればエネルギーは何であれ元に戻

ろうとし、それが病気という現象で表面化することも多々ある。その現象を古来から“罰”と表現して

きた。なぜなら、発生までに時間差があるため、なぜ自分に問題が起きたのかの理由が分からないこ

とが多いからだ。だから、何かしらの影響だと思ったわけだな。 

 

例えばだが、お前が誰かをダマしたり痛めつけたら、それはいつか還ってくる。必ずね。 

問題は、同じく騙され返される訳ではないってことだ。意外と病気、もしくは事故で還ってくること

が多い。これは精神論とか気持の問題とかの話ではない。エネルギーだから物理学の話。だから現実

世界では逃れられない。 

 

②と③の簡単な違いは、治る病気なら③。生涯関わるレベルなら②課題だ。 

ちなみにだが、騙すことや傷めるようなことを課題にして生まれくる人間もいる。そういう人間は、

それを必ず生業、仕事にしている。 

 

そういう人間が自分の人生軌道から外れたら？ 

 

司法の裁きを受ける。 

 

お、それは面白い因果関係だね。 

 

さて、④寿命との関連は、最後を迎えるきっかけとして起きる病気のことで、この病気の場合は苦し

むことはない。いわゆる「風邪から肺炎をこじらせて…」というようなケースだ。 

 

⑤能力の反作用については、今は扱わない。それを理解するには他にも知るべきことがあるから、い

つか話す。 

 

なるほど。 

 

さて、ここまで話してきて何か気付かないか？ 

 

 

038 感情と初期設定 

 

え？ なんだろう？ 天職と生涯年収についてはまだ解説されてないけど… 

 

感情だよ。性格の話が出てきたが、感情は魂の初期設定に含まれているかどうか。どう思う？ 

 

あ、感情か。性格とは違うの？ 

 

性格と感情は違うよ。人生を決めているのは魂の初期設定であり、それから派生した人生の目的・課

題と連動している。でも、人生を狂わせる最も大きな要因が感情だ。感情が一番厄介でもある。 

 



うん、それは分かる。前に「人生は選択で決まる」って言ってたよね。でも、その選択を間違えて人

生軌道から外れてしまう… 

 

それは感情で判断するからだ。でもそれに気が付いていない人間が多い。恋愛なんか特にそうだね。 

 

プライドとは違うの？ 

 

プライドは感情が凝り固まったものだよ。感情がエスカレートしてプライドになり、プライドがエス

カレートしてエゴになる。「感情 → プライド → エゴ」ってことだね。 

 

感情は魂の初期設定に含まれているの？ 

 

含まれていない。まったく別物であり、感情は人生の選択においては全く意味をなさない。 

 

そもそも感情って、なんだろうね？ 

 

感情は、付着物だよ。輪廻転生を繰り返すことで様々な体験をする。その結果、「嬉しい」、「悲し

い」、「悔しい」、「許せない」といった感情を持つ。しかし、各々の体験から学びを把握していれ

ば感情が残ることはない。感情とは未消化なエネルギーってことになる。この点についての詳細は、

いずれ「霊界の構図」について話す時に解説するが、いずれにせよ感情は役に立たない。 

 

でもさ、何かツライ境遇の人に共感するときには感情は役に立つよね。 

 

その考え方が間違っているんだよ。共感するのは良いが感情移入してはいけない。それは当人の問題

であり、お前の問題ではないのだから。共感と感情をごっちゃにしているから、人生の選択を誤るん

だよ。 

 

でも、「感情は魂の言語だ」って前に読んだことがあるんだよね。俺的には腑に落ちたんだけど、そ

れは間違っていると？ 

 

人生軌道を生きて、課題をしっかりこなし、学びを得た時の満足感という意味で言っているなら、そ

の表現は正しい。でも、それを文字通りに理解して、「嬉しい」、「悲しい」、「悔しい」、「許せ

ない」、「嫌だ」という感情を魂の求めていることだと思ってはいけない。魂にネガティブな感情は

含まれないからね。 

 

え、そうなの？ 

 

ま、どれも「感情」という言葉で表現するから勘違いのもとになるんだが。だからここで訂正しよう

か。「感情は魂の言語だ」を、「魂の言語は意志だ」と。 

 

あ、なるほど。でも、魂にネガティブな感情は含まれないというのは意外だな。 

 

こう考えればいい。人生軌道に沿った生き方をした上で（先天的問題ゆえに）苦労しても、それは必

ず学びがあり価値があるから「これで良かったんだ」という感覚を持つ。いわゆるポジティブな感覚



だね。それに対して人生軌道から外れた結果の苦労（後天的問題）は、ズレているからポジティブな

感覚にならない。結果、「悲しい」、「悔しい」、「許せない」、「嫌だ」といったネガティブな感

覚を持つ。これを世間では感情だと言っている。つまり、その体験の結果、「どう感じたか？」で人

生軌道に沿っているか外れているかの判断になる。 

 

そうなると分かり易いね。だから、「プライドは糞だ」って言ってるんだね（笑） 

 

そう。エゴはもっと意味がない。ま、最近の精神世界系では、「エゴは無くそう」とか言っているが、

なぜそうなのか？の説明がないから勘違いのもとになる。 

 

うん。俺は感覚派だから、ついつい感情で物事をジャッジしてしまうことが多い。でもそれがダメ人

生を送った原因だったんだ。 

 

そうだな。 

では、次の初期設定の説明に移ろうか。 

 

 

039 初期設定③ 天職（仕事） 

 

初期設定の 3 つ目が「天職」についてだね。天職って、成功できる仕事のことだよね。 

 

違う。天職とは「人生軌道に沿った仕事」のことだよ。夢とは関係ない。成功とも関係ない。という

か、お前の言う「成功」とは何だ？ 

 

お金だよ。お金に困らないほど稼げる仕事。そして満足感。それが両立している仕事が理想の仕事だ

と思っている。 

 

それが勘違いの元だよ。それで人生を失敗する。 

 

でも、脱サラして成功する人間だっているよ。つまりキャリア路線を変更して成功したとか。 

 

「脱サラして成功」という単純理解がバカだね。仕事というのは、生まれた目的・課題の達成に一番

効果的な内容と決まっている。あれこれ選択できる問題ではない。『人と、仕事と、子供との出会い

はご縁』なんだよ。ご縁である以上、こちらであれこれコントロールできる物ではない。 

 

じゃあ就職活動とかどうなるの？ 

 

身の程を知って、自分の必要に合った仕事にしか就けないよ。だが、ここで言う「自分の必要に合っ

た仕事」とは、当人がやりたい仕事ではない。あくまでも「生まれた目的・課題」に合致しているこ

とが優先される。だって、生まれた目的と課題を達成するために生まれてきているんだから。「脱サ

ラして成功した」と言うなら、それが目的と課題に合致した内容で、尚かつ当人の努力が必要になる。 

 

仕事に選択権が無いってこと？ 

 



「無い」と思っていた方がいい。例外はあるが、それは特定の夢を叶えることが、当人の目的・課題

と連動していた場合のみになる。 

 

え、じゃあ どうしたらいいわけ？ 

 

何であれ「与えられた仕事が天職」だよ。だからそれを必死にこなすしかない。今の仕事が嫌だから

転職したいとか辞めたいとかは一番ダメだ。辞めるなら、その仕事で結果を出してからにした方が次

につながる。結果を出すとは、会社から「辞めないでくれ」と言われるような人材になる、成績を残

す、ってことだよ。これが人間力になる。成功は飛び級で得られるものではない。あくまでも「今」

の先にあるのだから「今」が大切。今の仕事。今の人間関係。今の環境など。 

 

キャリア路線を変更するかどうかの判断はどうしたらいいの？ 

 

魂のレベルでキャリア路線が必要な人間は、「変更したい」とか欲を持っていなくても自然とそうい

う意識を持つものだよ。それが人生軌道と合致しているのだから、逆に言えば、「変更しよう」と思

いたくなくてもそういう方向に物事が進んでいく。逃げの発想でキャリア変更しようと思うのが一番

いけない。何事も「レット・イット・ビー」だよ。 

 

あはは（笑） でも深いね。 

あのさ、会社が倒産したとかは当人の責任ではないよね。それで再就職できなくて困っている人も沢

山いる。ましてや不景気だから大変だよ。 

 

ん？ 何か混同してないか？ 

 

え？ 何が？ 

 

会社の倒産は当人の責任ではないが、再就職できないのは当人の問題だよ。そして、不景気だからっ

ていうのも理由になっていない。景気が良くても就職できない人間は山ほどいたよ。要は、本人の意

識の問題だ。 

 

でもさ、個人としては仕事でしっかり結果を出してたのに倒産してしまい、その実績すら効果なく再

就職できない人はどう説明するわけ？ 

 

究極の答えを言えば、「人間力」だよ。 

 

人間力？ 

 

ま、人間力については後で説明するから、とりあえず端的にお前の質問に答える。実績すら効果なく

再就職できない理由。それは、それが当人の実力だってこと。あとは、そういう不遇の時期をどうい

う姿勢で生きるか？が大事だ。 

 

倒産して仕事が無くなるってことも初期設定に含まれているの？ 

 



仕事が無くなった状況で、どう生きるか？ つまりは、どういう姿勢で生きていくか？ 何を学ぶの

か？が当人の学びとして必要なら、それは予定されていたことだ。倒産はそれを引き起こす“きっかけ”

でしかない。他にもきっかけは幾らでもある。 

話を戻そう。 

つまり、天職とは今の仕事のこと。そして、仕事は人生軌道と連動しているから、色々わがままに選

べるものではないが、必要な仕事は必要な時に与えられる。だから、現在の仕事で結果を出すよう一

生懸命、そして、一所懸命に努力することだ。そうするとお金の問題も解決できる。 

 

あ、そうそう。生涯年収についても聞きたいよ。 

 

 

040 初期設定④ 生涯年収 

 

生涯年収とは、一生のうちに獲得できるお金の上限が決まっているってこと。 

 

え？？ ホントに？？ 

 

そうだよ。誰も気が付いていないがね。 

 

じゃあ、例えば生涯年収が 1 億円だったとしたら、その人は 10 億円は手に出来ないってこと？ 

 

そう、無理だね。例外は、特定の夢を叶えることが生まれた目的・課題と連動している場合のみだ。

でも、それは自分で勝手に使っていいお金ではない。目的の為に使わないと、清算を求められる。 

 

1 億円以上の人は、それ以上は絶対に無理なの？ 

 

アベレージは、生涯年収プラスマイナス 150％〜200％だね。 

 

え？ マイナスもあるの？ 

 

怠けたら当然マイナスになるよ。 

 

自分の生涯年収の判断ってどうやってするの？ 

 

どんな仕事をしているか？で判断できるよ。業界、業種での最大収益、つまり最大枠は決まっている

し、先輩や上司の年収からも判断できる。親と同じ仕事に就いたなら、親の収入も参考になる。 

 

頑張っても 2 倍か… どうしたら倍も稼げるの？ 

 

ひたすら努力すること。知恵を活かすこと。人間力を高めること、だね。 

 

それって精神論だよ…。何か面白くないな。それでも、もし自分の生涯年収が不満で増やしたかった

ら？ 

 



自分の理想金額が叶っている職種を狙うしかないな。 

 

たとえば金融業界に入るとか、医者になるとか？ 

 

ま、大抵は無理だけどね。 

 

なんで？ 

 

じゃあ、お前は金融業界に入るに適した人間か？ 医者になりたいか？ 

 

いや、違う。あ、だから、天職の要素が関係しているのか。 

 

そう。天職、つまり自分が人生でする仕事は、結局本人に合ったものになるから、必然的にお金も決

まる。だから、お金を基準に仕事を決めてはいけない。絶対ダメだとは言わないが、相当苦労するだ

ろうね。苦労すると言うよりも、その仕事で結果を出す前に寿命がくるだろうから、恩恵は何も手に

出来ない。それよりも、自分に合った仕事で実直に結果を出すのが、最終的には一番確実にお金を得

る方法になるし、アップする方法でもある。 

 

じゃあ、宝くじで当選するとかは？ 

 

 

041 お金に関する勘違い 

 

宝くじの当選は課題と連動しているから、万人共通に開かれたチャンスではないよ。今の話の流れで

言えば、生涯年収を前倒しでもらうってこと。あとは使い方次第だが、ほぼ全員が使い方で失敗する。 

 

ん。宝くじの件は分かる気がする。 

じゃあ、ビジネスでいきなりお金が入ってくるのは？ 株とかストックオプションとかさ。本人の努

力と関係なく大金を手にするよね。 

 

それも、宝くじと同じ理屈だよ。本人の努力とは関係なしに大金が入ってきた時こそ本当に気を付け

ないといけない。まわりからしたら「羨ましい」かもしれないが、当人と関係者にとっては相当厳し

い人生を送ることになる。ま、さっきも言ったように、お金で身を滅ぼすことになる。だから、大金

が入ることが「良いことだ」という考えは捨てた方がいい。 

 

うん。でもさ、なんて言うのかな…。不平等だよ。 

 

何が？ 

 

だって、一生懸命働いているのに赤字家計で大変な家もあれば、お金に困らない家もある。それが生

涯年収の上限で決まっているって事にもなるよね？ 不平等だよ。 

 

何か勘違いしてないか？ 

 



え？ 何が？ 

 

上限が決まっているからと言って、お金に困る、困らないとは関係ないだろ。どういう使い方をする

か？という問題では？ 不平等だと思うのは、単なるやっかみだよ。 

 

ま、それはそうだけどさ。でも欲しいものは買いたいし、欲しいものはたくさんあるしさ… 

 

贅沢したい、か。 

 

贅沢ではないよ。お金にストレスなく生きていきたい！ってことだよ。 

 

そうだね。だから、お金にストレスなく生きていけるような上限を決めているってことだよ。 

 

清貧しろってこと？ それが魂の意向なの？ 

 

何でそう極端になる？ 困らない程度に生きられるよう必要なものは備えられる。それ以上に欲しい

なら、知恵を生かして、人間力を高めて、努力、だよ。 

 

あ、また精神論ね… 

じゃあ、なんで俺はお金に苦しいんだよ！？ 

 

それはお前が浪費するからだろ！ バカかお前は。 

お金に困るのは、身の丈に合った生活をしないからだ。使い方がいけないんだよ。お前の場合は、そ

れ以前に、仕事への取り組む姿勢からして成っていない。 

 

……。 

 

厳しいこと言うようだが、他人の年収がどうだとか言うのは、お前が生活を立て直して、やりたいこ

とがあるなら、それを実現してから言え。それは、テレビのワイドショーを見ながら「あーだ、こー

だ」言っているのと実質何も変わらないし、アーティストが出した CDに対して、自分で作れもしな

いのに「あの音がダメだ。コードがダメだ」とか言っているのと変わらない。つまり、自分で出来な

いムリだと分かっていて自分に自信がない人間が、いかにも知ったかのようなウソの自信で自分を守

り、責任転嫁と自己安心のために、他人の年収やら生活やらに水を差すんだよ。 

 

他人が宝くじ当たってもいいじゃないか。いきなり何億円と儲かっても、棚から牡丹餅でお金を手に

した人間がいてもいいじゃないか。要は「劣等感を持つな」ってこと。劣等感を持っている人間を見

てどう思う？ 

 

みにくい。情けない。寂しそう。 

 

そうだね。今のお前は、他人からはそういう人間に見えている。そういう雰囲気を出しているように

見えるってことだよ。 

 

厳しいお言葉だね。でも、そうだよね。俺は逃げてたんだし…。 



 

お前は、お金は何だと思う？ 

 

お金は、エネルギーだよ。そして、お金はサービスへの対価だから、自分の仕事の質を向上させない

といけないし… 

 

ビジネス本の受け売りだね。その意味が分かっていないから人生に行き詰まるんだよ。 

 

 

042 お金とは信頼の結晶 

 

だから、お金への感謝を持てってことでしょ？ お金を払う時に「ありがとう。いってらっしゃい」

って念を込めるといいって読んだことがある。お金を愛するように、とね。 

 

じゃあ、なぜお前はお金に困っているんだ？ 感謝を持て？ お金を愛せ？ その意味は？ 

 

んん… 

 

いいか、お金というのは対価だ。自分が、そして仲間と共に提供した 時間、労力、頭脳へのね。つ

まり、実力への評価ということになる。そして、お金は仕事しないと手に入らない。だから、仕事へ

の取り組み方は大切になる。これは分かるよな？ 

 

うん。 

 

しかし、もっと大事なことがある。 

お金はあくまでも「人様から頂くものだ」ってこと。この当たり前だと思っていることがとても大切

なんだよ。 

 

どんなに良い仕事をしても、相手が「払わない」と言ったらもらえない。つまり、お金が得られるか

どうかは「信頼」で成り立っている。お金は「信頼の物質化」なんだよ。それを「自分が稼いだから」

と言って自分の勝手に自由気ままに使おうとするのは、信頼への敬意が無いってことになる。 

 

つまり、お金の使い方は、当人の生きる姿勢を表し、信頼への認識度を示すことになるんだよ。この

信頼への敬意は、社会への敬意でもあり、関係するすべての人への敬意でもある。お前一人で生きて

いる訳ではないのだからね。それがお金の使い方に現れるんだよ。 

 

そう考えてくると、身の丈、つまり身の程をわきまえた使い方を意識するようになり、必要なもの、

必要でないものという的確な判断が出来る。その結果、生活に困らない自分の本当の生活レベルが見

える。それを維持するために必要な生涯年収を決めている、ということだ。一言で言えば、余計なこ

とにお金を使い過ぎるんだよ現代は。 

 

お金を、お世話になった人から頂いた形見だと思ってごらん。形見をどう扱う？ それと同じ感覚、

認識が、お金への感謝であり、お金への愛なんだよ。 

 



何か目からウロコだね。こんな説明は聞いたことがないよ。 

 

お前はこれを精神論だと言うかも知れないが、わしから言えば、これは「意識論」だよ。お金を稼ぐ

方法は幾つもあるが、お金への意識は一つだ。それが今説明してきたことであり、これが、お金に関

しての成功哲学でもある。今まで得てきた知識や成功哲学で結果が出なかったんだから、少しはわし

の言う事を実践してみてもいいと思うがな。何度も何度も言ってきたが、何であれ現状を変えたいな

ら、何かを変えないといけない。その何かとは、意識を変えろってこと。成功したいなら、実直に、

素直に、襟を正して、一から頑張ってごらん。 

 

うん、ありがとう。 

 

 

043 出逢いの意味と順序 

 

話変わるんだけどさ、人との出会いって初期設定に含まれてないの？ おじいちゃんはいつも『人との

出会いはご縁だ』って言ってるけど、初期設定の 4 つの要素に出会いは含まれていなかったよね。付

き合う相手とか結婚相手はあらかじめ決まってるの？ 

 

半々だね。 

 

半々？ どういうこと？ 

 

人との出会いにも人生の目的・課題が関係している。特に「課題」の気付きと、その達成に貢献し合

うに効果的な人と出会う。そういう意味では初期設定となるかもしれない。が、では具体的に誰と出

会って一緒になるかは、その時々の当人の意識レベル、課題の学び度合いで決るから、「相対的であ

る」という意味で初期設定ではないとも言える。 

 

相対的？ 

 

これは、付き合う相手、結婚相手だけでなく友人も含めすべての出会いに言えることだが、当人の課

題を基準に、出会う候補人が何人もいる。そして、当人の意識レベルと課題の学び度合いに応じて、

その候補から誰が、どのタイミングで、どのように出会うかを決めて出会う。意識レベルとは、精神

性の度合いとも言い換えられる。 

 

誰が決めるの？ 神様？ 守護霊？ ご先祖さま？ 

 

端的に言えば守護霊。厳密に言えば当人の魂だ。 

順序はこうなる。魂は、当人の人生の目的・課題が分かっており、また、すべての候補人の魂と連携

している。そして、魂は当人の状態を見て「今はこの人（魂）と出会った方がお互い学びになるだろ

う」と判断して、その特定の候補魂（人）にアポを取って了解を得る。そうすると、それぞれの守護

霊、関係する守護霊がタイミングや環境をセットアップする。それで、出会う。 

 

へぇ、魂の業務連絡ってあるんだ(笑) 

 



実際は意識エネルギーでの話なんだが、それを分かり易いように説明しているだけだよ。でも、ニュ

アンスとしてはそんな感じだ。 

 

関係する守護霊って、どういうこと？ 当人同士の守護霊だけではないの？ 

 

相手だって他の人（魂）との関係があるからね。相手の家族、友人、会社の同僚や上司、会社そのも

のの守護霊の都合。また各々の学びの課題や今後のプランもすべて考慮した上での出会いだからね。

何も当人同士だけの都合だけで判断はしないよ。特に結婚相手となると「両家」の都合、また両家の

今後のプラン、方向性と大きく影響し合うから、当人の意向だけで決めることは絶対にない。だから、

「出会いはご縁」だと言うんだよ。 

 

へぇ、総括的な判断に基づいているんだね。守護霊って各自に付いているの？ 

 

一人ひとりにではないよ。付いていない人間もいる。が、それは違う話だからいずれ話す。 

 

でもさ、当人の意向が無視されるのは何か感情的にスッキリしないよね。 

 

何も「キライな人間と一緒になれ」と言うのではないのだから、そんなにネガティブに捉える事はな

いと思うがね。確かに、昔はそういうこともあったよ。本人の意向ではなく、親の都合、家柄を重視

したり、政略結婚とかもあった。でも、今は違う。何であれ、お互いが好きになった相手と一緒にな

れるんだから、いいじゃないか。 

 

でも、出会って付き合ったのに「家柄が違う」という理由で結婚できないことって今でもあるでしょ。

それはどうかと思うけどね。じゃあ「なぜ出会ったんだよ！」ってなるし。 

 

だから、出会いはその時々の課題や学びで決まると言っただろ。「付き合い＝結婚」ではないよ。 

 

そこなんだよ、問題は！ それが解せないんだよ。 

 

 

044 恋愛と結婚の違い 

 

「付き合う＝結婚」ではないって簡単に言うけどさ、こちらとしてはそこが苦しみの元になるんだよ。 

 

ま、言いたいことは分かるよ。 

 

相当適当な人間でない限り、付き合うのだって真剣だからね。それが、「魂のレベルでは他の魂と連

携してて…。学びのレベルが…」なんて見えない事情を説明されてもさ、「そんなの知らねぇよ」っ

てなるわけ。魂の背景事情はそうかもしれないし、それが真実だとも思うよ。けどね…。真剣だから

こそ別れが辛くなる。それは経験したくないし。 

 

幻想だね。 

 

は？ 



 

結婚を何だと思っている？ まさか、お付き合いの延長だと思っているのか？ 

 

いや、違うけどさ…。あ、そう言えば、そこら辺は深く考えてなかった、かも…。 

 

あはは(笑) それで「付き合うのだって真剣だからね」なんてよく言えたもんだな(笑)。 死んで以来

初めて笑ったよ。 

 

あはは(笑) それオカシイ冗談だね。 

 

まず、結論を先に言っておく。 

 

恋愛とは、自分を知るため。 

結婚とは、自分を磨くため。 

 

さて、魂だとか守護霊だとかを抜きにして考えてみようか。 

お互い好きで付き合いました。そして結婚できました。 

それで幸せなのか？ 

 

ま、普通はそう思うかもね。好きで一緒になったんだから。 

 

で？ 

 

で？ え、何…？ 

 

結婚して、で、どうしたい？ 

 

子供が欲しいっていうのはある。家族持ってずっと一緒に生きていきたい、とか。 

 

結婚しなくても子供や家族は持てるよ。じゃあ、なぜ結婚したい？ 

 

なぜ？ なぜって、一緒にいたいしね。 

 

結婚しなくても一緒にいれるよ。同棲ってこともある。 

 

そろそろ落ち着きたいとか。 

 

何を落ち着かせたいんだ？ 

 

何を？ 気持ちを。え、気持ち？ んん… あ、安定したいとか。 

 

何を安定させたいの？ 

 



何を？ いや、ちょっと待ってよ、おじいちゃん。そういう突き詰めた質問も大事だけどさ、結婚っ

てそんな理屈の問題ではないでしょ？ 

 

そう、理屈の問題ではない。でも、結婚なんてそんなに甘いものじゃない、というのも事実だ。「好

きだから」という気持ちが（付き合いの）スタートの理由でも、結婚の決め手が「好きだから」とい

うのは良くない。間違っているとは言わないが、そんな感覚で結婚したら絶対に上手くいかない。こ

れは感情論でもないし、年寄りの余計な人生訓でもない。「現実」なんだよ。 

 

うん、それは分かるけどさ。安定した結婚生活を維持したいからと言って、「あなたのこの課題と僕

のこの課題が、この部分とこの部分でお互いに補完し合うのでお互い良いと思います。だから、結婚

しましょう」なんて(笑) 味気ないし、そんなことイチイチ考えないし。でも、「好きだから結婚しよ

う」なんていうほど、皆単純バカじゃないと思うよ。逆に言えば、「課題を把握している＝現実に向

き合える」とは言えないのでは？ 

 

 

045 付き合いは「把握力」のため 

 

逆に言えば、「課題を把握している＝現実に向き合える」とは言えないのでは？ 

 

そうだね。課題を知らなくても上手くいく恋愛もあるし、結婚生活が上手くいくこともある。 

 

でしょ？ ほら。 

 

じゃあ、なぜ課題を知らなくても上手くいくんだ？ 

 

それは…、ちゃんと向き合っているからでしょ。 

 

向き合うって？ 

 

愛情を示すとか、それを言葉で伝えるとか、お互いの存在を当たり前と思わないとか。 

 

大切なことだが、そんなこと誰だって知っているよ。じゃあ、なぜ離婚率が高いのかな？ レディー

ファーストな文化であり、愛情表現が多いと言われている欧米ではもっと離婚率が高い。おかしくな

いか？ 

 

ま、そうだけどさ、離婚が悪いわけじゃないでしょ？ 

 

論点がズレているよ。もちろん、離婚は悪くないが。 

付き合うのも、結婚するのも理屈ではないが、気持ちだけで物事を進めるのは危険だってことだよ。

気持ちが先走って失敗することが多い。それはお前の経験でも分るだろうし、上手くいかない関係の

ほとんどは「何も分かっていない」ってことがほとんどだ。 

 

とりあえず話を戻そう。 



「付き合い＝結婚」ではない。それは、ステップの問題という意味で、そして、責任度の問題という

意味で。それは分かるよな？ 

 

うん。 

 

結局のところ、人間関係において大切なのは、「現実をどれだけ分かっているか」だ。「現実」とは、

自分のこと、相手のこと、環境のこと、境遇のこと。それは人生の課題だの、魂だのを知らなくても

分かることだ。あとは「把握力」次第ってことになる。 

 

だから、眼力が必要。 

 

眼力の問題ではない。「どこを押さえておけばいいのか」という、要所（押さえポイント）と判断方

法を知っているかどうかだ。この対話全体を通してわしが伝えたいのは、そういう情報であり、それ

をちゃんと学べということ。 

 

より正確に自分を知る、相手を知る、環境を知る、境遇を知る「把握力」を向上するために恋愛があ

る。もっと言えば、自分のことが分かっていれば、相手のことも分かる。自分を知るプロセスが、相

手を、環境を、境遇を知ることにつながる。また、何をして何をしてはいけないのかのさじ加減や境

界線も分かる。それに応じて把握力も向上する。これが結婚関係に大きく貢献する。把握力が上がれ

ば、対処能力も上がる。 

 

うん、それは分かった。でも、「恋は盲目」って言うしね。そこが難しいんだよね。見なければいけ

ない要所も見えなくなってしまう、みたいな。 

 

だからこそ恋愛で把握力を上げろと言っているんだよ。というか、「恋は盲目だ」なんて、それは 10

代までの話だ。20代、30代になっても「恋は盲目だからさ」なんて言っていたら、それは「私はバカ

です」って言ってるのと同じだよ。お前も大人だろ。 

 

ま、一応…。 

 

恋はイイものだ。が、「好きだ、楽しいな、嬉しいな」とかを基準で恋愛レベルを決めることが多す

ぎる。短絡的すぎるんだよ。覚えておきな、「そもそも人生は楽して生きれるものではない」ってこ

とを。気持ちも大切だが、それだけではダメだってこと。お前も今お付き合いしている人がいるだろ。

結婚は何かと大変だ。でも、それでも良い関係を保っていって欲しいと思っている。だから、これま

での情報を意識してお付き合いしてごらん。 

 

うん、ありがとう。 

 

お前には言いたいことがたくさんあるから、恋愛・結婚論はいずれちゃんと話す。本道に戻ろう。 

初期設定の話はもう終わりだ。次は「意識」についてだったね。 

 

それもあるけど、夢の叶え方を教えて欲しいな。すごく興味がある。 

 

それは、「意識」の話の後だ。意識のことが分かっていないと、夢の叶え方も分からないから。 



じゃあ、これから本題に入るとするか。 

ここからが本当に大事な話になっていくから、しっかり聞きなさい。  
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046 意識とは？ 

 

これから意識について話す。これまでの対話はあくまでもプロローグであって、ここからが本題だ。 

 

お前との対話の中でも、この意識についての対話が一番重要だと言っても過言ではないし、わしが言

いたいことを一言でまとめるとしたら、「意識を変えろ」ということでもある。意識は、人生、恋愛、

人間関係、仕事、成功、夢の実現、健康などすべてに影響を与える。「影響を与える」というよりも、

意識がすべてを決めるから、意識次第でどうにでもなる。 

 

おじいちゃんは前に、「思考が現実化するのではなく、意識が現実化する」と言ってたよね。あれか

ら色々考えてみて、「そうかも知れない…」と思うようにもなった。けど、イマイチ分からない。 

 

そうだろうね。思考が大事だというのが昨今の時流でもある。 

思考も大事だが、思考というのは方向性を決めてあげないと成り立たない。だから、思考を突き詰め

ると深みにハマる。いわゆる「堂々巡り」ってやつで、これが当人の可能性を狭めることになる。こ

こで大切なことは、そもそも思考のベクトルを決めるのは何か？ということだ。それが意識だ。 

 

意識ついての観念を理解することは、自分の根源に触れることになる。そもそも自分とは何？という

上っ面の話ではない。そして、意識をテーマに考えると、魂、人生、死についても理解できる。 

なぜなら？ 

 

魂は意識だから。 

 

そう、その通り。ちゃんと覚えていたみたいだね。運、運命も意識に起因している。 

 

そもそも意識って何なの？ 

 

お前は、意識は何だと説明する？ 

 

意識とは…、「分かっている状態」ということかな。「意識して取り組む」とかも言うから、「姿勢」

という意味もあるのかも。でも、意識は脳が生み出したという本を読んだことがあるし、そもそも意

識がどう発生したのかについても興味はある。 

 

意識は生み出されたものではない。 

意識という言葉は、「幸せ」 「夢」などと同じく、使うにとても便利な言葉だからこそ多様な意味を

含んでいるね。単に意味について知りたかったら辞書を開けばいいが、わしが言いたいのは「意識の

理解が人生に、生活にどう役に立つのか？」ということ。それをお前に知って欲しい。 

 

で、意識って何？ 

 

意識は「ある」ということだ。 

 

ちょっと待って。それが分からない。「ある」って？ 

 



「存在」のことだ。「状態」と言い換えてもいい。たとえば、「幸せ」というのは状態のことで、本

当の「幸せ」というのは、意識の心地よさのこと。意識の心地よさのアベレージを図るのが「幸せ」

という状態だ。人生軌道から外れているかいないかの判断材料にもなる。しかし、状態だからこそ目

標にしても手には入らない。「幸せになりたい」とは人間がよく使う表現だが、それは「そういう状

態でありたい」ということだろ。つまり、幸せとは結果論だから、「幸せが欲しいからこうしよう」

というのは勘違いしやすい。 

 

よく「幸せを感じることをしろ」と言うけど、それは間違っていると？ 

 

間違ってはいないが、幸せを求めるとプロセスが見落とされがちになる。 

 

こう考えてみればいい。仕事のために何かのスキルを身に付けたいとしよう。幸せを求めるとは、ス

キルを活かして仕事でお金が入ってきた満足感を“先に”求めてしまう、それだけに視点が行ってしま

うということ。要は、早く結果が欲しいってことだな。でも、それはあくまでも結果論だから、大事

なのは、その満足感は“どうしたら感じれるのか？”というプロセスを忘れないように、ということ。

これは、人生、恋愛、人間関係、仕事、成功、夢の実現、健康などすべてに言えることだ。 

 

それと、意識とはどう関係してくるの？ 

 

まず、根本的なことから説明していく。単純に言えば、意識とは見えないものだから、見えない領域

の話から始まる。 

 

 

047 天地創造とは？ 

 

じゃあ、意識について、魂の話から始める。 

 

お、おもいっきりスピリチュアルだね。 

 

魂＝意識エネルギーだからね。お前が今まで本で読んで知った雑多な知識も、意識を軸にして話せば

すべて整理ができるから、お前の混乱している知識の整理整頓も併せて解説していく。 

初めは哲学的な話からスタートするが、最終的には現実的なところに着地するから、とりあえず聞き

なさい。 

魂は意識エネルギーだ。つまり、魂＝意識＝エネルギー（波動）であるということ。 

 

そもそも、魂＝意識だとなぜ言えるの？ 

 

それは、のちのち森羅万象について解説する時に扱うから。今は、魂＝意識＝エネルギーと憶えてお

けばいい。 

 

さて、そもそも意識は、すべてを「知識」として知っているだけの状態だった。つまり、すべての意

味を「知」としてだけで知っている状態。でも、知っているだけで体験していない状態でもあるので、

知識の価値を知らないという、いわゆる「頭でっかち」な状態でもあった。これは、そもそも魂が己



の存在意義が分からないということでもあり、言い換えれば、知識の実証検分をするのが魂の目的。

魂が、己のアイデンティティの「確認と確立」が魂のテーマでもある。 

 

これを、お前の好きだった本「神との対話」で言うならば、「愛と不安」も併せてすべてを包含して

知っている状態であり、「聖書」で言えば、「善と悪」を併せて知っている状態でもある。つまり、“あ

る”だけの状態ってことだ。だから、意識は「ある」という存在だと言ったんだよ。ま、「価値が実証

できていない状態」とでも言えるかな。 

 

そこで意識はまず、愛と不安、善と悪というようにザックリと対称的な二つの要素に分けて、それぞ

れの魂が各々の役割を担うことにした。これが「二元性」というやつだ。だから、人間の意識には「善

と悪」という二面性が根底にある。 

そして、各々の魂が更に細かく分裂していった。この「分かれていく」状態は、ちょうど細胞分裂の

それと同じイメージだ。それは今でも続いている。その分裂した魂のひとつが肉化（現実化）したの

が、お前である。つまり人間だ。 

 

そこで、この二元性を体験するための環境を造ることにした。この環境が現実世界のことであり、大

きく言えば「宇宙」だ。また、この現実世界に適応するルールを幾つか決めた。このルールのことを

「森羅万象」という。 

 

この根源意識が二元性へとステップを踏んだことが、聖書で言うところの「天地創造」のこと。 

そもそもの二元性が、善と悪という「明暗」からスタートしたから、神と悪魔というテーマが聖書の

軸になっている。だから、聖書の“価値”というのは、神と悪魔、善と悪という分かりやすい対極をテ

ーマにすることで、各々がどのような特性を持ち、どういう行動パターン、思考パターンを持つのか、

そして、どんな結果になるのかを分かりやすく教えている“教材”という点であり、だからこそ、聖書

の物語は人間の本性を泥臭く、生々しく扱っている。それは、イコール人間誰もが持っている要素で

もあるってことだ。 

 

 

048 時間の概念とは？ 

 

「そうかぁ」と腑に落ちるけど、かなり難解だね… 

 

確かにそうかもしれない。が、何も「信じろ」とは言わない。ただ、「お前」という存在の歴史、根

源のストーリーだと思って聞けばいい。 

 

あのさ、大きな疑問が出てきたんだけど…。 

そもそもが、「意識は、知識としてすべてを知っていた状態で、それを体験して分かっている状態に

なるのが目的だ」って言ったよね？ ということはさ、時間軸で考えると、いわゆる「ゴール」から

「スタート」に戻るような感じなんだけど。 

 

そうだね。それは、とてもいい疑問だよ。 

 



意識世界の時間軸から見た場合、「ゴール」から始まって「スタート」に行くのが魂の学びの大きな

流れだが、その着いた「スタート」がイコール「ゴール」でもある。つまり、循環しているんだよ。

この概念を象徴化した図案が「太極図」であり、「ウロボロス」だよ。 

 

あ、なるほどね。 

 

つまり、現実世界での時間の理解と、意識世界での時間の理解は逆説的になっていると思えばいい。 

この逆説的であるという理解を知っておくのは後々役に立つよ。 

 

なぜなら、意識の世界では、“直線”という観念がないから、すべてが円、サークルで成り立っている。

結果、意識の世界での時間の観念も直線ではない。だから、時計は円形で表し、直線の時計は無い。

これは、日時計の針の影の動きが由来でもあるのだが、そうでなくても、時間という理解は直線では

描けないんだよ。ちなみに、この“サークル（循環）”という時間の観念は、人生を俯瞰する時に非常

に役立つ。 

 

でも、年表は時間軸を直線で表しているよね。 

 

それは、現実世界に生きているお前（“人間”）を主役にして見た場合、人間は“時間が進む”と思ってい

るから。でも、時間の中を“己が進んでいる”というのが正しい。それを相対的に知るために「時間」

がある。時計が 1秒 1秒刻むごとに時間が経っているのではなく、己が進んでいる。 

 

どこを？ 

 

意識の世界を。意識が現実世界を認識している感覚が時間を相対的なものにしている。だから、楽し

い時間は早く感じ、退屈な時間は遅く感じる。これは意識がその時々をどう捉えているかの違いであ

り、「早く感じる」と言うことは、魂が進化（成長）しているということだ。分かりやすく言えば、

魂にとって有意義な時間を過ごしている、ということ。 

 

こう考えてくると、当人からしたら「ゴール」に向かっていると“思える”が、“意識”としては、「ゴー

ル」がこちらに向かってきている、という感じになる。だから、時間への理解が逆説的になる。 

これを、端的に言えば、時間というのは過去から未来に進んでいるのではなく、『未来から過去に進

んでいる』ということだ。この逆説の理解は、将来を見るのに、もしくは、夢を叶えるというトピッ

クで大きな助けになる。 

 

んん… 難しいね。直感的には分かるけど。 

 

とりあえず、話を進めるよ。 

 

はい。 

 

 

 

 

 



049 ワンネスとは？ 

 

さて、宇宙の始まりはビッグバンだと言われている。昨今では、超ひも理論が出てきたことで、既存

のビッグバンが宇宙の始まりではないとも議論されている。が、今はどちらが正解か否かの話はしな

い。問題は、どっちであれ「宇宙が膨張している」という事実に変わりがないことだ。 

 

ビッグバンは、宇宙が一点から始まったという考えだ。これは、膨張してるのだから、その始まりは

一点だったであろうという考えからきている。ちなみに、超ひも理論をはじめとする他の理論は、一

点ではなく、何かしらの別の“場”との関連、もしくは連動、もしくは接触で、現在人類が認識してい

る宇宙が始まったと考えている。 

 

さて、実際はどちらの理論も正しい。つまりは、どの視点から事象を解説しようとしているのか？の

違いだ。超簡単に言えば、「時空」の「時」、もしくは「空（空間）」のどちらかを主体にしてアプ

ローチするかの違いのこと。その“場”が、意識世界（魂の世界。分かりやすく「霊界」と言い換えて

もいい。つまりは見えない世界のこと）であり、その接点が一点で繋がっており、それが時間軸で考

えると膨張している、ということだ。二元性で成り立っているのなら、物質世界がある＝非物質世界

（不可視な世界）があってもいいわけだ。 

 

そして、宇宙の膨張は、意識と連動している。意識の体験と学びの度合いのペースと連動しており、

逆に言えば、意識が止まれば、つまり、意識の学びの進化が止まれば宇宙の膨張も止まる。膨張とは、

意識の成長の現象化（現実化）だ。では、誰の意識なのか？ お前の意識だ。そして、人間一人ひと

りの意識であり、動植物の意識であり、命あるものすべての意識のことであり、それらが全てリンク

しており、それが宇宙の膨張として“現象化”している。影響を与えているということだ。 

 

つまり、人間は各自、意識の実証検分の一端、役割を担っているということだ。この役割には、ジャ

ンル、パターンがある。それが人生軌道のことであり、生まれた目的でもある。それは、何度も言う

が、単に「知っている状態」から、しっかり「分かっている状態」になるため。そして各自の学びと

成長が相互に連動し合っている。 

この、「すべてが連動し合っていて、現実界にも影響を与えている」ということが、精神世界で頻繁

に使われる「ワンネス」のことだ。ワンネスとは思考の連動ではなく、意識の連動と影響のことを言

っている。 

 

この、「意識が膨張と連動している」という概念は、夢を叶える方法、成功する方法を考える時に非

常にキーになる概念だから、頭の片隅に置いておくように。もっと言えば、成功云々だけでなく、い

い恋愛をすること、いい結婚関係を維持することにもつながってくる。 

 

 

050 悟りとは？ 

 

この「ワンネス」という究極の一体感は、すべての学びを終えて（本当に“分かっている状態”になっ

て）はじめて体感できるものでもある。これがニルヴァーナ（涅槃）のことであり、それはあくまで

も究極のワンネスだから、生きている間に感じられるものではない。 

 



でも、それは個人的な範囲でなら感じることはできる。自分が一人ではないこと、すべてが連動して

いること。だから、個人として意識レベルを上げよう、全体に貢献しようと実感し、それに添った行

動、生き方をすることでね。これが「悟り」ということだ。この正しい悟りの理解、ワンネスの理解

は、充実した人生を生きる、目的を持って生きる、理想を叶えるという面で役に立つ。 

 

しかし、無の境地を知ることが悟りだと思っている人間が多いため（それは間違ってはいないのだが）、

また「無＝何もない」という単純発想があるからこそ、自分を世俗世界から隔絶して、孤に浸り、ひ

たすら己に向き合おうとする傾向がある。いわゆる「修行」だ。だが、それは一番効率の悪い方法で

あり、とにかく時間がかかる。 

 

二元性で言えば、「無」は「全」でもある。これを、現実世界に置き換えれば、「全＝社会」という

ことであり、つまりは、人間関係や社会にどっぷり浸かることが現実的な修行であり、その結果、無

の境地は体感できるんだよ。いわゆる仲間意識、持ちつ持たれつの関係、助け合う関係、良くも悪く

も依存関係などを経験すれば、それが一体感であり、「全」であり、ワンネスの一片でもあるのだか

ら。 

 

昨今のスピリチュアルで一番の勘違いは、悟りを開こうとするのが「逃げ」になっていることだ。 

宇宙の真実を知りたい、本当の安心が欲しい、幸せになりたいなどの気持ちは分かるし当然だ。だっ

て、意識はその感覚を知識として“知っている”のだから、それは意識レベルで誰もがもっている理想

でもある。だが、現実世界では、自分が何であれ経験し体感しないと、その理想は手に入らない。 

 

だからわしは、「今に向き合え」と言っているんだよ。 

向き合うとは、今の仕事、今の恋人、今の家族、今の問題、今の悩み、今の境遇などを全て受け止め

て、受け入れ、どんなに大変でも絶対に逃げないこと。逆に嬉しいことも全身で受けて喜びなさい、

と。 

だから、悟りを開こうとしなくていい。現実に向き合っていることが修行であり、それで真理はいく

らでも悟れる。経験値を上げれば、知恵が付く。人間力も上がる。それが次に繋がり、そのつながり

が良い話、良いご縁を持ってきてくれる。 

 

生きていれば色々ある。悩む、苦しむ、辛いことも沢山ある。それに「どう向き合ったらいいのか」

を教えるのが本当のスピリチュアルだ。または、宗教の役割でもある。己の信じ方をね。 

が、どうも短絡的に結果を得る方法などに視点がシフトしている傾向があるし、教団の教えなり、教

祖なり、カリスマを信じればいいと、自己を他人に投影してしまうようになっている。 

 

でも、そんな時流ももう終わりだ。そういう意味で今はスピリチュアル革命が起きている。それは、

意識の理解を変えろという意味であり、もっと言えば、お前（自分）の意識を思い出せということで

もある。それを本人なりの方法で提示できた人間が、これからのカリスマになるだろうね。ま、低俗

な言い方だが。 

 

俺、教団への依存も経験している。で、間違った意味でスピリチュアルにも傾倒していた。オカルト

にもね。 

何か今初めて、「俺は逃げていたんだ」と思えた。何て言うんだろうか… この感覚。 

心底は分かっていないけど、やっと認められるようになった、というか、認めざるを得ないというか

… 



 

わしは、何よりもそれをお前に感じて欲しかった。「逃げているんだ」とね。 

「逃げている」と口に出すのだって簡単でないのは分かっている。でも、それに気が付けないとお前

に次は無いから。でも、過去の経験はムダにならない。失敗を通して「落とし穴」、「パラドックス」

を体験して“分かっている”というのは、いずれ大きな価値を持つようになるよ。 

ま、何もかも、お前はダメダメだ。まだまだだけど、な。 

 

相変わらず厳しいね（苦笑） でも、それでいいんだよ。 

 

でさ、素朴な疑問なんだけど。 

「人間はすべて、自分の役割を担っている」と言ってたよね？ 

ということは、人生の自由度がないってこと？ 自由意志って何なの？ 

もっと言えば、結局、自分の役割以外のことは何であれ知れないってことだよね？ 経験値を広げら

れないっていうのかな。宇宙の真理や人生哲学とか知りたいことは沢山あるのに、知ることはできな

い。 

 

何か、可能性を狭められているように思えるんだけど。 

 

 

051 アカシック・レコードと根源意識 

 

それは勘違いだよ。経験値を上げるのと広げるのとは全く違うし、経験値を広げるのはあまり意味が

ない。ダメとは言わないが。 

 

なぜ？ 

 

自分の役割・自分の人生を生き切った方が、最終的にはすべてが見てくるから。 

 

え、なぜ？ 

 

各意識（魂）は、根源的にはすべて繋がっている。繋がっているから、悠久の歴史の中で数多の魂が

習得した学び・知恵がこの根源意識エリアで共有されている。あとは、どうすればこの根源意識に繋

がれるか？の話になる。その方法が、自分の役割を生き抜くということだよ。 

 

アカシック・レコードのこと？ 

 

厳密に言えばアカシック・レコードではない。アカシック・レコードとは、過去の出来事、将来の可

能性など様々な“情報”が雑多にある霊的エリアと言われている。つまりは、“知っている”という知識が

あるエリアだ。が、根源意識エリアは“活きた知恵”が格納されているエリアのこと。 

 

なぜ？ 

 

だって、魂が人生を生きて、体験して、感じて、学んだことが集積されているから。 



前にも言ったが、“知っている状態”から“分かっている状態”になるということは、「知識」を「知恵」

にレベルアップすることでもある。知識は単なる情報だから、知識自体に解決能力はないが、知恵は、

具体的に活用できるノウハウのことで、それは、体験し、感じ、そこから“学んだこと”。学びを得る

ことで初めて単なる知識が知恵になる。この“活きた知恵”が共有できるのが根源意識エリアのことだ

よ。 

 

知識として“知っているだけの状態”から“分かった状態”へのプロセスを踏むことが魂の目的だと言っ

たが、このプロセスは、情報を「知っているだけの状態フォルダ」から「分かっている状態フォルダ」

へと「活きた知恵」という価値を付けてコピペするようなものだ。 

 

あ、それは分かりやすい。活きた知恵レベルに上げるのが人生であり、“学ぶ”ことで価値が付随する

と。 

 

その通り。それはすべて意識でやりとりされている。思考ではない。 

アカシック・レコードにある情報がすべて根源意識に活きた知恵としてコピペ作業が終わったとき、

本当のワンネスがあるってことだよ。それが涅槃だ。 

この「すべては根源意識で繋がっている」という理解は抽象的な話でもあるが、この理解を持ってい

ると、生きることへの姿勢、人間力の向上を理解するのに役立つ。 

 

アカシック・レコード以外に、そういう情報エリアがあるとは知らなかったよ。 

 

実際には、アカシック・レコードエリアと根源意識エリアが各々別領域にあって境界線がある訳では

ない。すべてがエネルギーとして存在しているだけだからね。ただ、意識を軸に考えると、生きてい

ることの意義が見えてくる。そして、人間が潜在的に求めている宇宙の真理、人生哲学は、霊能力で

アカシック・レコードにアクセスできれば分かるというものではないんだよ。だから、社会から隔絶

して修行して覚醒した人間に限って精神論を語る。だから、「精神世界」とジャンル別けされてしま

う。それは単なる知識であり、そんな覚醒で得られた知識で人生を生きれるわけではない。それより

も、実社会で生きれる知恵を知っている方が大事だろ。だからこそ、根源意識は霊能の特権ではなく

誰でも知る権利があるのだし、その方法がある訳だ。 

 

どうしたら分かるの？ 

 

 

052 人生に向き合う価値 

 

だから、己の人生に向き合えばいい。何度も言うが、向き合うとは、目の前のことから逃げずに真剣

に取り組めということだよ。言い換えれば、「無理やり変化を起こそうとせずに、毎日を生きる」こ

と。たとえ嫌なことであっても逃げない。早く解決する方法を探したりしないこと。もっと現実的な

ことを言えば、今の仕事を極めろ、何であれ結果を出せ、それで評価を得るような人間になれってこ

と。それがどんなに小さなことでもいいんだ。他人と比べる必要もない。昨日よりも今日、成長して

いればいい。 

 

向き合うことで本当に宇宙の真理が分かるわけ？ 活きた知恵が得られるの？ 

 



そうだよ。 

根源意識を地中深くにある無尽蔵な水脈だと考えてごらん。その水を手に入れたければ井戸を掘るし

かない。人生に向き合うとは、ひたすら掘り続けろということ。「色々な体験をして経験値を広げた

い」というのは、聞こえはいいが、それは何も極めていないってことでもある。 

 

人間はなんであれ「何かしらのプロ」になる。それが人生だ。プロになるために努力をしないといけ

ないし、それが経験であり、苦労であり、学びであり、これらを“価値”として社会に提示することで

お金が得られる。これが物質世界のルールだ。 

 

色々体験したいというのが趣味レベルならいい。でも、時間をかけるものではない。やるべきこと、

与えられた役割、もっと具体的に言えば、今やっている仕事を極めることに時間、労力を割くべきだ

し、それが価値を生む。 

 

いろんなことに手を出すのは、今やっていることに価値が見出せないから、他にイイことないかな？

と選り好みすることでもある。もしくは、ちょっとトライしてみたけど結果が出ないから、じゃあ早

く結果がでることはないかな？と、今取り組んでいることへの不満でもある。お前の場合もそうだし、

昨今の人間の傾向もそうだ。早く結果が欲しいという気持からくるが、早く結果が欲しいなんて、そ

れは単なる甘えだろ。それは、掘っている井戸から水が出ないから、「じゃあ場所を変えて掘ろうか」

とあれこれ掘り続けるのと同じだ。でも、本来掘るべき井戸を掘っていれば必ず水脈にたどり着ける

のにな。スピリチュアルな世界から見れば、「あと 1m 掘れば水脈にありつけたのに何でサジをなげ

るんだろうね？」というもったいない人間が多すぎる。 

 

水脈にたどり着けるとイイことあるの？ 

 

あるよ。そこは根源意識の源泉だ。活きた知恵、叡智が無尽蔵にある。それを手に出来るんだよ。 

現実的なことを言えば、人生の節目節目の選択を誤らない知恵、仕事で結果を出せる知恵、成功でき

る知恵、幸せを感じれる知恵、人生哲学の知恵などだ。 

 

人生は選択次第でどうにでもなる。人生の成功は、正しい選択ができるか否かにかかっている。でも、

いざ選択するとなっても、過去の経験値でしか判断できない。だから、毎日の生活に実直に取り組み、

学ぶことでどれだけ“活きた知恵”を持っているかにかかってくる。井戸を「掘り続ける」ことで、ど

うやったら効率よく掘れるか、どうしたら硬い岩盤を掘れるかなど「考える」ようになり、そこから

効果的な方法を取得していく。そうすると、徐々に水がしみ出てくるようになり、水が手ですくえる

ようになり、バケツでもすくえるほどにあふれてくる。そして、水がドバッと湧き出す。意識も同じ

だよ。 

 

たとえば職人と言われる人たちを見てごらん。職人は一つのことだけ極める。それ以外のことは何も

知らないよ。でも、そういう職人に限って人生の奥義を、活きた知恵を語る。つまり「達観」してい

るわけだが、それは自分の井戸を掘り続けることで水脈に達したことで、色んなことが観えてくるか

らだ。 

 

人間にはそれぞれ役割がある。それを各自が極めていけば、まず①当人なりの生きた知恵が分かるよ

うになり、②他のことも観えてくるようになる。それを皆が提供し合えばもっと多くの知恵が共有で



きるようになり、それがお互いの人生をより豊かなものにする。その知恵の豊かさが、お金を含めた

物質的な豊かさにも反映される。 

 

だから、自分の役割、自分の生まれた目的・課題を受け入れて生きていくことは価値がある。損はな

い。それが本当の安心、安定につながる。 

ま、一言で言えば、「成功者は努力者だ」ってことだよ。成功者こそ本当に一生懸命働いて、努力し

ている。結果だけを見てはいけない。 

 

 

053 これからは年棒制になる 

 

なるほど。そうなると、本当に当人の持っていて提供できる価値が重要になってくるよね。 

 

そうだね。だから、これからの時代は遅かれ早かれ、どの仕事も年棒制になる。つまり、当人の働き

と実績がそのまま収入に反映される時代になるわけだ。その価値を自分で見出せないなら、時給制の

仕事に就けばいいし、それしか方法がなくなる。これは意識論から考えても理にかなっている。 

 

シビアだね。 

 

でも、それは自然界の摂理でもある。前に、自然界のルールは人間にも適応されると言ったが、これ

からは仕事や収入という面でも如実にそのルールが反映されてくるだろうし、それは避けて通れない。

自然界を見てごらん。動物たちの方が本当の意味で“生きている”よ。お前を動物にして自然界に放り

出したとしたら、一日も生きていけないだろうね。 

 

ワオ、厳しいね。でも、そうだと思う。一日生きれたら、大したもんだよね。 

 

戦後、日本には何も無かった。本当に何も無かったんだよ。食べ物を得るのだって大変だったし、そ

もそも仕事もない。 

わしは、戦後に家内と結婚してバラック家をちょっと良くしただけの家に住み始めた。でも、仕事が

なくてね。大工としてなんとか技術を習得した頃だったから、大工の仕事を探したがどこも門前払い

だ。だから、何日も何日もひたすら歩きまわっては、カンカンって金槌の音がする大工工事の現場す

べてに訪問して現場監督に頭を下げて売り込んだよ。「仕事を下さい！ 何でもしますから！」って

ね。でも、どこも先任がいるから雇ってくれない。もう本当にダメだと思ったある日、ある現場がか

ろうじて雇ってくれた。あとはとにかく必死だった。 

 

そうだったんだ…。はじめて聞いたよ。 

（後日、祖母に確認したら、このエピソードは事実だった） 

 

でも、当時は国民皆が同じ境遇であり、同じ立場だった。わしよりもっともっと大変な人も沢山いた。

だから戦後は国全体としての底上げが必要で、だからこそ、「会社に就職してお給料をもらって」と

いう一律の条件が与えられた。でも、これからは違う。豊かになったのは良いことだが、それはイコ

ール、個人の働き、責任が問われることでもある。個性が大事だの言われているが、それは、個人の

実力が試されることでもあるから、魂とかいうレベルでの意識だけでなく、当人の取り組む姿勢とい



う意味での意識も変えないといけない。言い換えれば、総合的な人間力が肝になる。それをお前に分

かって欲しい。 

 

だから、逃げてはいけない、と。 

 

苦労は大変だが、苦労は当人を優しくし、大きくする。それが人間力に変わる。そして当人を優れた

人材へと成長させる。「優しい」という漢字と「優れている」という漢字が同じなのはそのためだ。

だから若い時に苦労しろと言うんだよ。これは老人の古臭い提言ではなくて、それが宇宙の真理なん

だよ。 

 

なるほど。 

意識の話が魂の話から始まったけど、ここまで現実的な話になるとは思ってもみなかった。 

 

まずは、取り組む姿勢を正すという面で意識を変えることが必要だね。そうして自分の役割に徹する

ことで意識の価値が分かるようになり、それが魂レベルでの意識と連動すると現実世界が変わる。そ

うなれば、前に言った「必要なものは備えられる」。恋愛も含めてだが、人との出逢いも意識で決ま

る。だから、目の前のことに向き合うことが大切だ。現実的にみた場合、誰だってフラフラしている

人間よりも、仕事を頑張って、本当に“生きている”人間の方が魅力的に見えるよ。 

 

そうだと思う。 

でね、意識のことについて考えてきたけど、そうなると「思考」って何なんだろう？と思った。最近

って「思考至上主義」みたいな感じだけど。 

 

 

054 思考と意識の関係性 

 

意識について考えてきたけど、最近は「思考至上主義」だよね？ じゃあ、思考って何なの？ 

 

思考の役割は、読んで字の如し「考える」ことだよ。 

 

うん、それは分かるんだけど… 

 

要は、意識を具現化する役割が「思考」だよ。 

「こうありたい」と意識を変えられたとしても、家で椅子に座ってても現実は変わらない。理想を現

実にするために行動しないといけない。ではどうしたらいいのか？ それが思考の役割だ。だから、

考えるだけで現実は変わらないから、行動が大事だと言っているんだよ。 

 

「思考ではなく、意識が現実化する」って言っていたけど、意識を変えれば自然に現実が変わる訳で

はない、と。 

 

当たり前だよ。お前は現実界に居るんだから、現実化するには行動・実践しないとダメだ。意識が整

い、それに準じた思考で行動を起こす。これしかない。 

 

ま、確かにそうだよね。 



 

5W1H ってあるだろ。英語の。 

 

What、Who、When、Where、Why、そして How だね。 

 

What、Who、When、Where は意識の領域で、How が思考の領域だ。その意識と思考をつなぐのが Why 

だ。 

つまり、「何を」、「誰と」、「いつ」、「どこで」というのは思考してもコントロールできないか

ら意識の役割であり、そのきっかけとして、「何を？」というのが一番大事になる。「何を？」が決

まれば、「誰と」、「いつ」、「どこで」が調整される。そして、何を「どうしたらいいのか？」が How 

であり、これは思考の役割だ。その際、「なぜ」そうしたいのかという 「Why」 が重要になる。行

動意義に関わるからね。 

 

なるほど。 

あのさ、誰と、いつ、どこでは『調整される』って言ったよね？ 調整ってどういうこと？ 神様が？ 

霊界が？ 

 

いい疑問だが、それは後で扱う。が、神様でも霊界でもない。 

 

でもさ、一番大事だという「何を？」を考えるのが思考の役割なんでは？ 

 

それが一番の勘違いなんだよ。「何を？」を、“考えて”見つけてはいけない。それは後付けだろ。後

付けということは、影響与えたものがある。それが問題だ。言い換えれば「自分のもの」ではない。 

「あぁいう人生いいな」、「あの人みたいな生活したい」、「あの幸せが欲しい」とかね。お前が「ミ

ュージシャンでアーティストになりたい」というのは本当にそれをしたいのか？ 

 

したいよ。10 歳の時にビートルズのライブ映画を観たんだ。それは脳天直撃な衝撃だったんだよ。マ

ジで衝撃で、そこで「俺はミュージシャンになりたい！」って思ったんだ。それは今でも忘れないよ。 

 

それが勘違いなんだよ。 

 

は？ 勘違い？ だってあれで俺は人生を決めたんだよ！？ 

 

それが衝撃だったのは分かるし影響を与えたのも分かる。それは偶然でもない。が、それは後付けだ

よ。 

 

分からない。だってあれで俺は意識が音楽にシフトしたんだし… 

 

ちょっと待った。もう一度整理しなさい。「何を？」は方法ではないよ。方法はあくまでも思考の役

割。How だ。「何を？」は目的だよ。では、お前が音楽をやる目的は？ 

 

目的？ 音楽を聴いて欲しい、ステージに立ちたい、演奏したい、お金も欲しい。いや、そんな理屈

はどうでもいい。やりたいんだよ！ 

 



「音楽を聴いて欲しい、ステージに立ちたい、演奏したい」は方法論だ。お金は結果論だから目的で

はない。「理屈はいい、やりたいから」だと？ それは精神論だね。それを無茶・無謀って言うんだ

よ。 

 

んん〜、分からない。 

 

 

055 意識は目的 

 

「何を？」は目的だって言ったよね？ 

 

そうだよ。 

 

で、What は、意識で一番大事なことだと。ってことは、意識は目的だってこと？ 

 

屁理屈を言えば「意識＝目的」ではないが、意識は目的を持ってはじめて意味を持つ。目的が人間を

行動へと促し、行動が現実化へとつながる。でも、目的だけではモチベーションは維持できないから、

「なぜ？」が大事になってくる。つまり、「なぜそれをするのか？」だ。 

「何を？」、「なぜ？」が決まると「欲」が出てくる。これが当人を行動へと動かす。では、どうし

たらいいのか？ ここからが思考の役割だ。つまり、「What、Why、How」に対してそれぞれ明確な

答えを持てていないと結果は起こらない。 

 

じゃあ、「欲」は大事だと？ 

 

「欲」は大事だよ。でも、「欲＝エゴ」ではない。 

 

どういうこと？ 

 

本当の「欲」は、目的がある。それは意識レベルでの目的と直結するべきものであり、その目的とは、

お前が生まれた目的と同じベクトルを持っていないといけない。 

 

「エゴ」は、単なる自己満足だ。エゴは単にプライドを埋め合わせるものであり、目的も意識も関係

ない、上っ面で、表面的で、希薄で、馬鹿げたものだ。何の価値もない。糞だ。 

 

いいか、欲は結果が伴う。エゴに結果は伴わない。ここで言う「結果」とは、意識の目的に見合った

もので、当人の生まれた目的とも合致し、それは他に（他人に）影響を与えるということだ。エゴは

他に影響を与えない。当人が「しめしめ」と満足するだけだ。子供が「あのオモチャ欲しい！！」と

言って買ってもらえて「良かった！」というレベルと同じだ。つまり、幼稚だってこと。 

 

エゴと欲を分けろ、と。 

 

そうだよ。 

 



じゃあ、それと「後付け」とはどう関係してくるの？ おじいちゃんは、俺の夢を「後付けだ、勘違

いだ」と言った。 

それが僕は許せない。 

 

なぜ許せないんだ？ 

 

だって、やりたいことなんだよ。衝撃を受けて音楽をやりたいとマジで思った。それが勘違いだと言

われたら、「じゃぁあの衝撃は何なんだよ！？」って話になる。俺の気持ちは何なんだ？ってなる。

もっと言えば、俺は何で生きているんだ？ってね。やりたこともできない、しかもそれを「勘違いだ」

って言う。ふざけんな！って。 

 

ほほ、ご立腹だね。 

 

からかうな、って。 

 

じゃあ、もう一度訊くよ。お前が音楽をしたい目的は何だ？ 方法論、結果論、精神論は聞きたくな

い。で、目的は何だ？ 

 

目的、ね… 

 

言い方を変えよう。お前が伝えたい“メッセージ”は何だ？ 叶えたい“理想”は何だ？ 

 

メッセージ… 

理想… 

 

どうやら、そこが見えていないみたいだな。それが見えなければ、何やってもダメだよ。 

結局、衝撃を受けようが受けまいが関係ない。音楽をやりたいと思ったとは、「音楽で伝えたい」と

いう手段・方法を見付けたってことだ。じゃあ、「何を」伝える為に音楽という手段を使うのか？ そ

して、「なぜ？」 それが分かっていない。だから勘違いなんだよ。目的と手段を混同している。 

 

魂は意識だ。意識は目的を持っている。だからお前の人生にも目的がある。この目的とは、当人が望 

む“叶えたい理想”でもある。その理想も、意識と同じベクトルを持っていなければいけない。 

 

同じベクトル？ 

それはどういう意味？ 

 

 

056 意識のベクトル 

 

意識のベクトルを意識するのはとても重要だ。特に夢を叶える面ではね。 

ベクトルとは方向性のことで、意識にも方向性がある。意識が向かっている目的だ。 

 

もう一度整理しようか。 



お前は魂だ。魂は根源意識ですべてが繋がっている。そして、お前は宇宙という物質界の地球という

環境で生まれた。その地球上でお前は生きている。 

ここで３つのステージが出てきたね。①根源意識、②地球、③お前（人間）、だ。この各々は意識

エネルギーという共通項を持っており、それぞれに意識ベクトルが決まっている。 

 

① 根源意識のベクトルは、「進化」。 

② 地球のベクトルは、「増える、共存」。 

③ 個人のベクトルは、「学ぶ」。 

 

要は、影響下にあるってことだ。 

何度も言ってきたように、人間には生まれた目的・課題がある。それには幾つかのパターンがあるが、

そのすべては「学ぶ」という人間の意識ベクトルを持っている。知識を知恵にするための学びってこ

とだ。その人間は、地球（物質界）の「増えること・共存すること」という意識ベクトルの環境下で

生きており、そして、この物質界は、根源意識の持っている「進化」という意識ベクトルに包含され

ている。 

 

もちろん、これらの各意識ベクトルから逸れることは各自の自由だが、それは本来の軌道（ベクトル

のレール）から逸れることになるので、自力で走らないといけない。要は、大変ってことだ。 

 

なるほど。意識の共通項と方向を意識しろ、と。 

 

その通り。もう分かってきただろ。 

何をするにしても、まず ①② の各々の意識ベクトルと同じ趣旨、方向を向いていないといけない。

さらに、③ の個人が生まれた目的という意識ベクトルも考慮しないといけない。これらが合致して

いれば、必ず物事は進展するし、それに見合った必要な事物も備えられる。あとは、行動・実践ある

のみだ。 

この「意識ベクトルを揃えて実践する」という概念が、いわゆる本当の成功哲学だよ。ま、わしは「成

功哲学」という表現は大キライだが。 

既存の成功哲学は、行動・実践という部分に特化し過ぎている。もっと、根本的な要素、つまり意識

について留意すべきだし、それは人間関係にも言えるし、恋愛や結婚にも言える。 

 

恋愛にも？ 

 

そうだよ。 

 

どういうこと？ 

 

恋愛については後で扱う。 

というか、ここまで核心を話してきたのだから、そろそろ「何か分かってきたぞ！ 見えてきたぞ！」

という反応が欲しい頃だがね。あとは応用の問題なのだから。 

 

いや、いちいち確認するよ、僕は（笑） だって、もう失敗したくないし… 

 

さて、話を戻そう。 



 

 

057 物質界のベクトルについて 

 

お前は音楽をやりたいと言う。では、今まで言ってきたことを踏まえた上で、何が大切だと分かった？ 

 

目的が大切。 

 

具体的には？ 

 

伝えたいメッセージ、叶えたい理想を明確にする。 

 

では、目的は自由に決めていいのか？ 

 

いや違う。① 根源意識の「進化」、② 地球の「増える・共存」、そして、③ 自分の生まれた目的

という各々の意識ベクトルに準じていなければいけない。 

 

その通り。分かってきたね。で、音楽でのお前の目的は？ 

 

それが分からない。 

 

そうだね、お前はまだ分かっていない。ま、これからそれを思い出せばいい。 

 

根源意識の「進化」というベクトルは何となく分かるけど、地球の「増える・共存」って？ 

 

色々言えるが、「増える、広がる、共有、分けあう」ってことだね。一番分かりやすいのは「子孫を

増やす」ってことかな。だから、聖書で言えば、神が人間に最初に与えた役割が「地を管理し、子を

増やしなさい」ってことだった。これは、「増える・共存する」という物質界の意識ベクトルのこと

を言っているんだよ。 

 

あ、なるほどね。 

 

もちろん人間だけではない。要は「種を増やす」ってことだから、自然界の動植物もそれに倣ってい

る。自然の生態系を見れば、物質界の意識ベクトルがよく分かるはずだよ。 

 

つまり、音楽であれ、起業であれ、成功であれ何かをしたいなら、What、How が重要であり、それ

は「増える・共存」という何かしらの要素が必ず加味されたものでなければいけない。「共存」とい

うキーワードも無視できない。共存とは、共有、分け与えるということであり、つまりは、良い影響

を与えること。それは、情報、ツール、プロダクト、媒体などを「提供する」ことであり、それを提

供し合うことで人と人が繋がり、お金が得られる。 

 

あのさ、「進化」、「増える・共存」という意識ベクトルは分かったけど、あとは個人のベクトルが

何か？が大事になるよね。それが分からないと意味がない。 

 



その通り。 

 

 

058 生まれた目的・課題パターン 

 

個人の意識ベクトルってどうやって分かるの？ パターンがあるって言ってたよね？ 

 

パターンがあるよ。その前に再確認しよう。 

意識ベクトルとは何だった？ 

 

意識ベクトルとは、当人の生まれた目的・課題のこと。 

 

そうだね。ということは、意識ベクトルのパターンとは、そのまま「生まれた目的・課題」のパター

ンでもある。 

さて、生まれた目的・課題のパターンは９パターンある。ごく単純なキーワードで紹介する。 

 

 目的   課題 

① 創造 ⇒ 衝動 

② 協調 ⇒ 限界 

③ 表現 ⇒ 自信 

④ 過程 ⇒ 忍耐 

⑤ 集中 ⇒ 訓練 

⑥ 理想 ⇒ 受容 

⑦ 発信 ⇒ 素直 

⑧ 満足 ⇒ 権力 

⑨ 模範 ⇒ 誠実 

 

かなり簡略化しているが、各パターンの最初の項目（左側）が「目的」で、後の項目（右側）が「課

題」だ。 

「目的」は、人生での方向性であり、特徴でもある。そして、「目的」を気付かせたり、意識させる

ために「課題」があり、何かしらの問題や苦労の特徴でもある。そして、いずれも「学び」という要

素を含んでいるため、各目的で何かを「成し遂げること」よりも、そのパターンで何を「学ぶか？」

ということに主眼が置かれている。 

 

人間は必ずどれかしらのパターンを持って生まれてくる、と？ 

 

そう、必ずこの９パターンのどれかに属している。 

だから、自分がこの９パターンのどのパターンを持っているのか、そのパターンを留意した上で、地

球の意識ベクトルと根源意識のベクトルに合致した理想、メッセージを持たないといけない。 

 

うんん、、、何か、束縛感を感じるような… 

だって、もし自分が望むことが本来のパターンではなかったとしたら、自分の望むことでは何をして

も無理ってことでしょ？ 

 



ま、見方次第だな。逆に利用すればいいんだよ。自分のパターンをわきまえていれば、物事がスムー

ズに展開できるのだから。９パターンとは、受験で言うところの「傾向と対策」の“傾向”の部分だ。

傾向が分かっていれば“対策”も見えてくる。昨今の人間は、対策ばかり気にしているということだよ。 

 

なるほど。 

でもさ、自分が「音楽やりたい」って思っていても、自分のパターンがそうでなかったら音楽はダメ

ってことでしょ？ 

 

だから、音楽は手段だって言ったろ。手段という意味では何をするのも自由だよ。でも、そもそもの

「特徴・傾向」を無視するなってこと。９パターンをよく見てごらん、職業は特定していないよ。た

だし、各パターンの特徴や傾向と合致し易い仕事、合致しにくい仕事はある。が、仕事というよりも、

その仕事での「ポジション・役割」を見極めることの方が大切だし、それを自己認識するために自分

のパターンを知っておくのは役立つ。音楽やりたいって、音楽にも様々なポジションがある。歌手、

プレーヤー、エンジニア、サポートなどね。 

人間が間違えやすいのは、“仕事”（職種）にこだわることだ。仕事よりも、どんなポジション・役割

が自分に合っているのか？ それが分かった上で、そのポジションを適えてくれる仕事はなんだろう

か？と考える方がいい。 

 

９パターンあるのは分かった。 

じゃあ、自分がどのパターンに属しているか？はどうやって判断したらいいの？ 

 

 

059 自分パターンの判断基準 

 

お前の好きな精神世界系の言い方をすれば、「己を見つめればいい」。が、それでは意味がないから、

自己吟味すべき“5つの要素”を教える。 

 

自己吟味？ え、もっとお手軽な方法はないの？ 

 

あるよ。でも、まずは自分で精査できないと意味がないから今は教えない。いずれ教える。 

さて、5つの要素とはこれだ。 

 

（a） 血統について 

（b） 関心について 

（c） 進路について 

（d） 体験について 

（e） 人間関係について 

 

ごく簡単に解説をする。 

（a） 血統とは、要は、先祖代々受け継がれてきた「精神性」のことだ。性格のことではない。精神

性とは、価値観・モラル感・理想・理念などだ。 

当然の事ながら、人間は両親から生まれてくる。が、受け継いだ精神性は、両親からというよりも、

その親の代、つまりお前の祖父母の精神性が大きく継承されており、これを世間では“隔世遺伝”と言

っている。 



 

（b） 関心とは、時間を忘れて「のめり込んだ」こと。特に子供の頃にね。ただ、憧れの将来像をそ

のまま自分の仕事にしたいとか、理想だと判断するのは危険だ。例えば、スポーツ選手になりたいと

思って野球にのめり込んだとしよう。だから「俺は野球なんだ」と考えるのは馬鹿だ。要は、“内容”

に注目しないといけない。野球でも、各ポジションで役割も思考も違うから、野球の何が好きだった

のか？を考えること。 

 

（c） 進路とは、これまでの経歴だ。学歴、職歴を思い出し、その意味を考えること。学歴は、特に

大学の専攻や専門課程など。職歴は、バイトも含めて「働いてお金を得たこと」すべてだ。昨今は特

に大きな目的もなく大学に入る人間も多いが、その学生生活の過程で何に関心があったのか？は重要

な要素になる。 

 

（d） 体験とは、過去の人生での「忘れられないエピソード」だ。嬉しいこと、悲しいこと、辛かっ

たこと、何でもいいが、今でも憶えている体験・経験の意味を考えてみること。とくに自分でトラウ

マだと認識している原因の体験は無視してはいけない。たとえそれが辛いことでも。そこに本当の答

えが隠されていることが多い。 

 

（e） 人間関係とは、家族関係、恋人、友人、同僚、先輩後輩を含めて、かなりの時間を一緒に過ご

した人との“関係性”を見つめ直すこと。いずれ恋愛について話す際にも扱うが、やはり恋人との関係

性は重要だ。が、勘違いし易いのは、「恋愛経験の多さ＝経験値ではない」ということ。なので友人

であれ恋人であれ、人数の多さはさほど大きな要因ではなく、あくまでも関係性の中身、濃度に着目

するように。 

 

わかった。 

 

 

060 自己判断の指針と効果 

 

じゃあ、俺の場合はどうなの？ 

 

それを自分で考えてみなさい。 

答え合わせはいずれちゃんとやるが、今はとりあえず自分で思案しな。 

 

どんな答えが出てきても気にしなくていいし、答えに「良い・悪い」のジャッジは付けないでいい。

今言った視点を参考に各要素を一度見直してみてご覧。その際、「いずれも自分の意識にどう影響を

与えたか？」に落とし込んでみること。“意識”というのが漠然としてしまうなら、「今の自分の価値

観や哲学、理想にどう影響を与えたか？」と置き換えてみてもいい。 

 

それで何が分かるの？ 

 

結論から言えば、自己の意識パターンが分かる。もう少し具体的に言えば、① 選択基準の傾向、② 行

動パターンの傾向、③ 好き嫌いの傾向が見えてくる。要は、「価値観」だ。これらが人生を決めて

いるからね。 

 



これを突き詰めた結果、④ どうしてもやりたいこと、⑤ どうしても伝えたいことが明確に浮き彫り

になってくる人間もいる。この④と⑤が明確に見えた人間が、前に話した「人生の初期設定で夢を叶

えることを決めている人間」だ。これは、世間で使い古されている「夢を叶える」という表現の意味

とは違う。深度の意味でね。 

 

じゃあ、これを突き詰めて考えることと、例の「目的と課題の 9 パターン」とはどう連動してくるの？ 

 

いい質問だね。だが、それも今は扱わない。 

 

えぇ…。さっきから「後で扱うから」ばっかりで、俺としては消化不良気味だな… 

 

仕方ないだろ。答えばかり言っては、お前は何も学ばないからな。まずは、突き詰めて考えてみなさ

い。 

 

ま、そうだけど… 

でも、考えろって言うけどさ、それって思考だよね？ でも意識が大事で、それは思考ではないって

前に言ってたよね？ 矛盾してない？ 思考で意識が分かるもんなの？ 

 

そうだね、考えても魂は読み取れないよ。 

わしが言っているのは、判断基準の 5つの要素を過去のエピソードに適応して「何が見えてくるか？」

を考えてみろって言ってんだよ。現実的な要素の精査なんだから、それは思考の役割だ。まずは、手

持ちのカードを増やしてみなさい。その後答え合わせだ。じゃないとお前は学ばないから。 

 

OK、それは分かった。ちゃんとやるよ。 

あのさ、思考と意識について屁理屈な質問したのには理由があるんだ。素朴な疑問なんだけど。 

 

 

061 意識と思考の境界線 

 

素朴な疑問なんだけどね。 

自分が伝えたいテーマ・理想が分からなければ音楽をやっても上手くいかない、というのは分かった。

そこで、突き詰めて考えて「己の意識に触れろ」とおじいちゃんは言う。そこで、何かしらのテーマ

や理想が見つかったとしよう。 

ここで問題なんだよ。 

その出てきた答えが、意識レベルのものなのか、結局単なる思考によるものなのかをどう判断したら

いいの？ 結局これは、「本物と偽物をどう見分けたらいいのか？」ということでもあると思うんだ

けど。 

 

いい質問だね。 

結論から言えば、「説明が付くか、付かないか」の違いだ。方法は「消去法」がいい。 

 

説明が付くか付かないか？ 

消去法？ 

 



やりたいこと、伝えたいことなどに「なぜならば…」という理屈が付かないと「やろう、伝えよう」

と思えないのであれば、それは偽物だ。 

前にも言ったが、魂からくるものには何であれ「説明」がない。理屈が伴わないんだよ。なぜか分か

らないけど「やろう、伝えよう」という“答え”だけが出てくるし、「読み込んで分かる」というもの

でもない。「感じるもの」と表現した方が分かりやすいかもしれないね。だから「直感」と言うんだ

よ。 

そして、突き詰めて考えることで浮き彫りになってくる内容は千差万別でもある。一人ひとり内容は

違うし、違っていいし、違っていないと面白くない。 

 

確かに。 

 

音楽と一緒。色んなジャンルがあるから楽しめる。人間の数だけ、伝えたいメッセージがあっていい。

あとは、どうやって表現するのか？という方法論になる。音楽なのか、絵なのか、詞なのか、歌でな

のか、事業でなのか。 

 

なるほど。 

そうなると自信が必要になってくるよね。 

 

自信も必要だが、それよりも大切なのは“確信”だよ。「わたしはこれが言いたい」という確信。確信

があれば自信はいくらでも付いてくる。 

 

ここから「消去法」が何かっていうことに繋がってくる。 

本当に己を突き詰めて考えていけば、最終的に「もしかしたら自分がやりたいことってこれかもしれ

ない」、「伝えたいことってこれかもしれない」というものが浮き彫りになってくる。これが当人の

「センス」っていうやつだ。 

逆に言えば、「このセンスだけしか勝負できる要素がない…」ってことに気付き自覚することでもあ

り、「これしかない」ってことが、強みでもあることに気付く。それが確信に変わる。 

 

でも、その浮き彫りになってきたものが魂レベルからのものであれば「説明」が付かないものでもあ

る、と。 

 

ということは？ 

 

根拠のない確信ってこと…？（笑） 

 

その通りだよ。不思議に思うかも知れないね。でもこれが真理だ。つまり、意識と思考の境界線は、

「理屈があるかないか？」ということであり、根拠がない（説明がつかない）けど「したい、伝えた

い」って思えることであれば、それは本物だってことになる。 

 

確信があれば、根拠がなくてもいいんだ。 

 

そう。でも、これは厳しいよ。だって、己の中にある“価値”の勝負だからね。だからこそ経験が活き

てくる。苦労し、色んな事を体験し、学びに落とし込んでおくことで、体験をムダにしてはいけない。

要は「ストックしておけ」ということだ。 



 

なるほど。なんか繋がってきた。 

さっきの「消去法」についてもう少し解説してよ。 

 

 

062 自己診断の方法 

 

5 つのパターンの判断基準で自己診断するときに消去法がいいって、どういうこと？ 

 

5 つの判断基準を参考に、思いつく限りの色々な要素を書きだしていく。とにかく書き出すんだ。これ

は思考、つまり“考えて”いく作業の工程だね。 

 

＜ステップ①＞ 

まず、書き出した要素をよくみて、自分の“価値観”となっている要素を挙げていく。 

いわゆる、①選択基準の傾向、②行動パターンの傾向、③好き嫌いの傾向に類するものだ。 

 

＜ステップ②＞ 

次に、ステップ①での結果を脇において、「自分の理想は何か？」を自由に書き出してみよう。 

制限は設けなくていい。出来る、出来ないなどの可能性なども無視していいから、とにかく自分の理

想を吐き出す。「自分の理想」という表現がピンとこなければ、「やりたいこと、伝えたいメッセー

ジ、こうでありたいという自分のイメージ、大事にしたい価値観」など、現状どうか？ではなく、理

想の自分だ。 

 

＜ステップ③＞ 

次に選別だ。ステップ①と②を比べて、両方で合致している点と合致していない点を挙げていく。そ

して、合致している点と合致していない点の中で、“譲れない要素”を挙げる。 

特に気にならない、重要ではないと思えることがあったらそれはリストから外し、どうしても気にな

ること、重要だと思うこと、懸念していることを明確にする。この選別の際には、「なぜならば…」

という根拠、理由付けがなくても良い。 

 

さて、ここまでのステップで、現実と理想とが合致している点と合致していない点という 2グループ

の中で、それぞれ（根拠があろうがなかろうが）当人にとって“重要なこと”が浮き彫りになってきた

はずだ。 

 

＜ステップ④＞ 

さらに、浮き彫りになった重要な事が、何かしらの過去の体験に原因があるものか、ないものかを判

断する。 

 

そうすると、ここまでの時点で以下の項目が出揃うはずだ。 

 

[A] 現実と理想とが合致していて、過去の体験と関連がないもの。 

[B] 現実と理想とが合致していて、過去の体験と関連があるもの。 

 

[C] 現実と理想とが合致していないし、過去の体験と関連がないもの。 



[D] 現実と理想とが合致していないし、過去の体験と関連があるもの。 

 

さて、ここで魂（意識）との関連づけができるようになる。 

自分の生まれた目的・課題を基準に照合するとこうなる。 

 

[A] [B] は、いわゆる目的だ。 

[C] [D] は、課題だ。 

 

 

063 自己診断と魂との関連 

 

[A] は、体験というきっかけが無くても重要だと認識できているということで魂・意識レベルに直結

したことだと判断できる。これが、「根拠のない確信」が大事だという前の話にも繋がってくる。 

 

この[A] の項目に選別されたことは何であれとても重要なことであり、もし嫌なことがあったとして

も、それはポジティブな意味で無視できないことなので、心配することはない。 

また、この項目に選別された中で、子供のころから抱いていた想い、達成も着手も出来ていないけど

常々「やりたい」と思っていたこと、人生において一貫して抱いている理想・理念、伝えたいメッセ

ージなどがあったら、それは当人にとっての「本当の理想」でもあり、絶対に大切にすべきだし、そ

れを生涯かけて突き詰める必要がある。お前の場合で言ったら、この項目にある要素をメッセージに

して音楽をしろということだ。 

 

[B] は、現実と理想が合致していて“体験”というきっかけがある訳だから、[A] をより意識しなさいと

いう“気付き”のことだ。その気付きが嫌なことだったら、「本道から踏み外してますよ」という警告

であり、良いことだったら「本道に戻った、沿っている」という確認にもなる。いわゆるガイドライ

ンだと思えばいい。 

 

[C] は、現実と理想のギャップがあって、かつ体験と連動していないということは、要は「潜在的な

ズレ」のことであり、これが俗に言う「カルマ」だ。なので、明確に自己認識していないが“課題の核

心”でもあり、裏の自分とも言える。隠したいことであったり、誰かの受け売りの価値観や理想であっ

たり、勘違いということが多い。もし一見ポジティブな要素がこの項目にあったら、再度よく吟味す

る必要がある。 

 

[D]は、現実と理想のギャップであって体験というきっかけもあるということは、課題の強調であり、

いわゆる己で勝手にこしらえた「後天的問題」だ。ネガティブなフックであり、乗り越えなければい

けない要素。いわゆる「トラウマ」、「執着」などがこの部類に入る。この[D]は嬉しくない要素が多

いため直視したくないこともかもしれないが、決して無視できない。無視しても必ずどこかで乗り越

えなければいけなくなる。また、[C] と同じく、もし一見ポジティブな要素がこの項目にあったら、

「本当だろうか？」と再度よく吟味する必要がある。 

 

この判断基準はかなり大まかなものだが、大事なのは、良いこと、悪いことを問わず、特定の体験が

きっかけとなって芽生えた“特定の考え方”があるか？を探ること。この“特定の考え方”が当人の思考の

癖であり、選択判断の癖になる。悪い癖は直さないといけないし、直さないと人生に変化は起きない。 

 



このステップをしっかり取り組めば、今まで自己認識していなかった重要なことに、何かしら気付く

だろう。このステップを踏むだけで、自己の核心に触れることもできる。もし、このプロセスで嫌な

要素が頻発しても、良い・悪いのジャッジは下さなくていい。事実だけをみて、己の真実を掴むこと

だ。 

 

また、ステップ①、②などで書き出した要素には必ず共通項・傾向がある。その共通項を 9 の目的・

課題パターンと照合するように。そうすると、だいたい 3つくらいのパターンと合致するようになる

が、それが当人の目的・課題だ。そしたら、その目的・課題の主旨、方向性や特徴を考えてみるとよ

い。 

 

なるほど。 

 

自己診断は必ず実践するんだぞ。 

これが押さえられて初めて「夢の叶え方」や「恋愛・結婚論」の話ができるのだから。 

 

夢は分かるけど、恋愛にも影響するの？ 

 

大有りだよ。 

 

 

064 意識は思い出すこと 

 

さて、意識についての話もとりあえず終わりだ。最後に、お前の好きそうな話をしようか。 

 

え、何？ 

 

自己判断法などはちょっと理屈っぽい話しだね。もちろん、何度も言うが自己判断はちゃんとやるよ

うに。それを踏まえた上で、これから真逆のアプローチについて話す。 

 

考えないアプローチってこと？ 

 

そうだ。今から話す理解は直感力を鍛えるのにも効果がある。 

さて、そもそも「どうやったら意識は変えられるのか？」という話をしてきた。要は“変え方”がテー

マだったわけだが、さっきの消去法の話でも分ったように自己診断のプロセスは、核心を“浮き彫りに

する”ということでもある。 

では、ここで何か気付かないか？ 

 

そもそも“変える”わけではないってこと？ 

 

そうだ。自己診断は、意識を“変える”のではなく、意識を“思い出す”ことなんだよ。「浮き彫りにする」

ということは、答えが“既に”存在している訳だ。答えとは、お前の核心であり、意識の内容であり、

魂の傾向であり、つまりは、生まれた目的・課題ってことだ。すべての答えはお前の中に“ある”。 

 

なるほど。 



 

ただ、「思い出す」と言ってもピンとこないから、「見つける」という表現をしてきた。しかし問題

は、意識の核心を見つけたら、「どういう方向で？ どういう方法で？」という答えが欲しくなる。

しかし、それも意識の核心が答えを持っているし、意識に触れればガイドラインも方法も見えてくる。

それが人生軌道だ。 

新しく見えてきた軌道が、これまでの軌道と違えば“変えなければ”いけない。そうなると、あとは「変

える」と覚悟を決めて生きていくだけ。あとは、一生懸命生きていくだけだ。 

 

さて、ここまで考えてくると、もうひとつの側面が見えてくる。意識を隠しているのは何か？という

ことだ。だって、答え（核心）は既に持っているのなら、それに気付けないだけということでもある。

気付けなくさせている要素は何か？だ。 

 

思考、だね。 

 

その通り。分かってきたね。 

つまり、「あれこれ考えてしまう」ということだ。「考える」からには、考えさせる“きっかけ”があ

る。それは、他人の意見だったり、他人の価値観、常識、成功者のライフスタイル、己の感情、過去

の記憶など様々だ。 

ということは？ 

 

どうやったら思考を無くせるか？ 

 

そうだ。しかし、脳が機能している以上思考は無くせない。人間は放っておいても絶えず考えている

からね。 

ここで思考について触れよう。 

 

簡単に言えば、思考には 2種類しかない。①価値ある思考と、②価値のない思考だ。 

①価値ある思考とは、目的と連動した思考のこと。自己診断する時の“考える”とか、企画や戦略を練

るとか、数字を読み解くとかね。 

問題は②の価値のない思考だ。要は、絶え間なく浮かんでは消えていく思考のことだが、これは脳の

機能上仕方ないことでもある。 

 

そうだよね。じゃあ、どうしたらいいの？ 

 

 

065 瞑想＝思考にスペースを空ける 

 

つまり、思考を無くすとは、②の価値のない思考をどれだけ“黙らせられるか”ということであり、わ

しはこれを「思考にスペースを空ける」ことだと思っている。 

 

思考にスペースを空ける？ 面白い概念だね。でも、そういうの好きだよ。 

 

意識は常に語りかけている。でも、思考が働いているために意識の語りかけに常に蓋をしている状態

のため、意識の語りかけに気付けない。しかし、思考にスペースを空けるとそこから意識からの語り



かけが漏れてくる。それは、アイデアだったり、気付きだったりする。が、いずれも「根拠」がない

から、思考優先で生きている人間からすれば「？？」と疑問があったり、不可思議だったりするだろ

うね。 

 

それって、瞑想？ 

 

瞑想、ね。 

瞑想って何だと思ってる？ 

 

「無」になること？ 

 

あはは、「無」ね。(笑) 

 

なんで笑うの？ 

 

当り前な答えがオカシイと思ってね。 

世間では色々な瞑想法はあるが、結局、瞑想とは何なんだ？ということだね。それが思考にスペース

を作るってことだよ。それが瞑想の趣旨だし、色んな瞑想法もすべてそれに集約される。 

 

超越瞑想のこと？ 

 

超越だろうが、何であろうがそれは関係ない。単なる言葉の問題だし、どうでもいい。大切なのは、

当人にとって一番効果的な瞑想を見つける方が大切だし、じゃあ、何が一番効果的なのか？と考えた

時に、思考にスペースを作れるというのが一つの指針になるってことだ。 

 

どうしたら思考にスペースが作れるわけ？ 

 

一言で言えば、“リラックス”だよ。瞑想法にこだわるより、どうしたらリラックスできるのか？と置

き換えて考えれば答えは見付けやすい。そう考えれば、瞑想法は独自のパターンがあっていいし、何

か特定の瞑想法が良くて、どれが悪いという問題でもない。 

 

なるほど。じゃあさ、「思考にスペースを作る」というテーマで効果的なリラックスの見つけ方って

何なの？ 

 

 

066 意識と連動したリラックス 

 

思考にスペースを作る方法についてだね。 

何度も言うが、一言で言えば「何も考えようとしないでリラックスしろ」ということだね。 

 

でも、放っておいても思考してしまう… 

 

そう。それを何とかしようとしても無理だ。そこで、お前に合ったリラックス法を教えるよ。 

 



① 考えることを止めて、身体の緊張を解く。 

② 浮かんでは消えていく思考をそのまま放っておく。 

そのうち思考も落ち着いてくるから、 

③ 何かに視点を合わせる。 

目の前にある椅子、木、ビル、空なんでもいいから一つ決めてぼんやりと見る。観察するのではない。

見るだけだ。観る対象は遠ければ遠いほどいい。 

この時に大事なのは、「何か教えてくれ、アイデアをくれ」というような期待を一切意識しないこと。 

そうすると、浮かんでは消えていく数多の思考が“出てこない状態にいる自分”になる。 

 

なぜ期待してはいけないの？ 

 

意識からのアイデアは、お前の理解を超えたものだから。期待は、過去の自分の理解度を超えないか

ら。 

 

あ、なるほど。 

 

要は、「どれだけ思考がざわつかない状態を常時キープできるか」だ。思考から離れ、意識に連動す

るリラックス状態になりやすい状態に慣れることが必要だね。 

 

シータ波状態のこと？ アルファ波とか？ 

 

そんなことは気にしなくていい。いちいち機器を使って計るのか？ 最終的に脳波は何かしらの数値

的状態になるかもしれないが、それよりも自分にとってのリラックスしやすい方法を見つける方がい

い。 

あとは、車の運転、ウォーキングやランニング、もっと言えばダンスなども効果的だ。運動系が苦手

なら、座禅的なこと、お風呂にゆっくり浸かるでもいい。 

 

目的を間違えるな、ということか。 

 

その通り。 

過去の偉人が何かのアイデアを思いついた時、そのほとんどは集中していない時がほとんどだ。 

 

そういうエピソードは結構読んだことがある。 

 

それを精神世界では「無の境地」だとか、「フリーマインド」だとか言うが、要は「リラックス」だ。

世の中にはたくさんのヒーリング法があるが、ヒーリングの効果はその技法にかかっているのではな

く、関係者がどれだけリラックスできるか次第にかかっている。それに気付いている人間は少ないが

ね。 

 

 

067 脳 100%活用は可能？ 

 

あのさ、今まで意識と瞑想の話が出てきたから、そこで訊きたいことがあるんだ。 



脳は 5〜10%しか使えていないから、全脳活用できれば可能性は無限大だっていう話があるんだけど、

どうしたら全脳活用できるの？ 

 

無理だよ。 

 

ノウハウが無いってこと？ 

 

そもそも全脳活用なんて出来ないってこと。 

 

え？ マジで？ じゃあ、なぜ 10%しか使わないわけ？ 意味無いよね。 

 

90%、ほぼフルで使っているよ。ただ、何に使っているかまだ解明できていない部分もたくさんある

というだけの話。脳は思考だけに使われているのではないし、自律神経の管理など身体維持のために

も脳は活動している。それぞれ役割があるんだから。 

っていうか、使っていない部分があるからそれを使えれば…という理屈はもう古いよ。 

 

でもさ、例えば、ドラッグで覚醒すると感覚が研ぎ澄まされるって言うよね？ 結局、瞑想も同じ効

果を出せるのだとも思うんだ。それは、10%だったのが 20%になったからでは？ 

 

それは違う。 

 

なんで？ 

 

ん、これはかなり微妙な問題でもある。だから今は、お前の誤解を解くためだけに簡単な説明をする。 

 

要は、“共感”の問題だってこと。簡単に言えば、それぞれの役割を担っている脳内の部位が、パーテ

ーションを超えて連動してしまう結果、感覚が研ぎ澄まされるたように感じる。が、それは危険な行

為でもある。 

逆に考えてごらん。ドラッグを使うとなぜ幻覚や幻聴が起きるのか？ なぜ身体的負荷がかかるの

か？ 吐いたり、痩せたり、皮膚がただれたりなど。つまり、他の役割へ「越権」しているってこと。 

 

越権？ 

 

パソコンの CPUと同じだと認識していればいい。 

脳内活用率の MAXが 100%とした場合、それぞれ特定のパーセンテージで各役割が決まっている。も

し、これまでの古い理解で 10%を 20%に上げたいと思ったとしても、現実は他の役割パーセンテージ

に侵食することで差の 10%を確保することになる。そうなると、単純に、侵食された方の 10%は本来

の目的に使えない＝機能できないってことになり、その影響は何かしらの現象として表面化する。ひ

とつのことに超人的な才能を発揮する人間が、何かしらの欠陥的要素を持っている、ってことを考え

てみれば分かりやすいかもしれないね。 

 

ん、筋が通っているように思えるんだけど…。 

じゃあ、おじいちゃんの論法で言えば、結局は意識の問題だと？ 

 



ま、そうとも言えるね。 

 

具体的には？ 

 

…… 

 

おじいちゃん？ 聞いているの？ 

 

 

068 今後 100年の命題 

 

あ、聞いているよ。 

 

なんかさ、さっきの解説、歯切れ悪くない？ 

 

あ、悪いね。 

 

なんで？ 分からないことでもあるの？ 

 

いや違う。 

さっきお前は脳について質問した。お前が訊きたいことは、要は、「全脳活用と意識の関係性」につ

いてだ。 

 

そうだね。 

 

お前はその重要性を認識せずに質問したのだろうが、それはすべての核心に迫る疑問でもあるんだよ。 

つまり、人類史を通して、哲学、宗教、科学、精神世界など各分野で追いかけてきたこと、見つけた

い答えというのは、「脳と意識との関係性」なんだよ。言い換えれば、「見えない世界」と「見える

世界」との関連性でもあり、さらに突き詰めて言えば、『我々はどこからきたのか？ 我々は何者か？ 

我々はどこへ行くのか？』ということでもある。 

 

ポール・ゴーギャンだったっけ？ 

（注： ゴーギャンは『我々はどこからきたのか？ 我々は何者か？ 我々はどこへ行くのか？』というタイトルで

絵を描いている） 

 

そう。 

余談だが、お前の誕生日とゴーギャンの誕生日は同じだ。 

 

え、そうなの？ 

 

脳と意識との連動の解明は、今後 100年の命題でもある。昨今、脳機能についてもかなりの解明がな

されてきた。一方、精神世界的な理解も色々出てきており、瞑想やアファーメーションは、精神世界

的な方法で全脳活用しようというアプローチでもある。ドラッグは医学的かつ科学的なアプローチで

あり、宗教は、物理と科学に精神論を合わせたアプローチだ。今後は、それら全てが統合される時代



になり、その統合がされると、お前が言った「足りない部分を活用すればいい」という理解も意味が

ないと分かるだろう。 

 

どうしたら統合できるわけ？ そこを知りたいよ。 

 

それについての解答は、わしの役割ではないんだ。 

 

へ？？ どういうこと？ 

 

お前が路頭に迷っている原因を指摘し、喝を入れるためにわしはお前とコンタクトすることになった。

わしの役割はそれだけだから。でも、お前はある意味とても重要な疑問を提示したことになる。それ

は、人類が欲しい真理でもあるし、それが人類の到達点でもある。 

 

お、俺ってすごいね。 

 

バカ野郎！ 何も分かっていなくせに。 

 

あ、ごめん… 

 

わしが言えるのは、「意識が大事だ」ということ。そして、その命題は人類の探究でもあり、探求し

て見付けるものだから、そもそもの答えを現時点で言っては意味がないという理由でわしは回答でき

ない。 

 

いわゆる、そちらの世界の都合ってやつね。 

でも、なんか腑に落ちないな… 

 

現時点でお前に言えるのは、「意識を意識しろ」ってことだけだ。 

 

なんか、禅問答だね。 

 

 

069 今後の時流とは？ 

 

何度も言ってきたが、時代は変わっている。変わっているからこそ、注意が必要だ。 

これまで、色々な革命や変化が起きて人類は進化してきた。結果、どんなジャンルであれ、出せる要

素はほぼ出揃っている。スピリチュアルもそうだ。つまり、過去よりも進化した“理解”が必要なわけ

で、そのキーワードが“意識”になるってこと。根性論や精神論の時代ではなくなっているんだよ。 

 

景気だってそうだ。 

景気回復は大事だが、その基準が「あのバブル時代」がアベレージなってしまっているから間違える

し、答えが見えない。あれはもう過去の話だ。 

 

ニュータイプなバブルが必要だと。問題は、どうしたらそれが実現できるのか？ 

それがおじいちゃんの論法だと“意識”だ、と？ 



 

その通りだ。が、それは究極論でもある。 

 

そうだよ。じゃあ、どうしたら良いわけ？ 

 

過去を見つめ、過去から学んだ結果として新しい要素を見付けることだ。常に過去よりも今日何かし

らの進化をしていなければいけない。温故知新だ。 

 

温故知新？ 

 

温故知新の本当の意味は、「よりバージョンアップしていく」という目的を持った上で過去を見つめ、

そこから学べってことだね。 

 

で、それは何？ 

 

人類レベルで言えば、それを見付けるのが今後のテーマなんだから、それは各自取り組んで見付けて

いくしかない。先に答えは言えない。 

 

それ言われちゃったら困るよ。単なる理想論を言っているだけになるよ。 

 

ま、これは机上の空論になるリスクもあるが、強いて言えば、「意識を引き出す、活性化する」こと

に役立つ物・事・サービスがこれからのヒット要因になるし、それを提示した人間がカリスマになれ

るだろう。 

ただし、お前が言うようにこれは単なる概念でもあり、理想論でもある。これを何かしらの形にする

のが、今後の命題になるわけで、それを見つけるのが人間の役割でもある。結果、「意識と脳との連

携」というキーワードは、総じて今後人類が取り組む「指針」にはなるだろう。 

わしが言えるのはここまでだ。 

 

つまり、何であれ出尽くした感があるものを見つめ直し、それと意識とを連動するのがバージョンア

ップになる、と。そのキーワードが「統合」ってことね。 

 

そうだ。さっきも言ったが、これは一見すると単なる理想論、哲学かもしれない。でも、その視点を、

仕事、人間関係、恋愛などに適応してみれば価値ある「気づき」があるはずだ。いわゆる「マクロか

らミクロを見ること」だね。 

 

さて、意識についての話はとりあえず終わりにしよう。意識について現時点でお前に言えることは以

上だ。 

 

 

070 夢は叶わない？ 

 

お前が知りたいと言った事で残っているテーマは何だ？ 

 

夢の叶え方と恋愛・結婚についてだね。 



 

じゃあ、まず夢の叶え方について扱おうか。 

 

待ってました！ 

 

その後に恋愛について扱おう。夢の叶え方についての概念は恋愛にも適用できるからね。 

 

ちょっと待って。 

前に、夢を叶えることが初期設定で含まれているケースと、そうでないケースがあると言っていたよ

ね？  

 

それは後で触れる。まず現実的な側面から考えよう。その後に魂との関連についてだ。 

で、お前にとって叶えたい夢とは何だ？ 

 

やっぱり音楽での成功だね。 

でも、それは“手段”だっていうのも分かったよ。 

 

そうだね。じゃあ、なぜ音楽なんだ？ 

 

やっぱり、音楽が好きだからだよ。 

 

それで何を叶えたい？ 

 

悠々自適に生きたいんだよ。ステージでパフォーマンスができて、CD が売れて、印税が入って、お金

に困らない人生。好きなものが買えるし、他の人に恵むことも出来る。 

 

だが… 

 

分かっているよ、おじいちゃん。この目的がダメだって言うんでしょ？ それは前の対話で俺も理解

したよ。でもね、正直言えば、お金が欲しいというのは本音でもあるよ。 

 

なぜ？ 

 

なぜ？？ ずっとお金に困ってたから。決してゆとりのある家庭ではなかったし、どちらかといえば

貧乏だったよ。それは親がクリスチャンになったのが大きな原因でもある。「お金がなくても幸せに

生きていける」っていう理想があったのかもしれない。でも、やっぱりお金は必要だし、結局俺がサ

ラリーマン辞めてからというもの、とにかくお金が無い毎日を過ごしてきたから。もう嫌なんだよ。 

 

で、なぜ音楽なんだ？ 

 

やっぱり好きなことで稼ぎたいし。「自分の好きなことで儲ける」といった類の本もたくさんあるし、

それで結果を出せている人がいるってことは、俺にもできるということでもある、と思っている。 

 

でも、そうならなかった。 



 

そう。 

 

ってことは、方法を間違えているか、何か勘違いをしているか、だね。 

 

ん。俺はどっち？ 

 

両方だよ。 

 

あはは（笑） 最悪だね… 

じゃあ、どうしたらいいの？ 

 

まず、根本的なことを教えるよ。 

 

え、何？ 

 

夢は、叶わない。 

 

 

071 夢はあくまでも夢 

 

え…？ 

ちょっと待って。それは全体論としての話？ 俺個人としての話？ 

 

両方だよ。 

 

じゃあ、俺の夢は叶わないの？ 

 

叶わない。絶対に、叶わない。 

 

なんで！？ 

 

方法を間違えているし、そもそも夢についても勘違いしている。 

まず、観念としての解説だが、「夢はあくまでも夢」だ。現実でないはないという意味で、夜寝てい

るときに見る夢と同じだ。つまり、叶えたい夢を「夢」と言っているうちはダメだ。 

 

それって言葉遊びの類じゃないの？ 

 

全く違うよ。 

 

つまり、夢を“目標”に置き換えろってことでしょ？ 目標にすれば叶えやすい。 

 

それでは自己啓発レベルだな。秘訣はもっと単純だよ。 

 



何？ 

 

「今すぐそれ（音楽）で具体的に稼げ」、だ。 

 

あ、それはクリアしているよ。ちゃんとお金はもらっている。ボランティアでギターは弾いてないよ。 

 

そうかな？ 

じゃあ、現在お前が毎月生活するのに最低幾ら必要だ？ 

 

う〜ん、最低 20 万円は必要かな。 

 

じゃあ、音楽で 20万円稼いでるわけだな？ 

 

いや… 全然足りてないけど。 

 

じゃあ、それは趣味の延長でしかない。なら音楽は辞めなさい。 

 

ちょっと待って。それは言い過ぎでは？ 

 

なぜ？ 

 

すぐに 20 万円稼ぐなんて、そりゃあ無理だよ。何だっていきなりは無理でしょ？ 

 

なぜ？ 

 

そんなの当たり前でしょ。 

 

どうして？ 

 

 

072 夢を叶える現実的要素 

 

どうして？？ どうしてって、そりゃ色々あるしさ… 

 

夢を叶えたいなら、「稼ぐ」という意識で取り組むことが一番効果的だよ。 

いいか、人間は誰であれ生涯を通じて何かのプロになる。「極める」という意味でね。 

それが音楽なのか、ビジネスなのか、家事なのかは人それぞれだが、「プロである」ということは、

それでお金が取れるということでもあり、それだけの“価値”があるってことだ。 

昨今、夢を簡単に語る人間が多すぎる。でも、実態は趣味レベルであることが多い。つまり、それで 

“生きていく”という意識がないんだよ。だから、叶わない。 

 

確かに言うとおりだと思うよ。でもさ、いきなりそれで生活を成り立たせるのは無理でしょ？ 

 

何で？ 



 

何で？ あのさ…  

 

「稼ぐ」という意識で取り組むと色々なことに気付ける。特に「何が足りないのか？」という面が見

えてくる。 

 

例えば？ 

 

夢で十分に稼げないとしたら、それには大きな 3つの理由があり、それを「改善しないといけない」

という現実的な側面が見えてくる。 

 

① スキル・ノウハウが足りない。 

② 発揮する場がない。 

③ 人間性の問題。 

 

「①スキル・ノウハウが足りない」は、単純にお金を取れるにスキル・ノウハウが見合っていないと

いうことだ。それならスキル・ノウハウを向上し、磨くための“時間”が必要になる。その時間を生活

の中で割けるのか？ それが時間のかかることだとしたら、それに打ち込める意志がキープできるの

か？という問題に繋がる。それが無理だと思うなら、夢を叶えることは出来ない。 

 

「②発揮する場がない」は、十分に稼げる環境が無いという面でもある。要するに「自分を売り込む

ために営業をしろ」ということだ。これが出来ないなら夢は叶わないし、自分にそのセンスがないな

ら、営業を担ってくれるパートナーを見つけることも必要だ。もし、自分を売り込むことに消極的だ

としたら、それは①の問題が関係してくるし、営業してまでしたくないと思うなら、それは“趣味”レ

ベルであり、“夢”と言えるレベルではない。 

 

「③人間性の問題」だが、もし、上記の①②を努力しているのに仕事がないとしたら、あとは当人

の人間性の問題であり、要は「お前と仕事したくない」。もっと言えば、他人からしたら「気に入ら

ねぇ人間」なわけだ。それはスキルや営業という問題以外の、“当人の人間性に問題あり”ということ

を示唆している。なら、人間性を改善しないといけない。が、それは性格の問題であるため、改善は

かなり難しいだろうね。 

 

つまり、「稼ぐ」という意識で夢に取り組めば、①具体的な課題が見えてくる。そして、②何を改善

すべきなのか、③何に時間を割くべきなのか、という要素も見えてくる。あとはそれに向き合うだけ

の話だ。それが嫌なら、趣味レベルのいい訳だし、趣味レベルにすべきだし、“夢”を語る資格も無い

ってことだ。逆に言えば、夢を叶えるためには、血の滲むような努力が必要だってことでもあり、そ

の努力を受け入れることが出来ないなら、辞めろってこと。 

 

で、お前はどうなんだ？ 

 

ん…、すべての要素において覚悟がない。 

 

覚悟とはいい表現を使ったね。 



そう、夢を叶えたいなら覚悟が必要だよ。覚悟には色々な要素、意味合いがあるかもしれないが、こ

こで言える覚悟とは「他を犠牲にしてでも叶えたい」という覚悟だ。 

 

犠牲って何を？ 

 

 

073 夢には覚悟と犠牲が必要 

 

時間、体力、思考、恋愛、お金など、要は、夢以外の“すべて”だ。その時々で何を犠牲にするかは人

によって違うし、魂の初期設定でも変わってくる。 

 

怖いんだよね… 

 

ん？ 

 

怖いんだよ、夢を叶えることが。 

夢のために他を犠牲にするのも、他人からの評価も、あとは…。とにかく何もかもが、ね。 

 

やっと本心を言えたね。それでいい。 

 

いいのかな、こんなで… 

 

いいんだよ。口に出すことは変化を起こす第一歩だから。でも、口に出すことが一番難しかったりも

する。 

わしは、お前が自分で認めたくない”本心”を実感して欲しかった。だからあえて追い込むようなこと

を言った。確かに、夢を叶えるのは大変だよ。問題なのは、夢を語ることが、決められない覚悟を決

めようと自分に言い聞かせるだけに終始していることが多いこと、そして、現状からの逃げの発想で

夢を語ることが多いってことだ。だから自己啓発本が売れる。でもあれは、自己安心本だからね。 

 

で、本心をさらけ出して、どう思う？ 

 

「それでも音楽をやりたい」という気持ちはあるけど、そもそも俺にはその道を歩くほどの強さがな

い。 

 

そう、そこが大事だよ。 

さっきも言ったが、夢を叶えるとはプロになることだ。プロである以上それは仕事であり、“お金”を

頂けるに相当する“価値を提供できる”ということでもある。仕事だから楽はできない。つまり、覚悟

とは責任意識のことであり、犠牲とは優先順位のことだ。この理解をもとに、自分が叶えたいと思っ

ていた夢をもう一度よく考えてご覧。 

 

確かに、そうだね。 

あのさ、「夢を叶えたいならあれこれ考えずに突っ走るはず。モジモジしている時点でそれは夢では

ない」って何かで読んだことだある。その通りだとも思う。つべこべ言わずに行動しろってね。 

 



そうだね。本当に叶えたい夢があるなら、前述した「３つの理由」も気にせずに、その業界なり現場

に飛び込んで強制的に自分を夢に合わせることもできる。 

 

でね、この「モジモジ」している理由が、怖さだったり、例の「3 つの理由」で踏み出せないというこ

ともあると思うけど、魂のレベルでは実は「行くな」というサインだったりすることはあるの？ 

 

厳密に言えば、「行くな」というサインというケースもある。が、魂からのサインは、内面的な要素

ではなく、外面的な要素で現れる。つまり、自分を取り巻く環境や全体の流れが夢の方向に向いてい

るか否かで判断できるものであり、夢を叶えることが魂のレベルで必要なら、それを叶える方向へ導

くきっかけや展開が必ずあり、放っておいてもそういう方向へ導かれる。要は、流れを意識しろって

こと。 

 

勘違いしてはいけないのは、打開できない状況と魂との因果関係を安易に関連付けて考えてはいけな

い、ということだ。打開できないのは、単に「モジモジしている自分」がいけない、という姿勢の問

題だけのことが多いのだから。 

だから、お前がさっき「魂のレベルで行くなというサインもあるの？」と質問したのは、一見いい質

問のように思えるが、それは逃げの発想での質問なのが分かるから一切評価はしない。 

 

あはは、バレてるんだね… 

でもさ、あえて質問するけど、打開できないのが“時期”（タイミング）の問題ってことも有り得るよ

ね？ 夢を叶える軌道を歩いているけど「今ではない」とか。もしくは、“努力”していても打開でき

ないなら、それはどう説明するのか？って疑問もある。つまり、当人の努力と結果が連動しないケー

スはどうしたらいいのか。 

 

 

074 夢の落とし穴 

 

打開できないのがタイミングの問題ってことも有り得るよね？ 夢を叶える軌道を歩いているけど

「今ではない」とか。もしくは、“努力”していているのに打開できない。つまり、当人の努力と結果

が連動しないケースはどう考えたらいいわけ？ 

 

ここからは、夢と魂との関連性についての話になる。でも、その前に整理しようか。 

 

夢を叶えるにあたっては、すべてを現実的な側面で考えろと説明した。その結果、自分がずっと“叶え

たい夢”だと思っていたことが、実は趣味レベルだとか、単なる現状からの逃げの発想だったと分かる

ことが多い。「“やりたいこと”は、実践すれば必ず叶う訳ではない」というのが現実世界だから。そ

れでも「やりたい！」と思うなら、あとは個人の勝手だが、イコール成功するとは限らない。 

 

さて、お前が今質問したことは、ずっと前に話題にした「特定の夢を叶えることが魂の初期設定に含

まれている場合」についての話になる。 

 

ってことはさ、叶えたい夢があっても、それが初期設定に含まれていなければ叶わないってことでし

ょ？ 

 



叶わないよ。 

 

そこなんだよ、解せないのは！ 

叶えたいと本気で思っていても、初期設定には含まれていなければシカトされるわけでしょ？ じゃ

あ、夢を叶えたいと本気で思った当人の意識はどうしてくれるんだ？という話になるよね。感情的に

納得できないわけよ。 

 

下らん感情だな。そういう理屈が一番幼稚だ。 

だったら自力で叶えればいいじゃないか。 

 

でも、それが初期設定に含まれていなければ叶わないんでしょ？ それならやる意味がないよ！ 

 

やる意味がない？？ なぜ？ 

 

なぜ？ だって叶わないんだから。  

 

そんな思考回路と価値基準で夢を語っているなら、それは夢ではなくて趣味レベルだって言っただろ。

結局、お前が言っていることは「損得勘定」だ。叶うって保証がなければやる意味がないってことだ

ろ？ 

 

ま、そうかもしれないけどさ。 

 

本当にやりたいことを実現させた人間は「損得勘定」で夢なんか考えていないよ。 

 

それは分かっているけどさ。 

 

問題は、なぜ「損得勘定になるか」、だ。これが、夢を叶えたいと言う人間の落とし穴でもある。 

 

ん？ どういうこと？ 

 

叶えたい夢が何なのか？、その最終目的が何なのか？っていう話だ。 

 

 

075 魂レベルの夢か？の判断 

 

お前は音楽で成功したいと言った。なぜか？に対して、お前はなんと答えた？ 

 

お金に困らない生活をしたい、と。 

 

そうだね。つまり、お前にとって夢が「叶うか・叶わないか」はすべて“お金”が基準になっている。

だから「損得勘定」な思考になり、だったらやっても意味がないと言いだす。 

 

だから前に、音楽は“手段”でしかない、と言った訳ね。 

 



確かに“手段”だが、お前の場合はそれ以前の幼稚なレベルの話だ。 

結局、最終目標が”お金”なんだから、だったら、あのままサラリーマンで仕事していた方が確実にお

金は手に入る。 

つまり問題の核心は、お前は音楽にこだわっていながら、実態は、“音楽でなくても叶えられること”

が目的になっている。だから叶わない。 

 

そういう風に考えたことがなかった… 

でもさ、お金だって必要でしょ？ 目標にしたっていいでしょ？ 

 

いいよ。でもお金は、提供したものに対する対価であり、信頼の証しだって何度も言ったろ。その対

価の上下は、提供するものの価値・質に連動する。でもお前に提供できるものがないし、質も価値も

ない。  

 

確かに、落とし穴だね。 

結局は、どうしたら簡単に、かつ多くのお金を得られるか？が、夢を持つ動機になっていることが多

いのかもしれない。 

それを、たまたま自分が好きなことを使ってチャレンジしたいと思うが、それはチャレンジにもなっ

ていないと。 

 

夢を語る人間のほとんどがそうだ。要は、「安易」なんだよ。 

ここで、夢の実現が初期設定に含まれているか否かの判断基準を教える。2つある。 

① 人生を通じて、意味もなく「やりたい！」という意志を継続して持っている。 

② その夢は、役割・ポジションである。 

 

あ、夢って、役割・ポジションなんだ。 

 

そう。これでわしの言いたいことも分かるだろ。 

 

意味もなく「やりたい！」という意志を継続して持っている、か。 

 

①で大事なのは、“意味もなく”と“継続して”だ。 

“意味もなく”の意味は前に説明したね。 

 

魂からの情報には根拠がないから。 

 

そうだね。 

意志の継続も大事だ。夢は簡単に叶わないし大変だ。損得勘定で考えているようならそれは魂レベル

での夢ではない。単に興味があるってだけの話だ。 

 

じゃあね、時間がかかるのはナゼ？ 

例えば、イチローみたいに子供の頃からその世界に行く人もいれば、大器晩成な人もいる。 

 

 

 



076 早期実現と大器晩成の違い 

 

一つは、生まれた目的と課題との関係性だね。 

例えば、当人の課題が「訓練」とか「プロセス」だった場合は、時間が比例するから早期実現よりか

は大器晩成になることが多い。 

 

もう一つの理由は、さっき言った②の役割・ポジションを考え違いしている場合だ。 

例えば、音楽で成功したいと思っていても、その役割やポジションは色々ある。シンガーになりたい

と思っていたとしても、当人の持っているセンスが発揮できるのは「教える立場」であった場合、シ

ンガーではなく歌の先生かもしれない。だから、初期設定の話に時に「やりたいことの“内容”を吟味

しろ」と言ったんだよ。本を書くことが好きだからと言って、イコール小説家ではない。自分の興味

の対象が“分析”なら、統計学の道に進む方が良いと判断できる。 

 

そして次の段階だ。 

もし、さっきの①と②を適えており、自分の夢が初期設定での話だと分かった場合、「時が来れば 1

年以内に具体的な動きがある」という現実的な変化を体験する。つまり、なんであれ“その方向”に進

むようになるから、“流れ”を意識することも大切だね。そして、展開が起きたとしたら、3年以内には

何かしらの結果が出る。逆に言えば、努力しても 3年変化が無いとしたら、①か②のどちらか、もし

くはその両方を考え違いしているとも言える。 

 

石の上にも 3 年、か。 

 

意志の上にも 3年、とも言えるね。 

 

あ、面白いね。 意志、か。 

 

あとは“サポート”も大きく関係している。 

これは、夢を叶える方向で物事が展開したとき、必ず必要な人や環境も備えられる。何かしらの“サポ

ート”があるかないかも、自分が正しい道を歩いているか、流れが来ているかどうかの判断になる。 

特に、人生早くして夢を叶える場合の人間にとっては、親の影響が大きい。お前が言ったイチローだ

ってそうだね。 

 

なるほど。 

 

あとは、“夢を叶える”と“成功””混同しないことだ。 

成功はあくまでも“結果”であり、夢を叶えるのは“プロセス”だね。つまり、成功したければ、その手前

でプロセスを踏まなければいけないということ。ってことは？ 

 

努力しろ、と。 

 

そう、努力が必要だ。行動、実践だ。 

 

でもさ、「努力せずに成功できる」という人間もたくさんいるよ。「成功したければ努力するな」と

かね。 



 

それには幾つか理由がある。 

そう言えば顧客が付くというマーケティング上の話の場合、そもそも「好きなこと」をしているのだ

から苦しいと思わないという精神論的な場合、サポートを上手く利用しろというマネジメント的な場

合、そして、そう言っている当人のやりたいことと魂の事情がたまたま合致していて「スムーズに展

開した」と本人が思っている場合。これは、体験的な場合だね。 でも？ 

 

あぐらをかいて夢が叶ったやつはいない。 

 

そう。 

 

 

077 夢の実現に一番必要なこと 

 

結局さ、夢を早く叶えられるか遅くなるとかは考えても仕方ないんだな。そんなこと気にするより、

もっと考えるべきことがある、と。 

 

お前の場合は特にそうだね。で、どうなんだ？ 

 

ここしばらく「俺は音楽をしたいのか？」って考えてたんだ。正直言えば、音楽で成功したいという

気持ちはまだある。でも、怖さ云々とか別にしても具体的に行動しようと思えなくなっている自分が

いるし、なんせ何やっても結果が出ないから、根本的に何か勘違いしているのかも知れないと。そこ

で、色々な判断基準を教えてもらって、意識や、課題や、夢の内容とか考えることは出来た。でもね

… 

 

言ってごらん。 

 

ん… 

じゃあ、俺は何をしたいのか？が分からなくなっている自分がいる。たとえ勘違いであっても“音楽”

という夢があったから苦しくても何とか今まで生きてこれた。今は、その“何か”すら見えない。俺の

役割って？ ポジションって？ 提供できるものって？ 今となっては、何も見えないことが不安な

んだよね。 

 

良いことだよ。 

 

良いこと？ なんで？ 

 

リセットできているんだから。一度ぶっ壊れないと変化は起きないよ。 

 

ぶっ壊れる？ 

 

お前みたいに失敗してきた人間、現状打破できない人間は、これまでの価値観すべてがリセットされ

ないと次はない。 



そもそもの話になるが、今必要なのは“変化”なんだよ。方法論ではない。どうしたらいいか？は、後

の話だ。 

何度も言ってきたが、上手くいかないなら“何か”を変えないといけない。“何か”とは？ 

 

意識。 

 

そう。でも、意識に着目する以前に、意識を見えなくさせている要素、意識に気付けない要素を壊さ

ないといけない。その要素とは、固定観念であり、これまでの価値観であり、人生観であり、感情で

あり、勘違いしている諸々でもある。今まで確信していたことが無くなって不安になるのは当然だ。

でも、この場合の“不安”は良いことだ。 

 

今まで、意識の変え方だの、魂の初期設定だの、確認の仕方や判断の方法を教えてきた。これは単な

る知識として教えたのではない。これまで“自分”だと思っていた固定概念をハンマーで殴って壊す方

法を教えていたんだよ。「本当にそうなのか？ これが本当に“自分”なのか？」と考えてみて欲しい

んだよ。そうすると、意識が湧き出てくる。 

 

意識が湧き出るとは、本当の自分に気付くということだ。 

これまで教えてきた自己吟味の方法を実践すると、「大事だと思っていたけど、実はそうではなかっ

た」ということに気付ける。その結果、何が自分にとって大切なのか？ 色々なことが見えてくる。

また、自己吟味することで、「やっぱりこれは譲れない」と残るものもあるだろう。それは“魂のレベ

ルで大切なこと”だと判断できる。 

夢を語るのはそれからだよ。でないと、方法論を間違えてしまうからね。そしたらもっと道を外す。 

 

今の俺だね。 

あのさ、神様って夢の実現を助けてくれるの？ というのはさ、スピリチュアルの世界では、神社参

拝とかパワースポットだとかブームになってるわけよ。 

 

 

078 夢と神様との関係 

 

神様って夢の実現を助けてくれるの？ 

 

助けないよ。基本的にはね。 

 

「基本的には」って？ 助けてくれる特別な方法でもあるの？ お祈りの仕方とか？ 

 

違うよ。 

ま、そもそも「神」が何なのか？という話になってしまうのだが、お前が言っているのは、既存の理

解での“助けてくれる存在”としての神様のことだな？ 

 

そう。 

 

まず、助けてくれる神様はいない。そういうのは勘違いだよ。 

 



でもさ、神様の助けがあったと公言する人もいるし、それで夢が叶ったっていう人もいる。やっぱり、

何か見えない存在の介入ってあると思うんだよね。 

 

介入は実際にある。が、問題は「何が」介入しているのか？ その実態が何なのか？って話だ。 

これについて細かく話すと霊界（霊的存在）の諸事情が関係している。が、それは神様ではないし、

この点は、追って霊界の話でまとめて解説する。とりあえず、「神様は夢の実現を助けてくれるのか？」

についてだけ話そう。 

結論から言えば、「神様は当人の“姿勢”に反応し、“思考”には反応しない」。 

 

なぜ？ 

 

すべては「意識エネルギー」だからだよ。言い換えれば、「神様は意識エネルギー“のみ”に反応する」

とも言える。 

 

姿勢とは行動のことだ。ただし、行動は思考と一致しない。大切なのは「行動は意識と連動する」っ

てことだ。つまり、「助けがあるか、ないか」は“エネルギー作用”の話だってこと。 

その作用を神様の助けだと、“対人的・人格的な発想”で認識していることが勘違いなんだよ。この勘

違いを持っていると、エネルギー作用とどう連動できるかよりも、どうしたら“この人”」は助けてく

れるのか？という対人的な視点になり、結果、感情的な話になり、精神論になる。 

 

あ、感情的ね。それ分かる。 

 

要は、「どうしたらエネルギー作用の恩恵を享受できるのか？」という考えが大事だ。そして、すべ

ては意識エネルギーであり、エネルギーは、「意識 → 意志 → 行動」と流れる（思考はその後の役割

だ）。そして、行動は、物事に取り組む当人の“姿勢”に現れる。 

 

姿勢とは取り組み方だ、と。 

 

言い換えれば「まじめに、真摯に取り組んでいるか？」ってこと。 

夢は「役割・ポジション」だと意識を変えれば、やるべきこと、行動すべきことが見えてくる。あと

は実践だ。それには時間もかかるかもしれないが、そうやって実直に取り組むと、“必然的”にエネル

ギーが流れるんだよ。頼めばエネルギーがもらえるとか、お祈りの仕方とかは関係ないんだ。意識を

変え、それに伴って取り組む姿勢が変われば、放っておいてもエネルギー作用が起きる。お前が言っ

た「介入」とは「エネルギー作用」のことだよ。 

 

なるほど。 

ということは、人格的な存在としての“何か”が助けてくれたと言う場合は、他の事情が関係してくる

わけだ。 

 

そう。それは追々話す。今は知らなくていい。 

 

すげぇ気になるけど、ま、今は自分のことに専念するよ。 

 

そうだね。 



なあタイチ。 

 

何？ 

 

幸せって、何だと思う？ 

 

 

079 “幸せ”とは？ 

 

しあわせ？ 

 

結局、お前は幸せになりたいんだろ？ 

 

そうだね。幸せって今まで論じてこなかったけど、結局そこが究極の到達点なのかもしれない。うん、

幸せを実感して生きていきたいよね。俺、ずっと宗教の教団にいて、幸せは神様の意向に沿った生き

方をしたときにのみ得られるものだと教わってきて。でも、「いや、それは違う」と思ってて、それ

で教団から抜けた。 

 

で、幸せとは？ 

 

満足感？ 豊かさ、愛し愛されている実感とか？ 

 

幸せとは、自分の“存在意義を実感”できた結果、感じる“満足感”のことだよ。 

 

存在意義か。 

 

だから夢を叶える時にも、自分の役割・ポジションの判断が大切になる。これは見落としがちだが、

とてもとても大切なことだ。 

 

で、幸せは結果であり、それは満足感だと。 

 

そう。幸せは“結果”だが、大抵は、幸せを“感じさせてくれる”物・者を求める。でも、それは本当の幸

せではない。 

 

でもさ、本当の幸せであろうがなかろうが、本人が「幸せだ」と感じれるならいいのでは？ 

 

それが幸せのパラドックスなんだよ。 

幸せだと感じさせてくれるのは色々あるだろうが、本当の幸せは己の“存在意義への実感”にかかって

いる。それに起因しない幸せの場合には“賞味期限”があるから、次から次へと幸せを感じさせてくれ

る“何か”を追い求めることになる。底なしってことだ。 

結果、己の幸せを目に見える要素で確認するようになり、それが無いと自己を確立できないし自信が

持てない。つまり、偽りの自分が自分だと勘違いし、そういう人間は「薄い」。 

そして、本当に何が大切なのかに気付いた時には、“時、遅し”ということになる。それは年齢だった

り、体力だったり、時間だったり、お金だったりね。 



 

存在意義の実感って具体的には？ 

 

存在意義とは、己の“価値と役割”のことで、それを“与える”ことで存在意義の実感ができる。 

 

己の価値はどうやって判断するの？ 

 

今まで教えてきたことをしっかり自己吟味すれば、見えてくるよ。 

いいか、これまで教えてきたことをすべて踏まえて、以下のことをよく覚えておきなさい。 

 

幸せとは、自分の“存在意義を実感”できた結果、感じる“満足感”のことであり、存在意義とは、己の 

“価値と役割”のことで、それを“与える”ことで存在意義の実感ができる。 

 

なるほど、わかった。よく分かったよ。 

何か、やっとすべての筋が通ってきたような気がする。 

 

よかった。じゃあ、ここらで夢にまつわる話は終わりだ。 

さて、己の価値と役割を知り、与えることで己の存在意義を実感できる一番効果的なことがある。 

 

仕事？ 

 

それもあるが、もっと効果的なことだよ。 

 

あ、恋愛だね。 

 

そう。そして、結婚だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ３. 恋愛・結婚・人間関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



080 すべては人間関係 

 

で、恋愛についてお前は何が知りたいんだ？ 

 

いやね、どうしたら結婚できるのかな？と思って。 

 

もう結婚しているじゃないか。ま、問題はあるがな。 

 

そう、問題はある。 

結婚したのに一緒に住んでいないし。 

 

正直に言ったね。言葉に出すことはいいことだ。 

なら、一緒に住めばいい。 

 

ま、そうなんだけどさ… 

 

覚悟が無いんだな。 

 

…うん、そうだね。 

 

ま、今はそれについては突っ込まないよ。 

ただ、結婚は勢いとタイミングだ。考えて、入念に練って、時期を見計らってたら結婚はできない。

お前の今の状況も一緒だ。 

 

それは確かにそう思うよ。 

というか、そもそもな話をしたいんだ。恋愛って何なのか？とか。ま、正直なところ、俺の過去の恋

愛は必ずしも良いものばかりではなかったから。 

 

それは言いすぎだろ。彼女たちに失礼だ。 

 

いや、そういう意味ではなくて。 

確かにダメなところがあったと思うけど、結局は己の問題だったと気が付いてね。 

 

いいことに気が付いたね。 

 

でね、なぜ、恋愛するのか？ なぜ結婚するのか？ どうしたら出来るのか？ もっと言えば、お付

き合いであれ結婚であれ、どうしたら良好な関係を維持できるのか？とか知りたいんだよ。 

 

ほぉ。なぜ？ 考えたところで、もしくは、答えが分ったところで上手くいくものでもないと思うが。 

 

これまで魂だとか意識だとか色々話してきたけど、要は「より現実的な視点を持て」と教わってきた

わけ。で、この現実世界を見た時、男と女しかいないわけで、時代が進化しようが情報化世界になろ

うが歴史は男と女が作ってきた。結局その関係性の本質は変わらないと思うんだよね。つまり… 

 



人間関係が何なのか？ってことだろ。 

 

そうそう。 

その中でも恋愛や結婚って密度が濃くなる。良くも悪くも恋愛とか結婚って色々あるし。ま、順調な

時は良いけどさ、別れとか、上手くいかない時とかはキツイよね。特に別れは他の何よりもキビシイ

体験だと思う。そういうのを魂とか意識のレベルではどう説明されるんだ？ってことが気になってい

て。 

あとは、社会的な成功だってひとりでは作れないし、誰と出会うかも成功には重要な要素になる。逆

に、現代社会のストレスのほとんどは人間関係からきている。だから… 

 

わかった、言いたいことは分かるよ。 

まず整理しようか。恋愛であれ結婚であれ、要は「人間関係」だ。でも、お前はそれを混同して考え

ている。 

そこで、①恋愛、②結婚、③家族関係、それ以外の関係を④人間関係（プライベート、会社関係）

として分けて考えていこう。そして、世間には恋愛ノウハウやら恋愛論があふれているから、同じ視

点で論じてもわしは一切面白くない。だから、魂・意識との関係性で解説する。 

まずは全体論としての話からだ。 

 

いや、ちょっと待って。まずは恋愛の話から聞きたいな。 

 

あ、そう（笑） じゃあ、ちょっとだけ恋愛の話をしようかね。 

まず、勘違いから正そう。 

 

「『愛』は『好き』の延長ではない」ってこと。 

これは分かるよな？ 

 

ん？ 

 

 

081 恋愛とは？ 

 

「愛」は「好き」の延長ではない？ どういうこと？ 

 

わかった。基本から話そう。 

人間は「愛」を求めている。でも「愛」は「幸せ」と同じで目標にして手に入るものではない。つま

り、「好き」は感情であり、「愛」は状態だ。そもそもまったく違うものなんだよ。結果、恋愛と結

婚もまったくの別物だ。分かりやすく言えば、恋愛は「好き」を知るため、結婚は「愛」を知るため

とも言える。 

 

でもさ、「好き」だから「一緒になりたい」と思うわけでしょ？ 

 

そこが間違いだよ。「好き」だから「一緒になりたい」のではなく、「好き」だから「一緒にいたい」

だけだろ。 

 



いや、ちょっと待って。そんなの言葉遊びでしょ。 

 

いいや、違うね。まったく違う。 

そんなだから「この結婚は失敗した」とバカげた子供じみた幼稚なことを人間は言いだす。付き合い

から結婚は単なるステップの問題だが、その内容は全く違うからスムーズに進まないことが多い。 

恋愛は良いとこ取りだ。でも結婚は違う。人を愛するとは「犠牲と責任」だからね。ある人が昔いい

事を言っていたよ。「配偶者とは、自分が犠牲になれる唯一の他人です」ってね。これを言った人間

はよく分かっているな。 

 

厳しいこと言うが、結婚生活が維持できないとしたら、それは「犠牲と責任意識が欠如した証拠」で

あり、それを請け負うに見合った人間力を持っていないことを露呈しているだけだよ。それが分かっ

ていないから、結婚しても一緒に住もうとしないんだよお前は。要は、恋愛感覚が残っているわけだ。

オママゴトだよ。 

 

でも、やむを得ない事情や問題があって別れることだってあるでしょ？ 恋愛であれ結婚であれさ。

すべてが幼稚だというのは言いすぎじゃないの？ 

 

問題そのものではなく、なぜ「やむを得ない事情や問題」を招いたのか？ そのプロセスの方が重要

だってことだよ。その原因には、そもそも恋愛の意味を分かっていないことが多いし、また、結婚の

意味も分かっていないことが多い。 

 

じゃあ、恋愛と結婚って何なの？ 

 

まず人間関係全般について言えば、人との出会い・関係はひとえに「魂の課題クリアと進化のため」

という目的で仕組まれている。課題クリアである以上は良いことばかりではないし、負の側面も多く

なる。また、魂の進化のためでもあるから、切磋琢磨、協力、共存という側面もある。そして、すべ

ては「見方」ひとつでどうにでも対応できる。 

 

恋愛は？ 

 

それらも根本理由は同じだが、恋愛については「己を知るため」という目的が付随してくる。つまり、

恋愛とは「己を知るためのプロセス」だよ。 

 

己を知る？ 「相手を知るため」ではなくて！？ というか、愛し愛されることを実感するためでは

ないの？ 

 

なにをファンタジーなこと言ってんだ？ 

恋愛で「愛し愛されるを実感」なんて無理だし、それは勘違いだよ。 

 

ん？ どういうこと？ 

 

恋愛は自己を知るためにある。自己とは、己の強さ、弱さ、長所、短所、センス、能力、価値などす

べてにおいてだよ。それを対面式で学ぶのが恋愛であり、恋愛はお互いのアイデンティティのキャッ

チボールだ。 



 

お互いがすべてを共有し合う中で、①嬉しいこと、嬉しくないこと、②良い結果になること、悪い結

果になることの“反応”が出てくる。そこから「自分はこういう人間なんだ」と学ぶのが恋愛だ。 

そこで悪いことが目につくと大抵は「相性が悪い」と判断して分かれたりする。でも、それは己から

の逃げだし、そもそもは赤の他人同士なのだから相性が合っていること自体がオカシイ。つまりは、

お互いの行為のヒット＆エラーを確認することで己を知るわけだ。すべては自分次第であり相手が良

い悪いの話ではない。己が分かっていないと絶対に結婚出来ないし、万が一結婚出来ても上手くいか

ない。また、己が分かっていれば他の人間関係も楽になる。 

 

 

082 なぜ好きになるのか？ 

 

なぜ人を「好き」になるんだろうね？ 詳しくは忘れたけど、脳内のある部位で何かしらの物質とい

うか成分が分泌されて好きになるわけでしょ？ 

 

ちょっと待った。それは脳内の仕組みの話だ。なぜ好きになるのか？は違う話だし、お前の視点で言

えば、「好き」という脳内反応を起こさせるそもそもの原因は何なのか？ってことだろ。 

 

あ、そうだね。 

なぜ？ 

 

人を好きになる理由は「サイン」、そして「勘違い」が原因だが、着目すべきは、他にもたくさん人

間はいるのに「なぜ特定の彼（彼女）なのか？」だ。そして、そもそも好きになろうがなかろうが相

手は赤の他人だ。だからこそ、特定の相手を好きになるのは偶然ではない。つまりは「理由がある」

ってことであり、それが魂のレベルで「仕組まれている」ってことだ。 

 

さて、たくさんの人間がいる中で、普通に生きていたら誰が魂の事情で出逢うべき相手なのか分から

ない。そこで「この人が今あなたと出会うべき人ですよ」と特定するために「好き」という感情がサ

インとして出てくる。それは、「この人と学び合いなさいよ」という意味であり、お互いがお互いを

通じて己を知るプロセスを持つことになる。 

そして、いざ付き合えば、己の時間、体力、身体、場合によってはお金を割くことになる。でも、そ

もそも赤の他人にすべてを割く義理など無いだろ？ そこで、「この人とならすべてを割いてもいい」

と「勘違い」させるためにも「好き」という気持ちが発生する。 

 

「発生する」というのは面白い表現だね。確かに、「好き」というのは、どこからか湧き出てくる感

じがある。 

 

それは、魂・意識から湧き出てくるからだし、つまりは「個人の事情」ではないってことだ。 

 

面白いね。こんな説明聞いたことが無い。 

 

ただし、「好き」というサインが出てても、それを受け入れられない人間、気付けない人間、気付い

てもアクションが起こせない人間、あれこれ考えてしまう人間もいる。そういう場合は、必ずしも、



「好き！」、「じゃあ付き合おうか！」という分かりやすい展開とはならず、時間を要する場合もあ

るし、まわりの後押しが必要だったりする場合もある。それらのサポートは守護霊の役割だ。 

 

恋愛に守護霊が関わっているの？ 

 

大いに関わっているよ。霊的な側面で言えば、二人が付き合う背後では各々の守護霊同士での合意が

あるし、それが無ければ成立しない。守護霊は魂レベルの事情を考慮した上でバックアップするし、

関係が切れる際も、守護霊同士で「この二人の関係の学びも、そろそろ大丈夫そうですね」というや

り取りがあって切れる。逆に、二人が何も学んでいない時は、「他の人と組ませましょうか」とか、

「もう少しレベルを落として学ばせましょうか」というパターンもある。守護霊の役割とは、夢を叶

えさせたり成功させたりするバックアップはしない。それよりも、すべてにおける人間関係での出逢

いや別れをサポートすることが主な役割だよ。ビジネスにおいてもね。 

 

じゃあ、別れてもスパン置かずにすぐ次に付き合ったりするのも意味があるんだ。 

 

意味はあるが、その場合はあまり良い意味ではないね。 

守護霊からしたら、「え？ この人でも学べない？ じゃあ、この人は？ それでも学べないの？ じ

ゃあ、こっちの人は？」と当人のレベルに合わせて斡旋しなければいけないし、それは当人が未熟だ

ってことになる。そういう人間に限って「私、ダメ男とばかり付き合ってて…」とか言いだす。それ

はイコール「私、何も学んでないバカ人間です」って言っているのと同じだ。「次から次へと付き合

えてイイねぇ」とか言って羨ましがる対象ではない。 

 

あはは、結構言うね（笑） でも、何かわかるよ。 

でもさ、それってうちらの感情は考慮されず、見えない世界のやり取りで決まる訳だよね？ うちら

が「別れたくない」って思っていても別れさせられるわけだ。それは嬉しくないよね。 

 

 

083 感情とのバランス 

 

それは違うよ、すべては当人の意思が優先される。その意思を尊重してサポートする。 

 

いや、それは違う。だって、当人は別れたくないのに別れることだってあるでしょ。それは、当人の

意志ではなく「そちらの事情」だよね？ それが理解できない。 

 

うちらの事情？？ 

 

要は、俺の気持ちをどうしてくれるんだ？ってことだよ。苦しみたくないのに別れてなんで苦しまな

ければいけないんだ？ 勝手に介入するなよ、ってさ。そっちでは「サポート」とか当たり障りのな

い表現使ってるけど、それって単なる介入でしょ？ 

 

じゃあ、今の伴侶よりも昔の誰かさんの方が良かった、と？（笑） 

 

いや、そうじゃないけどさ。 

 



要は「感情」のことだろ。感情と現実とのバランス。 

 

そう。「好き」は感情だから厄介でもあるし苦しむ。 

 

いや、厄介ではないよ。確かに、別れが心理的にツライのは、分かる。が、感情だから「厄介だ、大

変だ」というのは先入観で、実は難しい問題ではない。 

一言で言えば「フォルダ分けして考えろ」ってこと。 

「好き」は感情だ。別れは「事態」だ。そして、ツライと思うのは「反応」であってそれぞれ別の話

だ。それらを混同して考えているから悶々とする。 

ツライと思うのは、別れがツライのではなく、それをどう受け入れたらいいのか分からない己への不

安、今後への不安、見えない将来への不安だね。つまり、この「不安」という反応を「どう扱えばい

いのか？」という対処法の話であり、それと向き合えばいいわけだ。 

 

なるほど。で、どう対処したらいいわけ？ 

 

「自分はこういう人間なんだ」という答えを見つければいいんだよ。 

 

え？ それだけ？ 

 

それだけだよ。だって、恋愛は「己を知るため」にあるんだから。その目的を押さえて、その目的に

沿った答えを出せればいい。ちゃんとフォルダ分けして考えて「自分について知る」こと。これが、

わしがいつも言っている「物事から学び、落とし込め」ということだよ。これは恋愛だけの話ではな

い。人生、ビジネス、すべてに言える。 

 

理論的に考えろ、と。 

 

理論的でなくてもいい。それまでの体験から「自分はこういう人間なんだ」っていう答えを自分なり

に出せればいい。出せたら次が来る。前に何度も言ったろ。「①体験し、②感じ、③学んだ結果、

魂は進化する」って。それではじめて次のステージが現れるわけで、この落とし込みをちゃんとして

いれば「次のステージが前よりも悪かった」ということは絶対にない。 

さっきも言ったが、何も学んでいないと「じゃあ、レベルを下げて学ばせましょうか」というサポー

トが起きる。だから、恋愛においての判断基準は、「今の恋愛（関係性）は、前のよりも楽か？ 安

定しているか？」になる。そうでなかったら「お前が悪い」ってことであり、「何かに気付け」とい

うサインだ。 

 

ま、不思議なものでね。なんだかんだ言って昔の恋よりも今の方がいいって誰も思うはずだよ。「の

ど元過ぎれば…」じゃないけど、次の展開が起きればそれがすべてになる。だから、どうすれば「早

く次の展開が来るのか？（次の出逢いがあるのか？）」ってことに関しては、落とし込みが出来てい

るかどうかに関わってくるわけだ。結局、すべては己次第なんだよ。何度も言うが、これは人生にも

ビジネスにも何にでも適用できる。 

 

なるほど。 

ってことは、俺が結婚したのに一緒に住まないのは… 

 



そう、そういう見方が必要だ。己に適用すること。 

 

 

084 結婚できない理由 

 

で、お前はどうなんだ？ なぜ嫁さんと一緒に住まないんだ？ 

 

んん… なんて言うのかな… 

良いところ取りしたい自分がいるんだよね。自分の時間も確保したいし、独りになる時間も欲しいし、

やりたいことに専念したいし。確かに結婚はしているけど、事態を素直に受け入れられないというか。 

 

恋愛感覚のままだね。 

 

ま、それは分かってるよ。 

 

すべてを清算しなさい。 

ちゃんと向き合いなさい。 

すべてを共有しなさい。 

覚悟を決めなさい。 

ふたりの関係にどっぷり浸かりなさい。 

それが成功への近道なんだから。 

 

成功への近道？ 

 

お前が、そして嫁さんが描く個人の理想を叶えるのに一番の近道が結婚なんだから。 

 

なぜ？ 

 

魂の進化に直結するからだよ。 

結婚は当然二人でするものだが、あくまでも主人公は「自分」だ。「相手の為」とか、「お互いで」、

「一緒に」とか思うかも知れないが、そもそもは個人の魂の進化のために出会った仲なんだから、ま

ずは「自分」を尊重しなければ結婚はできないし、成り立たない。「自分（人間）」と「自分（人間）」

の掛け算が結婚だから。 

 

お前が結婚「生活」に踏み込めないのは、自己が確立されていないからだ。己が分かっていないから。

それなのに「未知の自分（理想の自分像）」という不可視な自分を勝手にこしらえてそれを守ろうと

している。言っている意味が分かるか？ 

 

ん。確かにそうかもしれない。 

 

お前は法的な意味では結婚している。入籍しているのだからね。でも、結婚「生活」はしていないと

いう意味で結婚していない。それは、覚悟ができていないから。 

 

覚悟、覚悟って言うけどさ、それって何なの？ 



 

コミットメントだよ。コミットメントできないということは、逃げだ。責任意識の欠如だ。 

 

結婚へのコミットメント？ 相手へのコミットメント？ 

 

違う。己へのコミットメントだよ。それが相手への愛に変わる。 

 

ふたりで結婚するのに、己への責任意識だって言うの？ 

 

そうだよ、当たり前じゃないか！ 

さっきも言ったが、主人公は「自分」だ。お前が生まれた理由は、お前の（魂の）事情で生まれてき

たんだから。相手は相手の事情で生まれてきている。その各々の魂の進化の為に「協力」した方がい

い魂同士が出会って時間を分け合う。これが付き合いだ。そして、一極集中で効果的に各々の魂の進

化に「貢献」し合えるために「共存」するのが結婚だ。共存することで調和が生まれる。それが愛だ。

でもそれは、魂のレベルでは「個」の自分・魂があっての話だ。 

一言で言えば、「己が分かっていない間は結婚できない」んだよ。これを分かり易く言えば、「自分

を知らなければ相手のことも分からない」、「自分を愛せなければ他人も愛せない」ということ。 

 

いやね、正直なこと言っていい？ 

 

なに？ 

 

 

085 己を知っているか？の判断 

 

「己を知れば結婚はできる」って言うけどさ、本当にそんな理由で結婚できるのかな？ 正直なとこ

ろ、それは違うと思う。 

 

なぜ？ 

 

だってさ、恋愛は己を知るための訓練だってなると、付き合った回数が多ければ、より己を知ること

ができるよね？ でも結婚は恋愛の回数と比例しないことが多い。例えば、恋愛をそれなりに経験し

てるのに、40 歳になっても結婚できないケースなら何となく分かるよ。でも、18、19 歳で、ましてや

初恋でそのまま結婚するパターンだってあるし、じゃあ、彼らが己を知っていたのか？とは思えない。

己を知れば結婚は出来るとは言い切れないと思う。 

 

「付き合った回数が多い＝己をよく知れる」というのは違う。 

お前が言いたいことは分かるが、わしは魂のレベルでの事情を話しているんだよ。魂のレベルで見れ

ば、18、19歳でも十分に己を知っている人間だっている。表面的なことで判断してはいけない。前に

も言ったろ、「今の恋愛は前回の恋愛よりも成長しているか？」が重要だ。徐々にであれ、一回の恋

愛でであれ「己が分かって」いれば必ず前よりも今の恋愛の方が楽であり、関係性もよくなる。なぜ

か？ 己を知っているから。それで相手のことも分かるから。 

 

んん… 



じゃあさ、早婚とか晩婚という極端なケースは別にして、いわゆる普通の年齢の場合はどうなるわけ？ 

 

それは前に話したよ。 

 

OK じゃあ、どう判断したらいいのか？が気になる。 

何であれ別れてしまったとして、次に出逢えるか否かも「己を知っているかどうか？」にかかってい

るわけでしょ？ じゃあ、己が分かっているかどうかの判断はどうしたらいいわけ？ 

 

判断基準については以下の項目に答えが出せたら OKだ。 

正解かどうかは気にしなくてもいい。自分なりに答えを出すことが大切だから。 

 

① されたらダメな NG要素、求められたらダメな要素。 

付き合うからには、「好み」という面で資質がまったく違う人間とは付き合わない。だから「ここが

似ているよね」というポジティブな共通項を判断基準にしては意味がない。問題は、これをされたら、

これを言われたら「絶対にムリ」という決定的な NG要素を見つけなさい。 

 

② 自分の役割。 

自分が提供できる役割、貢献できることを見つけなさい。例えば、女性がキャリア志向の場合は結婚

しても仕事は続けることになるため、「家事をしっかり…」と男から求められてもムリだな。でも、

一緒にいる時間は取るようにするなど自分の役割や限度を見つけることは大切になる。 

 

③自分の強さ、弱さ。 

性格的な面もそうだが、精神面での強さ、弱さ、そしてそれぞれの限界ラインを明確に理解しなさい。

例えば、自分が「寂しがり屋」だったとしよう。でも、相手が仕事していたらいつも一緒にいること

はできない。そこで、限界ラインが重要になる。それを相手がコミットメントできるかどうか？ 尊

重してくれるのかどうか？ 何を相手にリクエストすべきことか？などが分かる。 

 

まず、各項目とも必ず「自分にとって…」と自分について考えること。相手のことではない。 

もし各項目で幾つもの要素が出てくるなら、必ず優先順位（ランキング）を決めなさい。 

 

これだけ？ たった３つでいいの？ 

 

今「たった３つ」と言ったが、これが一番重要なことであり、突き詰めて考えたらかなり深いことだ

よ。絶対に侮ってはいけない。付き合いであれ、結婚であれ、関係性にほころびが出る一番の原因は

「知らなかった…」なんだよ。そこで大抵は相手の要素を見極めようとするが、本当は自分について

見極めることが大事だ。自分について知っていれば、相手に求める要素も明確になるし、そうなれば

「この人はそれを持っているか？ いないか？」だけを考えればいい訳だ。 

 

恋愛はイイものだ。でも、「楽しい、嬉しい、好き好き」だけで時間を共有していたら、それは、お

もちゃを買ってもらって「嬉しい！」と言って遊びに夢中になるだけの子供とまったく同じレベルだ。

もう大人なんだから、ちゃんと見ないと。 

相手への分析を己への分析に使いなさい。そうすればすべてが見えてくる。そうすれば友達と「恋話」

する内容だって変わってくるだろう。そうすると意識が変わる。人間力が変わる。 

 



おじいちゃん、「恋話」とかいう表現使うんだ（笑） 

 

悪いか？ 

 

いや、いいんだけど。 

じゃあ、「年収」は？ 

具体的に「結婚」となると、また違った判断基準があるように思えるけど。 

 

そうだね。ただ、年収とかはどうでもいい。もっと大切なことがある。 

 

 

086 結婚は価値・責任意識・覚悟 

 

でも、年収は結構重要な要素になるよね。ま、女性の場合は特にそういう視点で見ることが多いし、

現実、生活に関わる問題だし無視はできないと思うんだけど。 

 

年収が現実的な問題だというのは正しい。が、問題は、理想とする年収をもらっている相手と結婚で

きるかどうか？だな。 

 

どうしたら可能なの？ 

 

例えば、年収 1000万円の人と「出会いたい」と思うなら、そういう人間の「社会」（コミュニティ）

との接点を持たないといけない。出逢いに関して言えばそれだけの話だ。 

 

だから、例えば合コンにも価値があると。 

 

それはどうかな？ 合コンはお互いのエゴを見せ合うだけの場だろ。 

問題は（さっきも言ったように）そういう人間と結婚できるかどうか？だ。 

結論から言えば、年収 1000万円の人と結婚したいなら、①自分も年収 1000万円稼いでいなければい

けない。また、②それに相当する何かしらの価値を提供できる人間でないといけないし、もし稼げて

いないならば、③年収 1000万円に相当する人間力を持っていないといけない。つまり、釣り合って

いないといけないんだよ。 

 

結婚は、お互いの性格は違えども、精神レベルが同じ人間と一緒になるんだよ。精神レベルは人間力

でもあり、収入は人間力に比例する。もし、その３つの要素と人間力が適っていないで結婚できたと

したら、それはラッキーなのではなく、結婚関係において３つの要素と人間力が釣り合うための学び、

言いかえれば「苦労」が必ず発生する。これはかなり大変だよ。そうとうな覚悟が必要だ。安易な気

持ちで、「格差」がある人間同士が結婚できたとしても、結婚直後にいきなりリストラされたり、大

きな出費や借金を抱えたりなどの問題が発生する。これは、ひとえに「お互いの人間力のバランスを

保たせようとする」エネルギー作用だ。エネルギー作用には絶対に逆らえない。 

 

前にも言ったが、結婚は覚悟だ。 

例えば、もし年収 1000万円の相手と一緒になれたとしても、それが生涯保証されるわけではない。何

かあってもお互い助け合おうと思えるか？ それとも、「約束と違う！」と言いだすか？ この違い



で当人の精神レベルと覚悟の度合が露呈し、本当の「現実」が突き付けられる。その現実が己の本当

のレベルだってこと。 

結婚に安心・安定を求めてはいけない。結婚したら付き合っている時とはまったく違う現実と責任が

あり、それを請け負う覚悟が必要だ。本当の覚悟があればブレないし、己を分かっていれば高望みも

しなくなる。要は「身の程を知れ」ってことであり、勘違いしていれば「身の程を思い知らされる事

態」が起きる。ま、わしから言わせてもらえれば、年収がどうのこうの言う人間に限って身の程を知

らないし、美貌だ、スタイルだ云々だという人間も同じだな。 

 

なんか、そう考えると結婚がイイものだと思えなくなるね（笑） 

 

己を知らなければ結婚は酷だろうね。だって、何を与え合い、何を助け合えば良いのかが分からない

から。で、離婚という方法で逃げる。でも、己を知っていれば、そして、身の程をわきまえていれば

「現実的な見方」が持てるし、何事にも冷静に対応できる。希望的観測、こうなってくれたら大丈夫

という未知な要素は何も役に立たないから。 

 

じゃあ、結婚というステージにおいて必要な判断基準というか、押さえておくべきことは？ 

 

前に言った（ひとつ前の記事の）判断基準をしっかり押さえた上で、①ふたりで生きていくという覚

悟をもつこと、②過去のすべての出逢いと関係性に、そして今のパートナーに感謝の気持ちを持つこ

と、そして、③仕事を頑張ることだ。社員であれ、パートであれ、バイトであれどんな立場であれ、

仕事は一生懸命頑張ること。 

 

結婚はステータスではない。責任と犠牲だ。良いこと悪いこと問わずどんな事態も受け入れること。

自分の役割への責任を果たし、助け合う、与え合う、理解し合うことで犠牲を払う。 

魂のレベルで言えば、「対照」として一人の人間と一緒になることで「己の魂・意識の進化のために」

結婚するのだが、現実的に言えば、苦楽を共にすることでお互いの理想とする成功を手にするための

一番の近道にもなるのだから、①と②はとても大切だ。そして、前に言った３つの判断基準もね。 

 

 

087 男と女の役割 

 

で、この間にお前は何を学んだんだ？ 

（実際は、前回の記事のやり取りから 1 か月の空白があった） 

 

ん、色々考えさせられたよ。 

 

なるほど。でも、考えるだけは誰でもできる。大切なのは「何を学んだか」だ。 

 

うん、それなりにね（笑） 

っていうかさ、やっぱりこの世の中「男と女」でしょ？ そもそも、男と女の役割って何なのかな？

と思っててさ。 

魂のレベルではどうなの？ 

 

いい質問だね。自分の「役割」を知ることが成功の秘訣だしな。 



 

結婚の関係性の質が成功の近道だって言っていたよね？ それがよく分からないんだよ。 

 

各自の役割をしっかり担うことが理想を叶えることに繋がるんだよ。だから、どれだけ己のことを知

っているかが重要になる。 

基本的なことを言えば、女は家での役割を担い、男は対外的な面での役割、つまり仕事を担う。 

 

女性でキャリア志向はダメなの？ 家事をしてろ、と？ 

 

キャリア志向がダメということはない。また、家事をしろという訳でもない。 

まず基本を話すから聞きなさい。 

 

昔から「内助の功」っていう表現がある。しかし、昨今は女性への差別だと言ってこの表現をモラル

違反だと主張する人間も多い。しかし、あえて言うが、「内助の功」は真理を突いている。 

そもそもの話だが、「内助」は男には出来ない。なぜなら、男は器量と度胸で内助できるほどの大き

さは持っていないからだ。つまり、総合的に言えば、明らかに女性の方が優れているんだよ。決して

わしは女性擁護派ではない（男女どちらも役割は平等に与えられてるという意味で）。だが、魂の面

でも女性として生まれることを選んだ魂は強いし大きいし、何しろ「包容力」が桁外れに女性の方が

大きい（女性として生まれることが魂の目的・課題クリアのために「功を奏する」場合も女性として

生まれるが）。 

 

つまり、何が言いたいのかというと（特に結婚関係においては）男は仕事を、女はサポートの役割が

本来のそれだってこと。 

 

「サポート」こそ、差別的では？ 

 

分かりやすいから使っただけだ。偏見ではない。 

いいか、「サポート ＝ 二番手」ではない。「サポーター ＝ プロデューサー」だと認識を変えてみ

ることだ。「内助の功」は確かに男視点での表現かもしれないが、これを言いだした人間は本当の意

味での男女の役割と性質をよく知っている人間だ。だから、男にとっての「いい女」とは、「①手の

ひらの上に乗せてくれたうえで、②それを感じさせない女のこと」で、本当の「いい男」とは、「身

内から尊敬される人間のこと」だ。身内にはウソは通用しないからね。 

 

なんだかんだ言って男ってわがままだよね… 

 

そして、バカだ。 

 

あはは（笑） 

 

でも、バカでいい。仕事でしっかり稼いでくればね。 

つまり、今一度「男は仕事。女はプロデューサー」だという役割を意識することだ。 

 

なるほど。最近は思うようになったよ。女性の方が圧倒的に強いし大きいってね。 

でも、役割分担を意識しろっていうのは、昨今では「偏見だ」とか言われそうな気がするけど。 



意外に男から言われたりして。 

 

気にするな。魂の特性がそうなんだし、基本の話なのだから。あとは応用だ。 

これはね、単にわしの主張でもないし精神論でもないんだよ。 

なぜなら… 

 

 

088 男と女が学んだこと 

 

人類史の変遷から考えてみるとよく分かる。 

 

え、人類史？ 

 

ま、聞きなさい。 

人類史上の初期は、男は獲物を捕ってくるのが役割だった。男が女に勝るものは「腕力」だけだから

ね。 

女はその間、家を守っていなければいけない。だが、単に家にいればいいわけではない。男が狩りに

行っている間には色々な意味で生命の危機に直面することが多く、命をかけて危機を打破・打開しな

ければいけなかった。しかも子供の面倒も見ないといけない。また、捕れてきた獲物の量や備蓄量次

第では、「どうやりくりしなければいけないか？」も含めてすべてをプロデュースしていたんだよ。 

じゃあ、男は？ 

疲れて寝てるだけだ。 

 

あはは（笑） 

 

つまり、求められる役割は人類史を通じて女の方が多かったし大きかった。緊張感という面でも、明

らかに女の方が常に緊迫していた。その結果、本来「守るべき責任がる」と言うのは男ではなく、女

に権利がある。その結果、右脳左脳の連携も発達し、安心、安定、癒し、色々な意味でのコミュニケ

ーションで満足することを潜在的に必要とするようにもなり、総合的に満たされていることがより本

来の強さを発揮できるようにもなったわけ。 

 

さて、男は定期的に狩りに出ないといけないが、一回の狩りで何日も家をあけることが多かったから、

家族を直接守れないこともある。そこで、すべてを家内に委ねないといけないのだが、残る方だって

大変だ。 

見送る側が「いってらっしゃい」と言うその覚悟は今のお前には想像できないだろうね。「いってら

っしゃい」という一言の重みが違う。下手したら、お互いがそれぞれ命を落としてしまい、あの世に

「いってらっしゃい」ということになるわけだから。 

男が狩りから生きて戻ってこれないことだってあったし、獲物を持って帰ってきたら「家族が死んで

いた」ということも多かった。動物に食い殺された屍が転がっているのを見たら、お前はどう感じる？ 

母親が小さな子供をかばう様にして死んでいたらどう思う？ これは極論ではなくて、本当に日常茶

飯事で起きていたことで、そういう時代の方が長いんだよ。 

 



だから、男の役割は単に獲物を捕ってくればいいだけではない。①より多くの獲物を、②より早く、

③より確実に捕ってくることが男の真価だった。それが男の役割であり、それが現代では「仕事」に

なる。 

ちなみに、こういうリスクを軽減するために、農作、稲作といった近場で糧を得る方法が生み出され、

仲間で助け合うという意味で社会がスタートし、それが部落になり、都市になり、国家になった。 

そして、身の安全が確保される時代になってから女はこう言いだした。 

「亭主は元気で留守がいい」。 

 

なるほど（笑） 

 

これも真実を突いているね。さすが「プロデューサー」ならではの表現だ。男の役割を的確に、ユー

モアに表している。 

でも、これを言いだした人間は、本当の意味で男との役割を理解し、尊重し、尊敬していた人間だ。

その真意をどれだけ分かっているか？ 逆に言えば、これは男への期待でもある。 

 

話を戻そう。 

この話で大切なのは、「人類史の初期」からそういう関係性、役割分担があったってことだ。つまり、

魂のレベルでも人間としての最初の学びはそこから始まっているってこと。そういう設定から魂は進

化してきたんだよ。これは無視できない。 

 

総括すれば、やはり男は仕事で本領を発揮し、女はそれをサポートし、プロデュースする役割を担っ

ている。これが魂のレベルでの基本であり、これが結婚の本質だ。 

だから、自分は何で稼げるのか？ 自分は何をサポートし、どうプロデュースできるのか？ そして、

何が出来ないのか？ 何を提供できて、何を相手に補ってもらう必要があるのか？ それらを理解し

ていることが大切になる。 

 

でも、いきなりは分からない。だから恋愛があるわけで、それは「己を知るため」の機会であり、そ

こをひとつひとつ押さえていくことで結婚へとつながる。逆に言えば、どれだけ己を知っているかが

結婚できるか否かに大きく関わっているし、ちゃんとステップを踏んでいれば、本当の意味で「補い

合う」人と出会い一緒になれる。それがベストカップルだ。 

そして、配偶者との関係は、本格的に当人の魂の目的・課題を修める「本番」でもある。だから、何

かと大変だよ。でも、己の強み、弱さ、境界線、限度をしっかり分かっていれば、理解し合えるし、

協力し合えるし、譲り合えるし、信頼し合える。ベストカップルとは、完璧な人間同士の組ではない。

補い合ってふたりで一人になれる仲のことだ。 

 

なるほど。何かやっと筋が通ってきた。 

でもさぁ、なんで最初からこう解説してくれないの？ 

 

しっかり自分で学んで欲しいからだよ。だからお前とのやり取りにもあえてブランクを置いている。 

ま、男はね、気が小さいし、器量（キャパ）も広くないし、不器用だよ。だから、強がる。ウソでも

プライドを持つ。エゴを出す。だから、稼ぎに出るにあたっては「後ろ（家庭）」を気に出来ない。

結局、男はそういう人間なんだと女は理解し、男は、すべてを統括してくれてる人が必要なんだと謙

虚になって女を理解することだね。そこで信頼が生まれる。あとは各々の役割を遂行し、それに対し



てお互いが感謝し合うこと。これが関係性を上手くするコツだよ。これはすべての人間関係にも適用

できる。これを忘れると、もしくは分かっていないと厄介になる。 

 

 

089 別れは善か悪か？ 

 

さて、恋愛と結婚についての基本は以上だ。同じようなことをくどくど言ってきたが、どれもお前に

分かって欲しいからだ。 

で、どうなんだ？ 

 

このしばらくずっと考えてきたんだけど、ちゃんと家内と生活することに決めたよ。そして、俺的な

ケジメとして正式に結婚式を挙げることにした。入籍してからブランクが空いてしまったけどね。 

 

なるほど、それはいいことだ。よく腹を決めたね。 

わしの娘が（つまりお前の母親のことだが）、お前の父親と結婚するって決めた時、わしは反対した。

娘には他に何人かの候補がいたんだよ。どの人も安定した仕事をしていた。親としてはなるべくスト

レスのない人生を送って欲しかったから、できればお前の父親とは結婚して欲しくなかった。 

でも、娘は家出してしまってね。本気だった。「結婚式なんか挙げなくてもいい。出て行く以上はも

う二度とお世話にならないから、ありがとうございました」ってね。だから、「せめてケジメを付け

ろ」ということで結婚式を挙げさせた。その後どんな結婚生活、人生があったかはお前も知っている

だろう。ま、一言で言えば、苦労の連続だったね。ふたりは頑張っていたよ。 

 

でも娘は本気だったな。お前が産まれた後も実家には帰ってこなかった。どう育てていいのかすら分

からないのに、実の母親に助けを求めることもなかった。お前が風邪をひけば（何かあれば、）行け

る範囲の病院や産婦人科をハシゴしては「この子大丈夫ですか？」と訊いてまわった。あまりに頻繁

に来るものだから、先生が「そんなことでイチイチ来なくて大丈夫ですから！」って叱ったほどだよ。 

 

そうだったんだ… 

 

何が言いたいのかって言うと、何であれ「責任意識を持て」ってこと。 

真剣に生きろ、目の前のことに向き合えってことだ。 

 

でも、結局両親は離婚したよ。30 年以上連れ添っていたのに。 

 

別にいいじゃないか、やりきったんだから。 

そして、ちゃんと学んだ上で離婚したんだから、逃げではない。 

 

いやね、母親が「離婚したい」って相談してきた時、俺は「離婚しろ」って言った。もう十分だって。 

でも、ずっと気になっていることがあってね。 

 

離婚がいいのかどうか？ 

 

そう。だって、お付き合いであれ結婚であれ、魂同士の同意があって関係性がスタートするわけだよ

ね？ それをね、問題があるからとか「もっともな理由」があったとしても、魂での契りを切ってい



いのか？ 他人が介入していいのか？ そもそも、別れっていいのか？ 魂レベルでの別れの条件っ

て何なのか？ 気になってね。 

 

どんな関係性であれ「何かあれば別れればいいや」という安易な気持ちでは絶対にダメだ。でも、出

逢いがあれば別れもある。これはセットだ。あとは、その別れが、死別なのか、離婚なのか、他の何

なのかはそれぞれ違うだけ。 

問題は別れ方、だ。 

やりきること、関係性にどっぷり浸った上で「こういうことを学んだ」としっかり理解していれば、

魂のレベルでは別れは問題ない。それはさっきも言ったように、逃げの発想ではダメだ。もし逃げの

発想で別れることが出来たとしても、必ず、必ずその後同じ問題を抱える。それは必ずしも同じシチ

ュエーションで再発するとは限らない。環境を変えて、一見すると因果関係が無いような状況で再発

することも多い。 

つまり、結局は「逃げられない」んだよ。 

だったら、どんなに大変でも今に向き合った方が長い目でみたら圧倒的にいい。 

 

その関係性から「（自分について）学んでいれば」、たったそれだけで別れは OK なの？ 

 

そうだね。ただ… 

 

もちろん「魂レベルで」という意識レベルで学んでいることが条件だよ、と。 

 

そう。でも、何事も過ぎてから分かることも多いから、その時に明確に「正解」な答えを出す必要は

ない。その時々で自分なりに出せればいい。ただ、特にまわりの人間が気にすべきは、ある二人がど

んなにダメな関係性を持っている様に見えたとしても「ダメ！」と決めつけないこと。浸りきること

で学ぶことが大切なのだから。 

 

ま、たとえ結婚して契りを交わしていても、向き合っていても、責任意識を持っていても、「どうす

る事も出来ない問題」を抱えることはある。「気持ちで解決できない問題」のことだ。 

それは現実的な解決方法が必要だよ。魂の都合を気にするのもいいが、それよりも現実的な視点が必

要だ。が、必ず「この件でわたしが私について知ったこと、学んだことは…」と言えるようでなけれ

ばいけない。そうすれば次がある。 

 

 

090 不倫、浮気は是か非か？ 

 

じゃあ、不倫とか浮気はどうなの？ いくらなんでも、これはダメだよね？ モラル的にも魂的にも。 

 

微妙な問題だな。 

 

微妙って？ 「ダメ！」じゃないの？ 

 

 

何が微妙って、魂の課題を克服するのはほぼ「人間関係において」であり、人間関係にも色々あるか

らね。 



 

どういうこと？ 

 

結論を言えば、不倫、浮気は必ずしも「ダメ」ではない。 

 

え？ マジで？ 何で？ 

 

だから言ったろ、魂の課題を克服するのは「人間関係において」学ぶことが多いから。 

もちろん、すべての人間に不倫・浮気が適応される訳ではない。が、ある特定の課題があったとき、

そして、それが「特定の相手（恋人・配偶者）」との関係性ではない範囲で学ぶことが効果的だとい

う場合は、特定の相手「以外」との関係性が発生する。その相手がフリーでなければ、何かしらの「条

件と事情」が絡んでくるのは当然だ。 

 

へぇ、意外だな。 

 

そういうお前だって経験があるだろ。 

 

あはは、まぁ、そうだけど… 

でも、必ずしもイイものではないよね。なんて言うのかな…。 

難しいし、苦しくなるし… 

 

そうだね、決して楽ではないよ。でも仕方ない。それを学ぶ為にあるんだから。 

 

男は浮気性だから仕方ないという意見もあるけど… 

 

それはどうかな？ 浮気性だからする訳ではないし、そのプロセスが違うだけだ。ただ、女がそうい

う関係を持つ場合は「責任意識」が高いから、その関係性から必ず何かを学ぶ。でも、男は何も学ば

ない。だからダメだ。つまり、女は真剣なことが多い。 

 

「不倫は文化だ」という意見もあった。ま、バッシングされたけどね。 

 

何でバッシングされたんだと思う？ 

 

公認するなよと。文化と言うなよって。 

 

確かに「文化」ではない。が、バッシングされた理由は違う。 

 

何？ 

 

真実を突いていたからだよ。 

 

真実を？ 

 

「特殊な関係」だって「価値」がある場合もあるってことだ。 



 

価値！ おっと大胆な意見だね。 

 

大胆ではないよ。真実なんだから。 

 

いや、これを価値と認めてしまうと弊害がありそうな気がしてさ。 

 

お前との個人的な対話なんだから別にいいだろ。 

 

ま、そうだけどさ。 

 

問題は、特殊な関係を「求めてはいけない」ってこと。個人のエゴで求めたら絶対に問題になる。 

さっきも言ったが「責任意識」を持たないといけない。確かに、魂のレベルでは「合意」があったと

しても、イコール社会的認知にはならないから当然リスクは発生するよ。 

逆説的な発想だが、こう考えてごらん。 

「ダメだと分かっているのに、“なぜ”その関係性になってしまったのか？」 

 

なぜ？ 

 

理由があるからだよ。 

 

 

091 出逢いと別れの原則 

 

理由があるって、もちろん、魂のレベルでの話だよね？ 

 

もちろん。 

わしは何も「もろ手を上げて浮気しろ」と言っているのではないよ。ただ、そういう関係性での学び

を選ぶ魂もあるから、「すべてを否定的にみることはできない」と言っているんだよ。無理してリス

クを背負う必要はないし、総合的にみれば特殊な関係を持たない人間の方が多い。 

 

じゃあ、どういう場合が許されるわけ？ 判断の基準というか、仕方とか。 

だって、もし特殊な関係を持つことが魂のレベルで必要な場合、それを否定すると逆にダメなわけだ

よね？ それなら、受けきった方がいいとも言える訳で。 

 

原則はある。これはすべての出逢いと別れに言える原則だから、何も特殊な関係に限定する必要はな

い。 

 

OK。で、何？ 

 

まず出逢いの基本だ。 

① コントロールしない（流れに任せる）。 

② 意志決定をする（アクションを起こす）。 



出会いはすべて決まっているから、コントロールしてもダメだ。だから自身の「出逢いのパターン」

を知っておく必要がある。 

 

出逢いパターンって？ 

 

出逢いパターンは 3つある。①環境型、②紹介型、③運命型だ。 

①の環境型とは、クラスメイトだったり同僚だったり交友関係だったり、自分がいる環境の中で出会

うタイプだ。②の紹介型とは、第三者を通して知りあうタイプ。③の運命型とは、脈略もない出会い

のこと。 

自分のこれまでのすべての出逢いを振り返り、どういうタイプが多かったか？を考えれば、自身のパ

ターンも見えてくるだろう。それが今後の出逢いにも踏襲される。 

 

また、何であれ、出会ってから何かしらの「仲」に発展させるには「アクション」が必要だ。そこは

モジモジしていても仕方ないから、意志決定して行動することが大切になる。が、魂の都合で出会っ

た本当の「仲」の場合は自然と展開するからストレスもないだろう。あれこれアプローチして、友達

を巻き込んでとかしてコントロールしないと恋仲になれないのであれば、それは「違う」相手だって

こと。 

 

そして、別れの原則について。「もう別れ時だな」という時の判断だ。 

① 相性がずれる（時間・気持ち・肉体的）。 

② 新しい出逢いが起きる。 

 

①は、とにかく「タイミング」が合わなくなる。その結果、違和感とストレスを感じる。そうしたら

自然と疎遠になるだろう。そうしたらもう潮時だ。 

そして、分かりやすいのが②。これはもう仕方ない。特にその新しい出逢いが、出逢いの２つの原則

を満たしていたら観念するしかない。 

とにかく、別れのタイミングを逃すと問題が発生し、こじれて厄介になる。 

 

別れのタイミングがあるわけだ。 

 

そう。何であれ別れのベストタイミングは２回しかない。それを逃すと本当に厄介になる。そしたら、

そこから派生する問題もすべて受けきらないといけない。これも「自業自得」だ。 

そして、その別れのベストタイミングは微妙なサインとしては起こらず、必ず「ムリだな」と分かる

し、このベストタイミングはコントロールしなくても起きるから、その際はスムーズに別れられる。

恋仲で発生する問題は、別れ際の判断の間違いに集約される。 

 

 

092 特殊な関係での原則 

 

じゃあ、特殊な関係でも同じ原則が適用されると。 

 

基本はそうだが、他にもっと押さえておくべきことがある。 

 

何？ バレるな、とか？ 



 

バレるのは付き合い方が下手な証拠だ。それは単なるバカであり、バレるのは「持つべきでない関係

だよ」と教えてくれるサインだ。 

まず、出逢いには別れがあることを絶対に忘れないこと。そして、リスクを背負う覚悟を持つことを

肝に銘じることだ。それを踏まえた上で原則がある。 

 

① 大人のルールを守る。 

② 優先順位を守る。 

③ 常識を守る。 

 

①は、むやみにメール・電話しない、公言しない、写真を撮らない、ワガママを言わない、束縛しな

いこと、だ。 

②は、自分と相手の生活環境、立場を守り、絶対に介入しないこと。家族がいるなら、その家族がと

にかく一番だし、仕事とそれにまつわる関係も絶対に優先すべきだ。その後に特殊な関係がある。そ

して、③だ。つまり、優先順位も大人のルールも無視した要求をすべきではないし、相手がそういう

要求をしてきたら「NO」と言わなければいけない。「彼女（彼）、夫（妻）と別れるから一緒になっ

てくれ」とかワガママを言ってきたらそれは絶対にダメだ。 

 

このどれかひとつでも崩れたら必ず問題が起きる。問題が起きたら相当大変だろうね。社会的モラル

では不倫・浮気は公認されていないのだし、モラルが間違っているという理屈を言っても始まらない。

だから、「何かあったらリスクを負う」という覚悟が必要。それが持てないなら浮つくべきではない。 

 

なんで、問題が起きるんだろうね？ 

 

エゴ、プライド、優越感（ステータス）、ジェラシーを優先させるからだよ。 

 

でも、もしいざ別れるとなるとやっぱりツライよね。無理な要求をすべきではないとは言ってもさ、

やっぱり感情が入れば難しくなる。 

 

その感情の制御を学ぶ為に経験するのだから仕方ない。 

 

あ、なるほど。それはよく分かる。たしかに、特殊な関係ってすべては感情の取扱い方に集約される

よね。 

 

魂は目的と課題があって、進化・成長のために輪廻転生を繰り返すが、その諸々の課題を集約すれば

「感情のバランスを取るため」にあるから、何かと感情問題は付いてまわるし、それとの折り合いを

つけることが必要になる。だから、感情面での失敗を経験することも多々あるだろうね。要は「自己

制御」を学ぶ。 

 

感情と理性とのバランスか。 

 

違う。感情と意識とのバランスだよ。 

 

あ、なるほど。深いね。でも厄介だな。 



 

だから人生は楽しい。 

 

あはは、ポジティブだなぁ（笑） 

 

そして、特殊な関係には忘れてはいけないことがもうひとつある。 

 

 

093 浮気性の真実 

 

忘れてはいけないこと？ 

 

相手にも特殊な関係が発生する可能性があるってことだ。 

何もお前だけの問題ではない。お前の嫁さんに「不倫や浮気で学ぶ」というプロセスが発生する可能

性もあるってことだよ。 

 

あ、たしかに。それは避けられない、と。 

 

可能性という面ではね。 

ま、安心しなさい。ちゃんと向き合っていれば、そういうことにはならないから。 

 

俺次第だ、と。 

そして、もしそうなっても「ダメ」と言ってはいけない、と。 

 

そう。つまり、個々の魂を尊重しないといけない。 

 

ということは、キーは「尊重」では？ 

 

そう、端的に言えばそうなるね。だから感謝が大切になる。 

 

でもさ、やっぱり「浮気性」ってあるよね。それは、魂のレベルでは「じゃんじゃん浮気しろ！」と

公認されているわけ？ 

 

厳密に言えば、浮気をするために生まれてくる人間もいる。そういう意味では「公認」されている人

もいるわけだが、それは本当にマレなことで、割合で言ったら 0.01%にも満たない。つまり、お前は

それに該当しないし、お前をとりまく人間関係でも、またこれから出会うであろう人間関係でも公認

タイプはいない。 

そもそも浮気をするために生まれる魂の浮気性は、結局そこから学ぶことがあるからで、尚かつリス

クが伴う訳だから相当大変な人生だよ。一見羨ましいとうに思えるかもしれないが、実態は苦痛だら

けだ。 

 

さて、魂の浮気性ではない、俗にある一般的な意味での浮気性について言えば、それはひとえに「意

識が弱くて寂しい人間」がする。つまり、自分の弱さを露呈しているだけだ。 



結局は、「現状に満足出来ていない」ってこと。それは、自身で己を満足させられる「何か」を創り

出せていないことであり、それは「弱さ」であり、「強さがない」ってことであり、要は「結果を出

せていない」人間ってことでもある。そういう人間は無理にアピールしたりアプローチしたりする。

自分から発信しないと誰も気に留めてくれないから。その結果、エゴを出し、プライドを気にし、優

越感に浸りたがる。すべてに未完成な人間に限って浮気するんだよ。 

 

でもさ、ハーレム、もしくは逆ハーレムな環境をもつ人もいるよね？ 

必ずしも「弱さ」ではないのでは？ 

 

だから、それは何であれ「結果を出せた人間」だからだよ。そういう人間は自分からアプローチしな

いでも寄ってきてしまう。質が違うよ。アピールしなくたって集まる。 

 

あ、なるほど。確かに。ご褒美か（笑） 

 

ま、それがご褒美だと思うとしたら、お前の魂のレベルは低いな。でも、ま、いい。 

 

じゃあさ、それ以外で何をご褒美だと思うなら、魂的には良いわけ？ 

 

肉体関係なしに相手に「愛」を感じさせられたら、それは本物だね。そうすれば、その愛に人は魅力

を感じ集まってくるし、それが究極の人間力だ。存在そのものから愛を感じさせる人間。語る言葉か

ら愛を感じさせる人間。そうなると、自身でアピールしなくても愛は伝播する。つまり物理的要素で

はない。 

 

そうか。 

 

 

094 愛とは？ 

 

っていうか、そもそも愛って何なの？ 

 

愛とは…。これを言葉で表現するのは難しいのだが。 

根源意識の世界、つまり魂世界での愛とは、その根源意識の鳴っている「音」であり「匂い」だ。別

のエネルギー的な視点で表現をすれば、根源意識と分割された個々の意識（魂）とをくっ付けている

「接着剤」「磁石」とも言える。一体感を保たせている要素だ。 

 

音と匂いというのは興味深いね。 

 

人間の五感の中で、音と匂いが物理的に認知できるものでない。つまり、より不可視であり、眼に見

えない霊的要素でもあるってことだ。ミュージシャン・アーティストが音楽で愛を謳うのも偶然では

ないし、昨今明らかにされた「好きな相手は匂いで決まる」というのも偶然ではない。 

 

なるほど。一体感というのがワンネスのこと？ 

 



そう。それを成り立たせているのが愛というエッセンスなんだよ。これは魂のレベルでは皆が持って

いる感覚でもある。だからワンネスが大切だと精神世界では強調する。でも、本当のワンネスは現実

世界では体感できるものではないよ。観念として持っているだけだ。 

 

なるほど、観念ね。 

じゃあ、人間が愛を欲するのはなぜなの？ 人間、というか物理世界での愛って何なの？ 

 

一体感だ。だから、人間は結局は一体感を感じることを求める。一体感から安心を感じる。 

分かりやすいのがセックスだね。そして仲間意識だ。 

 

ということは、人間が求める愛とは、魂世界での愛の疑似体験だと。 

 

そうだね。 

しかし厄介なのは、人間は愛を感情と結びつけて考えていることだ。だから、愛憎劇がある。ま、そ

れを通して学ぶことが必要だからこれは仕方ないことなのだが、愛はあくまでも物理的に得るもので

はなく、感覚であり、満足感であり、安心感であり、なおかつ進歩的だってこと。 

 

さっき、愛を感じさせる人間が本物だと言ってたよね？ それはどういうこと？ 

 

だから、安心感を感じさせてくれて、ポジティブな要素を与えてくれて、満足感を与えてくれる人間

だってこと。一言で言えば、「愛は一体感から得られる安心感」だからね。それを感じさせる人間は

エネルギーが大きい。しかし、このエネルギーとはオーラのことではない。存在そのものから醸し出

している雰囲気だ。 

ちなみに、子供はこのエネルギーを察知する能力が高い。 

 

なぜそれを大人になると忘れるの？ 

 

だから、感情とごった煮に考えているからだよ。 

 

 

095 愛のパラドックス 

 

でもさ、愛を安心感として認知するのが感情なわけでしょ？ 感情とリンクするから「愛されている」

と思うわけだし、それは仕方ないことでは？ 

 

それは違うよ。じゃあ、なぜ感情を持っていないと言われる動物の親子に愛があるのだろうか？ も

っと言えば、感情が何かを知らない赤ちゃんがなぜ産まれてすぐにも母親の愛を求めるのだろうか？ 

なぜだ？ 

 

ん… なぜ？ 

 

愛は感情ではないからだよ。愛は意識での反応だから、本来、感情とは直結してない。 

お前が言いたいことは分かる。要は、愛のパラドックスに捉われている。 



つまり、人間が「愛」だと思うのは、愛を感じたと思った体験・経験という「記憶」を基準に考えて

いるから愛と感情を混同する。感情は記憶から発生するからね。愛は意識から発生する。 

 

確かに、原因が何であれ、人間が愛を感じることに、脳内のある部位の反応なり、神経系の反応なり

が関係していると身体機能的な解説は出来るだろう。だが、愛は感情ではないから感じるものではな

い。「状態」だから。 

もし本当の愛を感じたら、感情は何も出てこないよ。その感覚に一番近いのが、セックスでイッタ時

だ。イッタ時、何も感情を持っていない、出てこない、感じないはずだよ。単なる「状態」なのが分

かるはずだ。そして意識（魂という意味での意識ではない意識。自我とも言える）が徐々に現実世界

に戻ってくる。戻ってきたときに、「状態という愛」を感情とリンクして現状を認知する。そこで人

間は「幸せだ」と思う。 

愛する人に抱きしめられれば愛を感じるし嬉しいだろう。でも、それは愛を感じているのではない。

「嬉しい」と感じているんだよ。分かるかこの違いが？ 

 

ん、分かってきた。 

 

つまり、「感情が満足する」のを愛だと思っているのが一般的な愛の理解だ。でも本当の愛とは、意

識が、魂が本来の一体感を体験している状態だ。分かりやすく言えば、「感情は頭で、愛はハートで

感じるもの」。ま、わしはこの表現は好きではない。が、端的には分かりやすいだろう。 

 

なるほど。「境地」だと。 

 

境地… ん、ま、間違っていない。が、わしは「状態」という言葉が一番スッキリくる。 

お前がこちらの世界にくれば一発で分かるのだがね。ま、死ねば分かるよ。 

 

でも、愛のパラドックスから真実の愛を見つけていく、感じることも学びなのだから仕方ないよね。

簡単に分かっちゃ面白くないっていうのかな？ 

 

ほほ。何か、いっぱしなこと言うようになったな（笑） 

 

からかうなって。これでも真剣に学ぼうとしているんだからさ。 

じゃあ、この概念が現実的にどう役立つわけ？ 

 

 

096 愛の価値とは？ 

 

今説明してくれたことが愛の真実なんだろうとも思う。問題は、それを知れてどんないいことがある

のか？ 

 

いい質問だね。つまり、愛の価値とは何だ？ってことだろ。 

 

まず、このことをよく覚えておきなさい。 



さっきも言ったが、愛は感情ではなく、愛は（感情を伴わない）状態であり、それは一体感を伴うた

め、お互いを結合させる作用をもつ。愛は接着剤で磁力だから、愛を感じ合えばすべての関係性を濃

密に、かつ充実させることができる。そこから成功が叶う。 

 

さて、現実的な視点で言おう。 

人間関係で言えば、お互いの関係性を円滑にできる。恋人や配偶者、家族間だけの話ではなく、すべ

ての人間関係に言える。愛があればストレスが減る。ストレスは他人からの攻撃量の問題ではなく、

それに対する受け止め方でどうにでもなるからね。愛がある人間は強いから。また、愛があれば、ど

んな人間の懐にも入り込める。 

また、サービスなり、音楽なり、提供することを生業とするとしたら、同じく一体感や安心感を提供

できた方が圧倒的に強い。そこにすべての本質を持っていけということだ。そこに基軸を置いて「さ

て、どんなアプローチが出来るのか？」と考えてごらん。視界が違って見えてくるから。 

 

そして、存在そのもので愛を、つまり、一体感を、安心感を、充足感を感じさせられる人間がヒーロ

ー、ヒロインになれる。そうしたら「価値ある人間」が集まってくる。その人間関係が豊かさを運ん

できてくれる。もちろん、受けるだけではダメだ。価値を与え合わないとね。 

 

価値は技術とか、ノウハウとかのこと？ では、ないよね… この話の流れだと。 

 

そう。価値ある人間とは人間力の高い人間とも言える。 

もちろん技術とかノウハウとかも必要だが、それは時間と比例するから判断基準にはできない。だっ

て、成功者はノウハウが完璧になって成功を手に入れたわけではないから。チャンスは技術やノウハ

ウが未熟なときにやってくる。つまり、意識（魂）界は、物理的な価値ではジャッジしていないんだ

よ。もっと違う基準がある。それが、人間力であり、愛力であり、意識力だ。 

 

そうか。でも、これって究極論だよね。 

いやね、スゴイことを教わっているなと思っている。でも、「それが出来たら誰も苦労しないわ」と

も思う自分がいる。 

 

そうだろうね。口先であれこれグチグチいっては結局何も実践しないのだから。何もしなければ結果

もこない。でも結果が伴わないことに文句を言う。 

 

分かるよ。確かに、すべては己がイケナイというのは分かってきた。文句を言うのは、自分のケツを

自分で拭けないのと同じだと。俺ね、ある時ふと思ったんだ。文句タレている自分に第三者的な感覚

で「もの凄く恥ずかしい」と思ったんだよね。あの感覚は今でも忘れないんだ。 

でもさ、すべてが「愛だ」と言われて、感覚的には分かるけど、じゃあどうしたらいいの？ってさ。 

 

確かにそうだ。でもそれが核心だから、イエスは「すべての掟の中で最も大事なのは、神への愛と隣

人への愛だ」と言ったんだよ（「セックスだ」とは言っていない）。だから彼はカリスマになれた。 

そして、神とは己の魂、意識のことだ。隣人とは、自分以外のすべてのこと。物・者・事すべてだ。 

 

だから、もし「本物の人間」になりたいなら、まず、愛と感情を分けて考えてごらん。愛と感情を分

けてすべての物事を見てごらん。自分を見つめ直してごらん。そこに真実が見えてくるから。そうし

たらエゴも、プライドも、優越感も、ジェラシーも必要なくなる。 



とにかく、やってごらん。 

すぐには真実は見えてこないだろう。思考の癖もあるしな。でも、かならず景色が変わるから。 

 

 

097 セックスに成功の秘訣が？ 

 

というか、そもそも恋愛論について話すんじゃなくて、人間関係について話したかったんだよ、わし

は。 

 

わかるけど、とりあえずまだ恋愛関連については色々聞きたいことがあるんだ。 

たとえば…  

 

もういい。考えれば分かるだろ。基本は話してきたんだし。 

いいか、恋愛であれ結婚であれ、要は人間関係であり、人間 対 人間の話だ。その関係性の中で一番

大切なのは、己を知ること、人間力を上げろということに尽きる。 

そして、必要な人間関係は生きていれば出会えるからノウハウは関係ない。それが営業職なり仕事に

直結していることなら専門的に必要なノウハウもあるだろう。なら、本を読んだり、諸先輩の教えを

盗んで実践すればいいだけだ。実践するんだよ。知るだけではダメだから。恋愛も結婚もあれこれ考

えたってムダだ。関係性に浸り、そこから様々なことを体験し、学んでいけばいい。それしかないか

ら。 

 

分かった。 

あとは、セックスについても訊きたいことがたくさんある。 

 

セックスの何を知りたいんだ？ 

 

ノウハウはいいんだ。だって、それはしないと分からないし、結局はスキルやノウハウよりハートだ

と思っているから。 

 

ほほ（笑） 

 

ただ、セックスと魂の関係性が気になる。 

 

関係性についてはこれまで話してきた通りだよ。一体感が欲しいからセックスをする。その一体感が

愛だから。もちろん、その愛は究極の愛ではないが、その片鱗は感じれる。 

セックスを英語では「メイク・ラブ」と言うね。つまり、そういうことだ。 

 

愛を作ると。 

 

体験するためにね。実は、ここにすべての真実がある。 

つまり、愛は手放しで感じられるものではなく、気持ち次第で愛が感じられる訳ではない。「作る」

という何かしらのアクションが必要だということ。実践が必要なんだよ。ま、セックスの場合は労力

とも言えるかな。つまり、セックスからの満足感だって汗をかく必要がある。成功も夢を叶えるも同

じだ。自動で手に入るものではない。 



 

性に関しては汗をかくことをいとわないのに、なぜ夢を叶えることに同じエネルギーを注がないのか

ね？ なぜそのエネルギーを己に向けないのかね？ なぜ己の人間力を上げることに汗をかかないの

かね？ なぜたくさんの異性を求めることに汗をかくのかね？ 汗をかくことよりも、引き寄せの法

則だの、神様だの言い出す。すぐにノウハウに頼る。責任を他人に押し付ける。愚痴を言う。本当に、

本当にバカげている。 

 

あ、納得。うん、なんか妙に納得できた。  

 

 

098 セックスと成功 

 

でもさ、成功者に性欲の強い人間が多いよね。比例しているとも言われているし。 

 

優先順位の問題だ。それを勘違いしている人間が多すぎる。 

 

でも昔聞いたことがあるんだ。「ビジネスを決めるのと異性を落とすのは同じだ」って。核心突いて

いるなと納得だったんだよね。感動したよ。 

 

原理としては同じだ。真理を突いてはいる。 

だが、優先順位を間違えたら単なる浮気者だ。要は、仕事で結果を出していることが優先だろ。 

 

じゃあ、人数の多さについては？ 

 

「人数が多い＝成功の確約」ではないよ。数が多いということは、要は「決められない人間」ってこ

とだろ。そこの違いを分かっていないと人生踏み外すよ。まずは軸を決めろ、つまり仕事をしろ、そ

してそれで結果を出すこと。これが最優先だ。要は、安定しているかどうかだ。 

 

軸って人間関係にも言えるのでは？ 

 

その通り。要は、不特定多数っていうのが良くない。「不特定多数＝優柔不断」だよ。 

というか、もっと重要なことを言っておく。 

有効期限だ。 

 

有効期限？ 

 

安定は走っていないとキープ出来ない。何かしらの結果を出して安定して「これで安泰だ」って思っ

ても、「安泰＝安定の確約」ではない。要はエネルギーなんだから駆動していないとパワーは減る。 

歳取った、しょぼいじいちゃんが「わしは若い頃ブイブイいわしてた」とか言うだろ。 

 

あ、よく聞く。ウソでしょ？って。 

 

あれ、本当なんだよ。でも、何も結果を出せなかったんだな。もしくは、パワーをキープできるだけ

の汗を仕事でかけなかったわけだ。要は、ベッドで汗かくことしか関心がなかった。 



 

あはは（笑） 

 

その結果、エネルギーが枯渇した。で、精気を失った。で、時すでに遅しだ。 

話を戻そう。 

ビジネスを決めるのと異性を落とすのは原理としては同じだ。問題は「なぜ決められるのか？」だ。 

それはノウハウでもスキルでもない。人間力だ。 

人間力は仕事での成果と比例する。仕事で結果を出せるってことはそれだけのパワーを持っているこ

とであり、そのパワーは欲となる。だからセックスも好きな人間が多い。が、だからセックスにうつ

つを抜かしている人間は絶対に成功できない。要は、エネルギー配分の問題だよ。これを間違えると

失敗する。そして、優先順位を間違えないことだ。 

 

 

099 人間関係の基本 

 

セックスについてはもういい。失敗して覚えろ。 

 

でもさ… 

 

もちろん、セックスについては言うべきことがたくさんある。それはエネルギーについて話すときに

ちゃんと話すよ。セックスはいいものだ。でも、リスクもある。子供が出来るか出来ないかというだ

けの話ではない。もっと重要なことに関係する。それは追って話す。今言えることは、「欲を満たす

＝セックス」と思っていたら必ずしっぺ返しがあるから。それだけ言っておく。 

 

わかった。 

 

とりあえず、そもそも最初に話したかったことを話すよ。人間関係の基礎についてだ。それぞれの人

間関係の意味、つまり、なぜその関係性があるのか？ そこから何を学ぶべきなのか？の基礎を知っ

ていることはとても大切だ。そこで、①家族、②恋愛、③結婚、④仕事、⑤プライベートの意味を

教える。 

 

①家族（自分が子供としての家族） 

目的：自分の生まれた目的、課題、魂での初期設定を知るため。己の可能性を知るため。 

 

②恋愛 

目的：己を知るため。 

 

③結婚 

目的：相対的な関係性の中で己を知り、課題をクリアするため。そしてお互いの課題クリアを補い合

うため。 

 

④仕事 

目的：生まれた目的・課題を達成するための実地訓練と実践（部活動もこれに入る）。 

 



⑤プライベート（交遊関係） 

目的：己を知るため。責任がない範囲内で課題クリアを助け合うため。 

 

③の結婚については、もし子供が生まれたら①家族の項目の目的を親としてサポートすることが含ま

れる。 

で、ここで見えてくることは？ 

 

すべては人間関係であること、まずは「己」であること、それで助け合うことができること。 

 

そうだね。各々の関係性での目的を知って意識していれば、おのずと生まれた目的と課題はひとつず

つクリアされていくから、人生をよりスムーズに生きていけるようになる。これらを忘れてしまった

り勘違いしたりすると色々問題が起きる。また、どれにおいても、関係がつながった以上はその関係

性に浸ることだ。そして、特に恋愛とプライベートについては賞味期限があるから、別れ時がきたら

離れること。ここで未練タラタラ続けると問題が起きる。別れがツライのは事実だが。 

 

でも、それに「浸れ」って言う。 

 

そうだね。浸れば浸るほど、別れも辛くなるし別れときの判断も難しくなる。 

 

矛盾していない？ 

 

一見ね。でも、それをしっかりと見極められるかが、その人間の人間力になる。そういう人間はビジ

ネスでもプライベートでも間違えない。それを訓練するのは恋愛なんだよ。いいか、恋愛の質がその

まま人生の質に繋がるから。 

 

ん。確かにそうかもしれない。 

 

「かも」じゃない。事実なんだよ。 

だから、さっき話していた「欲＝成功」とは言い切れない。関係性に当人の本質が現れる。 

たとえば、恋愛が壊れて独りになったとしよう。 

確かに寂しいかもしれない。でも、その時期が一番重要だ。自分の本質が分かるから。どれだけ自分

の本質を知れるかで次の関係性も変わる。仕事にも言える。仕事がなくなった時こそ、自分の本質を

見極める大事なときだ。別れはツライが、それがないと分からないこともあり、そういうブランクが

あったときこそ本質が見えるものなんだよ。 

これが人間関係の基本だ。 

本当はこれを先に話したかった。後は応用だから。 

 

 

100 人間は２パターンだけ 

 

さて、人間関係についてもここまでだ。基本はすべて話した。ま、恋愛系が多かったが。 

で、ここまでの対話を通して次に話すべきことは何だ？ 

 

人間力についてだね。 



 

そう、その通り。ここで、まだ恋愛について知りたいとか言ったら「どうしてやろうか！」と思って

たよ。 

 

あはは（笑） 怖えぇな。 

 

ところで、もう 2012年になったね。 

お前は今どこで働いている？ 

 

ホテルでアルバイトをしている。 

 

なるほど。今年は変化の年だから、今の仕事はもう潮時だ。新しい仕事に就くようになるから覚悟し

ておきなさい。 

 

覚悟？ え、何か全く違う仕事をするの？ 

 

それは追って分かるよ。とりあえずお前の根性を叩き直すことにするから、楽な仕事には就けないよ。

それだけ言っておく（事後談だが、2012 年 1 月 31 日でその時の仕事を辞め、3 月 1 日から違う職場に就いた）。 

 

なぜ？ 

 

すべてがダメダメだからだよお前は。たとえ嫌がっても、物事はそのように進むから逃げられないよ。

でも、すべてはお前の今後の人生のためなんだから感謝しろ。 

 

んん… わかった。 

 

突き詰めて言うと、人間は基本的に２つのパターンしかいない。 

①器は広いが、素材がもろいタイプ、②素材は強いが、器が狭いタイプだ。 

①の人生は、素材を強くするための人生を送るし、魂の課題もそれに集約される。②の人生は、器を

広くするための人生を送る。大まかに分けると、①は女、②が男の場合が多い。①の場合は素材が

もろいから、良くも悪くも「感情的」になることでそれを補おうとする。②の場合は器が狭いから、

エゴ、プライドなどで補おうとする。人間は必ずこのどちらかに属する。 

 

ただ、問題を抱えたままで、かつ逃げてばかりいると、器も狭くなって素材ももろくなる。つまり、

すべてにおいて弱いだけだ。だから、もっと逃げる。耐性もないから問題解決にも取り組めない。す

べてが悪循環だ。つまり、今のお前だ。そうなると、自力では改善できないから、強制的に根性を叩

き直す、つまり、耐性を強め、器を広げるような環境に飛び込むしかない。そのための変化が今年起

きるってことだ。 

 

なるほど… 

 

自分がこの２パターンのどちらに属しているかを知っているだけでも役に立つよ。よく自己吟味して

みなさい。 

 



自己吟味するっていっても、俺は新種の③どれもダメタイプってことになるよね。 

 

ま、そうだな。でも、改善できるのだからいいじゃないか。何かするのはそれからだよ。順番を間違

えてはいけない。 

 

 

101 すべては人間力次第 

 

おじいちゃんはこれまでの対話で、しつこいくらい「人間力が大事だ」って言ってきたよね。 

 

そう、すべては人間力次第だ。恋愛、結婚、ビジネス、プライベート、すべてのシーンでの成功も人

間力にかかっていると言っても過言ではない。 

 

なぜ？ 

 

「人間力」と言っても幾つかの意味合いがある。が、それは追って説明する。 

ただまず言えるのは、どんな関係性にも「最初」がある。その時、自身が持っているスキル、ノウハ

ウなどは通用しない。お互い一瞬で判断しているからね。ということは、「無言のパワー」が大きい

方が圧倒的に勝つ。 

 

改めて、人間力って何なの？ 

 

その人が醸し出しているパワーのことだよ。 

 

魂的な解説だとどう説明されるわけ？ 魂のパワーのこと？ 

 

人間力とは「本来の魂のパワー × 課題クリア度 × 経験値」のことだ。その人が醸し出す雰囲気のこ

とで、大きさ、安定感、安心感、美しさを感じさせる。 

 

前も言っていたけど、オーラとは違うんだよね？ 

 

違う。 

 

なぜ？ 

 

オーラというのは電気的反応だ。が、人間力は違う。 

人間力というのは目に見えるものではないんだよ。だから、たとえ霊能者であっても視覚的に見るこ

とはできない。感じるものだから。この「感じるセンサー」は誰でも持っている。強いて言えば、観

察力が必要かもしれない。 

 

人間力とは「本来の魂のパワー × 課題クリア度 × 経験値」だったよね？ ということは、霊的要素

というよりは、より現実的な要素が強い、と？ 

 

その通り！ 良いことに気がついたね。 



だって、生きていくのはこの現実世界だから、人間力はこの現実世界を生き抜くのに必要なパワーと

も言える。それは、腕力とかのパワーではなく、当人の総合的なパワーだ。何度も言ってきたが、こ

の現実世界を生きるのに霊的能力はあまり役に立たないよ。逆に迷いの元になる。 

 

迷いの元か。確かにそうかもしれない。 

 

 

102 人間力は演出も可能？ 

 

ということは、「メラビアンの法則」が大事になるよね？ 

 

メラビアン？ 

 

第一印象は会った数秒で決まるものであり、視覚情報 55%、聴覚情報 38%、言語情報 7% という割

合で人は相手を判断しているっていう、どっかの大学の教授が割り出したデータなんだけど。ま、大

抵の心理学本とか自己啓発本には絶対出てくるんだよ。結局は、「見た目が大事だ」ってね。 

 

視覚情報、聴覚情報、言語情報って？ 

 

視覚情報は、見た目や表情のこと。 

聴覚情報は、語り口調のこと。 

言語情報とは、話の内容のこと。 

 

なるほど。データとしては確かに正しいよ。ただ、わしが言っているのは「五感で感じるものではな

い要素」のことだ。 

人間はだれでも直感力を持っているから、当人が意識していなくても最終的には直感に従っているこ

とが多い。それを考えると、その法則は応急処置みたいなものだ。つまり、直感のジャッジに耐え得

る、適う人間の方が強いってことだな。それが人間力だ。 

 

「生理的に受け付けない」っていうやつ？ 

 

違う。それだって五感の反応だろ。 

 

あ、確かに。 

 

でもね、人間力の向上にそのメラビアンの法則とやらを逆手に取って利用することは可能だよ。要は

「演出」だ。 

 

演出？ 

 

 

さっきも言ったが、すべては会った瞬間で決まると言っても過言ではない。その時、「この人は信頼

に値する人だ」、「器が大きい人だ」と判断してもらえれば良い訳だから、そう感じさせるための演



出としてメラビアンの法則は使えると思うよ。見た目もある意味重要だしな。だから、人間力向上の

ためにあえて「外からアプローチする方法」もある程度は効果ある。 

 

なるほどね。 

 

ただ、注意点がある。 

 

なに？ 

 

演出はあくまでも演出。ウソだ。ウソの自分を提示したって、いつか必ずボロが出るという点でリス

クはある。自分の演出と理想像が合致する人間になれれば別だが、難しいだろうね。 

 

それは、「成功者になりたければ成功者の真似をしろ」というのと同じアプローチ？ 

 

厳密に言えば全く違う。が、理想像をなんであれ実践することは、多少は効果はあるから演出もあり

だってこと。 

でも、もっと注意すべき点がある。 

 

 

103 人間力演出の注意点 

 

人間力の演出は出来るが、それはウソの自分だから必ずボロが出る。これが１つめの注意点だ。そし

て、もう一つの注意点、これが一番重要なのだが、人間力の演出が、己の魂の傾向（目的・課題）と

違っていたら何の意味もないってこと。 

 

あ、そうだね。 

 

街を歩いているだろ。容姿とまったく合わないチグハグなファッションをしている人間が。趣味なら

良いが、それで何かしらのアピールをしているとしたら「とんだ勘違い」だ。どんなに頑張っても結

果はでない。人間力の演出も同じだ。昨今はスキル、ノウハウが氾濫しているが、そもそも「それは

自分にとってベスト・マッチングなのか？」と考えることがなさすぎる。要はバカなんだよ。 

 

あはは（笑） ま、でも「そもそもどうなのか？」と考えることは必要だよね。 

 

それは自己分析能力に繋がる。そこの判断が出来ないと他の判断も失敗するよ。だから己を知れと言

っているんだよ。 

 

そういう面では、自己分析するノウハウ本とかは決して無意味ではないよね？ 

 

何か読むとするなら、そういう本を読む方がまだ価値がある。ただ… 

 

もっと根本の魂パターンを知ろ、と。 

 

そう。だってその方が話が早いだろ。 



 

最近、ちょっと新しい血液型本が売れているんだけど… 

 

あれは、性格だろ。わしが言っているのは魂の話だ。性格と魂パターンは別物だからね。 

また、そもそも血液型だって根拠がないものだ。ただ、戦後の何十年と「血液型＝人間パターン」と

いう刷り込みが行われてきた結果として「正しい、合っている」と思っているだけの話。その手の本

をよくよく読んでご覧。自分に合致するのは３割だから。あとは合致しないはずだよ。 

 

ただ、打率でも３割打てばスゴイと言われるから… 

 

血液型は「合っている」と思っているだけの話。実質は７割当たっていないんだからね。さらに言え

ば、そういうのは確率論、データ論だ。でも魂は確率論ではないから、データ的論点で図ろうとして

も無理だ。 

 

 

104 自己分析の重要性 

 

なぜ、人間力の自己分析が必要なの？ 

 

たとえば、服を買いにお店に行く。「何がいいかな」とあれこれ選ぶね。 

さて、まず何を確認する？ 

 

どんな服を買いたいか？ 

 

違う。 

 

あ、サイズだ。 

 

その通り、まずはサイズを確認する。どんなに欲しい服があっても、自分に合うサイズでなければ意

味がない。例えれば、自分のサイズが、魂で言うところの運命パターンのことだ。 

では、自分のサイズはどうやって判断する？ 

 

計って？ 

 

ま、確かにそうだが、もっと簡単な方法があるよ。 

 

え、何？ 

 

自分の身体を見ればいいんだよ、鏡で。 

細いのか、デブなのか、中間なのか、鏡で自分を見ればすぐ分かる。 

 

ま、確かに。でも、それは誰だってやっているよね。 

 



何が言いたいのかというと、なぜ普段当たり前にやっていることを、己の人生に適用しないんだ？っ

てことだよ。 

その鏡が自分の運命パターンに相当するわけだ。「自分を知ること」がすべての基本なんだから、こ

の重要性をもっと真剣に考えるべきだ。ま、人生はそんなことで変わんないと思っている人間も多い。

スキル、ノウハウ、理性、理屈、常識ばかり気にする。それらも重要だが、自分に合わないスキル、

ノウハウ、理性、理屈、常識があるのも事実だ。 

 

運命パターンを知らないのは、自分のサイズを知らないで服を探すようなものだ。 

ただし、服は試着すれば分かる。が、人生はそうはいかない。ま、わしから言わせれば、試着もせず

に服を買って、ただ単に「好きだから」という理由で服を着るような人間が多い。ぶかぶか、パンパ

ンなのに無理をして着る。でも「おかしい」と気付けない。理由は「好きだから」というだけでな。

その「好き」も自分のセンスではなく、他人の好み、いわゆる流行などに左右されることが多い。人

生も同じだ。だから、己を知ることは大事なんだよ。 

 

自分を知るより、相手を知った方が「対応できる」という理屈もあるよ。対応すればいいのだから、

ある意味 楽だ、と。 

 

だから失敗するんだよ。対応する際の基準はすべて「相手次第」だ。それはイコール、自分でイニシ

アティブを取れないってことになる。自分がコントロールしているようで実は振り回されているんだ

よ。特に恋愛はそれが如実に現れる。それより、自分を知っていた方が絶対にいい。 

いいか、人生は服選びと違って有限であり、取り返しがつかないことも多々ある。でもそれは、①自

分を知らないこと、その結果、②選択を間違えるという連鎖反応で間違いを繰り返す。そして負のス

パイラルに陥る。 

 

そうか。 

 

 

105 自己分析の方法 

 

じゃあ、どうやって自己分析したらいいの？ 

 

ま、一言で言えば「自分の魂の情報を知ればいい」ということになる。 

 

運命パターンを知ろ、と。 

でもさ、運命パターンって分からないよね。見えないし、それこそ霊能力の世界になるし。 

 

そうだね。厳密に言えば、確かに霊的能力の助けは必要かもしれない。が、今は現実的な面での確認

方法を教える。 

①自分の弱さ、強さ。 

②自分の得意分野、不得意分野。 

③自分が犠牲に出来ること、出来ないこと。 

④自分が常に気にしていること。 

 



これらについて、箇条書きでいいから書き出してご覧。誰も見る訳ではないから、恥ずかしいことも

思い出したくないこともすべて書き出すこと。特に、公言出来ない要素は重要だ。それがそのまま人

生の課題に直結していることがほとんどだから。 

 

何かのエピソード、体験があったら、結果よりもその「内容」を見ること。それらの結果や内容がど

んなことであっても、それに「良い・悪い」のジャッジは付けなくていい。 

また、内容とは、なぜそういう選択をしたのか？ なぜ特定の行動を取ったのか？ など、自分が下

した判断の「源・動機」を探ること。そうすると、一定のパターンがあることに気付く。それがその

まま当人のパターンになるし、癖だ。 

 

その「源・動機」を探ると、要は「目に見えない要素」であることに気付くだろう。それがいわゆる

潜在意識にあるパターンってことであり、それは運命パターンでもあると判断出来る。そして、自分

の癖が見えてきたら、ここで初めてその結果に注目する。その結果が良い展開になっているのであれ

ば、その源・動機はキープしていい。が、①良い展開になっていない、もしくは、②可もなく不可も

ないという結果になっていたら、それは「直すべきこと」だと判断できる。 

 

良い展開になっていないだけでなく、どっちでもない展開もダメなの？ 

 

「可もなく不可もない」ということは、プラスマイナス・ゼロだろ。それは、要はマイナス成長であ

り、展開できるパワーがない、変化がないってことだ。そういう場合、放置していたら必ず物事はマ

イナス方向にいくわけで、その時必ず人間は自分の良くない源・動機が表面化する。 

逆に言えば、可もなく不可もなくという状況が続いていたら、それは「変化を起こすべきであり、変

化する方向で物事を考えろ」という時期に来ているわけで、「予防しておけ」ってことだ。 

 

この視点で物事を見ると、まず①「自分」が見えてくる。そして、②対策すべきことが分かる。こう

いう自己分析の視点を持てると、そのままビジネスだったり、恋愛など人間関係にも応用できるよう

になるから効果は増す。 

世間は何でも「外からアプローチする」傾向が強いが、まずは「内からのアプローチ」が大事だ。結

局のところ人間の実力は、自分の体験をどれだけ自分で理解しているか？にかかっている訳で、体験

とその意味を会得している事が「相手に届く」わけだ。人間誰だって、自分のエピソードは自信もっ

て語れるだろ。人間力も同じだ。 

 

人間力がある人間は必ず「自分を知っている」よ。成功者だってそうだ。 

「なぜ成功者は物事が上手くいくのか？」を考えた事あるか？ それはスキルやノウハウではない。

もちろん、それらも大事だが、それよりも自分の特性を分かっているから、間違えない方法を選択出

来るからだよ。そして、失敗しても、そこから必ず学ぶ。それは「スキルやノウハウが間違っていた

んだ」と学ぶのではない。自分の癖を知り、修正しているから価値を生む。その蓄積が本当のスキル

でありノウハウなんだから。順番を間違えてはいけない。 

 

なるほど。 

 

さらに、それらの自己分析を極めていくと、その先に「あること」が見えてくる。 

 

 



106 自己分析の先に見えること 

 

あること？ 

 

何だと思う？ 

 

ん… なんだろう… 

 

自分の本当の価値が見えてくる。自分が他人に提供できる要素だ。 

 

それは、さっき言ってた「自分の強さ」のことでは？ 

 

それは、自分の傾向だろ。それは自己完結した自分の情報だ。それをどう対外的に表現できるのか？

を考えないといけない。 

今まで何度も言ってきたことだが、重要なことだから何度でも言うよ。 

世の中は、自分が提供したこと、そして、それへの対価で成り立っている。お金の流れもそうだし、

仕事だってそうだ。もっと言えば、その提供する内容への「信頼」で成り立っているんだから。 

 

あ、前に言ってたよね。「お金はあなたへの信頼の結晶だ」って。 

 

だから、「どうやってお金が得られるか？」の方法論を考えてもダメだ。「自分は何が提供できるの

か？」を考えないと、世の中は生き残れない。「提供できること」は、お金に直結したサービスから

家での役割まで各自様々だ。その提供することへの信頼が人間関係の信頼になり、その信頼はスキル

への信頼ではなく、最終的には人間力への信頼なんだよ。だから、人間力が重要だし、すべての体験・

経験も人間力へと昇華させないと全く意味がない。 

 

昇華が、「学びであり落とし込み」だと。 

 

そう。 その初めの一歩であり重要なことが「己を知る」ってことだ。そこからすべてスタートする。 

だから、さっき言った自己分析の４つの要素と落とし込みの作業をしっかり実践しなさい。そのため

に定期的に時間を割きなさい。それが本当の自己投資だよ。 

 

なるほど。俺は今まで自己啓発本とかビジネス本とか色々読んできたんだけど、そもそも順番を間違

えていたってことか。 

 

そう。ま、もちろんそれらの情報が無意味ではないが、自分を知り、自分の価値が分かれば、何を読

むのか？ 何を優先させるべきなのか？ 逆に何を人に任せるべきなのか？ 何を助けてもらうべき

なのか？ 自分はどういうアプローチをするべきなのか？ に対して正しい判断ができる。そこから

だよ、ノウハウやスキルのアップに時間やお金を投資するのは。 

 

また、自分を知っていれば、たとえ失敗しても問題ない。修正ポイントが見えているから、必ず失敗

は活きた価値になる。それは過去の失敗にも言える。その意味が分かるし、そこから学べるから、と

ても恥ずかしい過去が「価値ある過去」になることも十分にあり得る。それが「失敗は成功のもと」

という意味だ。もったいない失敗が多すぎる。 



人生は有限だよ。 

価値のない時間に費やした時間が、そのまま価値のない結果を生む。 

 

 

107 魂=スピリチュアルではない！ 

 

さて、人間力について現実的なことを話してきたが、ここからお前の好きなスピリチュアルなことを

話そうか。 

魂とスピリチュアル、そのパラドックスについてだ。  

 

魂とスピリチュアルのパラドックス？ 

 

そう。魂とスピリチュアルは違うってことだ。 

 

魂とスピリチュアルが違うの？ え、どういうこと？ 

 

英語ではスピリチュアルはスピリット、つまり魂的ということになるが、スピリチュアル＝魂ではな

い。一般的に言われている、いわゆる「スピリチュアル」は、魂の本質というより、精神性の意味合

いが強い。魂と精神性とは違う。 

 

何が違うの？ 

 

精神性には当人の性格が反映される。性格と魂とは違うから。 

 

前から「魂と性格は違う」って言ってたよね？ どういうこと？ 

 

魂は当人の本質だ。でも性格は違う。性格は感情の癖のことであり、それはカルマの歪みでもある。

カルマとは感情の歪みで発生し、感情と現実とのギャップの結果だから。 

 

今、お前とは人間力について話しているが、その中でこのスピリチュアルの話題が出てきたことは大

きな意味がある。つまり、本当の人間力とは、性格の良い悪いでは左右されないものであり、性格を

良くしようとしても人間力は向上しない。言い換えれば、精神性を極めても人間力には何も反映され

ない。だから精神論を語っても意味がないし、精神論で現実は変わらないってことだ。魂の本質を知

り、それを発揮・発散した方が人間力、つまり現実的なパワーにつながる。それが成功に起因する。 

 

つまりこういうことだ。パソコンの CPUが性格・精神論であり、魂が OSであるってこと。どんなに

処理能力（CPU）を上げようとしても、それはすべて OS（魂）の能力の範囲内であり、それは超えら

れないってことだ。 

 

あ、なるほど。 

 

いわゆる既存のスピリチュアルは、CPUの向上・ノウハウに終始している。でも大切なのは、OSの

許容範囲を知って、それに沿った CPUの活用を知ることが大事になる。もっと言えば、霊界がどうか？ 

死後の世界はどうか？など知っても意味がないってことだ。 



 

つまり、世間で言う「スピリチュアル」は霊界の情報のことで、それと人生との連結を図ろうという

概念だが、魂は霊界に属していないのだからもっと違う視点から考えるべきであり、逆に言えば、ス

ピリチュアルよりも、より魂についての情報を知る方が大切になる。要は、スピリチュアルでは魂に

ついては分からないってことだ。わしから言わせれば、既存のスピリチュアルは「現実的でない」ん

だよ。趣味レベルだ。なぜそこに労力を割くのかが分からない。バカげている。 

 

より現実的になれ、と。 

 

そう、より現実的に考えろってことだ。 

感謝が大事だとか、思いやりの心が大事だとか、より高次の存在と繋がろうとか言っているが、それ

は精神論だろ？ もちろん、それらを持っていないより持っていた方がいいと思うよ。ただ、そうい

う視点で考えると落とし穴にハマる危険性が高い。 

 

落とし穴？ 

 

 

108 スピリチュアルの落とし穴 

 

スピリチュアルの落とし穴って？ 

 

何だと思う？ 

 

え？ 何だろう…？ 

 

自分の人生を生きれないんだよ。人生の放棄なんだよ。 

 

生きれない？ 放棄？ 

 

昨今のスピリチュアル・ブームは新種の宗教だ。教祖や神がいない新しい宗教だ。 

 

宗教！？ 

 

自分のアイデンティティを他人に預けるのが宗教の実態だ。魂を売ってるんだよ。この重要性が分か

るか？ つまり、自分の人生の主導権を自分が持っていないってことであり、そういう人間が人生で

成功することはない。スピリチュアルも同じだ。スピリチュアルは魂を蝕むんだよ。 

 

魂を蝕む？ 

 

そう。この危険性はあえて隠されている。目を開けば誰でも分かるのにね。 

 

前に「スピリチュアルに傾倒するは他力本願だ」って言ってたよね？ 

 



そう。でもそれはまだ序の口だ。スピリチュアルをどんなに極めても人生は改善しない。でも、これ

は今のお前はある程度分かるだろう。問題は、それと人間力との関係だ。 

 

そう、そこが気になる。 

 

人間力は魂のパワーにかかっている。 

 

ん、そうだね。 

 

おいおい、素直に同意するな。何かおかしい事に気が付かないのか？ 

 

人間力は魂の… 

あ、現実と非現実とが混在しているってこと？ 

 

そう！ 人間力は現実的なパワーでありながら、「その根源が魂にある」というのはスピリチュアル

な領域の話だ。でもわしは、スピリチュアルは魂を蝕むと言った。 

 

ん。そうだ。 

 

じゃあ、その関係性はどうなんだ？って思わないか？ 

 

たしかに。 

 

これはとても重要な問題だ。本当に重要なことなんだよ。 

つまり、現実界と非現実界とのバランス、関連性、境界線を分かっていないと人生に迷う。 

 

 

109 向こうの世界と現実世界の接点は人間 

 

じゃあ、現実界と非現実界とのバランス、関連性、境界線ってどこ？ 

っていうか、境界線ってあるの？ バランスや関連性は今まで話してきたけど、境界線ってどこにあ

るの？ 

 

どこだと思う？ 

 

思考？ いや違うな。脳？ 

 

お前そのものが境界線だ。 

人間は現実世界と非現実世界の境界線にある存在だ。これがスピリチュアルで一番、最も重要な概念

だ。 

 

霊界との境界線を生きているってこと？ 

 



そう。ここが難しいところだが、詳細は追って話すから、今は「霊界と魂の世界はまったく別の領域

だ」ってことを覚えておきなさい。つまりは、現実と魂の世界という意味でのスピリチュアルの境界

線を生きているのが人間だってこと。 

 

つまり… 

 

人生は現実世界を生きていく訳だが、やはり目に見えない要素も関係している。そういう意味ではス

ピリチュアルも無視はできない。が、まずそのバランスが大事だ。 それは前に少し話したね。覚えて

いるか？ 

 

五感に対して第六感があり、その比率が 5：1 になっているから、より現実的な視点が必要だってこ

とだったね。 

 

その通り。ということは？ 

 

ということは？ ん？ 

 

サイキックな要素、スピリチュアルな要素が優先されてはいけないってことだ。 

では、5：1 という比率であるという点と、人間は境界線にある存在だってことの意味は？ つまり、

関連性はなんだと思う？ 

 

ん… 

 

現実を作り出すのが人間だってこと。つまり、思考であれイマジネーションであれ夢であれ、すべて

は非現実世界に存在している。“可能性”という意味でね。でも、それを現実世界に反映させるのは人

間であり、人生なんだよ。だから行動、実践、要は「アクション」が重要になる。自分の身体で、生

き方で、生き様で可能性を現実に反映させるんだよ。そのパイプラインが五感だ。 

五感で現実世界を感じ取り、五感で現実を作り出す。その時に第六感というパイプを使って魂を感じ、

第六感というボトムアップでより五感を強化する。言い換えれば、五感は非現実世界から現実世界へ

のアウトプットで活用する感覚であり、第六感は五感にパワーを供給している電源だと思えばいい。 

 

あ、分かりやすいね。 

 

そして、思考は五感には含まれていない。そして思考は第六感でもない。昨今の概念では、いかにも

思考が現実世界と非現実世界をつなぐパイプラインのように言われているが、それは間違っている。

思考は、現実世界にアウトプットする際に「具体的にどうすべきか？」という詳細を詰める役割だ。 

ここまでのことが分かった上で、人間力についてだ。 

 

 

110 本当の人間力とは？ 

 

これから人間力についての核心を話す。 

これまで、人間力についての現実的な面とスピリチュアルについて話してきた。つまり本当の人間力

とは、「魂の世界のパワーを現実世界に反映させること」で本当のパワーが発揮される。もちろん、



魂だのスピリチュアルだの知らなくても信じなくても構わないし、逆に、信じたからと言ってパワー

が発揮される訳でもない。スピリチュアルを知らなくても本当の人間力を発揮している人間もたくさ

んいる。 

 

さて、もう一度思い出そうか。 

人間力とは何だ？ 

 

人間力とは「本来の魂のパワー × 課題クリア度 × 経験値」のことで、その人が醸し出す雰囲気から、

大きさ、安定感、安心感、美しさを感じさせる。 

 

そうだ。課題のクリア度と経験値は現実世界での話であり、たとえ魂うんぬんを知らなくても「課題

クリア度 × 経験値」という要素だけで人間力は上がる。が、本来の魂のパワーを知って発揮できれば、

より強さが増す。 

 

でも、「課題のクリア度」も魂レベルの話でしょ？ 非現実的なことでは？ 

 

お前はこれまでの対話で何を聞いていたんだ？ 

「課題」とは現実世界でいうところの「苦労」であり、たとえ大変なことがあっても目の前の現実に

向き合い、取り組むこと。それが、見えない世界では課題のクリアにつながっているのだから、現実

を見ていれば大丈夫ってこと。そもそも、もし現実的な問題が起きて、その背景にあるスピリチュア

ルな理由を知れても、だかといって問題が解決することはないのだから。 

 

あ、確かにそうだね。 

 

だから、目の前の現状や問題を変えたくてスピリチュアル的要素や神様に頼んでも全くもって意味が

無い。だって、「効果」が無いんだから。魂の世界は、ある意味シビアだよ。当人の取り組む姿勢に

しか反応出来ないから。だからまずは現実的になって取り組むことが必要なんだよ。それらを押さえ

た上で、魂のパワーというスピリチュアルな関連性を意識するのが本当の順序だってさっきまで話し

てきた。 

 

うん。 

 

さて、人間力に魂のパワーを発揮することについてだが、まず基本的な事として覚えておくべきこと

がある。パワーを発揮する方法は教えるが、これは「スキルではない」ってことだ。 

なぜなら？ 

 

魂は意識だから。 

 

その通り。 

スキルやノウハウよりも「意識すること」が一番大事になる。言い換えれば、まず①概念を知り、②

それを意識して生活しろってことだ。 

 

でも、魂のパワーを発揮する具体的な実践法とかないの？ 

 



厳密に言えばあるよ。でも、それは追って話すから。順序を間違えるとお前はまた同じ失敗を繰り返

すよ。とりあえず聞きなさい。 

 

 

111 本当の人間力の作り方 

 

さて、本当の人間力の作り方についてだが、これは、さっきまで話してきたように、現実的な人間力

向上にスピリチュアルな要素を加味した方法のことだ。 

もう一度思い出そうか。人間力とは「本来の魂のパワー × 課題クリア度 × 経験値」のことだったね。 

そこで「本来の魂のパワー」とは何だ？ってことになる。 

では、本来の魂のパワーとは何？ 

 

魂のパワー？ 

 

魂は何だ？ 

 

あ、魂のパワーとは意識力のことだ。 

 

その通り。でもそれが正解ではない。なぜなら？ 

 

“本来の”パワーが大事だ、と。 

 

そう。“本来の”魂（意識）のパワーでないとダメだ。では、“本来”とは？ 

 

えっと… 

 

今までの対話をよく思い出してご覧。 

 

あ、“本来”だから、自分の運命パターンのことか。 

 

そう。自分が生まれた目的・課題を“意識して”生きること。これが加わると人間力は飛躍的に向上す

る。だからスキルでもノウハウでもないって言ったんだよ。 

意識して生きれば、それが「課題クリア度」にも関連してくるから「課題クリア度」の項目もしっか

りと押さえることができるし、そこから学んだ事が「経験値」となる。結果、人間力は向上する。 

では、ここで気を付けるべきことは？ 

 

魂のパワーだからと言って、神様のパワーだとか、ご利益だとか、霊界だとかは一切関係ないってこ

とだよね。 

 

そう。では、生まれた目的・課題を“意識して生きる”とは？ 

 

現実に向き合うこと。 

 

なぜ？ 



 

生きる目的・課題は現実面に現れるから。目の前にあるカードで勝負しろ、と。 

 

その通り。分かってきたね。嬉しいよ。 

前にも言ったが、問題には先天的な問題と後天的な問題がある。その意味合い・内容は全然違うもの

だが、問題は問題だ。そして、それは当人が乗り越えなくてはいけないものであり、他の誰のもので

もない。どんなに言い訳しようが、自分の責任ではない問題だったとしても、今の現状を作ったのは

当人なのだからね。まずこの現実を受け入れる事だ。 

でも、今お前は不安を抱えてるね。言ってごらん。 

 

現実に向き合うことが大事なのはわかった。けど、問題が大きいと「どうしようもできない」、「皆

目見当もつかない」ってこともあるよね？ 例えば、俺の場合で言うと借金。返すという意識を持っ

ても、返せるお金がないし、必死こいて働いたとしても返せるものでもない。逃げの姿勢とかではな

くて、無理なものは無理ってこともある。それでも「現実に向き合え」って、どうしたらいいのか分

からない。 

 

なるほど。確かにそういうこともある。 

 

 

112 現実への向き合い方とは？ 

 

で、お前はその問題にどう取り組んでいるんだ？ 

 

取り組む？ だから、何も出来ないんだよ。 

取り組む姿勢はあるよ。それは分かってほしいけど、問題が問題だから無理なんだよ。 

 

あのな、考え違いしていないか？ 

 

何が？ 

 

問題が問題だから何も出来ないっていうのはおかしいだろ。 

 

じゃあ、どうしろと？ 誰かがお金をくれるわけでもないし。 

 

当たり前だよ、誰もお金なんかくれないよ。 

 

借金返済する意志があっても現実お金がないなら返済できないでしょ。 

 

だから何も行動しないっていうのは違うだろ。それが「逃げ」なんだよ。 

問題があるのは分かる。そこでお前は「何もできない」と考えるが、それと「何もしない」というの

は訳が違う。「何もしない」っていうのが「現実に向き合わない」ってことだ。そこがお前にとって

一番良くないところだ。前の宗教概念が残っている。抜けきれていない。ま、宗教うんぬん抜きにし

てもそういう姿勢ではダメだ。 

 



じゃあさ、お金返せません、すみません！って土下座してこいって？ 

 

やってみろよ。何度でも土下座してこいよ。もしかしたら、返さないで済むかもしれないじゃないか。

分からないだろ、「向き合ってみなければ」さ。なぜ出来ないんだ？ なぜウダウダ言っているだけ

で行動できないんだ？ 

 

それは… 

 

怖いからだろ。弱いからだ。つまり、人間力がないってことだ。強くないんだよ。そんな意識レベル

ではどんな夢をもっても絶対に達成できないよ。 

いいか、問題の内容なんて関係ない。それにどう向き合うか？が問題なんだよ。向き合うとは現実を

受け入れるところから始まる。どんなに最もらしい理由があったとしても、「何もしない」というの

は現実を見れていないことであり、それは現実を否定しているんだよ。現実を否定していながら、こ

の現実世界で成功したいなんておかしいだろ。 

 

あ、確かに。うん、なんか腑に落ちた… 

 

だから、何であれ行動・実践が重要だって何度も言ってきた。これはすべてに言える。恋愛にも、人

間関係にも、仕事にも、夢にでも。それらのどの分野で問題が起きたとしても、それに対する向き合

い方は全部同じだよ。現実を受け入れ、現実的で具体的な行動を起こすこと。何があっても「解決す

る」という意識を持って取り組むこと。問題に向き合うのだから簡単には済まないだろう。でも、「何

かしなければ」何も変化は起きない。いつまでも先延ばしになる。そうすれば次の展開は絶対に起こ

らない。でも、すぐには解決しなくても、具体的に向き合っていけば、その問題が完全に一件落着し

ていなくても次の展開は起きるから。その姿勢が人間力につながり、その人間力が次のチャンスを確

実に手に出来る。 

 

だから、「本来の魂のパワー」を加味する人生とは、「より現実的であれ」ってことであり、「行動

することを忘れるな」ってことだ。オーラだとか、チャクラだとか、エネルギーの流れとかは気にし

ないでいい。そういうパワーのことではないから。 

 

 

113 対話も終わりに 

 

さて、そろそろお前との対話も一旦終わりだ。 

 

え？ マジで？ 

 

いつまでもお前に付き合ってられないからな。疲れたよ。 

でも楽しかった。お前のダメさ加減が分かってね（笑） でも、お前の意識は少し変わってきた。そ

れが嬉しい。 

しつこいようだが、お前にとって今必要なのは何だ？ 一言で言うと？ 

 

現実に向き合うこと。 

 



その通り。 

とりあえず、スピリチュアルなことはすべて忘れなさい。神様だの、ご利益だの、エネルギーだの、

自己啓発だの、神社参拝だの、パワースポットだの、すべてを、とにかくすべてを忘れなさい。そし

て、現実の問題を自力で解決していくこと。 

そして、強いて言えば、常日頃から感謝の気持ちは忘れないこと。 

 

でも、魂とか運命パターンは意識するべきなんだよね？ 

 

もちろんそうだが、それはスピリチュアル的視点を持っていれば意識できるというわけではないから。 

なぜだ？ 

 

すべては現実に現れるから。 

 

そう。何度も言ってきたが、人間が現実世界を生きていくにあたって、非現実的要素も無視できない

のは事実だ。なぜなら、そもそも人間の存在は不可視なエリアに根源があるから。だから、「スピリ

チュアルな側面からアプローチすればいい」という考えが出てきた。ま、それも間違ってはいないの

だが、「アプローチの方法」と「アプローチすべき要素」を間違えている。でも、それは今は教えな

い。教えたら勘違いするから。 

 

いつか教えてくれるの？ 

 

分からん。お前次第だ。 

お前はもともと第六感センスが高い人間だったよ。子供の頃からそうだった。お前がまだ 2、3歳だ

った頃、一緒に熱海に旅行に行ったんだが、その時、お前は誰からも教わっていないのに、いきなり

海に向かって合掌しだした。面白い奴だなと思ったよ。 

 

今でも写真が残っているよ。 

 

わしが娘に（僕の母）に「すぐ撮れ」って言ったんだよ。 

 

あ、そうだったんだ。 

 

第六感センスが高い人間は、人生を踏み外すリスクも高い。 

何が真実か、何が現実かが分からなくなるからだ。そうなると、なぜか天に意識を持っていってしま

う。だから失敗する。苦労する。どんなにスピリチュアルを学んでも、結局お前が生きているのは霊

界ではなくて現実世界だからね。現実を極めるから非現実的なことも極められる。それがスピリチュ

アルな要素とのバランスであり順番だ。もちろん、霊界に行けばその順番は逆になるが、何事も生き

ている以上はすべて現実的アプローチが優先される。それを絶対に忘れないように。 

 

分かった。 

 

プライドを捨てなさい。 

夢を語るのを辞めなさい。 

スピリチュアルな本を読むのも辞めなさい。もう十分だ。 



仕事に専念しなさい。 

嫁さんを大事にしなさい。 

ひとつひとつ問題を解決していきなさい。 

何か困ったら、各々の専門家に相談して現実的アプローチを取りなさい。間違ってでも神様が助けて

くれるなどとは思わないように。「なんとかなる」とは思わないように。 

 

わかった。 

 

わしの墓参りに来なくていいから。 

来る時間があったら働け！ 

 

もう話せないの？ 対話はこれっきり？ 

 

とにかく、お前次第だな。 

お前が生きることに本気になったなと判断し、許可が下りたら対話の再会も“あるかも”しれない。す

べてはお前次第だ。 

 

許可？ 

 

ま、いいから。気にするな。 

で、今日が仕事の最後だったね。 

（この日 2012 年 1 月 31 日、当時していたアルバイトの最後の日だった） 

 

そう。 

 

前にも言ったが、次の仕事は「お前の根性を叩き直すため」にある。相当大変だと思うが、絶対に逃

げるなよ。逃げたら人生の再起は二度とないと思え。 

 

はい。 

 

とりあえず、次の仕事に就く前にちょっとした休暇を与えるから体調を整えなさい。次の仕事に就い

たら、それ以降ゆっくりできる時間はもうないから。 

そして、これまでの対話を思い出して反省しなさい。メモは取ってんだろ？ 読み返しなさい。 

 

分かった。 

おじいちゃん、本当にありがとう。 

 

疲れたよ。お前みたいな勘違い野郎はもうゴメンだ（笑） 

 

あはは（笑） 

 

最後にこれだけ言っておく。 

わしはお前を助けない。が、見守っているよ。 

がんばれ。 



とにかく、がんばれ。 

 

 

114 筆者より 

 

2011 年 3 月から始まった対話もここで（2012 年 1 月末）一旦終了した。 

2 月いっぱいを自分のために過ごし、2012 年 3 月 1 日からホテルのフロントマンの仕事に就いた。そ

れは現在の霊能の仕事とはまったく関係のない仕事だったが、ホテルでのキャリアは現在非常に役に

立っている。「魂は合理的だ」というのもうなずける。 

 

まる 1 ヶ月の休みの時期、まずは様々な問題を解決することに集中し奔走した。 

詳細は省くが、実際に具体的な行動を取ってみると信じられない様な良いことが重なり、無事に解決

に向かうことができ、何度となく救われてきた。今となっては当たり前だが、「現実に向き合うこと」

がどれだけ重要かを学ぶことができ、それは今でも変わっていない。 

 

音楽の夢も諦めた。が、思ったほどの決心は必要なかった。 

「もう音楽はやらない」と決め、持っていたあらゆる機材も売り払ったが、なぜか非常にスッキリし

た感があり、今でも意外と満足している。 

その資金を元手に、2012 年 4 月に結婚式を挙げ、家内とは以来一緒に生活している。今となってはか

けがえのない存在であり、金銭面・体調面も含めすべてを完璧に管理してくれている（笑） わたし

にとっての救世主である。 

 

 

さて、対話は 2012 年 6 月、私の 37 歳の誕生日に再開された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ４. 神・霊界・森羅万象の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 魂は霊界には戻らない 

 

あのさ、話し変わるけど、霊界の構造ってどうなっているの？ 

 

霊界の構造？ 

 

そう。前に読んだ事があるんだ。霊界は幾つかの階層かに別れていて、死後人間の魂はどこかのエリ

アに帰属すると。本当に幾つもの階層があるの？ 実際は何階層なの？ その階層レベルの上下が天

国と地獄のこと？ 俺の魂は死後どの階層に行くの？ 

 

下らん質問だな。 

 

え、なぜ？ 

 

霊界の階層を知ってお前の生活に何の役に立つんだ？ 

 

いや、役立つとかではないけどさ。 

いずれにせよ死後どこかの階層に帰属するなら、せめてレベルの高い階層に戻りたいしさ。結局、生

前の行いの善し悪しで死後の行き先が決まるんでしょ？ 生き方には役立つんじゃないかな？ 

 

お前はそもそも 2つの勘違いをしている。 

まず、魂は霊界には戻らない。そして、生きている時の行いの善し悪しで死後の行き先が決まるとい

うのは間違いだ。それは古い概念だよ。 

 

え？ 霊界に戻らないの？ 

 

戻らないよ。というか「戻れない」と言った方が正しいかもしれない。 

そもそも、魂の世界と霊界はまったく違うエリアだ。エネルギーという意味でね。 

 

じゃあ、どこに戻るの？ 

 

根源意識に戻る。ただし、それと霊界とは違う。 

 

生前の行いも関係ないの？ 

 

当たり前じゃないか。目的を持って生まれてくるからには、良い事も悪い事も学ぶし、それによって

行動の内容と結果にも善し悪しがでる。それを学ぶために来ているのに、善し悪し次第では死後天国

か地獄に別れるなんておかしいだろ。子供に「チャレンジしてご覧」と言いながら、「失敗したらタ

ダじゃおかないぞ！」って言うのと同じだ。そんなシステムを作るとしたら、それは単なるバカだ。 

 

じゃあ、何が判断基準になって死後の行き先が決まるの？ 

 



判断基準という点に答えるとしたら、それは「学びの度合い」だ。が、それで行き先が変わる訳でも

ない。いいか、「行き先が変わる」というのは忘れなさい。根源意識に戻るだけなんだから。結果、

生き方に役に立つこともない。 

 

じゃあ、霊界には階層もないってこと？ 

 

あるよ。3つだけね。 

 

やっぱり、あるんだ。ということは「霊界」も存在すると？ 

 

あるよ。さっきも言ったろ。 

 

 

116 魂の構成 

 

じゃあさ、何が霊界に行くの？ なぜ根源意識と霊界と 2 つのエリアがあるの？ 

 

いい質問だね。ま、そんな事知ったところで生活には役立たないと思うが。 

 

それ言っちゃ何も聞けないからさ。 

 

じゃあ、しばらくスピリチュアルな対話でもするか。 

 

まず、魂の構成を知らないといけない。 

では、魂とは？ 

 

意識。 

 

そうだね。だから、根源意識（根源魂）の世界では、魂は魂だ。つまり、他に付随するものはない。

さて、いわゆる輪廻転生を繰り返すことで魂は様々な人生を送り、色々な体験をしてきた。そこで、

その魂に他の要素が付随するようになった。 

何だと思う？ 

 

ん、、、経験値？ 

 

違う。「感情」だよ。 

輪廻転生の目的は、魂が感情を知り、それを意識と統合するプロセスのことだ。つまり、時間軸で言

えば、まず魂があり、その後に感情が付随するようになった。ということは、現在、一般的に言われ

ている「魂」とは、純粋な魂だけでなく、それに感情というエネルギーも組合わさった 2層構成にな

っている。純粋魂と感情魂だ。これが、お前が生きている現実世界での魂の構成だ。 

 

さて、この純粋魂と感情魂はエネルギーレベルが違うため、同じ空間には存在できない。つまり、感

情魂は根源意識のエリアには存在できないため、死後、純粋魂は根源意識のエリアに帰るが、感情魂

は分離する。その感情魂エネルギーが集まったエリアが「霊界」だ。 



 

へえ、なるほど。 

 

俗に言われてきた「あの世」とは、（この言葉を使用する人間の理解力にもよるが）根源意識と感情

エネルギーの溜まり場としての霊界の両方のことを指しているため、使い勝手がいいという利点があ

る一方、突き詰めて考えると「？」と迷いの原因にもなる。しかし、そもそも死後は根源意識と感情

エリアと別れるんだと分かれば、過去の神話や寓話の意味が分かり易くなるだろうね。 

 

でもさ、さっき「死後に行き先はない」って言ってたよね？ 

 

だから、魂が戻るのは根源意識なんだから、行き先に違いはない。 

でも、お前の疑念は分かるよ。つまり、人間が意識を置いているのは魂だから、やはり魂が主体にな

る為、死後の行き先はおのずと根源意識だけになる。しかし、死後、感情は分離して感情エネルギー

の溜まり場（霊界）に留まるわけだが、そこに意識はないから、霊界に「自分」という主体の認識は

ない。つまり、どこにメインの意識を置いているか？の違いだ。 

 

なるほど。 

じゃあ、いわゆる「幽霊」というのはどっちなの？ 

 

霊界だよ。根源意識ではないため、魂の仕業でもない。 

こう考えてくると、幽霊の実態も分かっただろ。 

何だ？ 

 

幽霊の実態は、感情エネルギーのことか。 

 

そう。 

 

 

117 天国と地獄は方便 

 

じゃあ、天国が根源意識のことで、地獄が霊界のこと？ 

 

面白い意見だね。なぜ、そう思う？ 

 

いや、そうかなと思って。 

ザックリ言えば、天国は平和な環境で地獄は責め苦な環境だから、単純にそう思っただけだけど。 

エネルギーで言えば天国はポジティブで、地獄はネガティブなのかな、と。 

 

なるほど。 

結論から言えば、根源意識は天国のことではない。天国と地獄とは、霊界の階層のことだ。 

 

階層の上・下のことか。上が天国で、下が地獄だと。 

 

ま、そういう理解でもいいかもしれない。が、実際は違う。 



 

実際は違うって？ 

前に「霊界の階層は 3 つある」って言ってたよね？ ということは、上・下の他にもあると？ 

 

まず、霊界の階層に何であれ「上・下」という優劣はない。「階層」というのはお前のイメージしや

すいように言っただけで、実際は違う。 

簡単に言えば、上・下ではなく、3つ並んだ部屋だと思えばいい。すべて同格だから。ただし、やはり

同格という概念だとイメージしにくいだろうから、あえて上・下で説明するよ。 

霊界は、「上・中・下」と 3階層ある。（厳密には“3つの傾向”がある） 

では、霊界とは何だった？ 

 

感情エネルギーの溜まり場。 

 

そう。ということは、「上・中・下」はそれぞれ「感情の傾向の違い」になる。お前の表現を借りれ

ば、「天国はポジティブな感情、地獄はネガティブな感情」と言った方が分かりやすいかもしれない

が。 

 

「上・下」はまだわかるけど、「中」って？ 

 

感情バランスがとれてるエネルギーの階層だよ。 

つまり、死後、魂と分離した感情魂は、この 3つのエリアのどれかに落ち着く。そして、霊界は感情

エネルギーで構成されているため、簡単に言えば「良い感情・悪い感情」と別れる訳だ。それを人間

は「天国と地獄」と表現した。が、実際は、魂の世界では、感情に良い悪いと区別しないため、どれ

も同格という意味で捉えている。 

ま、「天国と地獄」と分けた方が分かりやすいのかもしれないが、そもそも「天国と地獄」という概

念を持ち込んだのは霊的支配者（歴史上における宗教的指導者のことと思われる）の仕掛けだから、

気にしなくていいんだよ。 

 

 

118 死後観のパラドックス 

 

気にしなくていいって？ もし「地獄」と言われる階層に行ったとすれば苦しむ訳だよね？ なら気

になるよね？ 

 

それが人間らしい考え方だね。ま、霊的支配者はその概念を逆手に取って民衆の思考をコントロール

したわけだが。 

ま、いい。話を戻そう。 

逆に質問したい。 

なぜ「天国＝楽、地獄＝苦」だと思うんだ？ 

 

そう言われてきたから。言い伝えっていうやつ。 

 

なるほど。では、なぜそれが正しいと思うんだ？ お前は見たのか？ 

 



いや見てないよ（笑） でも、見てきた人間もいて、実際に記録だって残っているよ。そういう人が

「地獄は皆が苦しんでいて、天国では平和な世界で…」っていうようなことを記録しているし。 

 

死んだ後のことなのに、なぜ記録に残せるんだ？ 死後の話をどうやって持ち帰ってくるんだ？ 

 

いわゆる臨死体験で見てくる人もいるんだよ。その証言が言い伝えのそれと一致しているんだから、

正しいと思うでしょ。 

 

じゃあ、死後、正解を見てきて「実際そうでした！」もしくは「実際は違いました！」っていう照合

はあるのか？ 

 

俺が知る限り無いと思うよ。あ、中には前世や死後の記憶が継続して残っている人がいる。 

 

その人は、「やっぱり地獄は責め苦の世界だった」って言ったのか？ 

 

詳しくは分からないけど、そうだと言う人もいるよ。 

 

なるほど。 

何が言いたいのかというと、知識という面での刷り込みでしか人間は世界を認知できないってことだ。

つまり、天国と地獄があるから「ある」というのではなく、天国と地獄があるらしいという結果を知

っているからそう捉えてしまうんだよ。順番の問題だ。 

もっと言えば、霊界は感情エネルギーの世界なのに、「平和だ」とか、「苦しみだ」という“環境”と

して見ること自体、辻褄が合わない。感情は環境ではないからね。 

 

あ、なるほど。 

 

そもそも、霊界は現実世界ではないエリアなのに、現実的な環境・設定という景色で見ること自体が

おかしいんだよ。 

 

確かに。 

 

 

119 幽霊の実態 

 

じゃあ、安楽も苦しみもないわけ？ 

 

ないよ。単なる感情エネルギーの溜まり場なんだから。もっと言えば、もしネガティブな感情が溜ま

っているエリアでも、その感情から言えばそれが“スタンダード”な感情なんだから、逆に「自分にピ

ッタリ合う世界だな」と思っているはずだよ。逆もしかりだ。もちろん、これは人間的な視点で言え

ばの話だが。 

 

なら死後どうなるのか？なんて気にしなくていいわけだ。 

 



気にしなくていい。前に言ったように、たとえネガティブな感情であったとしても、それも魂の課題

として込みで生まれてくるんだから、そこをジャッジしても仕方ないだろ。 

 

なるほど。 

ちなみにね、俺がいた原理主義系キリスト教団では「天国と地獄は無い」という教えだったから、個

人的には「そもそも無いだろう」と思って育ってきた。だから、死後については恐怖心は無いんだけ

ど、その教えは真理を突いていたと？ 

 

いいや。お前のいた教団は、単に「一般的に言われている通説を否定することで自らの教団の差別化

を図る」という方針の結果として「天国と地獄は無い」と単純発想で決めただけの話だから、そこま

で深くは考えていない。クリスマスもダメ、誕生日のお祝いもダメ、流行もダメ… ケツの穴の小さ

い教団だな。 

 

あはは（笑） 

じゃあさ、「中」の感情エリアって何なの？ 感情バランスが取れているのが感情エネルギーだって

言ってたけど。 

 

それを話す前に、幽霊について話そう。おのずと「中」についても分かるから。 

幽霊の実態はもう分かったね？ 

 

感情エネルギーの仕業だ、と。 

 

そう。魂の仕業ではない。 

 

でもさ、人間のイメージで現れたりするよね？ 

 

見る側がエネルギーを「人間だ」と認識しているだけの話だよ。見る人によっては色々変わるよ。動

物に見えたり、鳥に見えたり、獣や爬虫類に見えたり文化によっても様々だ。欧米では、大抵はキリ

ストかマリアか悪魔かのどれかだ。つまり、見る側の人間が、不可視な要素を“どんなイメージ”と連

動して記憶しているか、で変わる。それだけの話だ。 

 

ということは、何かの“存在”が幽霊として現れるのではなく、単なるエネルギーだと？ 

 

そうだよ。 

 

じゃあさ、憑依もエネルギーなの？ 

 

その通り。 

 

なら怖がる必要はないわけだ。 

 

そうだね。怖がる必要はない。 

ただし… 

 



ただし？  

 

 

120 憑依の実態 

 

憑依や幽霊自体を怖がる必要はない。ただし、その実態が感情だからこそ厄介だ。 

 

厄介？ 

 

感情一発で反応するから。 

憑依というのは、当人の（憑依される側の）感情に反応して起きる。エネルギー的な反応、エネルギ

ーの付着なんだよ。だから「憑依」という表現は正しくない。「付着」、「反応」という方がまだ正

しい。 

だから、霊感が強い・弱いは一切関係なくて、感情のブレ、もしくは感情の過剰な表現に反応する。 

 

繰り返すけど、それは、たとえば「殺したい」という気持ちを持った霊者の憑依で起きるのではなく、

「殺したい」という感情が作用すると。 

 

分かりやすく言えばそういうことだ。が、「殺したい」というのは感情ではないから、「殺したい」

という「行動に影響を与える感情」が作用する。 

 

そうか。 

 

ま、「殺す」という喩えは極端だが、分かりやすいからいいだろう。 

例えば、殺人をする人間は、よほどでない限り「殺す」という目的を持って犯行に及ぶ事は少ない。

気が付いたら「殺してた」という突発的なことが多いんだが、それは、①下手すると「殺す」という

行為に及びかねない感情を当人が持っていて、②その感情に反応して（霊界の）感情エネルギーが付

着することで相乗効果が起きる。それが犯行に及ぶという結果になる、というのがエネルギー的なプ

ロセスだ。  

 

はぁ、なるほどね。 

 

だから、霊的な意味での怖さを持つ必要はないが、感情エネルギーの“パワー”を侮ってはいけない。 

 

感情というのは？ 

 

喜・怒・哀・楽だよ。 

あえて分ければ、喜・楽がポジティブ、怒・哀がネガティブかな。 

 

どちらが強いの？ 

 

どちらもパワーという意味では同じだ。優劣はない。が、怒・哀の方が影響度の大小が分かりやすい。 

だから、幽霊界も大抵は陰気でもの寂しげなものが多い。 

 



うらめしや、だね。 

感情エネルギーのパワーを侮ってはいけない、というのは興味深いね。 

 

そう、決して侮ってはいけない。当人の人生を生かすも殺すも感情次第だ。 

 

 

121 カルマは行為と関係ない 

 

じゃあ「中」の感情エリアとは？ 感情バランスが取れているのが感情エネルギーだって言ってたけ

ど。 

 

さっきも言ったが、輪廻転生とは感情と意識の統合のプロセスだ。つまり、喜・怒・哀・楽という各

感情を知り、そのパワーの効果の損得を学ぶこと、そして、それら各感情のバランスを保つことが必

要になる。 

 

じゃあ、カルマって？ 

 

カルマは感情の不均衡、歪みのことだよ。 

 

前世でやったことの清算とかではないの？ 

 

やったことは関係ないよ。前世で人を殺したら今生では逆に殺される、なんてことになったら大変な

世の中になってしまうよ。そこら中で殺し合いが起きるだろうね。 

たとえば、前世で誰かを殺したとしよう。カルマは、その行為ではなく、その行為に及んだ感情、そ

の行為の後に抱いた感情エネルギーの持ち越しだから、そのアンバランスを解消するのも感情エネル

ギーの取り扱い次第になる。 

 

どう解消できるか？がテーマになるわけだ。 

 

話を戻そう。 

つまり、精神世界でよく言う「学び」とは感情についての学びであり、「気づき」とは己の感情と現

実の関連性を知ること。それが感情エネルギーの解消のために役立つ、という構図が本来のセオリー

だ。思考やイマジネーションを「学ぶ」こと、それに「気付く」ことではない。 

 

感情の振り幅があった方がいいんだ。 

 

学びのプロセスとしてはね。ただ振り回されてはいけない。簡単に言えば、「感情に振り回されるの

ではなく、感情を利用しろ」となる。 

では、「中」エリアとは何だと考察する？ 

 

パワーが安定してて、強くて、偏っていないってことかな？ 

 

そうだね。では、そこから何がわかる？ 

 



有効利用できるかどうか？ってことか。 

いわゆる「憑依」は、こちらの感情に反応するわけで、それは物理的な反応だからコントロールはで

きない。影響があるなら、バランスの取れた「中」エリアの感情エネルギーの影響を受けたい。が、

それはこちら次第だ、と。 

逆に言えば、「喜」という感情エネルギーの作用を望んでも、こちらが「哀」という感情を持ってい

たら、どんなに思考やイメージを極めても意味がない。だから「引き寄せの法則」を実践してもダメ

って言ってたのか。 

 

そう。分かってきたようだね。 

昨今のスピリチュアル系では、霊界は「霊の世界だ」という固定観念がある。それは、霊というエネ

ルギーを何かしらの人物的要素で見る事が多いことに起因しているのだが、実態は「感情」だと思え

ば分かりやすい。要は、「霊＝感情エネルギー」なんだよ。 

 

何かスッキリしたよ。 

いやね、これまで色んな本読んできたし、その手の人から話も沢山聞いてきたけど、霊界の階層は幾

つもあって、それぞれでの環境が違うとか、生前どういう事をしたらどの階層に行くとかの説明ばか

りで。それはそれで知識としては面白いんだけど、逆に良くない霊が憑いているからすぐ除霊しろと

か言われたり。それは間違っているわけだ。 

 

ここが霊能の世界の難しいところだね。だって、見る当人にはそう見えてしまうのだから、「それは

違う！」と言っても話にならない。だから他の霊能力を蔑視するようになるが、それじゃ宗教と一緒

だ。 

ただひとつ言えるのは、昔は霊界はもっと細分化されていたのは事実だよ。細分化されているように

「見えた」という表現が正しいかもしれないが。 

というか、そもそも、ある勘違いをしているんだよ。 

 

 

122 スピリチュアル最大のパラドックス 

 

スピリチュアルの勘違いって？ 

 

「スピリチュアルの世界は不変だ」と思っていることだ。 

 

はぁ… 

 

単純な説明からしよう。現実は「何か見えない要素の影響を受けている、作用している」という考え

が昔からあり、昨今、物理学や科学でも「そうらしいぞ」という数々の発見が出てきた。その際に、

その見えない要素が霊界だと思っていることが間違っている。そして、霊界は昔も今も変わらない普

遍的なものだと思っている。 

 

不可視な要素と現実世界は関連していると？ 

 

もちろん、関係しているよ。ただ、既存のスピリチュアルな概念のままではついていけないだろうね。 



つまり、歴史という時間軸で見ても時代は常に変化しているのに、向こうの世界は変わらないという

のは矛盾している。時代が変わればスピリチュアルも変わる。ま、厳密に言えば、スピリチュアルの

世界が変化しているから時代も変化しているのだが。 

 

スピリチュアルはどう変化しているわけ？ 何が変化しているの？ 

 

まず、力関係が変わってきている。その結果、スピリチュアル世界の構図も変わってくるし、それに

伴って、いわゆる「現実化のプロセス」も変わる。 

 

力関係？ 

 

感情エネルギーのバランスが変わってきている。 

喜・怒・哀・楽のどれかが突出していた状態から、徐々に各感情エネルギーが均されてきている。要

は、感情エネルギーCPUの割合が等分になってきたと思えばいい。等分になることで、各感情エネル

ギーのパーティションが薄くなってきた。これは、パーティションが無くなることが魂の目的である

から避けられない。 

 

その結果、意識・価値観も変化している。それは若い世代の価値観を見れば分かるだろうし、世界情

勢にだって現れているじゃないか。スピリチュアル系の人間は、すぐ悪い要素に着目してはオカルト

と結びつける傾向がある。やれ陰謀論だの、秘密結社の仕業だの、コントロールされているとかね。

悪い要素に着目すること自体にも当人の感情レベルが現れる。 

 

コントロールされていると気付けること自体も変化していると。 

 

ほんの 10年前と比べたって意識は変わっている。原発の問題への関心だってその一面だろ。 

 

おじいちゃんは原発反対派なの？ 

 

それについては答えない。 

 

あ、逃げたな（笑） 

 

その点については賛成・反対だと皆が思うほど単純な問題ではないよ。魂的な意味でもね。でも今は

答えない。言っても理解できないだろう。 

 

わかったよ。 

じゃあ、なぜ霊能力で見る人たちは、古い要素を見るんだろうね？ だって、変化しているなら変化

に気付くでしょ？ 

 

固定概念が感情と直結しているからね。あとは、今はちょうど変化し始めている時でもあるという理

由もある。ただ大事なのは、変化しているわけだから、これまでの知識、概念、ノウハウでは適応出

来なくなる時がくるってことだ。それだけはよく理解していた方がいい。そういう意味では、いわゆ

る霊能力の世界でも新旧交代が起きているし、それは科学の世界でもおき始めている。楽しい時代に

なってきたね。 



 

 

123 除霊の盲点 

 

感情エネルギーの話に戻るけど、除霊ってどうなの？ 

 

逆に質問したい。今までの対話を通して除霊は何だと説明する？ 

 

感情エネルギーの付着を外す行為だと理解した。 

 

そう。ということは、仮に除霊をしても？ 

 

ん…当人の感情が変わらない限り、同じ現状を繰り返す？ 

 

その通り。ここもスピリチュアル系の理解で欠落している部分だ。つまり、除霊は単なる対症療法で

しかなく、根本的な因果関係と改善の指導がないんだよ。 

 

あえて指導しないってこともあるのでは？ 

 

あるね。その方がリピーターが増えるから。 

 

おっと、敵にまわすようなこと言うね（笑） 

 

でも、感情エネルギーの関連性について知っている人間は本当に少ないよ。だから、除霊する方は、

除霊される人間を見ると背後に何かしらの存在が憑いているように見えるから、「また憑依されてる」

と単純に思っている。その感情エネルギーをご先祖様の霊だとか、誰々の霊が憑いていると人間的要

素で見てしまうから厄介だ。かえって霊視能力はなくたっていいんだよ。見えてしまうと勘違いする。 

 

ということは、除霊の儀式みたいなことしなくても、当人の感情エネルギーの扱い方、解消の仕方を

教える方が効果的だってことになるよね？ 

 

そうだよ。それが分かれば自己防衛も出来る。 

そもそも「除霊した」というのはどう判断するんだ？ 見える人間には「憑いていたのが離れたから」

と思っているだろうが、除霊された方は「除霊された」とどう判断するんだろうね？ そうなると、

本当に除霊されたのかすら疑わしい。 

 

確かに。でも、身体が重くなるとか、自分の意思とは違う事がおこってしまうとか、ネガティブなこ

とが続くとかなると霊の仕業かな？と思うこともある。で、除霊されるとスッキリする。 

 

何がスッキリするんだ？ 

 

身体が軽くなるとか 

 



気持ちの問題だよ。っていうか、除霊が必要な人間なんてほとんどいないよ。いても 1万人に一人く

らいだろうね。気にしなくていい。要は、当人の感情次第なんだから。 

 

なるほど。でもさ… 

それでも除霊が必要な人間が 1 万人に一人の割合でいるわけだよね？ それはどういうことなの？ 

俺の体験でも、幽霊とかのレベルでなくて、明らかに何かしらの霊者が現れたり、その霊者から影響

を受けたりしたことはあったんだよ。感情の反応だっていうのは分かったけど、それでは済まないケ

ースもあると思うんだ。それについてはどう説明するわけ？ 

 

 

124 本物の幽霊 

 

本当に霊者が現れることもあるよね？ 俺の体験でもあるし、それも感情エネルギーの反応なの？ 

そうは思えないんだけど。 

 

いわゆる、本物の幽霊についてだね。 

 

本物の幽霊？（笑） 

 

つまり、意識が連動したケースだ。それは本当に、本当に稀だけどな。 

 

どういうこと？ 意識が連動？ 

 

まず理解すべきなのは、何度も言ってきたように幽霊とか憑依はあくまでも感情エネルギーの反応だ。

これが基本だとよく理解するように。そして、今お前が質問したことは例外中の例外のケースだ。 

 

さて、確かに何かしらの霊的存在が現れたり、憑依したり、影響を与えることもある。それは、感情

エネルギーに意識、つまり魂エネルギーが連動した場合だ。 

前にも言ったが、現在の魂は単なる魂だけでなく、感情エネルギーと二構成になっており（純粋魂と

感情魂）、死後それぞれ行き先が違う。しかし、純粋魂と感情魂は完全に決別するわけではなく、純

粋魂は己と関係している感情魂と情報的にリンクしている。 

 

なんでリンクしているわけ？ 

 

輪廻転生を繰り返したことで、各々の人生で生み出した感情のシコリや偏りがカルマになるから。宿

題・課題なんだよ。それを忘れては生まれる意味がないから、純粋魂と感情魂は死後エネルギー的に

は共存できないだけでしっかりリンクしている。また、ただ、魂は特定の感情だけとリンクしている

わけでもない。つまり、喜・怒・哀・楽すべてに持ち越し課題があるわけだから、生まれる時に、今

回は「怒」に特化して生まれます、「哀」に取り組んできます、と決めて生まれるわけだ。もちろん、

すべての感情を課題として抱えて生まれることも多々ある。 

 

なるほど。 

 



さて、死後別々に別れた純粋魂と感情魂の中でも、感情エネルギーに執着する魂がいる。つまり感情

魂のリンクに常にアクセスしている魂だ。これは①意図的な場合と、②気付かないで執着する場合と

あるのだが、これがいわゆる“本物の幽霊”、霊者だ。 

この場合、感情エネルギーだけの反応ではなく、反応に魂の“意図”が関係するため影響度は大きいし、

もし何かしらの人間的存在として現れる場合は、明確な存在として出現する。足がないとか、ぼんや

りしたイメージとかにはならなず、本当に“いる”存在としてね。 

お前も会った事あるだろ？ 

 

何度かね。でも不思議なのは「怖さ」を感じないんだ。 

 

それは①の意図的に感情魂とリンクしてる存在であり、尚かつ感情エネルギーのバランスが取れてい

る霊者だね。 

 

 

125 魂と感情魂が別れる意味 

 

ってことは、感情エネルギーに執着する魂が、いわゆる成仏できていない魂ってこと？ 

 

厳密に言えば違う。ここも判断の難しいところだが。 

 

どういうこと？ 

 

ん、、、説明するのが面倒くさいんだけど… 

 

説明してよ。面倒だなんて… 

 

今はスピリチュアルの世界も変化している時だから、新旧の概念を説明しなくてはいけないから面倒

なんだよ。 

まず、成仏って何だ？ 

 

死後、魂があの世にいくこと。 

 

ま、そうだね。じゃあ、あの世って？ 

 

根源意識エリアのことでは？ 

 

今はね。でも昔は違った。いわゆる感情魂エリアのことをあの世と言っていた。 

 

はぁ、ややこしいね。だからあの世には天国と地獄があると思ったんだ。 

 

そう。 

 

なぜ、変化したわけ？ 

 



魂が感情魂と密接に繋がっていたから。密に繋がった上での学びを体験していた時代だったんだよ、

これまでの約 1000年間は。いわゆる魂が「放とう息子」な状態だったわけで、自力での学びに特化し

た時代だったからこそ感情魂（感情エネルギー）が増えた。そして、今は感情エネルギーを精査する

時代に移ってきたから、魂を感情魂と分ける必要もあってエネルギー的にエリアが変わってきたんだ

よ。 

 

いつから？ あ、アセンションが起きると言われる 2012 年？ あ、それはまだ先か（この対話は 2011

年に行われている）。いつからエネルギー的変化が起きているわけ？ 

 

1914 年頃だね。 

 

1914 年！？ おっと、これはビックリだわ… 

 

その年に明確にスイッチが変わった。もちろん瞬間的に魂と感情魂の分離が起きた訳ではない。徐々

にだがね。 

 

悪霊がその時に霊界から現実世界に降りてきたの？ 

 

悪霊というのはあくまでも比喩だが、エネルギーの分離が起きた時に根源意識に戻らず、感情エネル

ギーを利用して意図的に現実世界との接点を持つようになった魂が非常に多かったよ。それが黙示録

のその記録だよ。 

ま、それも仕方ない。現実世界での味を占めて本来の意識を忘れた魂が多かったからね。もちろん、

そういう事態も込みでの一大変化だったわけだが。今は、これまで魂が学んできた事の総括が起きて

いるんだよ。 

 

（注： 私が以前いたキリスト教団では、1914 年に天から悪霊が地上に落とされたという教理をうた

っており、そのために第一次世界大戦などの激変が起きたと解説していた。もちろんこれは単なるこ

じつけなのだが、マニアックなスピリチュアル系の本でも 1914 年という年は特異な年と説明されてい

る。ちなみに、「1914 年頃」と祖父が言ったのには別の意味合いもあるのだがここでは扱わない） 

 

話が逸れたな。そもそも成仏について話していたから話を戻すよ。 

 

 

126 死後の展開について 

 

整理すると、成仏とは、これまでは霊界（感情エネルギーエリア）に戻ることを言っていたが、これ

からは違う。死後、魂は感情魂と別れて素直に根源意識エリアに戻る。成仏とは、一般的には「霊界

に戻ること＝成仏」と考えているが、感情と意識の統合が行われ感情エネルギーの偏りが無くなった

状態のことを言う。感情と意識の統合とは、感情の価値と効用を学ぶことで感情エネルギーの安定を

図ることだ。 

 

涅槃は？ 

 



もう転生しないレベルの状態のこと。でも、それでも転生する魂もいるし、さっきも言ったような、

意図的に感情魂と連動して現実界に影響を与える魂もいる。 

 

じゃあ、四十九日っていうのがあるけど、あれは？ 初七日とか。 

 

いわゆる「あの世に行く手前の期間」ってやつだな。わしの概念で言えば、魂と感情魂がエネルギー

エリア的に行き先を分けるまでの期間となる。必ずしも四十九日かかるわけではないし、もっと短い

ケースもあれば、やたらと時間がかかるケースもある。感情に執着して感情魂から魂（意識）が分離

できない場合は、四十九日がずっと続くわけだし。 

 

閻魔大王のお裁きはあるの？ 神の審判とか。 

 

何かしらの人物的存在とのやり取りはないよ。自己復習みたいなものだから、いわゆる“個人”で行う

もので、何かしらの存在から「裁かれる」ことはない。ただ、その人生の復習はあるし、復習のテー

マは感情的問題との関係についてがテーマだ。感情的アンバランスをどれだけ解消できたか？という

ことだね。 

 

お裁きは無いんだ。 

 

ないよ。だって感情エネルギーは放っておいたって感情の波動が合うもの同士で集まり合うから、そ

こに裁きも何も関係ない。単なる波動的反応で、「上・中・下」に分れるだけだから。 

 

その感情エネルギーを利用して「何かしよう」とする魂がいるわけだ。それが、いわゆる本物の幽霊

だと。 

 

そう。 

 

それに憑依されたら大変だよね。いい本物の幽霊に憑依されたらラッキーかもしれないけど。 

 

ラッキーもアンラッキーもないよ。憑依されない方がいい。ま、そういう憑依はほとんどないが。 

 

なぜラッキーでもアンラッキーでもないの？ そういう憑依の影響で大成功できたり、ヒーローにな

れたりすることはないの？ 

 

ないよ。もしあったらとしたら、憑依された方は必ず負の影響が出るから、最終的にはいい事はない。 

 

なぜ？ 

 

もし憑依されて成功できたとしたら、それはまず、①その当人の魂の実力ではないから、魂的には何

の評価にもならない。魂の成長とカウントされないわけだ。そして②、エネルギー的負荷がかかるか

ら身体とメンタルがもたなくなる。その結果、病気したり、早死にしたりする。 

 

あ、それが「命と引き換えの成功」と言われるやつだ。「悪魔に魂を売る」とか「クロスロード」と

か。 



 

そうだね。でもそれは単なるエネルギー的な話であり、悪魔だとか神仏とかは関係ない。 

②の場合は、意図がある憑依と言えども基本はエネルギー的な反応だ。しかし、エネルギー値が全く

違うので人間の側のエネルギー許容量（器）を超えてしまうため、負荷がかかってしまう。馬力の少

ない車なのに馬力以上の働きを求められる様な感じだ。 

 

分かり易い。その霊界エネルギーが当人のエネルギーをパワーアップさせることはないの？ 

 

基本ない。当人が感情バランスを整えたら話は別だが、それも無理だ。だって、特定の感情に特化し

て反応するから、憑依されたらそもそもバランスを整えることも出来ない。 

 

なるほど。 

そうなると、守護霊はどのエリアの存在になるわけ？ 

神様とかは感情魂なの？ 純粋な魂の化身とか？ 

お墓参りとか、神社参拝は何か当人に影響があるの？ 

色々訊きたい事が増えてきたわ。 

 

 

127 お墓参り・神社参拝の勘違い 

 

お墓参りとか神社参拝はどうなの？ 

 

どうなのって？ 

 

なぜする必要があるのか？ 

 

必要？ 必要なんかないよ。人間が勝手にやっていることだろ。 

 

ちょっと待った。それは言い過ぎでは？ 

 

「なぜする必要があるか？」という質問自体がまずおかしいだろ。あるのか無いのかで言ったら必要

なんか無いよ。こっちは何も求めていないんだから。 

 

でも連綿と続いた歴史の中でずっと受け継がれているわけだしさ。 

 

それで当人が「お墓参りしよう」と思うなら、それはそれでいいじゃないか。強制ではないんだから。 

 

でも人間が本来持っている意識はあるよね？ 

 

あるね。だからそれに準じて当人が「したい」と思うならそれで良いんじゃないか？ 

 

ま、そうだと思うけど。 

 

お前が聞きたいのは、お墓参りや神社参拝に「効果があるのか？」ってことだろ。ご利益があるのか？ 



 

そうそう。 

 

ご利益は無いよ。 

逆に、何でご利益を与えなければいけないんだ？ お前に何の義理があるんだ？ 

 

わざわざお墓参りに言った訳だし… 

 

本音を言ったな（笑） 

ま、いい。それが昨今のスピリチュアルの甚だしい勘違いだしな。 

 

でも、「神社やお墓参りでお願いをしてはいけない」という理解も広がってきたよ。 

 

「してはいけない」というのはおかしい。「しても意味が無いから」だろ。なぜだ？ 祈っても効果

が無いと認識しているからだよ。「叶わねぇじゃん！」ってな。つまり、人間側の視点での、そっち

の都合での理解だ。真実を理解していない。 

 

それは分かる。だから最近は「本来は感謝を捧げるのが正しい」という理解も増えてきたよ。 

 

感謝？ 何の感謝？ 

 

生きている事だったりさ。 

おじいちゃんだって前に言ってたよね？ 「人間は見えない要素とのつながりで生きている」って。

その存在への感謝だよ。 

 

「その存在」って？ 

 

ご先祖様だったり、神様だったり、魂だったり、人それぞれ対象は違うだろうけどさ。 

 

「対象」ね… なぜ「対象」を必要とするんだろうね、人間は。 

もっと言えば、お願いしたいならお願いしたって良いんだよ、別に。 

 

え？ どういうこと？ 

 

 

128 お墓参りの通念 

 

あ、それでも「こっちは関係ないから」って言うんでしょ？ 「お願いしたければ勝手にどうぞ」っ

て。 

 

違う。 

あのな、よく考えてみろ。いいか、前にも言ったように「人間は見えない要素との関連で生きている」。

両者一体なんだから、「すべて自力でやれ」ということはない。しかし、その関連性をどう捉えてい

るかで話は大きく変わる。 



では、見えない要素とは？ 

 

神様？ 

 

違う。魂だよ。 

では、魂は誰のものだ？ 

 

誰のもの？？ 

 

お前の魂はお前のものだ。厳密に言えば「お前＝魂」だ。 

 

あ、そうか。 

 

「あ、そうか」って、今までの対話でお前は何を理解してきたんだ？ 

 

だって、「自分＝魂」だなんてハッキリと言ってなかったよ、おじいちゃん。 

 

お前な、ぶっ殺すぞ… 

 

いや、ちょ、ちょっと待って。「自分＝魂」だというのは分かってるよ。 

たとえば、スピリチュアル系では「わけみたま」と言って、根源意識という根源魂の一部であるとい

うのはよく言われている事だし、「自分＝魂」という概念は浸透しているよ。 

 

「わけみたま」だから「自分＝魂」か。 

笑えるね（笑）バカバカしい。 

 

バカバカしい？ 

 

そんな通り一遍の理解。それが何なのか？ その実態が分かって言っているのかな？ 

ま、いい。話しを戻そう。 

 

要は「お借りした」んだよ。 

基本的な事を話すよ。まず、「今」生きているのはお前だ。そして、「今」生きている人間が生きて

いく上で関連している「見えない要素」とは「魂」のことだ。それだけだ。霊界だの、神様だの、ご

先祖様だのは関係ない。 

 

さて、今の命は単発で発生した訳ではないね。親が、母体が必要だ。魂が現実世界に生まれる時に「身

体」という現実的な受け皿が必要なわけで、親の存在、というか、親の「命」があってお前の命があ

るわけだ。しかし、親の命もそのまた親の命があって存在できたわけで、代々の命のつながりの上で

今のお前が存在している。これは当たり前のことではないよな？ 

ここでまず、己が存在できている「命」は、命が受け継がれてきた結果で成り立っているという事実

が出てくる。 

 

うん、それは分かる。 



 

ま、これは人間達も分かっていることだろう。だから、命に感謝だ、お墓参りは必要だ、感謝だから

お願いはダメだって言う。これが一般的な理解だ。 

 

でも大事なことでしょ？ 

 

もちろん大事な事だが、感謝が大事なら、わざわざ墓地に行く必要もないよな？ 感謝の気持ちを忘

れなければいいんだから。 

 

ま、確かに。 

でも、そういう対象があって、お墓参りという実践があると実感しやすいよね。神棚に手を合わせる

とか。 

 

そうだろうね。自分の気持ちと行動が連動するわけだから「やった感」がある。 

しかし、それ以外にも「当たり前のことではない」理由がある。そっちの方が大事なんだよ。 

 

 

129 先祖「代々」の真意 

 

生まれる際には、当人の魂の目的・課題も考慮した上で一番相性がよい親を選んで生まれる。そして、

その親も、同じく条件を満たす親のもとで生まれてくる。しかしだ、親の目的・課題と子供のそれと

は違う。各自違うわけだから、親の魂とお前の魂とは基本関係がない。あくまでも必要を考慮した上

で、その親がベストだと思ったからその親を選んだ。 

さて、ここからが大事なことだ。 

そもそも、何が各々の魂を繋ぐ要素になるのか？ってことだ。つまり、その魂の目的・課題と、その

親（家系）は相性が良いと判断する要因は何か？ってことだ。それが基本だから。 

各血流（家系）はエネルギーが違うから、魂の目的・課題は違えども全く関係ない家系に生まれる事

はできない。では、その要素とは？ 

 

魂の目的・課題の傾向が似ているから？ 

 

近いが違う。さっきも言ったろ、各魂の目的・課題はそれぞれ違うから各魂は関係がない。  

これまでの対話の核心をよく思い出してみろ。お前が正解を言うまでわしは答えない。  

 

哲学？ 倫理観？ 

 

違う。 

 

あ、意識だ。 

 

そう、意識だ。魂は意識だからね。 

ただ、ただ「意識」と言っても分かりづらいだろう。言い換えれば、受け継がれている精神性、価値

観、生死感、そして、見えない要素への認識度合いだ。ただし、精神性とは、世間で言うところの根

性論、精神論とは違うよ。 



 

なるほど。 

 

つまり、魂の目的・課題は各自違えども、その意識は共通している。逆に言えば、この受け継がれて

いる「代々の意識」を無視したら絶対に何事も上手く行かない。 

 

親と、もしくは代々と同じ仕事をしろってこと？ 

 

同じ意識が受け継がれているから同じ仕事だと分かりやすい、という意味では同じ仕事を受け継ぐケ

ースもあるかもしれない。が、絶対条件ではない。意識の内容が重要だ。そして、魂は進化・向上す

ることが根底目的にあるから、受け継いだ意識を進化させるように努力しないといけない。 

企業の 2、3代目が会社を潰す理由はここにある。つまり、受け継がれた意識を認識していないんだよ。

分かっていない。受け継がれた企業理念やノウハウや経営方法ばかり気にするが、大切なのはそこで

はない。 

つまり、命が受け継がれてきたことへの認識・感謝も大事だが、そもそも「なぜ」命を繋いだのか？ 

その動機付けが何なのか？が大事だ。意識がなければお前は存在しないのだから。 

 

言われてみれば、確かに。 

 

結果、人生で何をやるのも自由だ。が、そこに受け継がれている意識を無視してはいけない。その受

け継がれた意識は、イコール「お前の意識」なんだから。だから「魂＝自分」なんだよ。 

昨今のスピリチュアルでは、魂は「何か助けてくれる存在」という第三者的での認識が強いが、それ

は違う。それでは自分でイニシアティブを取れていないことになる。 

 

じゃあ、さっきの話に戻るけど、「お願いしてもいい」という真意は？ 

正しいお願いのノウハウでもあるの？ 

 

 

130 祈願してもいいこと 

 

じゃあ、「お願いしてもいい」という意味は？ 

 

つまり、「代々の意識を無視していない内容ならば」お願いしてもいい。 

ただし、「叶えて下さい」というのはダメだ。叶えるのはお前だから。「結果を下さい」というのは、

己の存在を否定することになるんだよ。「じゃあ、お前はなんで生まれたんだ？？」という話になっ

てしまう。 

 

そうか。でも、何て言うのかな… 「こうしたらいいよ」っていう手順、ノウハウってある？ 

 

一番強力な祈願は、「私を使って下さい」という意思表示だね。 

 

なるほど。それが「委ねる」ということか。 

 

その通り。分かってきたね。 



しかし、そもそも「受け継がれた意識」が分かっていないと意味がないから、「私の使命を教えて下

さい」というお願いもいい。そうすれば、使命に気付く展開が起きるだろう。その時、自分の思い描

いていた夢とは違う展開が起きることもあるが、それは受け入れないといけない。 

あとは、「努力しますので、役割を与えて下さい」とかね。そうすれば、 必要な出会い、つながりが

起きるだろう。それはお墓参りでも神社祈願でも同じだ。 

 

そうなると、自分の思い描いていた夢と使命が違ったとき、それを受け入れられるか？が大きな要素

になるよね？ 

 

それが「覚悟」だ。 

こちら側の事情を説明すると、せっかく必要な展開・チャンスを与えても、当人が「こうなるはずだ」

とか「こうなって欲しい」と勝手に思っている為にそのチャンスに気付けないケースが多い。お前も

そうだ。思考は現実化するとか、引き寄せの法則でイマジネーションが大切だとかいう糞みたいなノ

ウハウを実践しているためにな。それが己の可能性を狭めていることすら気が付かない。それでいな

がら「なぜ叶わないんだ？」と文句を言う。ふざけてるよな、ホントに。 

 

ま、それも、文句だよね（笑） 

 

まあな。でも事実だ。わしらは事実を嘆いているんだよ。 

 

わしら？ ってことは、そちらの世界では皆がそう思っているの？ 

 

そうだよ。「あぁ、やってらんねぇよ」ってな。 

 

人間的だね。 

 

分かり易く言っただけだよ。 

ただ、前にも言ったように、もし意識があえて感情エネルギーとリンクして確信犯でサポートしてい

たとしたら、サポートされた人間は大変だよ。後ろの「ふざけんなよ」という感情の余波を受けるか

らね。サポートに費やしたエネルギーに見合った清算を求められるからね。 

ま、これからはそういうケースは少なくなっていくが、少なくなるということは、サポート云々では

なく、当人の意識、実践、努力の質が大切になる。要は、「より魂と直結した生き方をすること」っ

てことだな。 

 

そうか。 

あのさ、お願いするとなると、やはり対象がいるわけだよね。それが… 

 

魂だよ。神様ではない。 

 

となると、叶えてくれるのも魂なの？ 

 

だから、当人だよ。「叶えてくれる」という受け身じゃダメだって。 

 

 



131 守護霊は助けてくれない？ 

 

いや、それは分かるんだけど、じゃあ、守護霊って何なの？ 何をしているの？ どこの存在なの？ 

 

まず、守護霊の勘違いを正そうか。 

・守護霊は必ずしも人間に１対１で付いていない。 

・守護霊は成功を持ってきてくれない。 

・守護霊はご先祖様とは限らない。 

・守護霊は助けてくれない。 

 

守護霊が付いていない人もいるって聞いたことあるけど。 

 

「付いていない」わけじゃない。どう見るか？の問題だ。 

１対１で付いている場合もあれば、１つの守護霊が 50人だったり 100人だったりグループとして見て

いることも多い。どちらが良い悪いの話ではないから勘違いしないように。 

「あなたには付いていない」という場合は、個人（人間側）主体で見ているから「付いていない」と

判断してしまうが、守護霊と人間との相関図を見れる霊能者は、「あなたはグループとして見られて

いるから付いていないわけではない」となる。 

 

「守護霊は成功を持ってこない」というのは？ 

 

守護霊はお前の成功をポンっと持って来ることはない。守護霊の役割は、当人が人生軌道に沿った生

き方をするに当たって必要な人間関係のコネクションをサポートしている。基本、守護霊の役割はそ

れだけだ。 

さっきの話にも関係するが、守護霊が１対１で付いていることは、良くもあり悪くもある。良い面は、

差しでサポートしてくれる点、悪い面は、差しで付かないといけないほど大変な人間だってこと。 

 

守護霊はご先祖様とは限らないの？ 

 

というか、ご先祖様が守護霊として付くことは本当に少ない。なぜなら、ご先祖様の魂は自分のこと

で手一杯だから、死んだら早くあの世に帰りたいし、わざわざ人間界のサポートなどしたくない。 

 

でも霊能者とかは「ご先祖様が付いていますね」ってよく言うよね。 

 

その方が話が早いからだよ。赤の他人が付いていますよって言っても当人にはピンとこないから、ご

先祖様だと言っておけば「なるほど」ってなり易い。ま、実際は、ご先祖様なのか、そうでないのか

の違いを見抜ける程の霊能者は少ない。前にも言ったが、何かしらの存在を見たとしても、「ご先祖

様が付いている」という固定観念が強いから「そうなんだろう」と判断する。 

でもね、わしから言わせれば、誰が守護霊に付いているか？の実態なんて基本は関係ないよ。誰が付

いていようが、生きるのは当人なんだから。 

 

あのさ、俺が昔にいたキリスト教団では「み使い」という表現を使っていてね、「一人一人の信者を

サポートしていますよ。助けてくれますよ」って教えていた。この「み使い」って何なの？ 

 



だから、それが世間で言うところの守護霊のことだろ。欧米ではエンジェルって言うし、そういうニ

ュアンスで捉えていたんじゃないのか？ 

 

「守護霊は助けてくれない」ってどういうこと？ これが一番気になるんだけど。 

 

さっきも言ったが、守護霊の役割は「人間関係のサポート」だ。だから、人間関係でのシンクロは守

護霊が起こしていることが多い。それは仕事でもプライベートでもね。結局のところ、成功は偶発的

には起きず、現実社会の中では人と人との繋がりが大切だから。 

守護霊の役割を分かり易く言えば、いわゆる成功はくれないが、それに至るチャンスというきっかけ

を作ってくれるのが守護霊だ。あとは当人の努力次第だ。 

 

「チャンスはくれるが成功はくれない」のが守護霊だと。だから、世間が言うところの「ヘルプ」を

してくれるわけではない、と。 

 

手取り足取りのサポートなんてしないよ。楽にしてくれることもない。どれも、すべては当人の魂の

目的と課題に寄与するかしないか？でしか判断しないからね。 

 

というかさ、、、 

 

 

132 守護霊の実態は… 

 

おじいちゃんは、俺の守護霊なの？ 

 

守護霊？ イヤだよ、しょうもないお前の守護なんて、まっぴらごめんだね。 

 

じゃあ、誰なのよ。 

 

わしはお前の守護霊ではない。守護霊は他にあるし、その守護霊は「マジ大変だわ…」って愚痴って

るぞ。 

 

あはは。ま、そうだろうね。 

あのさ、さっきから気になっていたんだけど、おじいちゃんは守護霊のことを「ある」って言ってる

よね？ 普通は守護霊が「いる」って言うと思うんだけど。 

 

わしは守護霊を存在としては認識していないからね。すべてはエネルギーなんだから。エネルギーが

「いる」とは言わないだろ。エネルギーが「ある」と言う。当たり前な話だ。 

 

じゃあ、人間というか人格的な存在ではない、と？ 

 

だから前にも言ったろ、霊界の感情だって、魂の意識だって人格的な存在、物体ではないから。エネ

ルギーなんだから。 

 

ということは、守護霊も霊的「存在」ではない。 



 

そうだよ。 

 

じゃあ、守護霊って何なの？ 

ま、エネルギーだっていうのは分かったけど、霊界の感情エネルギーなの？ 魂の意識エネルギーな

の？ 

 

まず、守護霊は意識エネルギーではない。ということで、魂の領域には属していない。では感情エネ

ルギーなのか？ 霊界所属なのか？ 結果的にはそうなんだが、ここが難しいところだ。 

前に霊界は幾つのグループに分かれていると言ったかな？ 

 

3 つ。いわゆる「上・中・下」だと。 

 

そうだね。本当の守護霊は「中」の感情エネルギーに意識が連動しているものを言う。 

 

本当の守護霊？ ってことは、偽物の守護霊もいると？ 

 

いるよ。「上」「下」の感情エネルギーに意識が連動した守護霊は偽物だ。ま、「偽物」という表現

は正しくないな。前にも言ったが、「上」「下」の感情エネルギーが付くと、まず、①「上」「下」

の感情エネルギーの影響を受ける。そして、②サポートに費やしたエネルギーの清算を求められる。

だから、偏った感情エネルギーの意識が守護霊になった場合は「厄介だ」と言った方が言いかもしれ

ない。 

 

え？ ちょっと待って。 

それって、「幽霊とは？、憑依とは？」という対話でした内容と同じだよね？ 

 

そうだね。ってことは？ 

 

守護霊と憑依って同じってこと？ 

 

そうだよ。 

 

え、マジで…？ 

 

何をビックリしてんだ？ 憑依に意識があるかないかの違いがあるだけで同じことだよ。考えりゃ分

かるだろ。 

守護霊が付いているのは、単なる憑依現象よりも厄介だよ。憑依は感情反応だけの話だが、そこに意

識が関係するわけだから確信犯で守護する。そう考えてくると、「上」「下」に偏っていない「中」

の感情エネルギーと連動した意識が守護霊に付いた方がいい、ということになる。 

 

ま、そういうことになるよね。でも本当なの？ 「守護霊＝憑依」だなんて… 

 

別に「信じろ」なんて言わないよ。というか、なぜそこまでビックリするのかが分からないよ。 

 



でも、筋が通っているのも分かる。 

 

 

133 守護霊のメリット、デメリット 

 

「守護霊＝憑依」で、どちらも同じ現象か… 

じゃあさ、守護霊が付いているのと単なる憑依現象との違い、見分け方ってあるの？ 

 

「結果が伴うかどうか」だ。守護霊は感情エネルギーに意識が連動しているから、良くも悪くも自身

の取った言動、選択、決断に何かしらの「結果」が出る。 

単なる憑依現象は、特定の感情が異常に強調されるようになり、それに伴って言動、選択、決断も影

響を受ける。が、結果が伴わない。感情的反応だけで終わる。やたらと悲しい、やたらと寂しい、常

にイライラするなどね。 

 

じゃあ、「上・中・下」の感情エネルギーの中で、「上・下」と「中」のどちらが自分に付いている

かの違いはどう判断するの？ 

 

「感情の振り幅」で違いを判断できる。要は「安定しているか？ していないか？」。それによって

対応力も変わる。 

「上・下」の感情エネルギーの守護霊が付いたら、常に感情に振り回される。「中」の感情エネルギ

ーの守護霊が付いたら、感情は安定するから感情に振り回されることはない。より現実にフォーカス

できるし、どんな現実でもクールに受け止めて対応できる。 

 

要は、感情を殺せってこと？ 

 

それはダメだよ。感情は殺せない。人間が現実世界で持っている魂には意識魂と感情魂がある。つま

り、感情を抑制することは、そのまま魂を抑制することになる。抑制したら絶対にメンタルが崩壊す

るから抑制はダメだ。それよりも感情を活かすことを考えた方がいい。電気は有効活用することも出

来るが、人を殺すことにも使用できる。それと同じだ。 

 

となると、「守護霊が付いている＝良いこと」とは一概に判断できないってことか。 

 

そうだね。でもね、そもそも「付いている・付いていない」を気にする必要も無いんだよ。付いてい

ようが付いていまいが、要は現実への対応次第なんだから。より現実的な視点を持っていれば大丈夫。

いわゆる成功者は、自分の守護霊が誰か？とか、付いているか？付いていないか？なんて知らなくて

も成功しているからね。 

 

でも、誰が付いているのか？ それはどんな感情エネルギーなのかの原因を、知っているのと知らな

いとでは違うよね？ 

 

そうかな？ 因果関係を知っても、現実への応用力・対応力が分からなければ全く意味がない。「原

因を知った＝解決策が分かる」わけではないだろ。それじゃ世間の下らないノウハウ本と変わらない。

意味が無い。 



スピリチュアルの知識だって同じだ。お前は今、守護霊がどうだ？とか、霊界はどうなのか？と気に

なって質問する。正直わしは「それが分かって何かいいことあるのか？」と思うよ。前世・来生論だ

って同じだ。知って何の役に立つのかね？ 絶対に現実界とスピリチュアルのバランスを間違えない

ように気を付けなさい。 

 

もちろん、それは気を付けていくよ。 

 

 

134 ご先祖のタタリはない！ 

 

ご先祖様が守護霊に付くことはない、と？ 

 

ほとんどない。無いに等しいくらいにないよ。あるとしたら、それは魂の初期設定で「やむを得ず」

と判断された場合のみだ。気にすることはない。 

 

でも、ご先祖様の影響はあるわけだよね？ よく霊能者は「ご先祖様のカルマの影響がありますね」

とか「ご先祖様のタタリですね」とか言うけど。 

 

それは無いよ。 

 

なぜ？  

 

なぜ？ 当たり前じゃないか。ご先祖様のカルマはその魂のカルマであってお前のカルマではない。

当人のカルマは当人が受け切る。それを何で関係ないお前が受けなければいけないんだ？ 

 

確かに。でも、先祖代々という繋がりがあるから、影響もあるのかな、と。 

 

それは勘違いだよ。確かに説明としては分かりやすだろう。が、筋が通っていない。 

もし、あるご先祖様のカルマがお前に持ち越されるとしたら… 

 

そのご先祖様は俺の前世、だと？ 

 

そう。そうでない限り、ご先祖様のカルマがたとえ子孫といえども他の人間に持ち越されることはな

い。だから、もし大変な問題を抱えても、それは当人の問題であり誰か他に原因はない。わしから言

えば、ご先祖様のカルマの連鎖だなんて「逃げ」の発想だよ。 

 

じゃあ、ご先祖様のタタリは？ 

 

ない。それも憑依だろ。当人の感情と感情エネルギーの反応の問題であり、原因は当人にある。 

いいか、幽霊であれ憑依であれ守護霊であれ、向こうから勝手に付くことはできない。すべては当人

に原因がある。そこを絶対に勘違いしてはいけないよ。 

 

でもさ、呪詛とか呪いってあるでしょ？ それも当人の問題だと？ こっちは頼んでいないのに、向

こうが「許せない」とか言って勝手に呪ってくるわけで、それはどう説明するわけ？ 



いや、まず呪いってあるの？ 

 

あるよ。エネルギーの反応だから。呪いは現実にある。 

 

 

135 呪いは受けた方が悪い？ 

 

呪いは現実あると。 

じゃあ、こっちは頼んでいないのに、向こうが「許せない」と勝手に呪ってくるわけで、それはどう

説明するわけ？ こっちの問題ではないのに、影響を受けてしまうわけで。 

 

確かに、呪うのは向こうの都合だ。でも、その呪いが当人に効果を及ぼすかどうかは、呪いを受けた

人間の問題だ。 

 

え？ こちらの問題だと？ 

 

そうだよ。結局、憑依と同じなんだから。 

 

でも、向こう（霊の存在）からは勝手に憑依出来ないって言ってたよね？ 

 

そうだよ。それは向こうと人間との関係だ。 

あのな、少しは俯瞰して考えてみろ。だからお前は失敗するんだよ。 

 

つまり、すべては感情エネルギーの反応だと。呪う人間と呪われる人間との事情は違えども、呪われ

る人間の感情レベル次第でどうにでもなる、と。 

 

そうだね。 

 

呪詛なんて普通に行われているの？ 

 

本当の呪詛は、昔は普通にあった。でも今は呪詛なんてマニアックな世界でしかない。でも、プチ呪

詛みたいなことは普通に起きている。「呪う」とは思わなくても、同じ様な影響を与える感情的影響

はあるよな。 

ということは？ 

 

どう感情エネルギーを有効活用できるか？ってことか。 

 

そうだね。 

 

ポジティブでいろ、ということ？ 

 

違う。ポジティブは感情にまつわることには何の守りにならないよ。 

ポジティブは「現状無視」で「不足している」証拠だ。もし「ポジティブでいよう」と思わないとい

けないとしたら、「何かを間違っている」ということだ。 



 

何を間違えているの？ 

 

意識のベクトルだ。 

 

 

136 問題解決としてお墓参り？ 

 

なるほど。 

じゃあ、ご先祖のタタリは無いっていうことは、問題解決としてお墓参りを勧めるのはどうなんだろ

うね？ 

 

たしかに、開口一番に「お墓参りに行け」という霊能者が多すぎるな。 

 

お墓参りの価値や意義は分かったよ。確かに、「助けて下さい」とお願いするものではないが、自分

の存在の意味を確認し感謝の気持ちを「特定の対象として」お墓に向かうことが、当人にとって「分

かりやすい」、「やりやすい」のなら、お墓参りも有りだ、と。 

 

気持ちの問題だってことだ。要は「持ち物は大事にしろ」ってことだよ。ただし、お墓を建てた人間

は故人となっていることが多いから、「それなら後人がケアしましょう」というだけのこと。その意

識が継承されている人は自らお墓のケアはしているし、その認識が持てていない人間に「行け」と言

っても意味が無い。 

 

世の中には、放置された、誰もケアしない、汚れたお墓はごまんと有る。もし「お墓参りをして問題

が解決する」というのが真実なら、なぜそれを提唱する人間は、全国のお墓をキレイにしようという

行動を起こさないのかね？ ボランティアでしたっていい。お墓をキレイにすることで誰かが助かる

のなら、それこそ本当の救いだろ。ましてや、それをする霊能者も成功するって理屈だろ？ でも、

やらない。おかしいよな。 

 

つまり、「お墓参り＝問題との連動」は無いんだよ。ただ、「お墓参りに行こうか」という心のゆと

りが、当人の心の CPU の具合と連動することは確かだ。また、お墓参りすることで、当人が故人への

感謝を持てるなら、それもいいことだ。その「気持ち」が日本人の文化に継承されているのであって、

それを大事にしたいなら大事にすればいい。 

 

でもさ、前にね、「お墓に彫ってある名前にゴミが詰まっている。取りなさい」って言われたことが

あって、実際に行ってみたら名前の一部に砂がこびり付いていたんだよ。だから後日会った時に「確

かに付いていましたよ」って言って… 

 

で、お前の問題は解決したのか？ 

 

え？ あ、どうだろう…（苦笑） 

 

そんなもんだよ。それよりもお前が質問すべきだったのは、「そのゴミと僕の問題との関係性は何で

すか？」だ。 



 

なるほど。 

じゃあ、なぜその人は「ゴミを取れ」って言ったんだろうね？ 

 

だからそれは前にも言ったろ。当人がどういう意識を持っているか？だ。その霊能者は、お墓の状態

と問題が連動しているという認識ですべての物事を見ているからだよ。そう教わったのかもしれない。 

もし、もしもだよ、霊的な要素と問題が関係しているとしたら、それは「感情エネルギーの作用」の

問題だ。それは前にも言ったよな。 

 

あくまでも問題は問題だ。それは現実的に起きている問題なんだから現実的に解決すればいい。ただ

それだけの話だ。魂だの目的だの課題だの事情が絡むこともある。でも、事情を知ったからといって

問題を解決することが回避されるわけではない。問題が無くなるわけでもない。魂の事情を知らなく

ても「解決する」ということは変わらない。意識を変えなさい。スピリチュアルは問題を解決しては

くれないから。解決するのはお前だ。 

 

だから、わしのお墓参りに来る暇があったら仕事しろ。 

お墓参りはね、最終的には故人のためではなく、お墓参りする人間の事情でしていることだから。 

 

え、じゃあ、「最近全然お墓参りに行けてないな。おじいちゃん寂しいかな…」とか思って行っても、

それは通じていないと？ 

 

故人には関係ない。影響はない。お墓参りしたいなら年一回で十分だ。ただし、それはこちらの事情

ではないから勘違いしないように。 

もうお墓参りについてはいい。飽きたよ。 

 

わかった。 

じゃあ、神について教えて欲しい。 

 

 

137 神は神ではない？ 

 

神の何を知りたいんだ？ 

 

いろいろ。 

まず、俺が所属していた教団の神について知りたい。整理のためにね。 

 

なるほど。で？ 

 

Jehovah という神は本当にいるの？ 

 

あるよ。 

 

ある？ 「いる」んじゃなくて？ 

 



神と言えどもエネルギーだからね。 人間が Jehovah という名前を付けることにした対象のエネルギ

ーは実際に存在している。が、もう役割は終えている。昔、いわゆる聖書で扱われている Jehovah と、

現代で言われているそれとは全然違うものだ。 

 

じゃあ、それは本当に神なの？ 

 

それは愚問だな。 

 

なぜ？ 

 

それが「神」だと決めるのは人間だから。神だから「神」になるのではない。 

 

なるほど。 

 

お前は今「なるほど」って言ったが、実際には分かっていないだろ。 

 

まあね… 「神はいるものだ」と洗脳されてきたから。 

 

洗脳じゃない。意識の問題だ。 

 

意識の問題？ またややこしいこと言うね。 

 

ややこしくないよ。ま、お前の価値観からしたら「ややこしい」かもしれないが。 

 

いや、でも、もう神についての昔の価値観は残っていないよ。清算したしね。 

 

いいや、それは違う。勘違いするな。 

本当に清算したならスピリチュアルには絶対傾倒しないはずだ。神社参拝だの、お墓参りだの、スピ

リチュアルだの、精神世界だのを気にするのは、古い神への執着が残っている証拠だよ。だから新し

い神を求めるのだ。違いは教団に属していないっていうだけだろ。 

 

でもさ、「人間は見えない要素との連動で生きている」って言ってたよね？ 

 

それは魂のことだろ。神ではない。 

 

 

138 神はいる？ いない？ 

 

じゃあ、神はいるってことだよね？ 

 

人間が「神」と名付けたに相当するエネルギーは、ね。 

 

エネルギーなのは分かった。でも、「神」という役割を担っているエネルギーがあるってことにはな

らないの？ 意図的に、という意味で。 



 

なぜ？ 

 

だって、魂だってエネルギーだよね？ そして俺たち人間の個々の魂もエネルギーで、それぞれに目

的なり課題があるってことは、それぞれ役割があるわけだ。 

 

役割…。ま、いいや。で？ 

 

それは意図的だよね？ だから魂の初期設定だの云々という概念があるわけだ。そして、その魂に俺

の名前がついているわけで、それと同じことが神になされているならば、人間が勝手に特定の神の名

前を付けようが付けまいが、やはり「神」という役割を担っているエネルギーがいてもおかしくない。

もっと言えば、それがエネルギーであろうがなかろうが関係ないことにもなる。俺の魂がエネルギー

なのかどうなのか分からなくても、俺は実在しているわけだから。 

 

なるほど。考えたもんだね。だが、そういう視点で考えてみるのはとても大切なことだ。 

 

で、どうなの？ 

 

神は、いない。 

 

OK。でも意図的な役割を担っているエネルギーはある。それはイコール「神はいる」ということにも

なってしまうよ。 

 

エネルギーはあるよ。 

 

説明になっていないよ。 

 

あのな、お前はそもそも大きな勘違いをしているよ。 

 

何？ 

 

まず、エネルギーに名前が付いても付かなくても、それは存在している。お前の魂のエネルギーにお

前の名前が付いても付かなくても、そのエネルギーは存在している。 

 

そうだね。でも意図的に… 

 

そこだよ。じゃあ、誰の意図なんだ？ 

 

誰？ それを造りたもうた存在の意図なのでは？ 

 

ほら。それが、お前はまだ神への執着を清算していないってわしが言った事なんだよ。 

 

いや、造りたもうた存在は「神」という意味ではないよ。じゃあ、俺の魂は？？ 



根源意識という魂の大本になる母体の魂集合体の意図があるから、俺の魂の目的なり課題なりが組ま

れる訳でしょ？ それを神と言わないにしても、「こうこう、こういった目的と課題を持って地球で

生きてこい」と意図を組む存在があるわけだ。俺はそれを言っているんだよ。それと同じプロセスで、

「神」に相当する役割を持っているエネルギーはあるんじゃないの？って。 

 

神に相当する役割なんてないよ。だから「神はいない」って言ってんだろ。物わかりの悪い奴だな。 

 

は？ その言い方はないでしょ！？ 

 

 

139 神はいないってこと 

 

お前の言いたい事は分かる。でもな、役割を担うと決めるのは各々の魂だよ。何か代表が決めるので

はない。お前が生まれた目的や課題を決めたのもお前だ。スピリチュアル系の本では、何か神とのや

り取りで決まるような表現が多いが、それは違う。 

 

じゃあさ、神という役割を担うと自ら決めたエネルギーがある訳だよね？ 

 

ま、聞きなさい。 

まず、「神」という役割はない。だから神はいないんだよ。そして、人間が「神」だと認識している

エネルギーは全部同じで、どの部分、どのパーツに着目しているかの違いだけだ。例えれば、人間の

眼が神だと言う人間もいれば、いや鼻だ、いや足だ、と各々が注目している部分が違うだけで、結局

は「要はそれって身体だよね」ということ。 

 

じゃあ、神々の争いとかは無い、と？ 

 

そんなもん無いよ。 

 

なぜ同じエネルギーを違う部分から見るのかな？ 

 

文化の違いによる価値観の違いでだよ。 

 

ん、、そうか… 

 

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は？ 

 

あ、もとをたどれば同じ神のことを扱っているね。 

 

「八百万の神」は？ 

 

それは多神教では？ 

 

違うよ。森羅万象の各側面を、個々に「神」だと認識しただけだ。でも対象はひとつだ。 

 



なるほど。ま、宗教人間にこういうことを言うとブチ切れるけどね（笑） 

 

神と自分のアイデンティティがリンクしているからな。神への批判は己への批判だと思う。結局、特

定の神を擁護することは、己を守りたい裏返しだよ。また、神を求めるのは、「己を知りたい」とい

う裏返しの行為でもある。 

宗教の役割はね、己のアイデンティティを「神」という対象に投影させて自己を確認することにある。

そういうプロセスを経た方が学びが早い、効果的な魂もあるからね。だから今後も「宗教」はなくな

らないよ。だが、宗教が組織化した今となっては、そんな本来の役割すら忘れてしまっているがね。 

 

なるほど。 

じゃあ話を戻すけど、人間が神だと認識しているそのエネルギーの実態は何なの？ 

 

根源意識のことだよ。 

 

あ、つまり、そもそもの根源エネルギーだから役割も何もないってことか。大本であり、存在そのも

のだから。 

 

そう。分かってきたようだね。 

 

でもさ、さっき「魂は神ではない」って言ってたよね？ 

 

 

140 神のパラドックス 

 

お前なら今までの会話からどう説明する？ 自分で考えてみろ。 

 

ん、、、 

あ、分かった。「魂は神ではない」というのは「事実」だね。つまり、「魂＝神」ではないという単

なる事実を言っている。でも、人間は「神がいる」という認識を持っていて、しかもその「神」は第

三者的な存在で、こちらの一挙手一投足で機嫌が変わる様な存在だとも思っているから、崇めるとか、

その意向に適わなければと思ってしまう。だから、、、そういう眼で神を認識していたら、根源意識

のことを神だと初めに言ってしまっては俺が勘違いするっていう、ある意味 配慮して言ってくれた

と？  

 

その通り。分かってきたね。 

根源意識はあるよ。でも、それは神でも何でもない。単なる意識エネルギーだ。ま、それを「神」だ

と言いたいならそれは個人の自由だ。が、管理人ではない。だから、こちらの言動次第でこちらへの

対応が何か変わるという人間的な観念や発想はない。 

 

意識エネルギーだから、ってことか。 

 

結局ね、人間が思っている「神」は、「人間のパワーアップ版」という概念を超えていない。感情・

エゴ・プライド・損得勘定などがあると思っている。しかも神だからその度合いも大きいと思ってい

る。だが、実際は違う。ま、そう思ってしまうのも仕方ない。人間が勝手にこしらえた存在だからね。 



神とは、人間の創作であり、それ以外の何者でもない。だから神に感情や損得勘定を組み込んでしま

った。つまり「神を求める」ってことは、そのまま自分を追い込むことになってしまうんだよ。 

 

そうか。 

 

絶対に忘れてはいけないことがある。 

 

なに？ 

 

どんなに「神」を求めても、その「神」は、お前の価値観を絶対に超えない。なぜなら、人間は経験

値で知っていることでしか情報が処理できないから。 

 

なるほどね。確かにそうだ。 

 

そして人間は、何であれ自分にとってデメリットになることは本能的に求めないから、その「神」も

自分にとってメリットになる存在であれと思ってしまう。そこで「ご利益」という発想が出てきた。 

でも、良いことをタダで受けるのは「申し訳ない」という謙遜の念もある。だって、現実世界での対

価は、自分が提供したことへの返礼だからね。だから、まず自分が何か「しなければいけない」と思

うから「奉仕」というギブ（give）が出てくる。 

結局、人間が信じたいと思う「神」は、自分を超えないんだよ。 

 

だから、「神はいない」と言っていたんだね。 

 

それもあるが、それ以外にも理由はある。 

 

なに？ 

 

 

141 分け御霊の意味 

 

まず、整理しようか。 

人間が「神」だと認識しているのは「存在」ではなく根源意識エネルギーのことであり、そのどこに

着目するかで「神」の役どころが変わってしまう。でも、どれも対象は同じだ。 

逆に言えば、「根源意識エネルギー」は実際にあるわけだから、それを「神」だとこだわるなら、「神」

はあることになる。でも、根源意識エネルギーには「己は神だ」という認識は一切ない。「助けてく

れる存在」という神という概念は人間の創作であり単なる思い込み。だからわしが言いたいのは、「神

がいる」という考えを捨てろ、ということ。既成概念の「神」では意味がないからね。 

 

そこでだ、わしが「神はいない」と言う最大の理由が別にある。それは、そういう概念を持っている

と自分の人生を生きることができない。要は「他力本願」なんだよ。意識の問題だ。 

さて、お前の好きそうな思いっきりスピリチュアルな側面から話そうか。 

では、結局どう結論する？ 

 

どう結論するか？ 俺が思ったのは、「己が神だ」とも言えるのでは？ということだよね。 



 

そうなるね。それは間違っていない。根源意識を「神」だとするならば、それはおのずと「お前も神

だ」という話になる。人間一人一人がね。 

 

そうなるよね。つまり「分け御霊」だと。 

 

世間ではそういう表現を使うね。では、お前は「分け御霊」をどう捉えている？ 

 

自分が「神」だなんて思っていないけど、各自の魂が根源意識の一部でなるならば、それだけのエネ

ルギー、可能性、パワーを持っているんだろうとは思っている。 

 

なるほど。でもそれは単なる型どおりの解釈であり、実際的な効果ではない。つまり実用性がないっ

てことだ。それに果たして意味があるのかね？ 

 

それを問われてしまうと、「無い」としか言えないよね。でもさ、昨今のスピリチュアルでは、その

「分け御霊」のパワーを信じろと教える人もいる。誰にでも潜在的可能性があるのだから「自分を信

じろ」、「価値があるんだ」と。 

 

でも、それは… 

 

精神論だって言いたいんでしょ？ 

 

そう。「具体的ではない」ってことだ。 

 

じゃあ、「分け御霊」とは何なの？ 

 

根源意識と各魂のとの「関係性」を言い表している単なる「表現」だとしか言えない。「親子です」

という表現と何ら変わらないのと同じだ。言い換えれば、既存の分け御霊の概念は、「父のパワーを

子も持っている。だからスゴイ。信じろ」と言うのと変わらない。 

 

ま、確かに。 

 

だが、根源意識も各魂もエネルギーであり、それにはパワーという可能性も併せ持っているのは事実

だ。 

 

そう、そこを訊きたかった。 

 

つまり、「分け御霊である」という状態に「意味を持たせられるか」どうかは、言い換えれば、当人

の潜在的可能性を発揮できるか？は、「分け」御霊であることを認識しろということだ。 

 

「分け」御霊？ 分けられているんだと認識しろってこと？ 

 

「親離れしろ」ってことだよ。自力で生きて行け、頼るな、己で理想を築いていけってこと。それが

「自分を信じる」ってことだ。 



「親子」というのが事実でも、いつまでも「親子」感覚ではダメだ。わしから言わせれば、昨今のス

ピリチュアルは、「親の七光り」にすがっているのと何ら変わらない。「で、てめぇは何をしたいん

だ？ 何をしたんだ？」と指摘したいね。 

宗教だってそうだ。いつまでも親の意向に従うのか？ 親の言いなりなのか？ 逆に「俺の意志はこ

うだからこうする」と言い返せないのか？ 言えないのは親が気になるからだ。神の顔色が気になる

からだ。でもそんなの関係ない。それでも神が「わしの為に、こうしてくれないと困る」と言うなら、

それはバカだ。 

 

あはは、確かにそうだね。 

 

で、お前にリクエストがある。 

 

え、なに？ 

 

 

142 スピリチュアルを極めたいなら？ 

 

「今後、神様には一切頼りません。自力で生きていきます」って言ってごらん。 

 

え？ 

 

言ってごらん。 

 

今後、頼りません… 

 

は？ もう一度。 

 

今後、神様には頼りません。自力で生きていきます… 

 

違うな。何か抜けてる。もう一度。 

 

今後、神様には、一切、頼りません。 

じ、自力で、、生きていきます。 

 

ダメだな。だが、今はいい。 

 

こんなに言い辛いことだと思っていなかったよ。 

 

それがお前の古い体質であり、脱却できていない証拠だ。でも、多少は配慮できる。お前の人生背景

を見れば難しいだろう。しかし、もっと言えば、ハッキリ言えたから良いという問題でもない。それ

で生きていけないと意味がないから。 

たとえば音楽だ。お前にとって音楽をやりたいって言うのは「逃げ」だ。音楽の為に普段やっている

ことがね。本気で音楽やりたいなら、生活の全精力を使って音楽に取り組めないとダメだ。もちろん、



ちゃんと稼ぐことが基本だがね。わしは思ってたよ。「なぜスピリチュアルに割くエネルギーを音楽

の為に割かないんだ」ってね。 

 

ん、、、ま、確かに。 

 

ブレてんだよ。思いっきりブレまくっている。情けないよな。 

 

じゃあ、どうしたらブレないようになるわけ？ 

 

現実に向き合え。究極的に現実的であれってことだ。いいか、人間はスピリチュアルの概念を持って

いなくても、「神」を知らなくても生きていけるし、成功もできる。そういう人間だってごまんとい

る。現実世界は、「現実」世界だ。そして、魂だの根源意識だの背後の世界もあるが、もしそれら不

可視な要素を極めたいなら、対極の現実を極めないと発揮できない。現実世界は二元性だから。 

 

でも、一元性だいう人もいるよ。 

 

気にするな。現実世界は二元性であり、不可視な世界は一元性だというだけだよ。どちらも真実を言

っているが、どちらを主点に世界を見るかの違いだけだ。結論、どっちだっていいし、どちらが真実

か否かを考えても意味がない。とにかく、お前が生きているのは現実世界だってことを忘れるな。 

 

じゃあ、もしスピリチュアル、というか霊能力を発揮したいなら、より現実的になれ、と？ 

 

そうだよ。皆見過ごしているがね。 

より現実的になれとは、目の前のことに取り組めってこと。見えない将来のことをあれこれ思案した

ってダメだ。一所懸命生きていけ、働け、楽するな、追い込めって。そうすると、自分について色々

なことに気付けるようになる。他人のことを知っても意味がない。自分のことだよ。そうする中で「本

当の自分」が見えてくる。本当の自分とは、己の価値であり、長所・短所の価値だ。価値とは、潜在

能力、人間力、意識力、行動力、解決力であり、これが現実世界でのパワーを生む。それは神にお願

いしても、もらえない。なぜか？ 神は「行為」をしないから。「あげる、あげない」という観念が

ない単なるエネルギーだからね。別の言い方をすれば、そういう「能力」がないんだよ。能力がない

存在に「助けて下さい」って言っても意味がない。いいか、意味がないんだよ。お門違いってことだ。 

さて、ひとつ訊きたい。 

 

なに？ 

 

スピリチュアルでの現実的な恩恵は、あったのか？ 

 

恩恵？ 現実的な？ そう言われると、な、ないね。 

 

そうだろうね。絶対に無いはずだよ。 

スピリチュアルを極めたって実生活には一切役に立たないから。あくまでも「気持ち」の問題だ。単

に気持ち的に楽になりたいなら、いいだろう。が、それで問題は解決しないよ。 

 

 



143 スピリチュアルはドラッグ？ 

 

でもさ、気持ちの問題も大切でしょ？ 気持ちでモチベーションが変わることもあるし、スピリチュ

アルや神を求めることで心持ちが良くなるなら、それはそれで良いことだと思うけど。 

 

依存しなければ、ね。 

 

依存？ 

 

それがないとダメなら、それは依存であり、なくても構わないなら、それが自立だ。 

「神を信頼する生き方」と、「神を信頼していないといけない生き方」は全く違う。神も酒も同じだ

よ。酒の飲み過ぎはダメだと言いながら神への信仰は上限がない。でもそれは「良いことだ」と言わ

れる。ドラッグに手を出すのはダメだと言いながら、ラッキーアイテムを持つことは無害だと言う。

前者は神経を蝕むが、後者は心を蝕む。どれも依存だ。 

例えば、自己啓発本を読んだとしよう。「自分」を分かっている人間は一冊読めば十分だろうが、何

冊も手を出すとしたらそれは依存だ。単なる自己安心だよ。ま、本当に現実に向き合っている人間は、

そもそも啓発本なんか読まないがね。占いも、スピリチュアルも、宗教も同じだ。 

お前はこれは極論だと言うだろう。それは「形式」に惑わされているから。問題は魂だよ。心が問題

だと言えば多少は分かりやすいかもな。要は、弱さだ。弱いから依存する。 

 

でも純粋に探求したいことだってあるよね？ 「神とは何？」という探求したい気持ちだってあるし、

それは依存とは違うと思う。鉄道マニアが電車が好きで好きで仕方ないことが「弱さ」だとは言えな

いでしょ。 

 

そこだよ。好きと依存は違う。だからお前の指摘は間違っている。 

 

じゃあ「好き」なら、いいと？ 「好き」ならドラッグやってもいいと？ そういう理屈になるよね？ 

 

それで良いんじゃないか、べつに。好きなんだから。それにコントロールされるなと言っているんだ

よ。 

いいか、スピリチュアルは自分を見失うんだよ。それを絶対に忘れるな。それはドラッグの影響より

も根が深く、そして重いから。 

視点を変えよう。 

スピリチュアルに傾倒するのは「真実を知りたい」からだ。 

 

そうそう！ そこなんだよ。 

 

では、真実を知る対象が、なぜスピリチュアルなんだ？ なぜ精神世界なんだ？ なぜ宗教なんだ？ 

なぜ自己啓発や成功ノウハウなんだ？ なぜ占いなんだ？ なぜだ？？ 

 

不可視な要素だからでしょ？ 

 

違う。真実の在処が分かっていないからだよ。 

 



どこになるの？ 

 

自分だよ。自分の一挙手一投足に真実があるんだよ。体験、感情、経験にだ。生きているのは「お前」

だよ。他の誰でもない。 

本当に神を探求したいなら、神を知りたいなら、現実に向き合っていればすぐに分かるよ。 

「大変だ」と思ったら、それが真実であり神だ。 

「うれしい」と思ったら、それが真実であり神だ。 

「あ、そうか！」と気が付くことがあったら、それも真実であり神だ。 

「この野郎！ ふざけるな！」と思ったら、それも真実であり神だ。 

お前が感じること、学ぶこと、体験すること、すべてが真実であり神の特性だ。 

 

「神との対話」みたいな言い方するね。 

 

お前に趣向に合わせたからな。好きだろ、こういうの。 

 

好きだよ（笑） 

 

ま、あれは初心者にはとてもよいテキストだった。ただあれが全てではない。 

 

どういう意味で？ 

 

現実的ではないってことで。エッセンスはいいが、「じゃあ、どうしたらいいの？」という点で現実

に落とし込む度合いが弱い。だからお前は踏み外した。あれを「第二のバイブルだ」って喜んでいた

が、バイブルを捨てたお前が、新しいバイブルを見付けて喜ぶのは非常に滑稽だったよ。ま、それも

純粋に「真実を知りたい」という気持ちがあったからというのも理解できるが。 

だが、どうも「真実はこれだけ」という固定観念がありすぎる。とくにスピリチュアルな人間はね。

弱いからしがみつく。 

自分で自分なりの「バイブル」を、経験と体験から編み出せ。それが強さになる。一人一人の哲学が

あっていい。それが影響し合って切磋琢磨することで人類は進化するんだから。もちろん、人間も成

長する。 

 

 

144 「学ぶ」というスタンスは間違い 

 

でもさ、自分のバイブル、哲学を作る為に、精神世界の本なり、ま、とにかく「他から学ぶ」ことも

必要では？ 

 

まず、二つ間違っているよ。 

①哲学は作るものではない。 

②他から「学ぶ」ことはできない。 

 

さっきも言ったろ。自分だけの哲学は己の人生から編み出すもので「気付く」ものであり、作るもの

ではない。それは、ひとえに「自分は何者か？」ということがテーマになる。つまり、いくら他から

学ぼうとしても、「自分」という核がなければ照合が出来ない。 



 

他の情報が間違っている場合もあるからね。ウソもあるし。 

 

そこだよ。それも間違っている。じゃあ、何を基準に是非を決めるんだ？ 

 

それが「己」だと。 

 

そう。何であれ「正しいのか？ 間違っているのか？」と考えたらキリがないよ。 

確かにわしは、特定の哲学やスピリチュアル、概念、宗教を「間違っている」とか「下らない」、「糞

だ」と言う。が、それはわしの考えでありわしの価値観だ。わしの言っていることが真実だとは限ら

ないからな。 

でもな、わしは己のこれまでの幾多の人生を通し、汗をかいて見付けた物だから自信がある。自信と

は価値があるという意味ではない。自分を信じているから迷いがないってことだ。 

どんなに怪しい教祖や宗教、スピリチュアリストも、それを言う当人にとっては価値あるものなんだ

よ。だから正しい・間違っているという次元の話ではない。ただ、盲信するなってこと。 

 

じゃあ、どうしたら、それが己に合うと判断できるわけ？ 

 

だから、それが違う。合うか合わないかという視点が間違っている。とにかく自分を知ることに専念

していればいいんだよ。自分の体験を尊重し、経験し、それが嬉しいことでも嬉しくないことでもす

べてを受け入れ、自分の弱さ、強さ、価値観、感情の特性などを把握すること。それは目の前の現実

に向き合えってことだ。 

 

あのな、「気付き」というものは、至極「静かな」ものだよ。「おー、すげー」とか「モチベーショ

ンが上がった！」みたいな感動は偽物だ。それは、常に自分を啓発しないと己を維持できないってこ

とだろ？ だからわしは、自己啓発は自己安心だっていつも言ってんだよ。 

 

なぜ「若いうちに苦労しろ」というか分かるか？ 

失敗すると、己に「気付く」んだよ。己の核のことだ。だからな、お前が宗教にハマったのを否定し

てはいかん。それで気付けたことも沢山あるだろう。それで良いことがあるなら、それは大事にしろ。

お前が人生で次のステップに進めないのは、過去の失敗を否定しているからだ。気付けていないんだ

よ。 

「神を知りたい」という願いも同じだ。神に気付けていないからだ。 

 

神に気付けていない？ 

 

 

145 結局、神とは？ 

 

そう、神に気付けていない。 

話が長くなったな。そろそろ 「神とは何か？」を結論しようか。 

さて、質問だ。「神」はどこにあると思う？ 「神とは何か？」は前に説明したよな。で、大事なの

は、どこに居るのか？という存在の在処の問題ではない。どこにあるのか？だ。 

 



それは分かるよ。自分だ。自分の中にある。 

 

なるほど。答えとしては間違っていない。が、なぜ、そう思う？ 

 

これまでの対話でも扱われてきたけど、神は実在ではなくエネルギーであり、それが根源意識であり、

人間はその分け御霊であるわけだから、当然、自分が「神」であると言えると思う。一部なんだから

ね。 

でも、これは前から分かっていたことだよ。 

 

ほぉ、なぜ？ 

 

スピリチュアル系でも色々な持論があるけどさ、結局「神は自分だよ」っていうスタンスで神性を扱

う人もいて。で、おじいちゃんとの対話でもその理論が「やっぱり正しかったんだ」と実感した。 

 

おもしろいね。じゃあ、お前は神を何だと定義する？ 神とは？ 

 

神とは己である。 

 

己とは？ 

 

己とは、、、魂である。 

 

なるほど。間違ってはいない。ただ、曖昧だな。 

 

曖昧？ 

 

曖昧だ。ま、わしも「己と向き合え」とか「自分と向き合え」とはよく言うが、己とか自分とか言っ

てもそれは抽象的な域を出ない。 

 

確かに。じゃあ、神とは？ 

 

感情だよ。神とは感情だ。 

 

感情？？ いやいや、それはないでしょ（笑） 

 

なぜ？ 

 

なぜ？ なぜって、そんなの神ではないよ。 

 

じゃあ、神とは何なんだ？ 神とは己である？ 己って何なんだ？ 

 

魂だよ。 

 

魂って何なんだ？ その実態が分かっていないと、そもそも向き合えないだろ。 



 

魂はエネルギーでしょ？ 

 

エネルギーと、どう向き合うんだ？ 

 

んん、、、自分に正直になるとか、弱さを知るとか、苦労するとかさ… 

 

じゃあ、何を基準にして「正直になった」、「弱さが分かった」と判断するんだ？ 

 

己、自分でしょ…？ でも、それが感情？？ 分からねぇや… 

 

ま、いい。あえて追い込んでみただけだから。 

これから全部説明してあげるから、よく聞きなさい。 

 

 

146 なぜ、神は感情なのか？ 

 

おじいちゃんさ、悪いけど、「神は感情」だって言うのは違うと思う。 

 

なぜ？ 

 

やっぱり神はそんな不安定なものじゃないって。 

 

じゃあ、なぜ「神は安定している」と言えるんだ？ それは、「そうあって欲しい」という希望的観

測だろ。 

なぜわしが「神が感情だ」と言うのか？ 簡単に言えばこういうことだ。 

まず、神はいない。だから神は何か第三者的な存在ではないことになる。そして神は人間の創作だ。

ということは、神は人間に内在する要素の投影であり、それが「感情」だということになる。 

 

では、全部説明するから、とりあえず聞いてなさい。 

わしが「神は感情だ」と言うのには理由がある。 

・魂の構造上の理由から。 

・人間の機能上の理由から。 

 

さて、人間はなぜ神を求めるか？ 理由は 2つしかない。 

①助けて欲しいから。 

②真実を知りたいから。 

 

「①助けて欲しい」とは、「神は全能だ」という概念があるからだ。 

助けて欲しいのは現状を変えたいから。「人生を変えたい」というのもあるだろう。でも自力では変

えられない。そこで他の力に頼りたいと願う。人生を変えたいというのは聞こえが良いが、要は「現

状を変えたい」ということだな。では、どうしたら現状を変えられるのか？ 目の前の現実をどうや

って変えられるのか？ これが間違いの元になる。 

 



「②真実を知りたい」とは、「神は創造主だ」という概念があるからだ。 

なぜ自分が生きているのか？ なぜ生まれたのか？ 要は、自分の存在意義を知りたいから、それは

作り主に訊けばいいという訳だ。でも、それは大きな地図を見て「日本はここか、へぇ」というのと

変わらない。大きな視点に立てば己が分かるだろう、というスタンスだね。そこで大きな視点を求め、

不可視な要素に走る。これが間違いの元になる。 

 

つまり、苦しみに遭遇した時、どうしたら苦しみを回避できるか？という視点になる人間と、なぜそ

の苦しみを受けなければいけないんだ？という人間がいる。前者が①のアプローチを取り、後者が②

のアプローチを取る。そして、もうひとつのアプローチを取る人間もいる。が、それは後で触れる。 

 

問題は、この 2つのアプローチの根底には何があるのか？だ。ではそれは何か？ 安心だ。では、何

の安心か？ 気持ちの安心であり、感情の安心・安定だ。 

何であれ人間が行動する要因は「安心したい」からだ。これしかない。 

 

では、なぜ「感情が神」なのか？ 

それは、感情が神を創作したからだ。前にも言ったが、神はいない。「そういう存在があったらいい

な」という希望から神を作った。なぜか？ 不安があるからだ。ということは、人間は必ず安心が得

られる要素を求めてそれを採用する。その安心とは感情的な安心であり、人間は「感情をなだめてく

れる」要素を求める。 

 

さて、ここに隠れているパラドックスが分かるか？ 

結局のところ、人間にとって神とは、安心を確実に与えてくれる存在であるってことだ。つまり、ど

んなに神を求めても、それは求めている当人の感情をなだめてくれる存在・要素でなければ、人間は

それを神だとは絶対に認識しない。 

まず、これが基本となる。 

さて、さらに詳細を話そう。 

 

 

147 神は相対的なもの！ 

 

わしが「神は感情だ」という理由には、3つの視点がある。 

①定義論 

②認識論 

③本質論 

 

さて、まず①と②についてだが、話を戻そう。 

 

つまり突き詰めれば、人間にとって、万能で、力があって、能力を持っていて、真実を知っている「全

能の神」なんて関係ない。全能であろうが無かろうが「私のこの不安を取り除いてくれる」というほ

うが人間にとってはより重要になる。 

だから「神を求める」とは贅沢人の娯楽だね。だって、純粋に真実を求めていても、もし現実に問題

が発生したら真実もクソもない。「とにかく助けてくれ」と思うはずだ。「あなたは死にますよ」っ

てなったら、万能の神よりも目の前の医者の方が大事だ。その医者がすべてになる。誰かがお前を殺



そうとしたとき、それをガードして守ってくれる警察がいたら、その警察が神になる。そんなもんだ

よ。 

 

何が言いたいのかと言うと、お前の感情的需要と合致した感情的供給を与えてくれる存在・要素が人

間にとっては全てになる。誰が・何がそれを満たしてくれるのか？というだけの話だ。そこに精神性

が入れば「神」と表現し、現実的な視点であれば「恩人・恩師」と表現するだけの違いだ。 

 

逆に言えば、神を求めていようがいまいが、目の前の人間がお前を心から愛してくれて、感情的必要

を満たしてくれたら神など考えないよ。セックスで求め合って、お互いがイッタ時、あの至福の感覚

の海を漂っている時、神など考えていない。なぜか？ 感情が満たされているからだ。もっと言えば、

どこかにいる神様よりも、年収 1000万円稼いでくれる男がいたらそいつを絶対に選ぶだろうね。なぜ

か？ 安心が保証される（保証されたと）思うからだ。 

 

前にも言ったが、神はいない。根源意識エネルギーを勝手に神だとみなし、それをどこから見ている

か？の違いだ。真実はそれだけだ。それだけの話だ。しかし… 

そう言ったところで「でも…、いや…」と思うだろうね。なぜか？ 感情が満たされないからだよ。

お前が欲している神ではないから。その否定する反応自体がこの真実を物語っていることに気が付け

ないか？ 絶対的真理なんて関係ないんだよ。 

 

結局のところ、「神はこうだ」という定義は意味がないことになる。 

 

これで分かっただろう。結局、人間にとって神とは相対的な存在だ。絶対ではない。 

お前は昔ある神を信じていたね。今はどうだ？ その神については神の「か」の字もない。逆に否定

している。あれは何だったんだ？と。「ふざけるな」と攻撃の対象にもなっている。 

しかし、おかしいよな。神は万能で絶対で全能なんだろ？ それが罪深い人間にどうにでも扱われて

しまうとは、それは何者なんだ？ 本当に神が全能で絶対なら、認識に違いなどないはずだ。重力が

あるから物は落ちる。それが「絶対」ということだ。 

 

じゃあ、他に真実の、本当の神がいるのか？ いないよ。お前がもしアラブ圏に生まれていたらアッ

ラーを信じているだろうし、どこか南国の島国で生まれてたら、壁に飾ってある藁人形ような物を神

だと思っているだろうね。実に相対的だ。そして、その関係性を決めるのは、結局お前の感情で決ま

るわけだ。 

 

だから、神を求めても、それはお前の価値観、意識の範囲を絶対に超えない。新しい神を模索しても

同じことだ。逆説的に言えば、もし「すごい神」が本当にいたとしよう。でも、人間はそれを認識で

きない。全能がどんなものかなんて人間には分からないからね。全能という定義だって相対的だ。つ

まり、神の定義どころか、その認識も相対的なものになってしまう。結果、神の探求は、答えが見い

だせないことになる。 

ここまでは分かるか？ 

 

わ、分かった。 

 

 

 



148 神が神である根拠はない 

 

さて、③の本質論という視点だ。 

 

繰り返すが、どんなに神を求めても、それは当人の価値観、意識の範囲を絶対に超えない。そして、

神が何たる者か？も当人の感情で決まってしまう。神の実態など関係ない。神の実態を求めているよ

うでも、結局は「こういう神であってくれ」という希望がそのまま神の実態になる。 

 

ここに隠されているパラドックスが分かるか？ 

つまり、神を求めることは、そのまま当人の感情、感情の本質を探求することになるんだよ。神とは、

当人の感情の投影だ。 

 

では、話を最初に戻そう。 

わしが「神は感情だ」と言うのには理由があると言ったね。①魂の構造上の理由から、そして②人間

の機能上の理由からだ。 

さて、人間の魂の構造については憶えているか？ 

 

意識魂と感情魂の二つだよね。意識魂とは根源意識の細分化されたものであり、感情魂は、蓄積され

た解消できていない感情であり、感情の偏りみたいなものだと。 

 

そうだね。つまり、意識エネルギーと感情エネルギーを併せ持ったのが人間の魂だ。さて、ここで質

問が出てくる。 

 

それは分かるよ。 

意識エネルギーと感情エネルギー、どちらのパワーが強いのか？ってことでしょ。 

 

かなりツボを突いているが、違う。 

意識エネルギーと感情エネルギー、どちらが優先されるのか？だ。 

なぜか？ 魂は、進化・成長の為に現実世界に来るからね。 

 

ということは、感情にまつわることが優先されるんだ。 

 

その通り。 

魂はカルマの解消の為に転生すると一般的に言われているが、カルマとは感情エネルギーの偏りだ。

つまり、感情エネルギーの偏りをどれだけ解消できるかが転生のテーマになる訳だから、人間は感情

を持って生まれてくるし、感情がすべてのキーになる。 

 

性格は変えられない。が、感情はコントロールできるし変えられる。そもそも人間が母体の中で胎児

である時期から感情を持っていること、そして、それが不変性ではなく、可変性であることに注目し

たい。そして、感情次第で身体はどうにでもなってしまう。脳に起因した神経系統がすべてを統制し

ているとは言っても、それに影響を与えるのも感情だ。生命力だって感情で上下する。これは無視で

きない重要な事実だ。 

 



つまり、魂が分け御霊であろうが根源意識の一部であろうが、現実世界での魂は、感情が本質的な要

素になるし、身体的機能も感情の影響を受ける。また、人生を生きるという現実面でも、また現実を

どう認識するのかも感情で幾らでも変わってしまう。本質が感情なんだよ。 

 

何が言いたいのかというと、相対的なものである神を絶対的なものであるとする既成概念は間違って

おり、そうなると、そもそも「神」が「神」である理由が無くなる。理論的にも、実態という面でも、

それを認識する人間の機能上の面でも。 

 

さて、核心に移ろう。 

 

 

149 己の神性が、そのまま神となる 

 

結局、わしが言いたいのは「神を模索するな。模索しても見つからないから」ということだ。 

 

なるほど。こういう解説を聞いたことは今まで無かったよ。俺的には実に腑に落ちた。 

ただ、これまで俺は、俺なりに神を模索して生きてきたことを考えると、神を模索しても意味がない

というのは、寂しさがある。こんな感覚になるとは思っていなかったけど… 

 

そうだろうね。それは、神を「外」に求めていたから。でも、神は外ではなく「内」にあることが分

かっただろう。「内」とは己の感情のことだ。間違ってでも「思考」ではないから勘違いしないよう

に。 

さっきから言っているように、神は自分の感情の投影だ。つまり簡単に言えば、己を模索すればおの

ずと神は見つかる。「見つかる」というよりも、自分の神性におのずと気付く。それが「神」だ。 

 

己を模索するとは？ 

 

まず、自分の感情の傾向を知り、それを抑制せず、安定させること。そして、感情の特性を有効活用

し、人様に何かしらの貢献が出来るように発揮することだ。 

 

「神性」とは？ 

 

今言ったことが出来る人間力・意識の大きさと、それを実践したことで感じる己の満足感だ。「崇高

な意識」と、内面からくる恍惚感が「神性」だ。 

 

それだけ？ 

 

今、「それだけ？」と言ったな。その価値を知りもしないで！ ま、いい。今のお前には分からない

だろう。ただ、これが出来たら本当の「神」を感じる。神は見るものでも、学ぶものでも、勉強する

ものでもない。感じるものだ。それは外的な要因から感じるのでない。己の意識と連動した実践の結

果、「内」からくる満足感だ。 

 

わしは、「神」という表現が好きではない。「崇高な意識」という方がいい。ま、そう表現しろと強

制はしないが、すべてがエネルギーであることを考えると、人格的な含みがある表現にどうも違和感



を感じる。この「崇高な意識」を感じれば感じるほど、本当に恍惚感を感じる。この恍惚感は、どん

な愛情よりも、どんなセックスよりも、どんなドラッグよりも病み付きになる感覚だ。 

 

だが問題は、それは何かスピリチュアルなことを実践すれば感じるものではない。なんだかんだ言っ

て、お前は現実世界に生きているんだから、現実的なことに専念することでしか、己の神性は実感で

きない。 

だから、本を読んで、ノウハウを実践するよりも、目の前で困っている人を助けて上げることの方が

何倍も、何十倍も己の神性を感じられる。どんなに聖書や聖典を読み込んでいても、横断歩道で困っ

ている眼の見えない人を、サポートしてあげられなかったら全く意味がない。 

 

ちょっとした親切、些細な励ましの言葉をかけてあげることの方が簡単に「神」に近づける。思考で

自分がどんなにスゴイ人間かを考えたってダメだよ。それが人様の具体的な助けという実態が伴って

いないと。でもそれは、本当に人間力の高い人間にしかできない。些細なことに気付ける人間は、そ

れだけ大きな神性を持った人間だ。俗な言い方をすれば、それが出来る人間が本当に成功する。 

 

人間は「神」を求めてどれだけ己の神性から遠く遠く遠ざかってしまったんだろうね。すぐに「助け

てくれる存在」を求め、それを知らない人間を偏見で差別する。それで、己のどうでもいい位のちっ

ちゃい自尊心を必至に守ろうとする。「自分にして欲しいと思うことは、人にもしなさい」という言

葉の真の意味とそのパワーを知らなすぎるよ。それを信じている人間が選民思想やら救いやらを言い

出すなんて、どれだけバカなんだろうね？ それは、己の価値を自分で分からない、見付けられないっ

てことだろ？ 常に神からの評価や承認がないといけない訳で、神を求めることが、結局は「認めて欲

しいから」という他力依存の言動になってしまう。本末転倒だ。 

 

話がちょっと逸れたな。 

神を知りたければ、「己」を知ることだ。己の感情を知り、そこから崇高な意識に気付くこと。そし

て、それを発揮すること。そうすれば人生は豊かになるよ。本当に。要は、神は己の感情の投影なん

だから、己の感情、意識をより良いものにすれば、自分の理想とする「神」を感じられる。神はどこ

かにいる存在ではない。見付けるものでもない。感じるものだから。 

 

そうか。 

昔はね、そういうのは精神論だと思っていた。けど、これが「意識論」なんだろうね。何かちょっと

だけ分かってきた様な気がする。 

 

神についてはもういいだろう。さて、次に何を聞きたかったんだっけか？ 

 

 

150 悪魔も神も同じ 

 

あのさ、神に関する話題でもあるんだけど、悪魔って何なの？ 実在するの？ 神と悪魔との関係は？ 

 

実在しないよ。神と同じ理屈だよ。 

 

感情の投影だ、と？ 

 



ま、そういうことになるね。 

 

俺がクリスチャンだった時、何であれ良くない出来事は悪魔の仕業だと教わってきた。教団の言う理

屈は単純なんだ。「そもそも愛ある神が悪いことを引き起こすわけないのだから、悪いことが起きる

のは悪魔の仕業だ」とね。だから、悪い傾向・事物に絶対に流されてはいけない、と。 

 

でも、神は最終的にハルマゲドンを起こして、自分に組しない人間は全員抹殺するんだろ？ いわゆ

る「選民思想」と「終末論」をミックスした教理だよな。 

 

でも、それは「神の意志」であり「愛ある神」の意向なんだから、逆に良いことだという理屈でね（笑） 

俺は、それがどうも理解できなかった… そんなこと言ったら村八分だけどね。 

 

だから神なんて「相対的」なんだよ。 

結局、神が不信者を抹殺することが良いか悪いかの話ではなくて、「そういう神を信じたい」という

当人の感情の問題だろ。しょせんそれを信じる人間なんて弱い人間だから、そういう思想に傾倒する

ことで己の強さを実感したいだけだ。 

 

神と悪魔の構図は、人間が誰でも持っている「二面性」をそのまま投影したレトリックだよ。聖人君

子なんて一人もいない。誰でも必ず「黒い面」を持っており、それをそのまま統制せずにいたらどう

なってしまうのか？を「悪魔」という存在に投影しているだけだ。逆に言えば、もし己の神性を意識

する為の反面教師として「悪魔」という「虚像」が当人にとって有効なら、それはそれでいいだろう。

が、何でも悪いことは悪魔の仕業だというのは間違っている。 

 

そもそも、人類が「悪魔」という概念を持つようになったのはナゼか、知っているか？ 

 

なに？ 

 

責任逃れの言い訳、だよ。 

 

誰だって悪事はする。それは当人が「したい」から実行するわけだ。が、「自分がした」という事実

を素直に認められるほどの強さを持っている人間は、そうはいない。 

そこでまず悪魔のせいにすれば安心する。しかし、反省・改心を求められた時、「自力で改心した」

とは言えない。それを言ったら、悪事も自分の責任になるからだ。だから、改心も「神」のお陰だと

すれば問題はなくなる。それが「悪魔」という概念が発生した理由だよ。 

 

そもそも人類（人間）は、「崇高な存在」、つまり「神」という概念しか持っていなかった。それは、

自然界で学んだ自然界に対する「敬虔な恐れ」という意識。それしか持っていなかったんだよ。しか

し、人間は人を騙したり、裏切ったり、殺したりもする… 

 

それが己の「敬虔な恐れ」から来るとは到底思えないと苦しんだ結果、悪魔を生み出したと？ 

 

違うよ。まず、個人が内心の安心感を得る為に。そして、宗教が組織化されるにつれて「悪魔」とい

う存在があった方が何かと好都合だと気が付いたからだ。深い理由はない。 



要はね、対外的に悪事の責任を取ってくれる（ように思える）存在が必要だったから人間は悪魔を創

作した。それは人間各自の感情が織りなす苦しみから安心したいからだ。悪魔は実在しない。もちろ

ん神も実在しない。それらは己の内面の両性の投影だ。 

言い換えれば、人生は「悪魔」と「神」の融合だ。分離ではないし、どちらかに優劣を付ける問題で

もない。 

 

 

151 魂は「闇」 

 

悪魔・神をそれぞれ陰・陽とした場合、どちらが本質なの？ 

 

どういう意味だ？ 悪魔が陰、神が陽というのは正しくないが。 

 

つまり、魂にある両面性、陰・陽のどちらが本質なのか？と思って。人間の内面には善・悪の要素が

あるわけでしょ？ いやさ、音楽とかアーティスティックな対話になると、闇だの光だのの話になる

ことが多くて。アーティストは闇を知っていないと光は提示できないみたいな視点が多いのよ。 

 

もう自分で答えを言っているじゃないか。 

 

え？ じゃあ、闇が魂の本質なの？ 

 

闇と光で言うなら、そういうことになるね。 

 

あ、そうなんだ。ってことは、人間は性悪説が正しいわけだ。 

 

それは違う。闇＝悪、光＝善ではないよ。 

確かに、性善説・性悪説は分かりやすいカテゴリ分けではある。しかし、それは感情の特性を大きく

二分したときの話であり、つまり、性善説・性悪説は感情の話だ。しかし、闇と光は感情の事ではな

いし、闇＝悪、光＝善というのは分かりやすいが本質は突いていない。 

そもそも、「闇・光」って何なんだ？ 

 

それは俺が訊きたいよ。 

 

分からないで言ってたのか？ ま、いい。使いやすい言葉、表現だしな。 

今の対話で色々な表現が出てきた。「性善説・性悪説」「善・悪」「陰・陽」「闇・光」だ。 

まず整理しよう。 

「性善説・性悪説」「善・悪」は、感情エネルギーの傾向のことだ。現実世界に生まれた人間の魂に

は感情魂エネルギーがあるから、その特性を表現したのが「性善説・性悪説」「善・悪」であり、特

に「善・悪」は、感情エネルギーをもとに行動した「結果」の話になる。 

 

「陰・陽」は、非現実世界と現実世界の事を表現しており、人間は見えない要素との連動で生きてい

ることの世界観・関係性を示している。いわゆる「森羅万象」のことだ。もちろん、非現実世界には

魂の世界が含まれるから、「陰＝非現実世界＝スピリチュアル」とも言える。陽は、「陽＝現実世界

＝リアル」という意味になる。 



 

さて、「闇・光」についてだ。 

「闇・光」は魂、もっと厳密に言えば根源意識の実態のことを言っている。ただし、これは根源意識

にも善・悪があるという意味ではない。根源意識に善・悪の概念は一切ないからな。 

強いて言えば、闇は、根源意識の空気感・内容・匂い・温度のことで、光は、各魂が現実世界に生ま

れた際に発揮する内容・課題・要素のことだ。だから、魂をむき出しにして発揮することを「光を提

示する」という様に表現する。それを発揮するためのツールとして「センス（感性・能力）」がある

わけで、各々は自分の持っているセンスを発揮しなければいけない。それが分かりやすいのがアーテ

ィスティックなことになるから、アーティストは、闇だ、光だという視点を持ちやすくなる。 

ということは、何か気付かないか？ 

 

やっぱり、闇が魂の本質だ、と。 

 

そう。しかし今言ったように、それは善・悪とかいう次元の話ではない。 

例えれば、「光」は馬の前にぶら下げた「にんじん」だ。「にんじん」があるから前に進める。生き

ていけるわけだ。 

 

おもしろいね。でも「闇」が魂の本質ってことは… ん、、なんて言ったらいいのかな… 

 

 

152 「闇」は魂のサウンド 

 

お前の好きそうな側面から、「魂の本質は闇である」ということを解説しようか。 

魂・根源意識はエネルギーであり波動だ。波動にはそれぞれ「音」がある。その音・サウンド・その

空気感のニュアンスを象形的に現したのが「闇」というデザイン（漢字）だった。だから「闇」には

「音」というデザイン（漢字）が含まれている。 

 

あ、確かに。 

 

その「闇」を「やみ」と言うようになったんだよ。もともとは「あん」と言っていた。 

「やみ」は訓読みで、「あん」は音読みだが、歴史的には音読みの方が古い。古いというか、音読み

の方がそのデザイン（漢字）の持っている意味の本質を音に（音にして発声）する際に自然に出てき

た音（サウンド）のことだ。 

 

さて、日本人はこの「闇（あん）」に「やみ」という言い方を足した。「音」というデザインが付く

他のデザインを思い出してごらん。「暗」「諳」「韻」などがあるが、どれも不可視な要素を含んで

いるね。 

ここが漢字というデザインの興味深いところであり、それをどうサウンドとして言うか？、それにど

んな意味合いを含ませるか？ ここが日本人の持っている事象に対するセンスが表れている。 

実際、根源意識エネルギーに色はないし明るい世界でもない。太陽光線の影響もないし、物理的な反

応がないから実際に「暗い」んだよ。しかし、音はある。 

 

でもさ、臨死体験で霊界に行った人間は「光っていた」とか「輝いていた」と言っているよね？ 

 



それは、根源意識の世界ではない。魂も根源意識も視覚といった物理的な意味で感じたり体験できな

いから。また、臨死体験しても皆が光っている世界を見る訳ではないよ。 

それでも「光っている」と言うのは、「光っているんだろう」という刷り込まれた情報があるからそ

う見えるのと、光は魂の現実世界で発揮する内容の象徴だから、より現実世界に近いエリアでいわゆ

る霊的世界に行けば、当然光の要素が強くなるからそう見えるという事情があるからだ。 

 

そうなんだ… 

 

だから、闇・光という表現は、善・悪というニュアンスを含めて使うには分かり易く便利な言葉だが、

魂のレベルでは善・悪という意味合いはない。この概念は、実はとても大事なことを教えている。 

 

「光」を提示したければ、より「闇」な要素を体験しなければ「光」は発揮できないよ、ってことで

しょ？ 悪に染まることも必要だ、と。 

 

アーティスティックな回答だね。面白いよ。が、間違っている。それは、堕落することの言い訳であ

り、「闇・光」と「善・悪」を混同しているだけだ。「悪」な要素を知らなくたって光は発揮できる

よ。人を殺さないとイイ曲は書けないのか？ セックスに溺れないとセンスは出せないのか？ アル

コール依存にならないとパフォーマンスできないのか？ 違うだろ。 

 

わしが訊いたのは、「魂の本質が闇であること」と「現実世界に生まれてきたお前（人間）との関連

だ。 

何が大事かと言うと、自分のセンス・直感を大事にしろってことだ。決して抑制してはいけない。そ

して疑ってもいけない。どんどん発揮しなければいけない。そして、もう一つ。音のパワー、影響力

を決して侮ってはいけない。五感の中でも「聴覚」と「視覚」は感度が強く、どちらも不可視な要素

を感じる役割を担っている。とくに聴覚は重要だ。 

 

 

 

 

153 言霊パワーという戯言 

 

ってことは、やっぱり「言霊」はパワーがあるんだね？ 言霊で現実化を促すとかあるけど、それは

正しいってことか。 

 

言霊、ね… 忌々しい！ 

今のお前の発言は 2つのことを混同している。 

 

混同？ 

 

言霊にパワーがあるから現実化できる？ パワーと現実化はまったく関係ない。 

逆に訊きたいね。言霊パワーとは何なんだ？ それで現実化するとはどういう理屈なんだ？ 

 

だって、さっき「音」は強力で「聴覚」は侮れないって言ってたよね？ 

 



で、なぜ言霊なんだ？ ま、いい。 

言霊パワーとは何なんだ？ それで現実化するとはどういう理屈なんだ？ 

 

つまり言霊も波動だから、欲しい理想と同じ波動と同調できるような言葉を発していればそれは実現

するってことだよね？ だから、より波動の高い言霊を発することで、より高い波動と同調する必要

がある。人間にとっての理想は波動が高い訳だから。そこで、「ありがとう」とか「しあわせ」とか

いう言葉が重要になってくる。 

例えば、「あ」「り」「が」「と」「う」という各々の音だって、それぞれに波動があるわけで、な

おかつ、自分が欲しい理想がゲット出来たらそれは「有り難い」ことなわけだ。だから、「あ・り・

が・と・う」という波動の連動が、「有り難いこと」を引き寄せることになる。 

 

なるほど。言霊についての「勘違い」を上手く要約できたな。大したものだ。 

 

からかってるの？ 

 

からかっているよ。バカだな、とね。 

 

あのさ、さっきから何かイラついてない？ 

 

イラついているよ！ 言霊の神性さと、いいように踊らされてることを考えるとな。 

 

言霊の神聖さ？ 踊らされている？ 

 

あのな、よく聞け。 

言霊にはパワーがある。これは事実だ。波動だし、波動である以上エネルギーだからね。じゃ、なぜ

現実化なんだ？ なぜ言霊と現実化がイコールなんだ？ よく考えろ。 

 

一般的に言われている言霊パワーの現実化の理屈はこういうことだろ。波動は波動で同調し合う。言

霊も波動だから同調する理屈も変わらない。よって、波動の引き寄せが起きる「はずだ」という理屈

だ。注意すべきなのは、理屈的には正しいが、その適用も正しいのか？ってことだ。結論、間違って

いるがな。 

 

なぜ？ 

 

なぜ？への答えの前に、「言霊パワー」と「波動うんぬんでの同調による現実化」はイコールではな

いと覚えておけ。 

 

でもさ、「アファメーション」は科学的にも証明された実践法としてスポーツ界を初め色々と用いら

れているよ。アファメーションだって一種の言霊パワーでしょ？ その実践の結果、予想以上の結果

をゲットできたという実例もたくさんあるわけよ。 

 

今言った発言に勘違いがあるのが、自分で言ってて分からないのか？ 

 

効果があって結果も出てるっていう証拠があるんだよ。 



 

だから、効果と結果がイコールでは無いと言っているんだよ。さっきも言ったろ。言霊パワーで現実

化なんて戯言だ。何をそんな真面目に「証拠がある」とかヌカしてるんだろうね。 

 

じゃあ、何が言いたいんだよ？ 

 

「お前は何も分かっていない」ってことをわしは言いたいんだよ（笑） 

 

からかうなって。 

 

 

154 言霊の実態 

 

言霊というのは読んで時の如し「言葉が持っている霊力」のことだ。 

そもそも言霊というのは、「音」の波動によって場の浄化を促すための実践法だ。「お金が欲しい」

と言葉を発していてもお金は引き寄せない。要は、実践法のアプローチと目的を勘違いしている。 

 

よく考えてごらん。 

あとえば「あ」には「あ」の波動がある。では、「あ」と言い続けることで「あ」が実現するのか？ 

「あ」の現実化って何なんだ？  

 

単音では意味がないんだよ。例えば「あ」「り」「が」「と」「う」という各々の波動の「連動」が

意味を持つ訳。 

 

じゃあ、「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」があったとして、それを一発で鳴らしてごらん。濁るよ。 

 

ちょっと待った。その論法には騙されないよ。一発で発する訳ではないから。 「ド」「レ」「ミ」「フ

ァ」「ソ」と一音ずつ鳴らすことでメロディになるわけ。 

 

なるほど、ちゃんと考えてるね。じゃあ逆に聞きたい。「あ」「り」「が」「と」「う」と音を連続

で発したとしよう。それぞれの波動が順々に口から出る訳だ。 

 

そういうこと。 

 

それは、どの時点で単発の波動ではなく、「ありがとう」というグループでの波動に変わるんだ？ そ

して、同調する側の波動は「ありがとう」という「グループとして」の波動を認識するのか？ 単発

での波動を認識するのか？ それはどういう因果関係（プロセス）で成り立っているんだ？ そして、

有り難いことの波動と「ありがとう」という波動は本当に同じ波動なのか？  

 

ん、、考えた事ないな… 

 

「あ」は「あ」の波動で響き、「り」は「り」の波動として響く。要は、結局は単体としての波動な

んだよ。波動なんだろ？？ ということは、各々の響きが混在するわけだ。 

 



でもさ、水の反応でネガティブワードとポジティブワードでは、結晶の美しさに反応が出るという実

例もある。ということは、やっぱり単発の波動ではなく、「ありがとう」というグループとしての波

動に変調するんじゃないの？ でなければ、結晶への反応に違いは出ないでしょ？ 

 

じゃあ、「バカ」と言う言葉はネガティブな言葉だから波動が悪いと言うが、「バ」と「カ」を別々

に時間差で発したらどうなんだ？ 逆にどれくらいの時間差を置けば「バカ」ではなく、「バ」と「カ」

が別々になるんだ？ 何か大事なことに気が付かないのか？ 

 

あ、意味があるか、無いか。 

 

そうだね。その波動に意味を持たせるのは？ 

 

あ、感情か。 

 

その通り。感情であり意識が重要だってことだ。ニコニコしながら「バカ」と言ってごらん。もしく

は、怒りながら「ありがとう」と言ってごらん。ニュアンスが変わるだろう。それは、各々の音の波

動が変わる訳ではなく、言っている当人の意識・感情と出す言葉にズレが生じるからだ。つまり、言

っている当人の感情と、その言葉がネガティブかポジティブか、どういう意味があるのか？という当

人の意識が重要になる。全く日本語を知らない人間が「ありがとう」と言っても、「ありがとう」と

いう意味では鳴らない。 

つまり… 

 

 

 

 

 

155 言霊の価値 

 

つまり「本来」の言霊パワーは、単体の音が持っているパワーであり、その単体の音が発することで

場の浄化をするために使用するのが本来の使い方なんだよ。まずこれをよく覚えておきなさい。 

そして、「ありがとう」という言葉としての波動ではなく、それにどういう意味を込めるか？ 意味

を持たせるか？の方が重要になる。そして、「有り難い」ことの波動と、口で発する「ありがとう」

という波動には何の因果関係もない。結果、言霊パワーで引き寄せるとか云々は関係ない。 

 

じゃあ、アファーメーションは？ 

 

それは、「潜在意識への書き込み」だろ？ 波動ではないよ。 

ま、アファーメーションの実態は潜在意識への書き込みではなく、脳の回路と神経系への書き込み作

業なんだが。 

 

アファーメションって効果があるの？ 

 

あるよ。だが、今言ったように脳の回路と神経系への書き込み作業だから、それに準じたことに適用

すればだがね。強いて言えば、効果の程で比べれば言霊よりもアファーメションの方が効果は高い。 



 

じゃあ、「俺は金持ち、俺は金持ち」って唱えても意味がないと？ 

 

意味ないよ。アファーメションも言霊もそういう使い方は間違っている。さっきも言ったろ。言霊の

使い方は「場の浄化」だ。だから、本当の言霊は文章でも言葉でもない。「あ」とか「ん」という音

だ。サウンドなんだから。 

 

あ、だからチベット系仏教では「あぁ〜」というように、一つの音をずっと続けてだすんだね。 

 

チベット系なのかどうかは知らんが、それが正しい使用法になる。 

 

じゃあ、「あ〜」とか「う〜」と音を正しく出すことでどうやって理想を現実化できるの？ 

 

だから、それと理想の現実化とは関係ないと言ってんだろ。 

 

でも、浄化作用が起きるってことはさ、何かしらの変化が起きているわけで、それはある種の現実化

なわけだよね？ 

 

なるほど。それが言霊パワーの勘違いなんだよ。しかし、いいとこに気が付いたね。視点を変えて考

えてみろ。 

 

つまり、、、場の浄化に伴う心理的影響ってこと？ 

 

その通り。場の浄化からくる心理的、精神的、思考への影響をどう使うか？が言霊の本来のパワーの

使い方だ。それしかない。 

「ありがとう」と言い続ければ「有り難いこと」が起きるというのは、有り難いと思えることに「気

が付ける」ようになっただけだ。そこに視点が移るだけの話で、それは引き寄せの法則の一連の対話

でも解説したね。それと同じだ。 

昔は、場の波動の内容に対してどの音を発せれば浄化できるか？という一種の法則があった。が、今

はそれが忘れられている。しかし、もしその法則を見付けられたとしても適用することは出来ないだ

ろう。時代が変わっているから。昔の波動と今の波動は大きく変わっているからね。 

 

 

156 エネルギーバランス 

 

これは理論の上での話だが、覚えておくべき大切なことがある。 

 

なに？ 

 

世界は、絶妙で、かつ微妙で繊細なエネルギーバランスの上で成り立っているってことだ。これはど

んな成功ノウハウよりも、どんな真理よりも大事なことだよ。 

 

どういうこと？ 波動の影響具合いがってこと？ 

 



これは、今話してきた言霊とも関係している。ま、それは追々話していくが。 

 

さて、エネルギーバランスが少しでも狂うと物事にも大きく影響する。トランプで三角形を組み上げ

ていく様なもんだ。どれか一枚でも狂えばすべてがなし崩しに崩壊する。人間関係も、人生も、生態

系も、宇宙もすべてがだ。 

昨今は何事もディテールに拘る傾向があるが、もっと大きな視点で全体のエネルギーバランスを解明

する方が大切だ。それを理路整然と説明できた奴は本当の救世主、成功者になれるだろうね。世界レ

ベルでも己の人生レベルでも。 

 

例えば人間関係だ。本当に微妙なタイミングが折り重なって「ある人」と出会える。もし、あの交差

点を右に行ってたら？というレベルで違う選択をしたら「その人」とは会えないわけだ。そういう些

細なことが大きな変化に影響を与える。が、あの交差点を右に曲がったから大丈夫という問題でもな

い。その人が違う選択をしてたら会えない。家を出る時間が数秒遅れるだけでも会えない。その時の

気分も影響するし、お前もあの人をも取り巻く他の各要素も正しい方向に行かないと出会えない。 

 

それらの確率を考えたら、ありえない程の数字になるわけだ。 

 

ありえない程の数字とかいう問題ではない。数字と言えども、万に一つでも数学的な確率があれば、

それは起きる可能性もあるから。バランスが崩れたら「会えない」んだよ。もし、その出会いが大き

な可能性に繋がるとしたら？ その可能性すら逃すことになる。 

さて、あえてここで意地悪な質問がある。 

この説明を聞いていてお前は「なるほど」と思うか？ それとも何か疑問を抱くか？ 

どっちだ？ 

 

「なるほどねぇ」って聞いていたけど。 

 

それじゃダメだ。 

 

え？ なんで？？ 

 

さっきわしが言ったこと、「覚えておけ」と言ったことは何だった？ 

 

世界は微妙なエネルギーバランスの上で成り立っている。 

 

そうだね。で、わしは人間関係についての一例を出した。 

何か気付かないか？ 

 

え？？ なんだ？？ 

 

考えろ。答えが出るまでわしは次の話に移らないから。 

 

んん、、、 実はエネルギーバランスはウソだとか？ 

 

あはは、裏を読み過ぎだよ（笑） 



 

話を鵜呑みにするなってことに気付けということ？ 

 

それは確かに大事なことだ。が、今気付くべきことはそういう話ではない。エネルギーバランスの話

で、人間関係の一例を出したわけだ。で？ 

 

えええ？ なんだ…？ 

 

 

157 これから知るべき最も大切なこと 

 

あ！ 分かった。 

おじいちゃんはエネルギーバランスの話から人間関係の一例を出した。エネルギーバランスは目に見

えない要素だけど、人間関係はエネルギーバランスがどうであれ物理的な話だ。交差点を右に行って

も左に行っても現実は変わらないし続く。そこでエンドにはならない。でも、実態としてはエネルギ

ーバランスはある。 

 

その通り。で？ 

 

エネルギーとはなんだ？ 不可視な要素と物理的な要素の関係性とはなんだ？という疑問が出てきた。 

 

それだよ。 

 

でも、ちょっと待って。それは今までの対話でも話してきたことだよね？ 

 

そうだね。じゃあ訊くけど、エネルギーって何だ？ 

 

エネルギー？ エネルギーとはパワーがあってヒーリング力もあって… 小さな力と大きな力で、そ

れ以外に重力や電磁気でもあり… 魂の実態で… 

 

簡単だよ。エネルギーは波動だ。 

 

そうそう、そうだよね（笑） 

 

じゃあ、波動とは？ 

 

波動とは、、、エネルギーだね。波動は、、、 

 

もういい。要は、分かってないんだな。 

何が言いたいのかというと、波動やらエネルギーの意味については辞書を開けば分かる。が、人生は

字面で分かるものではない。もし魂という概念がなくて超現実的に生きたとしても、人生は何かと不

思議だ。つまりコントロールが出来ない。でもエネルギーは無視できない。 

 



つまり、エネルギー・波動が現実世界に大きく関わっていながら、そもそもエネルギーとは？ その

バランスとは？ もっと言えば、それがどう現実世界に影響を与えているのか？ この実態が分かっ

ていない。ここが最大の盲点であり、これが良くも悪くもすべての間違いに繋がる。 

 

例えば、量子論では量子が根源要素だといい、それは粒と波でありながら観察した瞬間に波から粒に

変わると言っている。だから、波という可能性から粒という実態になるためにイメージだの思考だの

潜在意識だの言い出すが、わしから言わせれば「それが何だって言うんだ？ だから？」という話だ。

イメージという波から思考がどうやって物質化するんだ？ 潜在意識にブロックあるから？ それを

外せば叶う？ それは意識を大きくすれば叶う？ 言葉に出して唱えれば形になるのか？ どうやっ

て形になるんだ？  

 

例えば、スピリチュアル、精神世界で相手を罠にハメたかったら、「エネルギー」というキーワード

をいい様に使えばいい。「結局、エネルギーですね」、「エネルギーが良くないですね」、「背後の

霊が…」とか言えば簡単に核心を省けて片付けられる。実に便利な言葉だ。 

 

わしがなぜ意地悪な質問をしたかというと、一度根本的に「本当か？」「なぜ？」と考えて欲しいか

らだ。お前は自力で色々勉強したが、それでスピリチュアル迷宮の深みにハマった。なぜか？ 簡単

だよ。エネルギーの実態が分かっていないからだ。勉強し過ぎて、表面的な理論に惑わされた。 

神の実態だの、魂の事情だの関係ない。魂は意識魂エネルギーと感情魂エネルギーで構成されている

からと言っても、そのエネルギーって何なんだ？ 逆にわしは常々、「行動・実践・努力が必要だ」

と言っている。それはエネルギーの事情があるからだ。もっと言えば、エネルギーの事が分かれば、

なぜ人生軌道を生きることが大切かも分かる。運命パターンの重要性も分かる。 

 

なるほど。いやね、いつも疑問なのは、なぜ結果が出る人間と出ない人間がいるのか？ということな

んだ。例えば世間には色々なノウハウがあって、それこそ成功ノウハウをとってみても色々なアプロ

ーチがある。それで結果が出る人と出ない人がいる。相性の問題もあるのかもしれないけど、そもそ

もノウハウが正しいか否か、真理かどうかなんて関係ないのかなとも思ってきてて。 

 

いい事に気が付いたね。その通り、一切関係ないよ。要は、あれこれノウハウを実践したり、カリス

マ講師を探したり、セミナーに興味持ったり、宗教を模索するのは、エネルギーの実態が分かってい

ないからの一言に尽きる。エネルギーバランスについての概念を持って、意識して生きていければ他

は一切気にする必要も無い。あとは生きるだけだ。 

 

これからしばらくエネルギーについて話す。これはとても大切な要素だ。ただし実践法ではないから

勘違いしないように。あくまでも理論だ。ただし、知っているのと知っていないのとでは全く違う。

特にノウハウ系やスピリチュアル系に興味のある人間にとってはね。勘違いを正すにも役立つだろう。 

もちろん、最後には実践法も教えるよ。しかし、それは「え？ そんなこと？」と思うだろう。でも

それが真実だから。核心は実に単純なことだ。 

 

「オッカムの剃刀」か。 

 

わしも人間だったことがあるから人間の特性はよく分かる。人間って不思議だよな。シンプルよりも

複雑を好む。薄いノウハウ本よりも分厚いノウハウ本を買う。単純なことよりも色々ステップがあっ



た方が本物だと勘違いする。要は、満足感が得られるかどうかが重要で、真実かどうかは重要ではな

い。 

 

聖書だって他の教典だってそうだ。神の目的を伝えたいなら１ページで済む。人生の生き方の奥義な

んて簡単だ。「つべこべ言わず、生きろ」。ただこれだけだからね。 

ヒーリングだって、手なり握ってくれた方が「ヒーリングされた感」がある。本来ヒーリングなんて

接触はなくたって出来るからね。でもそれじゃ「満足しない」。 

不思議だね、人間は。 

 

真実を語りつつの、要はおじいちゃんの世間への愚痴だ（笑） 

 

ああ、愚痴だよ。ただし、これはお前とわしとの個人的な対話だ。ということは、「お前に対する」

愚痴だ。勘違いするな。 

 

あ、分かってるよ。 

 

 

 

158 エネルギーとは？ 

 

では、エネルギーとは何だ？ 

 

波動。 

 

そうだね。わしもさっきそう言った。その方がイメージしやすいだろう。が、厳密には違う。 

「エネルギー」と言っても、その実態は幾つかに分けられる。まず、それを整理しよう。 

 

魂も「意識エネルギー」って言ってたよね？ ってことは、エネルギーの実態は意識ってこと？ 

 

それも説明するから。 

お前が質問すると話が逸れる。しばらく質問はするな。 

 

OK… 分かったよ。  

 

まず、エネルギーは 2つに大別される。現実世界で作用するエネルギーと、非現実世界で作用するエ

ネルギーだ。昨今のスピリチュアルは、これを混同していることに勘違いの元がある。人間は現実世

界の存在でありながらも非現実世界との連動で生きているわけだが、それぞれでのエネルギーの作用

は違う。つまり、現実世界のエネルギーと非現実世界のエネルギーの実態とバランスを意識すべきだ

ってことだ。両者は同じではない。ここに最大のパラドックスが隠されている。 

 

頭のいい奴は気が付くだろうね。現実世界のエネルギーと非現実世界のエネルギーの違いは何か？ 

それは、パワーとエネルギーの違いだ。つまり、現実世界のエネルギーとは、実はパワーだと理解す

る必要がある。では、パワーとエネルギーの違いは何か？ 一言で言えば「表面化」だ。これはとて

も重要な点だよ。 



 

エネルギーとはパワーの源、いわゆる電源のことで、パワーとは、エネルギーを何かしらの方法で変

換した後の「実用的な力」のことを言う。つまり表面化しているエネルギー、それがパワーだ。 

これは、発電のことを考えれば分かり易いだろう。原子力はエネルギーであり電力ではない。原子力

だけもらっても活用はできない。それを発電所のタービンで電力に換え、それを電気として活用でき

るパワーに換えて価値がでる。いいか、価値があるのは、エネルギーではなくパワーの方だってこと

だ。つまり、何であれ「現実化」とは、エネルギーの「表面化」のことであり、人間力もパワーだし、

現実世界においてはエネルギーをパワーに換えた方が圧倒的に強い。これが基本的概念だ。 

 

わしから言わせれば、昨今のスピリチュアルや現実化ノウハウというのは、エネルギーとパワーの原

理についての解説に終始しているばかりで、どうしたらエネルギーをパワーに換えられるのか？の議

論が欠落しているとしか言えない。ま、それは「わざと」そうしているのだが、一般市民はそれに気

が付けないから失敗する。 

 

これで重要な点が分かるだろう。人間にとってのタービンとは何か？ エネルギーをパワーに換える

「何かしらの方法」とは何だ？ってことだ。 

 

 

 

 

159 エネルギーの実態 

 

さて、その答えを言う前に、大別した「現実世界のエネルギー」と「非現実世界のエネルギー」につ

いてもう少し詳細したい。 

さっきも言ったが、「現実世界のエネルギー」とは実は「パワー」のことで、その源（電源）は「非

現実世界のエネルギー」だ。では、「非現実世界のエネルギー」とは？  

 

それは、①生命エネルギー、②意識エネルギー、③感情エネルギーのことを言い、それは④電磁と

いう特性を持つ。 

①生命エネルギーとは、身体的なことに影響を与えるエネルギー、②意識エネルギーとは、いわゆる

想念のことだ。これは魂の実態としての意識エネルギーのことではない。ちなみに、魂の意識エネル

ギーを言葉で表現するのは難しいが、強いて言えば「愛」だろう。 

③感情エネルギーは、そのまま感情のエネルギーのことだが、感情とは「気分」とか「気持ち」とか

いう軽いものではなく、エネルギーであり、それはいかようにもパワーに換えられると理解して欲し

い。ちなみに前にも言ったが、「霊界」とは感情エネルギーの溜まり場のことを言う。 

④電磁とは、①②③を含め森羅万象という物質世界に共通するエネルギーの実態のことで、それは

電と磁、つまり電力と磁力だ。つまり、一般に言うエネルギーとはこの 2つの要素のことを言う。 

 

波動とは、この電磁の「癖」の違いが表面化しているパワーのことだ。これは数値化できる。音で言

えば「ド」とか「ミ」の違いであり、光で言えば「赤系」とか「オレンジ系」と色の違いに現れる。

波動はエネルギーのことではない。 

つまり、電磁という実態を持つ生命エネルギー、意識エネルギー、感情エネルギーという非現実世界

のエネルギーを現実世界にパワーとして表面化することが「現実化」ということだ。それを体力、人



間関係、お金、物など、どれで物質化するのかが違うだけの話。しかし、物やお金という目に見える

形での物質化をするには、別の要素が関係してくる。これは追って解説する。 

 

あのさ、それなら「現実世界のエネルギー」という表現を使わなくてもいいのでは？ エネルギーは

「非現実世界のエネルギー」のことで、現実世界のエネルギーは無いってことでしょ？ 

 

 

あのな、質問するなって言ったろ… 

 

あ、ごめん、ごめん。 

 

ま、いい。その部分を説明しようとしていたからな。だがいいか、順を追って解説しているんだから

質問するな。後でまとめて受けてやるから。 

 

OK。 

 

せっかちなところは親父に似たな。すぐに結果を求めたがる。それが失敗のもとだ。これはわし個人

の愚痴だがね。 

 

 

160 現実世界のエネルギー作用 

 

さて、「現実世界のエネルギー」とは何かだ。 

現実世界のエネルギーとは、人生を生きるにあたって現実に影響する「エネルギー作用」のことだ。 

前にも言ったが、人と人の出会いひとつとっても、様々な因果関係が作用して出会う。チャンスもそ

うだ。じゃあ、その因果関係とは何か？ それがさっき言った 3 つのエネルギーの「作用」だ。 

 

ここが勘違いしやすい部分だから注意が必要だよ。非現実世界の 3つのエネルギー（生命、意識、感

情エネルギー）は、そのまま現実世界に流れる。だから、現実世界のエネルギー内容もこの 3つにな

る。（実際は、現実世界のエネルギーにはもうひとつのエネルギーが関係するんだが、それはあとで

追って扱う）。 

 

問題はだ、現実世界はおまえひとりだけではないってことだ。関係する人間関係、仕事、会社など多

種多様のエネルギーが絡み合う。要は、弊害要素が多い。おまえひとりだけの存在なら、おまえのエ

ネルギーをパワーとしてそのまま発揮すればいい。そこに他の弊害はないから簡単だ。しかし、現実

世界はそれで済まない。他人の勝手な思惑や事情も関係してくる。つまり、現実世界で何かを実現し

たいなら、良くも悪くも絡んでくる他のエネルギーの作用、関係を意識しなければいけない。 

 

昨今の精神世界やスピリチュアル系の成功ノウハウでは、この「作用」が一切考慮されていない。だ

から失敗する。思考エネルギーを現実化するというのは、理屈は正しいかもしれないが、それはこの

現実世界に「当人ひとりが生きていたら」を前提とした話だ。それは妄想型の片想いと同じだよ。「好

きという情熱があれば必ず相手に届く」かもしれないし、それは理屈としては正しい。だが、相手が

「イヤです」と言ったら？ 正しい理屈でも通用しない。要はそういうことが、もっと大きなスケー

ルで作用しているのが現実世界なんだよ。 



 

話を整理しよう。 

現実世界に生きている人間は、非現実世界との関連で生きている。その関連の実態とはエネルギー関

係であり、そのエネルギーは生命エネルギー、意識エネルギー、感情エネルギーの 3つだ。そして、

現実世界で何かしらの結果を出したいなら、エネルギーをパワーに変換しなければいけない。しかし、

現実世界では、人口人数分のエネルギーが関係し影響し合っているという事実を、無視できない。 

 

こう考えてくると、普通はこう考えるだろう。「どうしたら、関係し影響し合うエネルギーを自分に

とって都合の良い方向で作用させることができるか？」とね。しかし、そう考えるやつはバカだ。な

ぜだか分かるよな？ 余計なことに労力と時間を割く事になるからだ。つまり、いちいちコントロー

ル（強制）しなければ物事は進まないっていうアプローチを取る事になる。 

 

もちろん、そうしたいなら当人の自由だが、おまえのこれまでの人生も生きる哲学も要はこのアプロ

ーチを取っていたわけで、それで結果が出なかったんだろ？ もっともっと時間をかけて、もっとコ

ントロールして、もっと苦労すれば、理想としてた事に、そ・れ・な・り・の結果が出たかもしれな

い。だから、それなりの結果も体験しただろう。でも、それで地獄を見た訳だ。でも、それも苦労の

内だと思っていた。 

既存の成功ノウハウからすればそれが正論でも、わしから言わせれば、それは「勘違い」なんだよ。

ならば、他のアプローチを取ってみれば？というのが、わしがお前と接触を持つ事にしたそもそもの

理由だ。 

 

では、どういう視点が必要なのか？ 

 

 

161 人間という存在の意味 

 

まず、お前という存在は何なのか？という理解が必要だ。つまり、人間という存在の現実世界と非現

実世界との関連でのポジションとその意味だ。 

 

さて、以前に魂と意識について話した際、成功したいならまず「役割」と「ポジション」を決めろと

言ったが覚えているか？ では、そもそも人間の役割とポジションは何なのか？ってことだ。 

 

結論から言えば、人間は現実世界と非現実世界の境界線に存在している。お前（人間）という存在そ

のものが、この境界線に位置している。ではその意味は？ 非現実世界のエネルギーは、すべて「お

前を介して」現実世界に流れるってことだ。この仕組みは単純なようでいてとても大切だぞ。なぜか？ 

昨今の現実化ノウハウはこの真実を無視しているからだ。そもそも分かっていない人間が多いのだが、

意図的に無視している確信犯も多くいるし、ユーザーはそれにまんまと騙されている。引き寄せの法

則だの思考法などはその最たるものだ。 

 

さて、人間が境界線に存在していることの意味についてだが、それにはまず、現実世界と非現実世界

の実態についての理解が必要になる。 

現実世界とは、お前が生きている環境のことだ。地球、宇宙を含め物理的なことを言う。非現実世界

とは、エネルギーだけで成り立っている世界のことだ。ここに「物」と言う意味で物理的な物は存在



しない、あくまでもエネルギーの世界だ。そして、この非現実世界には、お前のこの人生で魂の目的

を最大限にクリアできた場合の、最高の環境と役割がエネルギーとして存在している。 

 

ここでキーになるのが「バランス」だ。精神世界においては使い古されたこの言葉の意味を分かって

いるか？ 

言い換えれば、非現実世界には完璧な理想のエネルギーがあり、境界線に存在している「お前（人間）」

を介して、そのエネルギーを現実世界にパワーとしてアウトプットしていくこと。これが「バランス」

の真意であり、人間が境界線に存在していることの真意でもある。分かりやすく言うと、非現実世界

の 100%のエネルギーを現実世界に注入して、そのバランスを 50：50 にできるか？ってこと。すべ

ては「お前（人間）の存在」がキーだ。 

 

ちなみに、この非現実世界にある完璧な理想のエネルギーが、魂の持っている「潜在的可能性」のこ

とでもある。しかし、この非現実世界は、精神世界や物理学で言うところの「平行世界」、「平行宇

宙」のことではないから勘違いしないように。 

 

ここまできて、人間の役割とポジションが分かってきただろう。ポジションは今言ってきた事だ。で

は役割とは？ 各自がエネルギーをパワーとしてアウトプットすること、そしてその影響が他に建設

的な（良い）影響を与えるよう活用すること。これが役割だ。 

わしは今、本当に重要なことを言っている。この役割については絶対に忘れるなよ。 

 

だからわしは、そもそもこの対話の始めに、宇宙の絶対的法則は何か？について、「生きることだ」

と言ったんだよ。生きているお前という存在がキーであり、生きていることで「何をするか？」が大

切だからだ。昨今の成功哲学では、「何を成すか？」が重要視されている。でもそれは「結果」だろ？ 

夢だの、理想だの、成功だの、成就などは、あくまでも「結果」であり、結果に至るには「何をする

か？」が重要なんだよ。この当たり前のことに気が付けていない人間が本当に多すぎる。 

ましてや「自分にとって都合のいいこと、自分が満足できること」、自己中心的だ。すべてが「俺、

俺、俺」なんだよ。だから人生の「オレオレ詐欺」にひっかかるんだよ。 

 

あはは！（笑） うまいね！！ おじいちゃん、そんなダジャレ言うんだぁ 

 

…… 

 

あ、ごめん、ごめん。どうぞ続けて。 

 

 

 

 

162 エネルギーの誤解 

 

つまり何が言いたいのかというと、「一生懸命生きろ」ってことだ。決して楽をしてはいけない。苦

労して、努力して、精進しろ。楽して儲けようなどと絶対に考えてはいかん。なぜだか分かるよな？ 

すべては「お前次第」なんだから。最近は、苦労とか努力という言葉を嫌う。何もわしが生前職人だ

ったから好きで言っているのではない。マラソンと一緒だよ。ゴールするのはお前であり、他の誰か



ではない。ゴールしたいなら「お前」が走らないといけない。成功の秘訣なんてそれだけのことだよ。

成功の奥義やらシークレットなんて関係ない。なぜかをこれから説明する。 

 

さて、すべてがエネルギーの作用だと分かった今、気にすべきことは、「どうしたらエネルギーの作

用を起こせるのか？」だ。 

 

さっきも言ったが、バカはこう考える。「どうしたらエネルギーを自分に引き込めるか？」とね。既

存の開運理論や成功ノウハウもこの視点で成り立っている。が、これは勘違いだとわしは言った。な

ぜか？ 自分がエネルギーのアウトプットになる存在なのだから、どうして他からエネルギーを持っ

てくる必要があるんだ？ということだ。分かるか？この重要性が。 

 

そもそも人間は非現実世界の境界線に生きており、そっちには理想のエネルギーが存在している。そ

れが枯渇する事も誰かに取られる事も無い。必要なエネルギーは十分にある。お前の後ろに。 

だから、「引き寄せる」とか「叶える」という考えを持つ必要は無い。ドアを開ければいい。では、

そのドアをどうやって開けるのか？ つまり考えるべきなのは、「どうしたらより効率よくエネルギ

ーを（自分を通して）流せるか？」だ。  

 

それは、行動・実践（アクション）だよ。思考でもないし念でもない。 

 

 

163 絶対に必要なこと 

 

どうしたらより効率よくエネルギーを（自分を通して）流せるか？  それは、行動・実践（アクショ

ン）だよ。思考でもないし念でもない。 

 

まず、この時点で「いや、思考がキーでは？」と思うとしたら、それはスピリチュアルの真実を理解

していない証拠だ。勘違いしている。要は、順序、優先順位の問題だと気づくことが必要だ。 

 

水族館で考えてみよう。実際にはあり得ないことだが、エネルギーの流れがイメージし易いからちょ

うどいいだろう。 

 

大きな水槽があって、その前にお前がいる。それを隔てているのはガラスだ。その水槽いっぱいに入

っている水がお前の潜在的エネルギーだと思えばいい。その水をこちらに流し込むことがアウトプッ

トだ。ここで、質問。じゃあ、どうする？  

 

ガラスを割る。 

 

そうだね。で、どうやって割る？ 

 

ハンマーか何かで叩く、か。 

 

正解！ 分かっているじゃないか。叩けば割れるからな。叩けば少しずつヒビが入り、小さな穴が開

きエネルギーが漏れてくる。それでも叩き続ければ、いずれ大きな穴となって一気にエネルギーがお



前に流れ込む。要は叩くことであり、それが努力であり、行動・実践だ。だからわしは「つべこべ言

わず叩け」と言っているんだよ。エネルギーが流れれば、あとは理想は実現する。それだけの話。 

 

でも、ガラスだって厚いからさぁ！ 

 

だから「一所懸命に叩け」って言ってんだよ。分厚くても薄くても「叩く行為」は絶対に必要だ。昨

今のノウハウはな、要は「そのガラスの前で、割れた事をイメージしてれば割れますよ」って言って

んのと同じなんだよ。念じれば割れます？ 神様にお願いすれば割れます？ パワースポットに行け

ばパワーがもらえて割れます？ バカバカしいよな。 

 

でもさ、ハンマーで割らなくても、バズーカ砲をぶっ放してもいいわけだよね？ 

 

そうだよ。石で割るも良し、ハンマーで叩くも良し、ダイナマイトで爆破するも良しだ。でも言った

だろ？ 「割る行為」をすることは絶対に必要だって。そしてもっと大事な問題がある。お前の持っ

ているアイテムは何だ？って話だ。これが目に見える要素であり、ここが盲点でもある。 

 

 

164 「アイテムが違う」という盲点 

 

そこだよ！ もしかしたら俺のアイテムはハンマーかもしれない。でも、ダイナマイトを持っている

人間もいる。明らかに不利じゃないか！？ だったら「共通で最初からダイナマイトをくれよ」って

話だよ。 

 

愚問だね。そこが昨今のスピリチュアルやら成功哲学の盲点なんだよ。 

 

どうせ「カルマの影響があるからアイテム（環境・境遇）も変わるのは仕方ない」とか言うんだろ？  

 

だから、それが盲点だってことだよ。 

 

どういうこと？ 

 

皆はアイテムを気にする。だから失敗する。 

昨今言われていることは、要は「あなたのアイテムはハンマーだし大変ですね。でも、ダイナマイト

という方法もある。先人の成功者にダイナマイトで勝負した人がいたんですよ。だからハンマーを捨

ててダイナマイトを獲得しましょうよ！」ということだ。で、叩くことではなく、ダイナマイトを獲

得するための努力をする。その間、実質的な「叩く行為」は一切していないわけだ。でも、ダイナマ

イトを得るためにも色々なステップが必要になり、そのステップをこなす事が努力だと勘違いするよ

うになる。これがスピリチュアル迷宮だよ。 

 

だから、スピリチュアル迷宮にハマっている人間は必ず「どうしたら楽にできるか？ どうしたら手

っ取り早く達成できるか？」ということだけを考える。常日頃からそういう質問をするし、そういう

視点でしか物事を考えなくなる。だから、「いやいや、そもそもガラスを叩いてますか？」という抜

本的な指摘をすると「は？」となる。何も分かっていない。お前もそうだ。だからわしは「とりあえ

ず戻って、ハンマーで叩け！」って言ってんだよ。 



 

OK、理屈は分かったよ。でもさ、「アイテムに違いがある」という事実があるわけだよね？ ならば

達成する努力や時間は平等ではないわけよ。これは感情的な問題かもしれない。でもさ、なぜ平等で

はないんだ？という怒りに近い感情があるわけ。 

 

なら、駄駄をこねてればいいんじゃないか？ おかしい、おかしいってブツブツ言ってりゃぁいいの

よ。お前次第だ。だが、だからと言って、それが叩くのを放棄する理由にはならないと思うがね。 

 

出たよ、「お前次第だ」っていう理論のかわし方。 

って言うかさ、そもそも、「なぜガラスがあるのよ」って思うよね。ガラスなんか無くてさ、最初っ

からツーカーでエネルギーを流してくれればいいのよ… 

 

 

165 セミナーの盲点 

 

それなら死んでしまえ。すべて放棄して生きていくのも有りだしな。「叩かない」という選択もある

わけだし。 

 

でも、それでは理想は叶わないよ、と？ 

 

そうだね。でも、理想を叶えることが全てでもないんだから、放棄してもわしはお前を責める事はし

ない。お前が自分で自分をどう判断するか？次第だから。「自分」を決めるのは自分だよ。 

 

だから、「自ら分かる」と書く訳だ。 

 

いや違う。 

いいか、自分のアイデンティティを決めるのは自分だ。極端に言えば、魂の事情など知らなくても関

係ない。自分はどうしたいか？が重要だ。そのアイデンティティを、他人を参考にして自分に適用し

てもいけない。いわゆる「セミナー」がその最たる例だ。 

 

どういうこと？ 

 

ダイナマイトというアイテムを知らずハンマーしか持っていないお前からしたら、「ダイナマイトが

ありますよ」というのは「シークレット」かもしれない。「あ、そんなものがあったのか！」と驚愕

するだろう。で、そのノウハウを勉強して適応しようとしてきた。でもな、そのノウハウは「ダイナ

マイトでガラスを割った人間のノウハウ」なんだよ。分かるか？ つまり、「お前には参考にはなら

ない」ってこと。だって、お前が持っているのはハンマーなんだから。だったら、ハンマーでガラス

を割った人間のノウハウを勉強した方がいい。ここに気が付けていない人間が多すぎる。 

 

確かに、ダイナマイトでガラスを割った人間からしたら、それは成功だ。とうぜん自信を持ってノウ

ハウを提供してくれるだろう。でも、お前には参考にならない。だから、成功者と同じ気持ちで生活

するとか、成功者と常に一緒に行動しろという昨今のノウハウも危険だ。「同じアイテムを持ってい

る人間だったら効果がある」という条件に気が付いていない。だったら、自分と同じ境遇で、自分と

同じ環境で結果を出した人間の言葉の方が「お前にとっては」意味があるし、そういう視点で選択を



しないと失敗する。本を選ぶにしても、セミナーに行くにしてもな。現実的なことを言えば、その判

断すらできない人間が成功を願うなんて、そもそも無理だ。見抜く眼力すらないのだから。 

 

話を戻そう。 

では、そもそも「なぜガラスがあるのか？」 

 

 

166 なぜガラスを叩くのか？ 

 

ガラスがある最大の理由は、アイデンティティを確立するためだ。 

 

アイデンティティ？ 

 

そう。アイデンティティだ。 

 

アイデンティティなんて誰だって持っているでしょ？ 

 

じゃあ、ひとつ質問するから答えてみろ。 

お前は何者か？ 

 

何者か？ 人間であり、アーティストであり… 

 

それじゃダメだ。アイデンティティの意味が分かっていない。ま、当然だろうな。そもそも叩く努力

すらしていないんだから（笑） 

 

アイデンティティとは使い古された言葉だが、これはとても深い洞察を与える言葉でもある。結論か

ら言えば、アイデンティティとは「目的を持った役割」のことだ。成功者は必ずアイデンティティを

持っているし、それが何かが分かっている。それを理解する為には「自分は何者か？」という質問に

答えられるようになることが必要だ。ここで注意すべきことは、ポジションを答えてはいけないって

ことだ。 

 

でも、ポジションも重要だって言ってたよね？ 役割とポジション、どちらが大事なの？ 

 

重要さの違いではなくて順番の問題だよ。 

「目的を持った役割」が分かってはじめて「ポジション」が見えてくる。アイデンティティが分から

ないとポジションは絶対に決められないよ。 

 

人間はまずポジションを考えてしまうが、これは間違いだ。社長になりたい、お金持ちになりたい、

セレブになりたい、お嫁さんになりたい… どれもポジションだ。が、そのほとんどは結果論として

のポジションであり、自分が担う役割でのポジションではないという点にも気が付いていない。自分

が担う役割でのポジションが分かっていない理想を「夢」という。だからわしは「夢は叶わない」と

言っているんだよ。 

 



つまり人生は「自分は何者か？」に気づけるよう進むようになっているし、それに気が付いて初めて

エネルギーが回る様になる。変化も好転もそこから始まるんだよ。だから、まずは誰でも「自分は何

者か？」が分かるための経験をしなければいけないから、叩くことが必要なんだよ。 

 

お前の場合は、まず宗教家であり、そこから抜けたこと、そしてミュージシャンになりたかったとい

う過程を生きてきた。そこで学ぶべきは「自分は何者なのか？」、つまり、自分がどんな目的を持っ

て、どんな役割を担うのか？に対する答えをその時々に見付けて、それを意識して努力することが必

要だった。だからわしは「精神論ではなく意識論が大切だ」と言っているんだよ。でもその視点が持

てていなかったから、お前は失敗した。さっきも言った様に、単に「夢」を追いかけていたこと、そ

して現実的な視点が持てなかったこと、努力を怠ったことが原因だ。 

よく覚えておけよ。単なる「夢」は、現状からの逃げの言い訳だからな。 

 

なるほど。 

 

注意点は、自分の役割は他人のそれとは違うってことだ。もちろん共通している仲間もいるだろう。

それが運命共同体という真意だ。しかし、それは自ら気づくしかない。それが「自ら分かる＝自分」

という真意だ。だから逆に、自分の答えは正しいのか？否かは心配しなくてもいい。徐々に精度を高

めればいいのだから。 

さっきも言ったが、大切なのは「自分は何者か？」に気づくのは、あくまでも自分だということだ。 

 

なんか禅問答みたいだな（笑） 

 

 

167 成功を手にする方法 

 

つまり、自分の価値は自分で決めろってことだよ。お前の人生なんだから！ 

 

わしが「お前次第だ」と言うのは何もはぐらかしているのではない。お前の価値を決めるのはお前だ

と言う意味だ。「自分は何者か？」が分かれば、自分に価値が出る。それに世間はお金を払う。これ

がこの現実世界の絶対的ルールだ。売れる製品というのは、これと同じプロセスを落とし込めた物だ。 

スティーブ・ジョブスはそれが分かっていた一人だったな。わしは彼が好きだよ。生きていた間はま

ったく知らなかったが。 

 

アイデンティティを持った（持たせた）製品が売れる、と。 

 

しかしだ、価値は質と信頼に比例する。ということは、少なからず時間が比例するし、何をするか？ 

何を感じ、何を学んだか？が質の向上につながり、それが信頼に発展する。これが「叩く」ことなん

だよ。自分で叩かないと意味がないから、「生きる事が重要だ」と何度も言ってきた。それが価値と

なる。それにお金が支払われる。だからまずは叩く事だ。叩くとは己のアイデンティティを知って確

立していくこと。その判断材料として「自分は何者か？」に対して答えが言えるか？言えないか？が

重要になる。 

 

昨今の現実世界を見ていると、安易、楽、手っ取り早くというアプローチがもてはやされている。で

もな、それは成功者を数少なくしてお金の流通を一極集中にするための戦略なんだよ。例えば日本と



比べてアメリカの方が成功者が多い。そして、いわゆる自己実現や自己啓発などの方法論も欧米から

入ってきた。それが偶然だと思っていはいけない。仕掛けられた戦略なんだよ。お前はそれにまんま

とハマって踊らされているんだよ。いい加減それに気付けよ。恋愛ノウハウだって成功ノウハウだっ

てそうだ。いいい恋人が欲しい？ 女運が欲しい？ 金運が欲しい？ お金持ちになりたい？ 成功

したい？ そのためのノウハウが必要だと？？ その前に、「自分はそれを手にする価値ある人間

か？」となぜ自問しないんだろうね？ 

 

だからわしは、単なるノウハウなど教えない。それよりも意識して取り組むべきこと、その姿勢を問

いたい。だから叩きなさい。努力、行動、実践をしなさい。そのために目の前の問題を解決しないさ

い。それに何年かかろうとも、問題を抱えたままではエネルギーなど流れない。それは常に爆弾を抱

えているようなものだよ。ま、そもそも目の前の問題を解決できない人間が、より大きなことに取り

組むことはできないがな。自分の問題を解決する努力ができない人間が他人を助けることはできない。 

 

その資格が無い、と。 

 

その価値がないってことだよ。 

恋愛だってそうだ。恋人が欲しいと皆は言うが、そもそも「愛されるに価値ある人間だろうか？」と

なぜ考えないんだろうね？ なぜ人間力を上げようとしないんだろうね？ 服を買うとき、「キレ

イ！」「カワイイ！」と思ってその商品を買う。つまり、それに何かしらの魅力があり、手にしたい

と思わせるから買う訳だろ？ そのプロセスを自分にも適用しろってことだよ。お金の流れも然り、

人との出会いも然りだ。 

さて、話を戻そう。 

 

 

168 エネルギーの関係性 

 

そもそもこの話はエネルギーの話題だったな。そこで、エネルギーを流すためには叩くことが必要で

あり、要は「楽をするな」ということだった。それは自分の価値は自分で築くしかないからだ。その

価値が諸々を引き寄せるわけだ。でも分かっただろ？ 引き寄せるのは思考でもイメージでもなく、

価値ある人間になるための努力をしている意識と姿勢だ。それがアウトプットとしてのパワーとなる。 

なぜだ？  

 

自分が現実世界と非現実世界との境界線にある存在だから。 

 

その通り。原子力はエネルギーであり、それが電力というパワーになって価値が出る。それはタービ

ンが常に駆動していなければパワーにはならない。タービンであり駆動するのがお前（人間）だって

ことだ。 

さて、どうしたらエネルギーをパワーに変換できるか？ その方法を教えよう。  

さてエネルギーとは何だった？ 

 

生命エネルギー、想念エネルギー、感情エネルギーで、それは電磁という特性を持つもの。  

 

そうだ。まず、その関連性を話す。その「力」関係はこうだ。 

 



①生命エネルギー ＜ ②想念エネルギー ＜ ③感情エネルギー 

 

つまり、生命エネルギーを支えるのは想念エネルギーであり、その想念エネルギーを支えるのが感情

エネルギーであり、逆に言えばエネルギーは、「感情エネルギー → 想念エネルギー → 生命エネルギ

ー」という順番で流れる。その逆はない。そして、感情エネルギーと想念エネルギーの間に「脳」が

入るため、想念エネルギーと生命エネルギーの流れは脳次第ということであり、要は想念エネルギー

と生命エネルギーは脳機能がキーになるということだ。 

ここで一般的には、「それなら脳機能を向上させればいい」という発想になり、なんであれ脳機能ア

プローチを取る。しかし、だ。もし脳機能が根詰まりを起こしていたら？ 脳が弱っていたら？ 脳

が凝っていたら？ 

 

あ、確かに。 

 

一般人（ユーザー）はここを考えていない。では、脳にエネルギーを与える要素は何か？ 感情エネ

ルギーだ。ということでエネルギーの流れは現実世界においてはこうなる。 

 

①意識（魂）エネルギー 

  ↓ 

②感情エネルギー 

  ↓ 

③脳機能 

  ↓ 

④想念エネルギー 

  ↓ 

⑤生命エネルギー 

  ↓ 

パワーとなる 

 

さて、さっきまで話していた「叩く」という行為はこの図式の中でどういう位置づけになるか？ 

 

 

169 エネルギーと「叩く」の関連性 

 

この図式の中で「叩く」という行為の関連性はこうなる。 

 

①意識（魂）エネルギー 

  ↓ ←[a] 自分の役割に気付くために叩く（環境・経験という苦労） 

②感情エネルギー 

  ↓ ←[b] 叩くことで、その役割に強い意志を持たせる（気づき） 

③脳機能 

  ↓  

④想念エネルギー 

  ↓ ←[c] その役割をどう形にするか？を考える（思考・イメージ） 

⑤生命エネルギー 



  ↓ ←[d] それを行動で実践していく（実際的な苦労） 

パワーとなる（現実化する） 

 

これを見れば「叩く」という行為が４つのプロセスに影響を与えていることが分かるだろう。でも、

この４つをひとつずつ順番にこなさないとダメ、という訳ではない。意識して叩くだけでこの４つの

プロセスに同時に影響が及ぶ。そして、ここに前世だの未来だのは関係ない。だから「今」が大事な

んだよ。 

 

また、思考とイメージをどこで活用すべきかも大事だ。それは図の様に [c] の段階だ。つまり現実的

な行為に至る時に「どうしたらいいか？」と考えるべき時に活用するのが本来の活用方法だ。昨今の

精神世界では、この思考・イメージを [a] もしくは [b] で使えと言っていることになる。でもそこは

思考・イメージが効果を発するところではない。だから、勘違いしている訳だ。だって、「こういう

目的があるから自分の役割はこうだ」という気づきがなければ、思考もイメージも出てこないからだ。 

 

さて、この図からも分かる様に、エネルギーという面で現実世界と非現実世界とを隔てるのは、②感

情エネルギーと③脳機能の間だ。つまり、脳機能以降の④想念エネルギーと⑤生命エネルギーは脳

の影響を受ける。だから脳機能の向上もアプローチとして間違っていないし理屈も正しい。ただし、

脳機能を向上したからと言って、役割の認識能力や気づきの能力が向上する訳ではない。ここも勘違

いしないように。 

 

 

170 ヒーリングとは？ 

 

さて、いわゆる「ヒーリング」についても話そう。それはこの後するエネルギーのアプトプットの話

に繋がるからね。 

現実世界には色々なヒーリングがあるし、そのノウハウも多岐に渡っている。では、ヒーリングと瞑

想の違いは分かるか？ 

 

ん？ えっとね… 

 

ヒーリングとは癒しのことで、瞑想はヒーリングのためのひとつの手段だ。ヒーリングの多さもこの

手段の違いによるし、その手段は大きくに３つに大別できる。 

 

①感情ヒーリング 

②想念ヒーリング 

③生命ヒーリング 

 

ここで、再度さっきの図を思い出そう。 

 

①意識（魂）エネルギー 

  ↓  

②感情エネルギー 

  ↓  

③脳機能 



  ↓  

④想念エネルギー 

  ↓  

⑤生命エネルギー 

  ↓  

パワーとなる 

 

まず、何か気が付かないか？ 

 

３つに大別したヒーリング手段がそのまま３つのエネルギー要素にハマるね。で、魂へのヒーリング

と脳機能へのヒーリングがない。ってことは、この２つがスキマ産業になるね。 

 

それは違う。ま、あえてそれでブランディングするならそれもありだが、実際は無理だ。 

まず、魂へのヒーリングは出来ない。なぜなら、魂という根源エネルギーはそれで完璧なので、そも

そもヒーリングは必要ない。また、脳へのヒーリングも実際には効果が無い。なぜなら脳へのエネル

ギーは、その前段階である感情エネルギーが原因しているから、その感情エネルギーへのヒーリング

を施すしかない。 

 

ってことは、感情ヒーリングをするヒーラーは、他のヒーラーよりも強いわけだね。 

 

「本当に感情ヒーリングが出来るならば」という前提が付くがね。確かに、世間ではこの感情ヒーリ

ングが出来るとうたうヒーラーが多い。が、問題は、その意味が分かっているか？だ。 

そもそも、ヒーラーに必要なステップは何だったか覚えているか？ 

 

経験と体験において、自身へのヒーリングが出来ないとヒーラーではないってことだったような。 

 

そう。ヒーリングはテクニックなんだよ。そのテクニックは自分で体感して学ぶことが一番強い。も

ちろん、他人から教わることもできるが、それはヒーリングテクニックを学んだのではなくて、ヒー

リングする手段のノウハウを学んだだけだ。ここが盲点だよ。 

 

 

171 ヒーラーの見分け方 

 

ってことは、本物のヒーラーと偽物のヒーラーがいるってこと？ 

 

いるよ。ただし、偽物のヒーラーというよりも、ヒーラー自身が何をヒーリングするのか？の意味が

分かっているかにかかってくる。 

 

ユーザーとしてはどう判断したらいいわけ？ 

 

まずここで根本的な選択肢が２つある。医者・薬の処方という物理的なアプローチをとるか、エネル

ギーの流れという不可視なアプローチをとるか、自分はどの選択肢を選ぶかをユーザーが判断しない

といけない。医者にかかるなら、その医者の経験値が高いかどうかという一点で判断するしかない。

薬はどれも同じだから。 



 

もしスピリチュアル的アプローチを採用する場合、一番良いのは、「あなたは、何をヒーリングする

のですか？」と質問することだ。そして次に、「ヒーリング能力は体験値ですか？ ノウハウですか？ 

そして、潜在的な（生まれ持った）ものですか？」と質問するといい。この２つの質問に「明確に」

答えられるヒーラーは、価値があると判断して間違いない。あとは相性の問題だから。 

 

ノウハウ派はダメだと？ 

 

ノウハウ派でも構わないが、自分はノウハウ派だと分かっているかどうか？が重要になる。そして、

ノウハウ派の場合は、色・音・手当てなどの間接的な手段など、必ず何かしらのアイテムを使うはず

だ。そしたら「それがヒーリングにどう影響しますか？」と質問して、それに答えられれば十分だ。

あとはユーザーの気持ち次第だから。 

 

体験派と潜在派の違いがイマイチよく分からないな。 

 

潜在派は生まれ持った能力だから、対外的なイメージとしては「いいヒーラー」に見えるかもしれな

いし、強力なヒーラーもこのタイプが多い。問題は、そのアプローチや解決法が抽象論に終始するこ

とが多い。つまり「具体的ではない」ということだ。その分、体験派は自身へのヒーリングを体験し

ているから具体的であり、「なぜ？ どうして？ どうしたら？」が分かっている。 

 

ギターに例えれば、潜在派は最初からなぜかギターが弾けてしまうタイプだ。体験派は自分でギター

が上手くなったタイプだ。天才かどうかで言ったら潜在派の方が「スゴイ」だろうが、どうしたら上

手く弾けるんですか？に「なぜならば…」と解説できない。そのプロセスを自分で体験していないか

らだ。それと同じだよ。だから「そのヒーリングはどう影響しますか？」「なぜですか？」と質問す

ることが、ユーザーとしては重要になる。 

それとな、そもそもヒーリングについてある重要な点に気付く必要がある。 

 

 

172 ヒーリングのパラドックス 

 

その重要な点とは、「ヒーリングは、一回で終わりってことは絶対にない」ってことだ。 

 

え？ それじゃヒーリングじゃないよね？ 

 

そこだよ。ってことは、お前は「ヒーリングは一回で完成する」と思うタイプだな。でもそればかり

ではない。「何度もヒーリングされないと癒されない」と思うタイプもいる。そして、ヒーリングと

いう行為で「癒された」という目的が叶うまでには、回数（段階）が必要だというヒーリング自体の

真実もある。これがヒーリングのパラドックスであり、罠にもなる。 

 

どういうこと？ 

 

ヒーラー側としては「いかようにでも相手を言いくるめられる」ってことだよ。 

 

ん、確かに。 



 

視点を変えて考えてみようか？ 

「なぜカルト教祖にヒーラーが多いのか？」もしくは「ヒーリング能力をうたう教祖が多いのか？」 

 

あ！ なるほどね。 

 

察しが早いね。いいことだ。 

 

でもさ、それは単に「スゴイ！」と実感し易いアプローチを取ってるからじゃないの？ 

 

単純に考えればそうだが、真実は違う。さっきも言ったろ、「ヒーリングは一回では完成しない」と

いう真実があるからだ。 

 

まず、「教祖」と言うのはね、本人が教祖だと自称しても、そのポジションを確定させるのは周囲の

人間だ。教祖とはユーザーが決めるんだよ。そして、何であれヒーリングを求めるユーザーは、外傷

という見える傷ではなく、感情のキズの癒しを求める訳だし、現実的に見ても、エネルギーのヒーリ

ングは一回で完治するものではないから、その効果を（これで癒されましたと）どこで判断するのか？

が非常に曖昧な世界だ。 

「ヒーリングは一回で可能だ」というユーザーには、「それは違いますよ」という真実を語ってリピ

ートに持ち込めばいいし、「ヒーリングは何度も必要だ」というユーザーには、「その通りです。よ

く理解していらっしゃる！」と言って、限度を作らなければいい。そこにユーザーの「もっと癒され

たい」、「癒しが欲しい」という感情的ニーズが関係してくる。 

 

これって、ある意味「宗教の作り方」でもあるよね？ 

 

悪用すればな。 

宗教もブランディングもプロセスは一緒だよ。商品が物理的な物か不可視な物かの違いであり、相手

の感情的満足度を少しずつ満たして、それをどれだけリピートできるか？なんだから。カルト宗教な

んてそんなもんだよ。 

つまり、ヒーリングは麻薬と一緒なわけ。ヒーラーとユーザーとの関係は、麻薬ディーラーと買い手

のそれと同じ関係性になる危険があるということ。そういう認識をしっかり持たないといけない。 

 

あのさ、なぜヒーリングは一回では成立しないわけ？ 一回で完成するというヒーラーもいるけど。 

 

 

173 正しいヒーリングの概念とは？ 

 

さっきの図を思い出してみろ。 

 

①意識（魂）エネルギー 

  ↓  

②感情エネルギー 

  ↓  

③脳機能 



  ↓  

④想念エネルギー 

  ↓  

⑤生命エネルギー 

  ↓  

パワーとなる 

 

で、ヒーリングは、感情ヒーリング、想念ヒーリング、生命ヒーリングの３つに別れていたよな？ 

 

でもさ、エネルギーは感情 → 想念 → 生命という順番で流れるわけでしょ？ そもそもの感情エネル

ギーをヒーリングすれば、その影響で下流の部分すべてが癒されるんじゃないの？ 

 

そう、お前の言う通りだよ。問題は、その流れに則した方法でヒーリングをしているか？だ。結論か

ら言えば、その流れに則していないヒーリングが多いってことだ。図で言えば、本来は上から下へ流

れるエネルギーに則したヒーリングが正しいヒーリングなわけだが、多くのヒーリングは各要素への

ピンポイントなアプローチ（横からのアプローチ）が多い。 

 

＜現状のヒーリング＞ 

①意識（魂）エネルギー 

  ↓  

②感情エネルギー ＜＜ このヒーリングに特化する 

  ↓  

③脳機能 

  ↓  

④想念エネルギー ＜＜ このヒーリングに特化する 

  ↓  

⑤生命エネルギー ＜＜ このヒーリングに特化する 

  ↓  

パワーとなる 

 

つまり、エネルギーの流れを意識していないから、ピンポイントでのヒーリングを繰り返すしかない。

また、さっきも言った様に、現状のヒーリング法は「癒したい部分をヒーリング」するわけだが、そ

れよりも、その部分にエネルギーを流してくる「前の部分」を癒さないといけない。 

 

なるほど。 

じゃあ、「一回ですべて癒せます」と言うヒーラーは？ 

 

まず、上の相関関係を理解していないか、ヒーラーが「一回でヒーリングできた」と勘違いしている

かだ（これが一番多い理由だが）。そして… 

 

本当に一回で癒せてしまうヒーラーなのかもしれない。 

 

そう。じゃあ、その判断はどうやってする？ さっき言った様な具体的な質問をするのも有りだ。が、

ヒーラー当人が勘違いしていたり、分かっていないことが多いという事実もある。じゃあ、どうする？ 



 

こう考えてくるとさ、そもそも「ヒーラーが強力かどうか？、本物かどうか？」なんて意味がなくな

ってしまうよね。 

 

良いことに気が付いたね。 

 

こちらが正しい概念を知っていても、正しく判断するための質問をしても、そこに仕掛けられた「罠」

があったら本末転倒でしょ？ 「結局どうしたらいいんだ？」と悩むよね？ 

 

確かに。でも、悩む必要はないよ。 

 

なぜ？ じゃあ、どうしたらいいの？ 

 

自分でヒーリングすればいいんだよ。 

 

あ、確かに（笑） そりゃそうだ。 

 

他人に頼るからいけない。 

 

でもその方法は分からないし、何より元来のヒーラー体質な人間なんてそんなにいないでしょ？ 

 

ヒーラー体質かどうかなんて関係ないよ。その方法を知っていればいいのだから。 

 

それを教えてくれるの？ 

 

もちろん教えるよ。だって、そのためにエネルギーの話をしているんだから。 

 

 

174 エネルギーをパワーに変える概念 

 

話を戻そう。どうしたらエネルギーをパワーとしてアウトプットできるか？だったな。 

 

そう。 

 

ヒーリングの話をしてきたわけだが、別にヒーリングの真偽の話をしたかった訳ではない。わしが言

いたいのは、「エネルギーには流れがあること」だ。そして、ヒーリングの場合なら、癒すべき部分

の「前の箇所」をヒーリングしないと意味がないってことだ。では、これをエネルギーのパワー化に

適用した場合はどう考えるべきか？ どう思う？ 

 

んん、、、 

 

もう一度エネルギーの流れを思い出してみろ。  

 

①意識（魂）エネルギー 



  ↓  

②感情エネルギー 

  ↓  

③脳機能 

  ↓  

④想念エネルギー 

  ↓  

⑤生命エネルギー 

  ↓  

パワーとなる（現実化） 

 

あ、分かった。すべては①意識（魂）からエネルギーは流れるってことか。だから、そもそも感情エ

ネルギーを癒せば良いのでは？というのも勘違いだったわけだ。そこにエネルギーを流す元の意識エ

ネルギーを癒さないといけない。でも待てよ？？ ①意識（魂）はヒーリングできないって言ってた

よね？ 

 

そう。その意識エネルギーは元来完璧だからヒーリングの必要はない。 

 

あ、そうか。①がエネルギー源だからね。それを忘れてた。 

 

だから、何に気付くべきなんだ？ 

 

①意識エネルギー源と②感情エネルギーの「間」が大事だってことだ。 

 

そう、そこだよ。 

さっきも言ったが、まず、②感情エネルギーと④想念エネルギーの間には脳が入るため、④と⑤生

命エネルギーは脳機能の影響を受けるから、まずは②感情エネルギーへのヒーリングがキーになる。

だから昨今のヒーリングは②感情へのアプローチが多いのは話してきた通りだ。しかし、それではダ

メだ。エネルギー源からのエネルギーが「なぜそのまま②感情エネルギーへ流れないのか？」。これ

が分からないといけない。つまりキーは、エネルギー源である意識（魂）と感情エネルギー、そして

その「間」だ。その後は追従するだけだから。 

 

さらに思い出して欲しい。 

人間は現実世界と非現実世界との境界線に存在していること、そして「叩く」ことが重要であること

も話してきた。では、それがエネルギー源と感情エネルギー、そして「間」とどう関係してくるのか？ 

 

なるほど。いよいよ核心だね。 

でもね、その前に俺的に整理したいことがあって。「ヒーリング」の認識を改めるべきでは？と思っ

たんだけど。 

 

まさにそこだよ！ 良いことに気が付いたね！ 

 

いやいや、それほどでも… 

 



じゃあ、どう改める？ 

 

いやぁ、、、それが整理しきれなくて。何て言うのかな、、、 

 

ダメだな。でもいい。そこに気が付いただけでも少しは意識が変化した証拠だからな。ま、お前に説

明を求めても話が長くなるからわしが解説する（笑） またしばらくは質問するなよ。 

 

OK。 

 

 

175 意識の改革 

 

ヒーリングの認識を改めなければならない。 

断っておくが、決して世の中のヒーラーを非難するつもりはないし、数多のヒーリング法に意味がな

いという軽い話でもない。要は、「エネルギー」という認識・意識を持ってもらいたい。エネルギー

というと昨今ではどうしてもヒーリングとか瞑想とかの有用性に終始してしまうからね。これまでヒ

ーリングについて論じてきたのはそのためだ。既存のヒーリングの実態を知ってもらった上で、ヒー

リングという概念からエネルギー作用という視点に意識を向けて欲しい。 

 

なぜなら、そもそも宗教も、自己啓発も、スピリチュアルも、精神世界も、数多のノウハウやセミナ

ーも、要はヒーリングだ。そこから「癒し」が得られるからユーザーはそこにハマる。だからわしは

「自己啓発」は「自己安心」だと何度も言ってきた。恋愛も結婚への願望、物欲もそうだ。たとえば

お前が宗教を辞めたのは、そこから癒しが得られなくなったから。一言でいえばそういうことだ。 

 

では、なぜ癒しを必要としなくなったのか？ ここが大事なとこだ。逆に言えば、ここが分かってい

ないと何事も迷宮にハマり込むことになる。つまり、人生に迷う。 

つまりは、エネルギーの流れに則した人間になれってこと。そして、自分の求めていることが単なる

「癒し」になっていないか？を吟味して欲しいから。なぜなら、すべてはエネルギーだからね。そし

て、現実とはエネルギー反応の結果だから。たとえば恋人がいないから「恋人が欲しい」と思ったと

しよう。しかしそれは、「恋人が欲しい」という状態が癒しになっているわけだ。何事も一歩を踏み

出せないのは、癒しを欲し、それが当人のエネルギー体になっているから。世間ではそれを「慣れ」

と言っている。 

 

何かを求めること、何かが欲しいと思うこと、夢を追うのもすべては「癒しを欲している状態」にな

る。これを一般的な言い方で言えば、「需要と供給」の需要側に立場を決めているってことだ。しか

し、現実的に言ってもお金は供給側にしか流れない。では、供給側とは何か？ これも安直な考えで

いけば、「何かを提供できる人間になればいい」ということになる。が、何を提供・供給するのか？ 

エネルギーだ。 

 

同じノウハウで、同じ努力をしても結果が出る人間と出ない人間がいる。その違いは、今言った様に、

結局は癒しを求めているかどうかがキーになる。「こうなったらいいなぁ」という思いは、単に癒し

を求めているだけだから。だから「夢は言い訳だ」とわしは何度も言ってきた。しかし、それよりも

大事なのは、エネルギーの流れを意識しているかどうか、そして、エネルギーを出しているか？だ。

エネルギーを出すこと、それがアウトプットであり、それは実際的な行動・実践でしか成し得ない。 



 

要は「何であれエネルギーを提供した人間が勝つ」。これがすべてだ。エネルギーを提供すれば、そ

れはユーザーにとっては癒しになるからね。だからと言って「ウケる商品を売ればいい」と思っても

いけない。そこにエネルギーがあるかどうか？と考えなければいけない。 

 

じゃあ、エネルギーの流れを意識するとは？ 

 

 

176 人生での需要と供給 

 

わしがここで言いたいのは、単なる商品の売れる・売れないの話ではないことは分かるだろう。「エ

ネルギーの流れを意識するとはどういうことか？」は、言い換えれば、お前の人生にとってのエネル

ギーの需要と供給のことだ。まずこの点について知ってもらいたい。もちろん、それはビジネスにも

恋愛にも適用できる。 

 

では、人生での需要側と供給側とはそれぞれ誰になるのか？ 

どちらも「お前」だ。それは当人次第ってことであり、他の誰か・何かではないし、神が供給者で人

間は受けるとか、霊界が提供するとかは一切関係ない。 

 

ここが、そもそもこの対話で話した新しい運命理論の根幹でもある。つまり、エネルギーの源は当人

の魂であり、それをアウトプットするのも当人であり、それが返ってくるのも当人だからだ。しかも、

すべてはエネルギー源次第であり、あとはその流し方だから。だから、そもそも自分のエネルギー源、

つまり「自分の魂の型・パターンは何なのか？」を知ることが大事なんだよ。それを運命パターンと

して話してきたわけで、それに則して生きることが人生軌道だ、ということだ。 

 

つまりは「自己完結」するわけ。人間力も含め対外的にも潜在的にもアウトプットするパワーは、そ

の「自己完結度」にかかってくる。そして、人それぞれ各自のエネルギーパワーが影響し合うことで

現実世界はバランスを保つようになっている。この理屈を「現象」という視点で言っているのが、世

間で言う「共鳴の法則」だの「波動の法則」のことであり、聖書で言うところの「撒いた種を刈り取

る」ってことだ。もちろん、良いことも悪いことも自己完結する。なぜなら、さっきも言った様に、

需要と供給はすべて自分だからね。 

 

そして、各自のパワーが影響し合うことがエネルギー交換だ。それを対外的に見れば、いわゆる「需

要と供給」の関係と見えるわけだし、これをビジネス・仕事に応用できればお金が回るってことであ

り、それが一般的に言われている「お金の交換はエネルギーの交換」ということだよ。セックスだっ

てそうだ。ふたり同士（各々）が持つエネルギーの交換だからな。 

 

だから、イメージングしてエネルギーに満ちればお金が手に入るとか、理想が手に入るとかいう薄っ

ぺらいノウハウ、引き寄せの法則だのイメージング・パワーだのというノウハウは、実践しても全く

意味がないことになる。だって、そこに「エネルギーの交換」が無いから！ それは自己完結でも対

外的にもね。 

 

 

 



177 エネルギーの交換 

 

じゃあ、どうしたらエネルギーの交換ができるのか？ 

 

わしが言いたいのは、このエネルギーの交換に、エネルギーの流れを意識して、お前の意識を乗せろ

ってことだ。乗せる意識とは、お前の魂の意識であり、エネルギーだ。つまり、エネルギーの交換と

は、意識の交換であり、イメージや思考の交換ではない。言い換えれば、「お前の魂を乗せろ」とい

うことになる。アーティスト系なお前なら分かるだろう。魂の乗った物は強いよな。映画でも、音楽

でも、製品でも、絵でも写真でも。 

 

さて、エネルギー交換は「交換しよう」と思わなくても自然に起きてしまう。波動の連動だからね。

しかし、ここに一つめのポイントがある。つまり、自然に交換が行われるからこそ、そのエネルギー

にどんな情報を加味できるか？ 詰め込むことができるか？がキーになるわけで、それが魂だってこ

とになる。 

が、ここが盲点にもなる。いわゆる引き寄せの法則などはこの理屈を応用して、「そのエネルギーに

自分が欲しい理想を込めればいい」と言うのだが、交換するエネルギーは自分の魂意識から出ている

わけで、どこかにあるエネルギーを引き寄せるわけではないから、その理屈は間違っている。 

 

では、魂を乗せるとはどういうことか？ それを乗せたエネルギーの交換とは何か？ 

 

答えは簡単だ。魂に乗せるものとは、お前の「生き様」だよ。お前の経験・体験から感じたこと、学

んだこと、知ったことだ。そこにはドラマがある。このドラマがエネルギーに「味」を持たせる。そ

れがいわゆる「旨味」となって相手に届くと相手は「上手い、いいね」となるわけだ。そう思ってく

れた人がチャンスをもたらしてくれる。商売で言えばお客になってくれる。ショービジネスだとファ

ンになってくれる。例えば、音楽で何とも言えない深みのある演奏をするプレーヤーを「味があって

いい」というのはこういうことだ。つまり、お前が音楽で勝負できなかったのは、その音やプレイに

お前の生き様・ドラマ・味が無かったからだ。成功ノウハウとか夢とかの話ではないんだよ。お前自

身に問題があるってことだ。言っている重要性が分かるか？ 

 

つまり、理想を叶えるとか、現実化とは、魂のエネルギーをどれだけ目減りせずに出せるか？ そこ

にどれだけ生き様を加味できるか？ それにどれだけ共感を呼べるか？ それをお互いが出し合える

か？だ。だから「チャンスは人が運んでくる」というわけ。でも分かったよな？ コネクションを増

やせばいいという問題ではないことは。お前の生き様に、お互いが共感し合えれば、どんな関係も成

就するんだよ。お前次第なんだよ。 

 

じゃあ、何をすべきなのか？ 

 

 

178 努力の意味 

 

努力しろってことだよ。ひたすら「叩け」ってことだ。なぜか？ 前にも言った様に、それがお前の

生き様に、ドラマに、味になり、それがお前の価値になるからだ。 

 

しかし、難しく考えることは無い。 



人間は誰でも「本物」に惹かれる。体験談もそうだ。自分ではない他人の冒険談よりも、本人の冒険

談の方が明らかに楽しい。そこには真実味があるから。でもそれは本人が「実体験」したから。「 叩

いた」からだよ。 

 

ここでもう一度、エネルギーの流れを思い出そう。 

 

①意識（魂）エネルギー 

  ↓ ←[a] 自分の役割に気付くために叩く（環境・経験という苦労） 

②感情エネルギー 

  ↓ ←[b] 叩くことで、その役割に強い意志を持たせる（気づき） 

③脳機能 

  ↓  

④想念エネルギー 

  ↓ ←[c] その役割をどう形にするか？を考える（思考・イメージ） 

⑤生命エネルギー 

  ↓ ←[d] それを行動で実践していく（実際的な苦労） 

パワーとなる（現実化する） 

 

わしが言う努力とは、[a] のことだ。もしかしたら [d] のことでは？とも思うだろう。でもまず [a] が

分かっていなければ [d] の努力は結果が伴わないものとなる。理屈は前に話したから今は言わないが、

要は [d] のためだけの努力が「無駄骨」であり、そうなると「やればできる」とか「とにかく足で稼

げ」などと言い出すようになる。これが精神論だ。わしが言っている [a] を意識して努力すること、

これが「意識論」だと言っているんだよ。それは、魂を思い出すための、自分の意識を思い出すため

の体験・経験のことだから。 

 

でも忘れるなよ。それに気付くためにも時間が必要になること、そして苦労も必要だってことを。そ

れも自分が受け切らないといけない。その現実がどんなに不満でも、そもそもは、それを需要して供

給したのはお前自身なんだから。そんな時に「夢」とか「理想」とか「あれが欲しい」とか言って精

神世界系の現実化ノウハウを実践したら、エネルギーの流れを自ら遮断することになるわけだ。だか

ら「逃げだ」と言っているんだよ。 

 

ここで、エネルギーの流れでのキーである、①意識エネルギーと②感情エネルギー、そしてその「間」

ということと繋がってくる。 

 

 

179 努力の価値 

 

つまりエネルギーの流れは、図でいけば上から下に流れ、①意識エネルギーをどれだけ②感情エネル

ギーに送り込めるかにかかっており、それは [a] に相当することは分かったわけだが、問題はその①

と②の「間」に何があるかだ。そして、最終的にアウトプットとしてパワーとなるエネルギーにどん

な情報を乗せられるかもこの「間」にかかっている。 

 

①意識（魂）エネルギー 

  ↓ ←[a] 自分の役割に気付くために叩く（環境・経験という苦労） 



②感情エネルギー 

  ↓ ←[b] 叩くことで、その役割に強い意志を持たせる（気づき） 

③脳機能 

  ↓  

④想念エネルギー 

  ↓ ←[c] その役割をどう形にするか？を考える（思考・イメージ） 

⑤生命エネルギー 

  ↓ ←[d] それを行動で実践していく（実際的な苦労） 

パワーとなる（現実化する） 

 

じゃあ、ここで質問だ。 

①と②の間にあるものとは、何だ？ 

 

魂の課題だね。 

 

その通り！ だからこそ、生まれた目的・使命だけでなく、この人生で何を感じ、そして何を学ぶべ

きなのか？が重要になるんだよ。その課題を網羅して自分の使命を果たすことが生まれた目的だから。

例えれば、課題内容を知らないで生きるということは、方程式を知らないで数学問題を解く様なもの

だ。要は、「エラい大変」なんだよ。解くという作業（苦労）は避けられないし変わらないが、方程

式を知っているか否かは雲泥の差だ。が、楽だ。 

 

人生も同じだよ。確かに、生きること自体大変だが、趣旨と式を知っているか否かは同じく雲泥の差

があり、その趣旨と式が、生まれた目的と課題であり、それは運命パターンという魂の本質的な情報

になる。だから、お前との対話でも運命パターンについてかなり話したし、もっと、もっと、もっと

真剣に、真剣に、真剣に、自分の魂の情報には注意を払うべきだ。良くも悪くも、それがお前の魂の

「癖」なんだから！ どうあがいたって魂の傾向で人生の軌道が決まるのだから！ 

 

これで分かっただろう。わしが言っている努力とは、[a] のことであり、それはまず、自分の魂につい

て、つまり魂の目的と課題を知る・気付くことであり、人生ではそれに気付くための体験がまず起き

るってことだ。それを世間では苦労と言うが、それは自分の価値を知る時期でもあり、価値が現実的

な結果を生むわけだ。 

 

そして、それが「自分と向き合う」ということであり、向き合うとは夢とか理想を追いかけることで

はなく、今の現状・今の境遇と向き合って、決して「逃げないで」対応していくこと。そこに自分の

魂の傾向を加味すること。それが分かって初めて「これからどうすべきか？」という理想を判断して

いく。あとは実践・行動だ。それが [d] のことであり、ここで思考やイメージという想念エネルギー

を使うわけだ。 

 

つまり、ちゃんと自分の魂を知って、その魂の傾向が反映される人生軌道に乗って生きることが「運

命」なんだよ。それも昔に話したよな。 

運とは、人生軌道上に吹いている命を運んでくれる追い風のことで、それがエネルギーであり、その

追い風もお前の魂が源だから。「開運」とは、自分の役割に気付くこと。だから努力しろと言ってい

るんだよ。そうすれば、隔てているガラスは決壊してエネルギーはドバっと流れるようになる。あと

は心配するな。良くなるから。 



 

 

180 意識のアウトプット 

 

なるほど。 

今まで長いこと対話してきたけど、今になってすべてが繋がった感じだよ。どれだけ自分が勘違いし

て逃げていたかよく分かったし、もっと現実に向き合うようにする。何か恥ずかしくなってきたわ（笑） 

 

それは良かった。自分を恥じろ。恥じないと失敗の価値も分からないからな。 

 

でね、ひとつ訊きたいことがあって。 

 

エネルギーの流し方だろ？ 

 

そう。どうしたらエネルギーをアウトプットできるのか？ それをまだ解説してもらって無いなと思

ってさ。でもね、今なら分かるよ。これまでの対話が分かっていないと、その方法も本当の意味で理

解できないんだろうなって。 

 

その通り。重要性が分からないだろうし、効果が無くなる可能性もある。ま、効果があっても無くて

もお前が苦労するだけだけどな（笑） 

 

さて、どうしたらエネルギーをアウトプットできるのか？ どうしたらエネルギーを流せるのか？ 

まず意識して欲しいことがある。何度も言ってきたが、「エネルギーは意識（魂）である」ってこと

だ。その流れるエネルギーにお前の魂の情報が含まれているわけで、つまりは、エネルギーには意識

という成分があるってことだ。それは、血液の中に赤血球・白血球・血小板などの細胞成分が含まれ

ていて、血液は単に水分を流すわけではないこと。その成分が実際的な働きをするのと同じだ。 

 

そして、もうひとつ意識して欲しいことは、エネルギーは最終的に身体的パワーとして発揮されると

いうこと。つまり「健康」という見える形でパワーが表れる。なぜなら、お前の行動・実践が結果を

生むわけだから、その母体となる身体が元気であることはとても大切だ。「元気があれば何でもでき

る」と言った人間がいるが、これは本当に真実を突いている。逆に言えば、エネルギーが流れること

で頭脳明晰になるわけでも、思考力やイメージ力が強化されるわけではないから、この点からも「思

考の現実化」という概念が中途半端であることが分かるだろう。 

 

さて、エネルギーの流し方についてだ。 

 

 

181 エネルギーの流し方 

 

現実世界と非現実世界との境界線は②感情エネルギーと③脳の間にあることは前に説明したな。問題

は、現実世界と非現実世界との境界線ポイントを担っているのが何か？だ。つまり、見えない不可視

なエネルギーを現実的なエネルギーに変換しているパーツがあるってことだ。それは「脳幹」だ。 

 



医学的な面での細かいことは分からないが、簡単に言えば脳は①脳幹、②旧皮質、③新皮質という

部位で構成されており、この順番で進化してきたし、脳内でもこの順番でエネルギーは流れ、逆に身

体への神経系統への伝達は、逆の順番で流れる。要は、脳幹がキーになるわけで、意識エネルギーは、

まずこの脳幹に入ってくる。ここが凝ると血の巡りも神経伝達も滞るから、コリは首から肩、腰へと

落ちていくし、足からコルことはない。 

 

つまり、エネルギーの流れが脳幹に入ってくるわけだから、脳幹を意識して、脳幹が柔軟になるよう

に気を使うこと。ただこれだけだ。脳幹のコリが取れればあとは放っておいてもエネルギーはガンガ

ン流れるから。簡単だろ？ 流れを作ろう、流れを引っ張ってこようと思う必要はない。逆に言えば、

首や肩のコリは、意識エネルギーの滞りであり、魂が凝っているということでもある。具体的に言え

ば、首の柔軟性を高めることは何でも効果があるから実践しなさい。  

 

ということは、いわゆる「ヒーリング」も、脳幹に手当てした方がいいってことだよね？ 

 

そういうことになる。瞑想法もリラックス法も呼吸法も柔軟体操も、それを実践するときは脳幹を意

識した方がいい。これは科学的に実証されていないかもしれない。でも、効果は抜群だよ。でも神経

系の癒しに注目している医者などは、この点は理解しているはずだ。 

 

こう考えてくると、脳トレとか速読力、速聴とかは意味がないことになるよね？ 

 

脳幹へのダイレクトな効果は無いだろうな。ま、③新皮質への効果はあると思うが。脳のトレーニン

グはいわゆる新皮質のトレーニングであり、ここが思考やイメージを担っている。しかし、わしの理

屈では、思考やイメージは、現実的な行動・実践をする時に使う能力だから、脳トレで魂なり潜在意

識の活性化はできないということになる。 

 

うん、そうだと思う。 

いやさ、もっとスピリチュアルな、儀式的なアプローチを教えてくれるのかと思ってたから意外だっ

たな。 

 

何度も言ってきたろ？ お前が生きているのは現実世界なんだから、エネルギーの流れも現実的なア

プローチをしないと意味がない。確かに世間には沢山のリラックス法や瞑想法もあるだろうし、それ

らを否定するつもりも無い。が、今言ってきたことを念頭に置けば、どれが価値のある、効果のある

ものなのか否かも判断が出来るだろう。是非、参考にしなさい。 

 

 

182 エネルギー視点での健康法 

 

こう考えてくると健康がどれだけ大事かも分かるよな。 

 

おじいちゃん的な視点での効果的な健康法ってあるの？ 

 

あるよ。まず健康は、①腸内環境、②血の質、③血の流れに気をつければ、健康は維持できるし長

生きもできる。その意味も今言ってきたことで分かるだろう。そして④水分の供給だ。この４点だけ

を意識していれば、何を食べるか？ 何を飲むか？ 何を摂取するか？の判断が簡単になる。 



 

実際問題、エネルギーの消費という面で言えば、「消化」に一番エネルギーを使う。そのエネルギー

量は膨大なものだよ。とにかく、「身体に入った物は全身にくまなく回る」ってことを意識した方が

いい。運動は大切だが、身体に取り入れている物が悪かったら、運動はその毒をより迅速に身体に巡

らすことになるから、まずは①腸内環境を意識した方がいい。 

 

ひとつ気になっていることがあって。おじいちゃんとのやり取りが始まってからタバコを吸うように

なったんだ。よくないよね？ って言うか、なぜ？ これまで 36 年間一度として口にしたことがなか

ったのに。煙すらキライだったんだよ。 

 

わしがタバコ好きだったからな（笑） 意識連動の副作用だな。 

何事も「適度」を意識しなさい。取り過ぎ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、吸い過ぎ、「過ぎ・過剰」はダメ

だ。 

 

でも毒だよね？ 

 

酸素だって身体に取っては毒だよ。 

 

え？ 

 

酸はサビさせるから。でも人間は生きていく上で絶対酸素の摂取が必要になる。 

 

皮肉だな。 

 

寿命と呼吸ペースは比例するからね。 

この点を憶えておくのも良いだろう。「多少の毒がないと身体の免疫は落ちる」。何であれ多少なり

とも危機意識がないと進化はしないから。わしはいつも晩酌してたしタバコも吸っていた。 

 

そうだよね。 

 

でも、晩酌は平日にビール一杯と日本酒一合と決めていたし、タバコも一日 10本と決めていたよ。休

日は飲まなかったしな。 

 

そうなんだ。 

 

長生きする人間の特徴はね、程よくお酒飲んでてタバコも吸ってて痩せている（太っていない）人間

だよ。デブに長生きはいない。 

 

確かに（笑） 

 

とにかく、健康には気を付けなさい。でも過剰な健康法はダメだから。 

いいか、エネルギーの流れを意識すること、そして、そのエネルギーには自分の魂の情報成分が含ま

れていることを意識すること、それを滞り無く身体に流すために脳幹を意識することだ。エネルギー

に魂の成分が含まれているってことは、それが流れれば自ずとその成分が形になる。それが現実化だ。 



 

 

183 意識のはじまりは？ 

 

話は変わるけど、ずっと魂のことについて話してきたよね。それが意識であることも分かった。でね、

その意識の初めって何だったんだろう？って気になっていてさ。物理の世界では、この世界はビッグ

バンでスタートしたと言っている。最近では超ひも理論が次世代の理論だとして台頭してきている。

何であれ、意識の始まりって何なの？ その前には何があったわけ？ 

 

わしの視点で言えば「それは知っても仕方ない」な。知って、現実にどう役立つんだ？ 

 

ま、それを言ったらそうだけどさ。でも気になるよね？ 神を作ったのは誰なのか？みたいなもんで。 

 

知的好奇心だな。でも、起源については人間には分からないよ。 

 

なぜ？ 

 

時間があるから。 

 

時間？ あ、プランク時間とかいうやつでしょ？ 

 

プランクじかん？ 

 

詳しいことは分らないけど、物理的にはある一定の時間より以前には時間が適用できないから、それ

以前のことは分らなくなってしまうという考えだよ。 

 

と言うよりも、これまで何度も何度も言ってきたが、お前が生きているのは現実世界だ。現実世界と

は３次元プラス時間の４次元の世界だ。でも意識・魂の世界には３次元も時間もない世界であり、そ

れを４次元と言う縛りがある人間に理解できることではないんだよ。そもそもの話であり、それは能

力の問題とか進化の問題とか物理云々ではない。許容範囲を超えたことだから、分かり様が無いんだ。 

 

OK。でもさ、おじいちゃんはそっちの世界にいる訳だから、魂の起源は分かっているんだよね？ そ

の理解を人間である俺に分かる範囲内で教えてくれればいいんだよ。すべては理解できないだろうけ

どさ、せめてニュアンスみたいなことは言えるでしょ？ 

 

分かった。それは「無」だよ。 

 

無？ 結局そこにいくか（笑） 

でもさ、最新の物理学では、本当は１０次元だの１１次元だのと言っている。ってことは、そこに「無」

は無いと思うのよ。次元がある以上「無」ではないわけだから。 

 

その１０次元云々って、意識世界のことを言っているのか？ 

 

え？ 



 

１０次元だろうが１１次元だろうが何次元だっていいよ。 

それは、意識世界の構造を解説しているものなのか？って訊いているんだよ。 

 

うん、分からない… 

 

だろうな。 

 

でも、次元上昇（アセンション）という概念があってさ。魂が… 

 

 

184 「無」と「空」とは？ 

 

もういいよ。「アセンション」と「魂の起源」とはまったく話が違うと思うがね。 

 

ま、そうだけどさ。 

 

じゃあ、お前は何が知りたいんだ？ 

 

両方（笑） 「魂の起源」と「アセンション」それぞれについて知りたいな。  

 

魂の起源についてはさっきも言ったように、物理的に理解することはできない。 

 

でも、それが「無」と言われても俺的には納得ができない。精神世界系が好きだから「無だった」と

いう理由でも良いんだけど、よくよく考えると何かしっくりこないのよ。 

 

なぜ？ 

 

俺たち人間のそもそもの始まりが「無」だなんてさ、それ何だよ？って思う。「無」からスタートし

ているのに、課題だ苦労だ努力だとか言われてもさ。現実世界ではそれらが重要なことだってことは

おじいちゃんとの対話でよーく分かった。俺が知りたいのは、そもそもの話だよ。言い換えれば、苦

労する意味を知りたいわけ。  

 

じゃあ、逆に訊くけど、お前的に納得のできる解説とはどんな解説なんだ？ その点については、わ

しが今まで言ってきたことでは納得できていないわけだろ？ ということは、わしが言っていないこ

とでの納得できる根拠を知りたいってことだよな？ それは何だ？ ダメ出しはしないから自由に答

えていいよ。何と言ってくれたら納得できるんだ？ 

 

ん、ん、ん、、、 そう言われるとね… 

 

もしあったら、わしだって知りたいわ。 

というか、お前は自分で答えを言っているよ。 

 

ん？ 



 

そもそもの始まりが「無」だから、結果を出すために生まれているんだろ。つまり「有」を生み出す

為に。それが今わしが人間であるお前に言える答えだ。今はそれしか言えない。 

 

納得したような、しないような… 

 

正直に白状するとな、わしは魂の起源、その前のことは知っている。それを強いて哲学的に言えば、

「無」とは、「意識が自意識を認識できていない状態」だよ。認識には体験が必要だから現実世界に

生まれる。その「意識が自意識を認識すること」が、己で需要と供給を満たすこと、つまり、自己完

結ってことだよ。さっき説明したろ。 

 

なるほど。俺的には辻褄が合った感じがする。 

 

意識の前の状態については言葉では言いようが無いし、それをあえて言うとすると「無」としか言え

ないんだよ。「無」が何かについて探求したかったら、哲学や仏教思想でも勉強すればいい。でもな、

「無」が分ったところで人生の好転は起きないから。それはまったく因果関係のない話だからな。 

 

じゃあ、「空（くう）」って何なの？ 

 

「無」も「空」も同じことを言っているが、「無」とは意識上の表現であり、「空」とは「無」とい

う意識上の概念が物質世界に反映されている状態を表現している言葉だ。言い換えれば、「無」とは

意識での認知であり、「空」とは脳機能上での認知とも言える。しかし、何度も言うが、言葉として

それらを理解することと現実化とは関係ないから。ま、あまり深く考えても仕方ないよってことだな。

それよりもやるべきことをした方が人生は変わる。 

 

じゃあ、なぜそこが気になってしまうんだろうね？ 理解できないことなのにさ。 

 

なぜか？ だから、人間は「有」を生み出す途上にいるからだよ。「無」から「有」を生み出す途上

にいるからこそ、その起源は何だったのか？が気になる。それが知的好奇心として気になるのは分か

るが、まだ試合は続いているわけで、５回裏の攻撃で勝つか負けるかなんて分からないのと一緒だよ。 

 

うん、分かりやすい。 

 

つまりは… 

 

 

185 生きる、ということ 

 

今言ったように、起源を知りたいというのは、最終的な「結果を知りたい」と言うのと同じなんだよ。 

 

どういうこと？ 

 

結果が決まって、スタートが定義できるから。 

 



なるほど！！ そう考えたことはなかったわ。 

 

これが時間という概念のパラドックスでもある。が、時間については、今は説明しない。 

今言えることは、「起源を知りたい」と言うのは、要は「存在の意味を知りたい」ってことであり、

それは野球で言えば、「なぜ試合をするのか？」という理由を知りたいのと同じだ。確かに、「野球

をする」と決めた以上は勝てる方がいいだろうが、勝っても負けても、その結果が出て「今日は試合

をして良かったな」、「いや悪かったな」という結論を下す。しかし、この結論は単なる「感想」で

はなくて、「なぜ試合をするのか？」という動機の定義だ。この違いが分るか？ ま、これが理解で

きたら、時間の概念も理解できるし、人生も楽になるだろうよ。 

でも、「現実的にどうしたらいいのか？」ということに専念した方が圧倒的に実際的だ。それを知れ

た方が価値があるから。それをずっと教えてきたわけ。 

 

それは分った。 

ビッグバンとか、アセンションについてコメントしてもらってないけど… 

 

物理学の進展はめざましいものがあるが、ビッグバンの理屈だって「時間」という概念があるから初

めて成り立つ理論だろ？ 超ひも理論だって、現実世界の解明をしているだけで、意識世界の解明で

はない。何次元という「次元」という表現があることからして現実世界のことだ。意識世界に次元も

時間もないから。そういう意味でも「無」だ。 

 

アセンションの概念は、聖書の哲学が下地にある文化から出てきた「救い」のモチーフの焼き直しだ。

どうしたら救われるのか？ それを「次元」という舞台に置き換えて今の時代に合うようもっともら

しく解説しているだけの話。まともに次元が上昇するなんて受け取ってはいかん。それも「癒し」を

欲しているだけの話だけだし、それはもう宗教だよ。アセンションが真実かどうか？は関係ない話で、

結局は「なぜそれを信じたいか？」という気持ちの問題だ。何だってそうだよ。 

 

確かに。でも、そうしたらこの対話で教えてもらったことも、それが事実かどうかよりも、それを信

じるかどうか？になってしまう、ってことだよね？ 

 

だから、わしは極力 現実的なことを教えてきたし、現実的であれと言ってんだよ。 

夢を持ちたいなら持てばいいし、理想を大事にしたいなら大事にすればいい。でもいいか、1km 先に

行きたかったら 1km 「お前」が移動しないといけないんだよ。移動あるのみだ。そこにただ一つ役

に立つエッセンスがあるとしたら、それは「なぜ」移動するのか？という「目的」を持つことであり、

そもそもの目的は魂にあるよ、という話をしてきたわけ。 

 

目的を持ち、そして移動することに専念すれば、まず「今」何をすべきなのかが分かるし、「今」何

をすべきかの「重要性」も分かる。 

「夢」とは要は「将来」だ。将来は「今」の延長にある。ただそれだけの話。そこで、もし「今」が

分からなくなったら、ひとつの手段として、そもそも己の魂に目を向けてみれば？ということだ。 

 

たしかに。分かりやすかったよ。 

 

さてと、お前の人生矯正をテーマにした対話はもう終わりだ。あとは人生の現場で失敗して学んでい

けばいい。 



この対話を求めてもダメだぞ。対話をするかどうかはこちらで決めることだから。また必要があれば

情報を降ろす。とにもかくにも「駆動させた生き方」をするように。 

 

いいか、お前がどんな意識を持っても（それが良いことでも悪いことでも）、他人はお前の姿勢しか

見ていないし、それでしか評価しないから、それを忘れないように。 

感情の扱い方を自分で学び、人間関係をより価値のあるものにすること。コネクションはお互いが提

供できるコンテンツの利害関係の一致でしかなく、それは感情の利害関係でしかないから。 

そして、理想の実現のために勝手に物事をコントロールしないこと。それよりも与えられたカードで

勝負して、「生活を成り立たせる」という結果を出していくこと。そして、家族を大事にし健康に留

意すること。嫁さんを大事にしなさい。嫁さんのお前への評価は、お前の対外的な評価と連動するか

らね。 

 

じゃあ最後に、人生軌道を正しく歩けているか？の判断基準を教えよう。 

 

 

186 対話の最後に 

 

自分が人生軌道に乗れているかどうかの判断基準とは、「１年と３年の法則」だ。 

 

まず前提として、やりたいことがあるなら真剣にやること。 

そして、それが自分の魂とマッチングしているならば、１年のうちに理想に則した何かしらの変化・

好転が必ず起きる。そしたら続けなさい。そして３年努力すれば、必ずそれなりの満足できる結果が

出る。あとは質を上げてそのプロになるだけだ。 

 

逆に言えば、１年真剣に頑張っても何の変化が起きなかったら、今一度自分のやっていることを見直

した方がいい。何度も言うが、それは思考・イメージ・自己啓発に費やした時間ではないぞ。「具体

的な行動」に費やした時間だ。 

 

そして、現実的な問題を抱えていたら、現実的に解決するための努力をするように。また、現実的な

心配があったら、現実的な視点で解決するように。例えばもし収入を増やしたかったら、もっと働け

ばいいだけだし、借金があれば毎月地道に返済していけばいいだけの話。まずはそういう意識をもっ

て生きること。「仕事が無い」という言い訳は絶対にダメだ。世の中には仕事は溢れている。贅沢言

わずに何でもいいからやること。具体的な問題も現実に解決していけば、同じく１年で好転していく。 

 

そして、常にエネルギーのバランスと流れを意識するように。「変化」とはエネルギー作用のことで

あり、もし「神様」という概念が好きなら、神はエネルギーにしか反応しないから。それは、取り組

む姿勢・意識・行動から出てくるパワーの度合いで、作用の効果もそれに比例する。 

 

そして最後に。 

健康に留意しなさい。すべては身体が資本だからね。 

 

それは分ったけど、あえて質問させて。 



収支のバランスを現実的に考えた時、バイトを５つ掛け持ちしないといけないとする。そうなると休

日もなくて睡眠も取れなくて…となるだろうね。ま、５つ掛け持ちは極端かもしれないけど、それじ

ゃ現実、 死んじゃうよね？ 

 

死ねばいいじゃん。 

 

あはは！（苦笑） キッツイな、それ… 

 

お前が自分でその状況を作って、自分で自分を追い込んだだけだろ？ すべて自分で責任を取りなさ

い。まず、その覚悟を決めなさい。 

問題というのは何であれ、放置するからいけないんだよ。そして、そこから逃げると人生軌道から逸

れるようになる。人生軌道から逸れる理由はただ一つ、「逃げ」であり、この「逃げ」のスタンスか

ら更に問題が派生するようになる。これが昔に言った「後天的問題で意味の無いエゴが生み出した問

題」のことだ。 

 

そしてさっきも言ったように、現実的に解決する方法を真剣に模索すれば必ず解決できるから。意外

なところに救済策があったり、助けてくれる人が現れることもたくさんある。でも、それを最初から

期待するなってこと。さっきも言ったろ。救済や助けが得られるのも、すべては意識のエネルギー反

応で起きるんだから、まずは意識を変えなさい、そして行動しなさいと言っているわけ。 

 

分った。よくわかった。 

 

そして人生において常にこう自問しなさい。 

 

「自分は、何であれ価値を提供できる人間だろうか？」 

 

価値は人それぞれだから、他人と違っても一切気にしないこと。しかし、価値が分からなければ、ま

ず自分の価値を知らないといけないから、人生の初めに苦労しといた方がいい。「若い時に苦労して

おけ」というのは、自分の価値を早く気付けるからだ。 

 

お前はまだそれを知らないから、それを知る為にこれからも苦労するだろうね。しばらく大変だろう

が、自分の価値を見つける為の努力だと思って現実と向き合いなさい。そこで見つけた価値が、いず

れお前の人生を決めることになるから！いずれ分るだろう。だから絶対に、絶対に逃げるなよ。 

 

わかった、ありがとう。よく分ったよ。 

 

じゃあ、またお前と対話できる時を楽しみにしているよ。いつになるかはお前次第だがね（笑） 

 

がんばれな。 

助けることはしないが、いつでも見守っているから。 

 

 

 

 



 

187 筆者より 

 

祖父との対話を紹介したブログ「魂の掟」をスタートしたのが 2013 年 2 月。 

単なる趣味感覚でブログをスタートしたにも拘わらず、その年末には霊能者として仕事をスタートし

ていた。別に霊能者なることなど人生の目標にはなかったのに、なぜかそういう役割が与えられるよ

うになり、この仕事でアメリカに出張に行ったりもした。 

 

何が言いたいのかというと、一年前には「まったく想像もしていなかった」人生を生かさせてもらっ

ていること。 

つまり、そこには引き寄せの法則・思考の現実化・自己啓発効果・スピリチュアル・パワー・成功ノ

ウハウなど、いわゆる現実化ノウハウなどは一切活用していない。でも、実現している。 

だからこそ、祖父が最後に言っていた「１年と３年の法則」という判断基準は無視できないと痛感し

ているし、そこには「ノウハウ論」では説明のつかない「魂」の事情が関係していることも痛感して

いる。 

 

しかし、忘れていけないのは、生活も将来も保証されたわけではないってこと。つまり、いつまでも

精進が必要なわけで、すべてはエネルギーだから「持続力」が必要になり、要は「努力し続ける」っ

てことだ。それは将来への努力ではなく、「現実に向き合い、今出来ることに専念すること」。これ

が今回の対話のテーマだった。 

 

いつだったか、クラシックが好きな私の趣向に合わせて祖父はこう例えてくれた。 

 

 

「オーケストラの指揮者は、ただ拍子を取っているだけはない。オーケストラってね、指揮者無しで

そのまま演奏させると、ボリュームと拍子が落ちていくもんなんだよ。だから指揮者の役割は、テン

ションをキープさせることにあるわけだ。人生の指揮者はお前であり、テンション・キープが『生き

ること』だよ。 

 

それなりの地位、環境、収入が実現できたとしても、それで『安泰』と思った時点でそれは『現状維

持』であり、現状維持とは何も変わらないことであり、それは実質マイナス成長だ。安泰とは現実世

界では絶対に感じてはいけない感覚であり、そう思った瞬間に何であれ人生はマイナス方向へと流れ

る。徐々に、そして確実に。楽はしちゃいかん」。 

 

 

188 （欠番） 

 

本記事は事務的な連絡事項のみの記事だったため割愛しました。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ５. 応用編：魂と現実との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 対話の再開 

 

夜勤明けで疲労困憊の午後。 

地元の駅から自宅までの長い坂道をイヤホンで音楽を聞きながら歩いていたのだが、いきなり音楽が

切れた。 

iPhone の充電がなくなった訳でもない。あれ…？ 

 

「頑張っているようだな」 

 

思わず足を止めた。 

懐かしいあの感覚。おじいちゃんだ。 

視線の右上（右脳外側の空間）あたりから、文章というか言葉がスラスラと意識に降ってくるあの感

じ。 

 

「仕事はどうかな？ 大変だろ？」 

 

仕事は大変だった。 

当時、ホテルのフロント勤務を夜勤シフトで入っていた。夜勤だから仮眠もあって楽だろうと勝手に

思っていたのだが、仕事一日目でそれが大きな勘違いであることを思い知らされる。 

 

出勤から退社まで約１８時間。 

仕事量が多く休憩時間が十分取れない日々が続いており、常に立ち作業の影響で足腰の疲労は相当な

ものだった。しかも、気が休まる時間がないために精神疲労が何よりもキツイ。 

もちろん、仕事はどれも大変だ。 

しかし、それまで「楽」ばかりしてきた私には、正しい矯正プログラムだったと思う。 

 

仕事で厳しいのは良いことだ。人生の基本を思い出してきたようだな。 

 

おじいちゃんが言った通り、厳しい生活に変わったよ。 

 

いいことだよ。 

 

ま、変わり映えのない毎日だけどね。 

 

それがいいんだよ。楽はするなよ。 

 

でも（対話再開が）突然だね。うれしいよ。訊きたいことがたくさんあるしさ。 

 

わしらはずっとお前の意識を見守ってきた。こちらの予定通りではなかったが、そろそろ再開しても

いいだろうと判断して、アクセスした次第だ。 

 

わしら？ 何人かいるの？ 

 

そこは気にしなくていい。 



 

予定通りではないって？ 

 

予定より数ヶ月遅れた。本当はお前の誕生日頃にと思っていたのだが、お前のへたれ加減が治らない

から時間を遅らせたよ。 

 

何を基準にして「いつ」と判断しているわけ？ 

 

だから「意識」だよ。前にも言ったろ？ 

 

エネルギーは意識に反応するってことだよね？ 

 

そうだ。言い換えれば、取り組む「姿勢」を観て判断している。ま、「観ている」とはあくまでも比

喩だがね。 

 

じゃあ、俺の意識の何が変わったの？ 

 

自分ではどう思う？ それは自分で把握しているべきことだろ。 

 

夢を追いかけなくなったこと、かな。 

 

そう。夢を追いかけることで浪費していたエネルギーをすべて仕事に集中できるようになった。他に

は？ 

 

他に？ スピリチュアルから距離を置いたことかな？ 

 

そう。それも大事な変化だったね。神にお願いや感謝などしなくても毎日生きていけたろ？ 信仰心

を持っていない人、スピリチュアルに傾倒していない人で成功している人間はたくさんいるよ。みん

な自力で頑張っているんだよ。 

 

確かに。でも対話も再開できたし、久しぶりにお墓参りにでも行こうかな。 

 

行く暇があったら仕事しろ。 

 

あはは、相変わらずだね（笑） 

あのさ、なぜ対話を再開することにしたの？ 

 

やっと自分の人生軌道に戻れたから。 

その上で知ってもらいたいことがあるから。 

いずれ他で役立てて欲しいから。 

 

役立てて欲しいからって？ 

 

それも気にしなくていい。 



 

ここ最近の正直な気持ち言っていい？ 

 

わかるよ。つまらないんだろ？ 

 

そう、つまらない。 

 

それでも一番大事なことを学べたね。 

 

何を？ 夢を追いかけないこと？ 

 

成功する人間としない人間の違いについてだよ。何だと思う？ 

 

ちょっと待って、成功って？ 

 

あはは、ちょっとだけ成長したようだな。そう、成功の定義は大事だ。 

じゃあ、成功って何だ？ 

 

お金では測れない満足感ってことかな？ 

 

おいおい、安っぽいセミナー講師みたなことを言うな。ま、間違いだとは言わんが、わしとの対話の

テーマを考えたら不合格だ。 

 

じゃあ、教えてよ。 

 

成功とは、自分の魂の特性を意識して、かつ活かして生きていくことだ。それが出来れば、あとはす

べて付いてくるから心配しなくていい。思い出したか？ 

 

うん、懐かしいね、この感じ。おじいちゃんらしいよ。 

 

では、成功する人間としない人間の違いは何だ？ 

 

役割・ポジション・アイデンティティを見つけられるか否か。 

 

そうだな。前回まではわしもそう解説した。が、それは基礎編での理解だ。それを踏まえた上で意識

すべきことが他にもある。何だと思う？ 

 

努力？ 

 

違う。もちろん努力は大事だ。が、それは当たり前のことだろ。 

 

ん… どうやら、前の感覚ではダメらしいね。 

 

よく考えてごらん。 



 

ま、そうだろうけど。 

あ、あのさ… 

 

なんだ？ 

 

いや、その、、、 

夜勤のフロント業務がハードでかなり疲れてるんだよね… 

 

そうか。じゃあ、とりあえず帰って寝なさい。 

対話する準備できたら、家の外で一服しろ。またアクセスするから。 

 

190 天才と凡人の違い 

 

ずっと「努力」がテーマだったから、それ以外で大切なことって正直思い当たらないんだよね。 

 

努力がテーマだと認識できているなら、前回の対話は功を奏したことになる。それはこれからも忘れ

てはいけないことだが、問題は「何を努力するのか？」だ。 

 

現実と向き合うこと。 

 

なるほど。では、どうやって？ 

 

ど、どうやって？ 今のカード（与えられた環境・役割）で勝負するってことでしょ？ 

 

では、視点を変えて考えてみようか。 

努力は大事だが、成功は努力に比例しない。 

もちろんそうだが、その勝負の勝敗は何で決まるんだ？ 

 

それは同感だよ。努力しても望む結果を出せる人間と出せない人間もいる。 

 

そこでまず整理しよう。 

これまでの対話でいけば、努力と結果が比例するか否かの違いは何だったかな？ 

 

運命パータンを意識しているかどうか。 

魂の課題と目的は人それぞれで、各々がその特性を留意して生きているか否かに違いがあると教わっ

てきた。 

 

そうだね。そこで何事も「努力が必要だ」とお前には教えてきた。この「努力」には文字通り「汗を

かいて必死にがんばる」という行動面と、「何事も真摯に取り組む」という姿勢の面の意味があった。 

残るは「意識面」だ。何を意識すべきか？ということだ。 

 

で、それは何？ 

 



「集中」だよ。 

 

集中？ 

 

何事も集中しろってことだ。 

これまで「意識が大事だ」、「意識しろ」、「意識して取り組め」などと言ってきたが、具体的な意

味は「集中にフォーカスしろ」ってことだ。 

 

「集中にフォーカス」って面白い表現だね、おかしいな（笑） 

 

笑い事ではないぞ。よいか、集中は時間と比例しない。集中は深さだ。時間を超越する要素が集中だ。

これはとても重要なことだぞ。 

よく考えてみなさい。努力は必要だが、努力の成果には時間が比例するため、結果を出す面ではどう

しても時間という縛りがある。現実世界と意識世界（魂の世界）とをエネルギー的に隔てる決定的要

素が時間だ。つまり、結果が出せるか？出せないか？という疑問には「時間」というベクトルが加味

されるために、「時間が足りなかったから結果が出せなかった」という単純な理由が多い。何かと忙

しい生活の中で、人生という短い時間の中で結果を出すには、時間を超越した何かが必要になんだよ。

それが「集中」だ。 

何事も集中して取り組んでいるか？ 仕事、恋愛、人間関係、理想の実現も、すべては集中している

かどうかにかかっている。 

 

なるほど。そう考えたことなかったわ。 

そうなると、やっぱり天才的な人間の方が有利だよね？ 

 

それは違う。天才と凡人の違いは何か分かるか？ いや、その前に天才の定義を整理した方がいいな。

一般的には混同しているから。 

では、天才とは？ 

 

天才とは… いざ定義となると難しいね。 

 

天才とは読んで字の如し「天から才能を授かって生まれた人間」だ。生まれてくる時に、すでに必要

なセンスとスキル、そして明確な役割が備えられている人間のことだ。 

 

つまり、当人の努力は関係ない。 

 

そう。しかしだ、実際的には「天才」はいないんだよ。 

人類史の中で、この天才の条件に当てはまる人間は４人しかいない。有名と無名それぞれ２人ずつだ。 

有名な人物ではダ・ヴィンチとミケランジェロ。いわゆるアーティスト系だな。 

 

奇遇にもどちらもルネッサンスだね。俺は名前しか知らないけど、意外だな。 

 

そして、名前も知られていないネイティブ・インディアンが一人。彼は取り立てて記録に残る偉業は

成し遂げていないが、彼の存在そのものがエネルギー・バランサーの役割を担っていた人物で、ある

エネルギーの統制を（今でいうところの）アメリカのある場所で行っていた。時代はおよそ 1200〜1300



年ほど前のことだ。ちなみに、彼は手の指はそれぞれ６本あった。彼のエネルギーはある場所にまだ

残っている。 

もう一人は、シュメール文明の後期に紙幣と流通という観念を生み出した人間だ。しかし、彼は資産

家でも富豪でもなく単なる神官。ちなみに、彼は霊能力などを持っていたわけではない。 

実はもう一人、比較的最近に存在した人間で天才がいる。が、それは言わない。 

ということで、以上の４人だ。 

 

そうなんだ。 

でもさ、ミケランジェロとダ・ヴィンチはまだしも、ネイティブ・インディアンとシュメール人だな

んて確証の取れない大昔のこと言われても、ホントかウソかなんて分からないよね？ それを信じろ

と言われても。 

 

「信じろ」なんて言ってないよ。情報だ。 

しかも、「確証が取れないこと言われても…」とか偉そうに言っているくせに、神は信じるんだろ？ 

笑えるね。 

 

ま、確かにそうだね… 

アインシュタインとかモーツァルトとかが天才と言うなら納得いくんだけど、個人的には。 

 

彼らは天才ではないよ。ひとえに努力の人であり、いわゆる「秀才」タイプだ。人間はこの「秀才タ

イプ」を「天才」と表現しているが、わしらの認識では天才は数人だけで、それ以外は同類だ。つま

り、努力が必要のない人間なんて「いない」ってこと。逆に言えば、条件は人類 皆同じってことだ。

まずそれを理解して欲しい。 

それを踏まえた上で、お前たちが言う「天才」とは、偉業、つまり「人生の一生という短い時間設定

の中では普通なら完結しないであろう数々の成果を出せた人間」のことになる。 

問題は、なぜ偉業を成し遂げられたのか？だ。 

 

そのキーが「集中」だと。 

 

そう。つまり、お前達が言う天才と凡人との違いは、集中以外の何ものでもない。 

 

もっとスンゴイ奥義でも隠されているのかと思っていたけど。 

 

奥義などない。現実世界で通用する価値ある原理原則を言っているんだよ。 

まずは「集中」というキーワードを意識して欲しい。今後の対話はそこを意識してもらわないと話し

が進まないし、それが分かると、魂と人生の関連性、現実世界と非現実世界との関連性・バランスが

クリアになるから。 

そこで、これからは「集中」というキーワードをテーマにして世間や周りの人間を観察してみてごら

ん。学べることが多いだろう。 

さて、お前は何を訊きたかったんだ？ 

 

色々あるよ。神について、思考と意識について、今後の世界の流れとか。 

 

おもしろくないな。 



 

あ、俺の人生がどうなるのかも知りたい。 

 

それは教えない。お前について言えることは「苦労して生きてゆけ」。それだけだ。 

 

苦労、か… 

 

嫌か？ 

 

ま、必要だろうとは思うけどさ… 

 

じゃあ、こうしよう。 

「意識・思考・精神」を「集中」というキーワードを軸にしてしばらく話そうか。最終的には「苦労

することの価値」も分かるだろう。本当の意味をね。 

 

OK。 

 

そこで質問だ。 

過去の対話も再開したこの対話も、現実か？ それとも単なる妄想か？ 

どちらだと思う？ 

 

 

191 苦労の意味 

 

それは分からない。俺は実際に起きていることだと思うけど。 

 

世間ではそれを「思い込み」と言うんだよ。医者なら「統合失調症」と判断するだろうね。 

 

おいおい。じゃあ、実際には起きていないと？ 事実なの？ 勘違いなの？ 

 

事実か否かなんて関係ない。当人がそうだと思えばそれが現実だから。 

 

出た、はぐらかし論法… 

 

はぐらかしてなどいないよ。 

 

って言うか、何が言いたいわけ？ 

 

現実的なステップの話しをしているんだよ。何をしたら良いのか？ということだ。 

 

だから「集中しろ」ってことでしょ？ それは分かった。それと、この対話の是非とは何が関係して

いるわけ？ 

 

そもそも、この対話が始まったきかっけは？ 



 

えっと… 何もかも追い込まれていたね。人生に苦労してた。 

 

そうだ。それも集中だ。 

 

は？ 

 

なぜ「苦労しろ」というか分かるか？ 苦労は集中だから。 

 

んん… 

 

理屈はこうだ。 

精神的・感情的・体力的に追い込まれると、人間は「もうダメだ」と思う。お手上げだとね。やっと

それでエネルギーがフラットになる。エゴ・プライドが無くなるわけだ。そうすると、当人の持って

いる潜在的能力が出てくる。お前の場合、それは霊的要素だったというわけ。その潜在的能力は人そ

れぞれ違うが。 

 

苦労しないとダメなの？ 

 

各自が何を「苦労だ」と認識するか次第だが、要は「追い込まれる」ことだ。これを世間では「邪念

が消える」と言っている。 

赤の他人が「あなたにはこういう能力がありますよ」と言っても（仮にそれが合っていたとして）、

当人が「そうだ」と実感していなければ具体的に何をしたら良いのかが分からない。逆に、その指摘

が間違っていたとして、しかも当人は当人で何かしら追い込まれた結果「そうだと思う」と何かを実

感していた場合、それは間違っている実感なんだが、それが合っているのか間違っているかの判断も、

やはり追い込まれないと気付けない。 

 

それを「失敗」と言う… 

 

違う。「修正」だ。 

「それまでのやり方ではいけないんだな」と思い知れるわけだ。だから、「これまで何も変わらなか

ったのなら、『何か』を変えないと変わらないよ」と言ってきたんだよ。単純なことだ。 

 

何を変えるわけ？ 

 

これまでの対話では何を変えろと言ってきたっけ？ 

 

意識を変えろ、と。 

 

そうだね。 

 

でも、それじゃ抽象論だよ。「意識を変えろ。はい、分かりました」でボタンをポチっと押して変え

られるなら苦労しないよ。 

 



だから苦労した方がいいんだよ。 

 

んん… 頭では分かるけど、感情がついていけないな。 

 

そこだよ。 

 

それと集中とどう関係するわけ？ 

 

 

192 集中の目的 

 

つまり、感情と思考との連動が必要だということ。その連動ができて、そこに行動・実践を組み込め

ば理想は叶えられる。これまでは行動・実践・努力が大事だと言ってきた。もちろん、それは絶対に

必要なことだが、その次のステップの話をしているんだよ。 

 

感情と思考の連動？ 

 

感情と思考はイコールですか？ってことだ。言い換えれば、同じ方向を向いているかどうか。感情と

思考のベクトルがまったく違う方向を向いているのにアクセルを吹かしてもダメだ。 

 

それと集中とは、どう関係するわけ？ 

 

その照合作業に必要なのが「集中」なんだよ。 

 

要は「迷うな、ぶれるな」ってことね。 

 

ま、分かりやすく言えばそうだな。それらが連動しないと価値ある行動が取れないし、価値ある行動

ができないと結果が出ないから。 

 

価値ある行動って？ 

というか、感情と思考の照合作業になぜ集中と行動が必要なわけ？ 

 

いい質問だが話しを急ぎ過ぎている。とりあえず聞きなさい。 

 

OK。 

 

一般人が間違えるのは、まず「やれば出来る」という根性論で、「とにかく足で稼げ！」という発想

だ。これには、努力・実践という面が含まれるから一見したところ「正しい」と思うかもしれない。 

 

おじいちゃんはそのことを言ってたんでしょ？ 努力しろ、と。 

 

違う。ま、お前にはそれも必要かもしれないが、そんな上っ面な話しではない。 

 

あ、その努力自体に「集中しろ」と。 



 

惜しい！ ま、とにかく黙って聞けって。 

 

わかった、わかった。 

 

さっきも言ったように、一般人はまず根性論に走る。要は「何も考えていない」わけだから結果は出

ないのは当然で、これは論外だ。そこで結果が出ないと、①方法論を考える、②思考を鍛えるという

２つのアプローチのどちらかを選択するようになる。 

①アプローチではそれなりの結果が出せるだろうね。考えて行動しているわけだから。②アプローチ

がノウハウやら自己啓発系という「思考の根性論」に傾倒する。「思考が現実化する」とか「引き寄

せの法則」といったものは、思考の根性論なんだよ。現実や実態がどうであれ「変えてみせる！」と

思っているのだが、現実は変わらない。 

 

しかし、他にもう一つのアプローチがある。①と②を併せてやるアプローチだ。これがいわゆる③

成功ノウハウ系で「方法論を思考も含めて総括的にアプローチしましょう」というスタンスだ。これ

はこれで価値はあると思う。しかしだ、なぜそれでも結果が出ないのか？ そこで④スピリチュアル

に走るアプローチがある。「目に見えない何かの要素が関係するんだろうから、それを意識しよう」

というスタンスで、祈願・ご加護という発想だ。これが昨今 10 年間のスピリチュアル傾向だね。 

 

それでも、望む結果が出ない。 

 

そう。だから皆は不思議がる。行動も思考もアプローチしたのになぜ結果が出ないんだ？とね。とい

うことは、行動・思考の前の段階がキーになる。それが、感情と思考のズレ、「魂の本音」と「勝手

にこしらえた理想」のズレなんだよ。 

 

問題は、どうやって感情と思考を照合するか？という方法論で、実はそれも「行動」だ。 

つまり、結果を出す為に自分が実践していることが「正しいのか・間違っているのか？」という方法

論の正誤を一般人は考えるし、その正誤も行動と結果で判断するしかない。が、その前に「本当にや

るべきこと」と「やりたいと思っていること」の照合が重要になる。 

 

そこで「集中」だ。 

まず自分のやっていることに「文字通りに集中」すること。「意識して取り組む」という意味だ。意

識して集中すると「気づき・学び」がある。それは①方法論の正誤の学びと、②本当に俺がやるべき

ことなのか？という感情と思考の正誤の学びだ。この２つの学びを自分で認識できていないと、行動

しても意味が無いんだよ。逆に、この２つの学びを認識するための行動が「価値ある行動」のことだ。 

 

じゃあ、「やったけどダメだった…チクショー！」と思うのは、①方法論の正誤の学びレベルだから、

②も理解しろと。 

 

「やったけどダメだった…」と言うのは単なる愚痴だろ？ 正誤の学びすらなっていない。 

愚痴はバカな人間が言うことだ。 

 

でもさ、それと「潜在能力」とは、どう関係するわけ？ 

 



 

 

193 潜在能力とは？ 

 

潜在能力とは「本当にやるべきこと」の為に必要なスキルなんだよ。「本当にやるべきこと」とは、

自分が生まれた目的の達成の為にやるべきこと、つまり、魂がやりたいことだ。当人が勝手に「やり

たいな」と思っていることのための能力ではない。 

 

それに気が付けたら誰も苦労しないよね。そもそも「魂のレベルでやるべきこと」と「勝手にやりた

いと思っていること」の区別なんて、どうしたら分かるわけ？ 

 

だから、苦労しろと言っているんだよ。 

さっきも言ったろ、まず第一段階として「魂のレベルでやるべきこと」と「勝手にやりたいと思って

いること」の違いを己で自覚・認識するために苦労がある。そこで正しい理解が得られたら、第二段

階は「それをどう実現・実行していくか？」という具体的な苦労がある。これで経験を積み、あとは

それを極めていくだけだ。 

 

その際に、日常生活や仕事を片手間にダラダラこなしているようでは、第一段階の気付きすら無い。

だから何事も集中して真剣に取り組むべきだ。本来なら２０歳代で気付くべきことだから、「若い時

に苦労しとけ」と言うんだよ。やみくもに苦労しろという意味ではない。 

 

だから、必ずどこかで追い込まれないとダメだ。追い込まれるパターンは人それぞれ違うが、究極的

に追い込まれれば早いうちに第一段階に気付けるし、苦労の意味と潜在意識の能力にも気付ける。魂

はそうなっているんだよ。 

 

潜在能力は磨けるものなの？ 

 

いい質問だね。でも、順番が間違っているよ。 

「磨く」という観念は潜在能力に気付けた後だ。それに気付くこともなく「磨こう！」と言うのは、

食材がないのに「料理しましょう」というのと同じで順番がおかしい。昨今のセミナーは、磨くノウ

ハウは教えてくれるだろうが、その気付き方は教えてくれないところに問題がある。 

 

じゃあ、「潜在能力を発揮できるかどうか？」という考え方はもっと後の話し、ということか。 

 

順番で言えばそうだね。気付くための苦労があり、そこで潜在能力に気付き、そして磨き、発揮する

のが本来の順番であり、「磨く」のと「発揮する」のが同時進行になる能力もあるだろうが、まずは

気付く事、後の話しはそれから。 

つまり、潜在能力が「発揮できる」というのと、潜在能力に「気付く」とは全く別問題だ。まず集中

して目の前のことに取り組めば、思考と感情のズレに気付けて、潜在能力を実感する。言い換えれば、

自分が一番得意とする事・分野が見えてきて、それから働く環境が決まり、それで「生き方」が分か

る。 

 

苦労しない場合は？ 

 



苦労しない場合、とは？ 

 

ほら、「苦労だ」と実感しないでも、本領を発揮して仕事で成功するパターンもあるでしょ。それは、

どう理解したらいいわけ？ 

 

前にも言ったが、集中は時間と比例せずに時間を超越したものだから、集中していれば「しんどいな

…」というネガティブな苦労実感はない。ま、心身の疲労感などはあるだろうが、究極は、その疲労

感すら感じないだろうね。それが理想のパターンだ。が、要は、自分の苦労から「何を教訓として語

れるか？」が一つの判断基準になる。それは集中していないと教訓レベルにまでの実感はないし、も

っと言えば、「あなたの苦労から学べたことを私たちの教訓として１０分間レクチャーしろ」と言わ

れた時に、ためらわずにすぐに語れるかどうかだ。 

 

ただし、その教訓の実感すらなくてゆとりをブッこいてるとしたら、それは危険だ。中には教訓とい

う実感もなく成功できる人間もいるよ。その場合は、なぜそう生きて来れたのか？を実感できるまで

の苦労がどこかで必ず起きる。いわゆる「答え合わせの人生」だね。 

それが人生の最終章で来るよりかは、若いうちに体験しといた方がいいだろうね。ま、「今泣いて、

後で笑う」か、「今笑って、後で泣くか」のどちらかだ。厳密に言えば、その違いも魂の初期設定で

変わるが。 

 

「今も笑って、後でも笑って」は、無いの？ 

 

残念ながら、それは無い。 

それが目的なら、地球ではなく他の星で生まれてるだろうね。 

 

そうか。教訓として人に語れるかどうか？という判断基準は具体的だと思うけど、その内容は… 

 

内容が万人に受けるかどうかは気にしなくていい。お前の気付きだから。要は、「自己認識できてい

るか？」だよ。 

 

あのさ、それを踏まえた上での成功の秘訣ってないの？ 秘訣というか、意識しておくべき自己精査

基準みたいな。 

 

あるよ。 

 

 

194 意識と魂の連動を図る方法 

 

さっきも言ったように、自分の人生から学べたことを、何でもいいから他人に教訓として語れるかど

うか？ これが意識と魂の連動が取れているかどうかの判断基準になる。 

そして、スピリチュアル的な側面からの判断基準も２つある。 

① 自分の名前に自信が持てるかどうか？ 

② 両親へのリスペクトが持てるかどうか？ 

この２つがまったくストレスなく実践できれば、魂と意識との連動が図れていると判断できる。 

 



①は、文字通りにってこと？ 

 

そう、自分の名前に自信が持てること、そのままだ。 

 

どうしたら自信が持てるわけ？ 

 

「自信を持とう」と思うと間違える。 

エネルギー的視点で言えば、自分の名前に自信が持てないのは、自分の魂に違和感を感じていること

と同じで、それは魂と意識のズレからくる。このズレの発生源は「未消化な感情的シコリ」にある。

未消化な感情的わだかまり・シコリの量とズレは連動する。つまり、未消化な感情的シコリがないか

どうかを考えてみなさいってことだ。 

お前は自分の名前がキライだったね。 

 

そう。タイチという名前が好きじゃなかった。今は大好きだけどね。名前を付けてくれたお袋には感

謝しているよ。 

 

そのお袋さんへの感情は？ 憎しみ、わだかまり、苛立ちなどはあるか？ ないか？ 

 

昔はあったよ。なんで宗教に入ったんだ？ってね。「それで俺までも人生振り回されてきたんだ」と

いう苛立ちはあった。今はまったくないけど。 

 

ま、言いたい事は分かるが、「振り回されてきた」というのは間違っているな。 

 

なんで？ 

 

原因はお袋さんであれ、宗教はお前が「自分」でやってきた事じゃないか。辞めることだって出来た

ろ？ 

 

ま、そうだけどさ、子供の頃に親の影響下から抜けるなんて無理でしょ？ 

 

なんで無理なんだ？ 抜ける人間だっているよ。働ける歳になったら自分でバイトして、家を出て、

自分で自立することも出来たはずじゃないか？ なぜしなかった？ 

ミュージシャンになりたいと言っていても、結局はサラリーマンになったろ？ 宗教も続けた。 

 

それは家の事情があったから… 

 

家の事情はお前の責任ではなくて親の責任だし、それと宗教を続けるか否かはまったく別問題だ。お

前の責任だ。はき違えるんじゃないよ。ま、宗教にまつわるわだかまりはほとんど消えたから良いだ

ろう。それに気が付くまで他人より時間がかかった、ただそれだけの話しじゃないか。 

問題は親父さんとの関係だな。 

 

ま、正直言えば、親父とのリレーションシップには難しいところがあった。物事一つに対しての解決

方法も判断も何もかも違うし、親父は親父で「良かれ」と思って色々してくれたのは分かるけど、何

て言うのかな、「俺のセンスを押さえ込むなよ」と痛感することが多かった。 



 

正直に言ったね。そこだよ。 

 

そこ？ なにが？ 

 

それで自分の潜在能力に気付けたのだから、親父さんの存在意義もあったってことだ。 

 

あ、なるほど。 

 

だから、親父さんに感謝するべきだな。②の両親へのリスペクトを持つとは、要は「許容しなさい」

ってことだよ。すべてを許せる事が理想だが、それが出来なくても「そん時はそれがベストだったん

だろう」と理解してあげることはできる。自分の過去の選択と決断に対しても同じだし、親ではない

他人にも同じことが言える。 

それが出来るかどうかは、当人の人間力と魂の大きさに比例するし、それが出来ないなら「人間とし

て乏しい」ということ。わだかまり、苛立ち、憎しみなどのネガティブ感情があったら、視点を変え

て「それで自分のどんな潜在意識がクローズアップされただろうか？」と観るべきだ。 

 

人生には、必ずウマが合わない人間がいるものだし、大抵はそれを家族の誰かが担うようになってい

る。逆にそういう人間が身の回りに居なかったら「本質的にヤバイな」と思わないといけない。居な

ければ仕事で苦労するしかない。 

たとえばだ、１０歳のときに体験したことが原因で感情的シコリが残っている場合、何歳になっても

魂と意識の連動プロセスは１０歳でストップしていることになる。その後にも更に幾つかの感情的シ

コリがあって、仮にそれが解消できたと思っていても、まずは１０歳の時のシコリを解消しなければ

シコリの滞納は消えない。 

 

テトリスと一緒だね。 

 

そうだ。 

 

じゃあ、どうしたらいいわけ？ どうしたら、感情的シコリを解消できるわけ？ 人間というもの「許

す」のはなかなか出来ることでもないでしょ。一番難しいことかもしれないし。 

 

そうだね、そこがさっきお前が質問したこと「諸々を踏まえた上で、成功の秘訣とは何か？」の答え

にもなってくる。 

 

なに？ 

 

 

195 感情的シコリと成功の関係 

 

一言で言えば、一切過去に「こだわるな」ってことだ。 

こだわりを教訓に変えなさい。 

教訓に変えられたら、相手に感謝することができる。感謝できるようになれば許容もできる。 

「感謝＝自己責任」、「自己責任＝魂と意識の連動」、「魂と意識の連動＝成功」だ。 



 

結局、過去の人生は変えられない。そして、許すのも難しいだろう。が、過去にも人にも「こだわら

ない」と決めることはできる。感情は捨ててはいけないし押さえ込む必要も無いが、それを自分の中

で生きるパワー・原動力に昇華しないと人生は変わらない。パワー・原動力は、教訓と感謝が連動し

てはじめて発揮できる。 

 

何か、個人的に対策できることはあるの？ こだわらないためにできることは？ 

 

感情的シコリの原因（人・出来事）を思い出し、それを「もうこだわらない」って思えばいい。 

 

それだけ？ 

 

これだけだよ。でも、なかなか出来るものではないよ。だから、感情的シコリの原因と向き合う時間

を取り分けることが必要だ。 

なぜ、人間は難しいことが「真実だ」と思いたがるのだろうね？ 肝心なことに時間を割かないで、

成功ノウハウだの自己啓発だのに傾倒したがる。それは気休めでしかない。 

 

でたね、既存ノウハウへの文句が…笑 昔は分からなかったけど、今なら分かるよ。 

じゃあ、諸々を含めた上での成功の秘訣って何になるわけ？ 

 

何になると思う？ 今までの話しを含めた結果、何だと思う？ 

 

ん、、、 

自分の弱さを知るってことかな。 

 

おしいね。 

ネガティブな意味で感情的になってしまう（引き金になる）事・人を突き止め、それを「こだわらな

い」と決めること。それだけだ。 

 

なぜ？ 

 

「成功できない」とは、選択・決断・行動を誤るってことだ。もっと厳密に言えば、選択を誤るから

決断も行動も芋づる式に間違えて自分の行きたい方向（理想）に行けなくなる。選択を誤る原因は感

情的な弱さにあり、それは感情的シコリの未消化にあるからだ。つまり、相手に問題があるのではな

く、それに対するお前の認識に問題がある。 

 

いわゆる、色の着いたメガネだね。 

 

そう。それは自己啓発系でよく出てくる比喩だね。どんな景色を観ても色が付いて観てしまうから、

メガネをクリアにしろとはよく言われている。じゃあ、色が付く原因はなんだ？っていう話しだ。 

 

それが、感情的シコリ・わだかまり、だと。 

 



そう。感情的シコリは、プライドになり、エスカレートするとエゴに発展してしまうんだよ。でも、

エゴは自分の弱さの裏返しだ。誰でも自分を守りたい心理的欲求があるからね。 

よく「エゴを捨てろ」とは言うけど、どうやって捨てるんだ？ エゴの根源である、感情的シコリと

向き合うしか方法はないんだよ。だからわしは「エゴ・プライドはクソだ」と言っているんだよ。そ

れには２つの意味合いがある。①は、選択・決断・行動を誤るから、そして②エゴやプライドにこだ

わっている時点で「自分は人間力が弱いです」と言っているようなものだからだ。 

 

よって、「どうしたら成功できるか？」と考えてはいけない。「なぜ成功できないんだ？」、「出来

なくさせている原因は何だ？」、「なぜだ？」と考えるのが先決だ。それが分かれば、やるべきこと

（どうしたらいいのか？）への答えは自ずと出てくるから。 

 

なるほど。 

でもさ、エゴもプライドも要は感情が原因だよね。エゴ・プライドは捨てろと言いつつも「感情は抑

えるな」というのは本末転倒では？ 

 

と、言うと？ 

 

だから、掃除にたとえれば、「カビは落としつつも、根源になる菌はそのままに」と言っているよう

に思えるんだよ。 

 

なるほどね。いっそうのこと「根こそぎ殺せば楽だろ」ってことだな。 

 

そう。 

 

それがお前にとって楽なら、感情を殺してもいい。が、それは「スピードは出したいけど馬力のない

エンジンでいいです」と言っているようなものだ。つまり、パワーが無いってことだ。 

 

そこをちゃんと説明して欲しい。 

 

 

196 感情と成功の本当の関係 

 

プライド・エゴは何の役にも立たないから失くすべきだが、感情は絶対に殺してはいかん。感情は人

が生きていく上でのエネルギーだからね。 

 

でも感情的になるのは良くないよね。怒りを爆発させたり… 

 

なんでそう極論になるかね？ 

「感情を殺さない＝感情的になる」とは違うだろ。感情を殺さないとは、感情パワーを「有効活用し

ろ」という意味だ。 

 

どう有効活用するわけ？ 

 



一言で言えば、己の感情をコントロールし、相手の感情を汲み取れってことだ。これは成功の掟でも

ある。 

 

成功の掟！？ なぜ？ 

 

なぜだと思う？ 

 

ん… 人間は感情の生き物だから？ 

 

そうだ。じゃ、その理由は？ 

 

分からない。 

 

理由は簡単だよ。この現実世界とは、人間社会だからだ。人と人との繋がりが人生を決め、収入を決

め、成功を決める。それが現実だ。そして、人と人の繋がりということは、感情と感情の繋がりでも

ある。それが分かりやすいのが恋愛だ。 

いいか、「感情」を管理できた人間が現実界では一番強い。 

 

管理？ 

 

そう、管理だ。これを聞いて「あ、そうか！」と感づいた人間は成功できる可能性が高いし、本当の

意味で頭のいい人間だ。 

 

あはは、じゃあ、俺は違うな（笑） 

 

管理には様々な意味があるが、それをしっかり理解している人間が現実世界では強い。スピリチュア

ルの知識を深めたって何の意味も無い。霊界の構造を知りたい？ バカげた話だ。 

 

OK、OK。 

あのさ、それって例えば「感情が消費を決める」みたいな話し？ 

 

それは応用であり一側面だ。全てではない。 

 

でも、感情を管理するのは一番難しいのでは？ 

 

そう。だから、成功者は少ない。 

 

昔読んだ成功哲学本には、感情は押さえろって書いてあったけど… 

 

それは、管理するよりも押さえた方が簡単だからだ。しかし、「押さえろ」とは「抑圧しろ」という

のと同じで、抑圧はいずれ破綻する。精神的にね。 

 

うつ、か。 

 



そう。だから、エリートはある時、もしくは失敗したときにいきなりメンタルを崩す。もちろん、う

つの原因はそれだけではないが、抑圧には大きなリスクが伴う。 

 

でも、脳機能的にも感情は必要ないって言う人もいたよ。俺にそう言った人もいたし。 

 

そう言った理由の判断は難しいところだな。ま、何も分かっていない人間が言っていると思うが。 

そもそも、人間は感情とは何ぞや？ということをまるで理解していない。 

 

じゃあ、教えてよ。 

 

もちろん、教えて上げるよ。 

 

 

197 感情とは？ 

 

そもそも、感情とは何かを知らないといけない。では、感情とは何だ？ いや、少し質問を変えよう。 

これまでの対話で、感情とは何だと学んだ？ 

 

カルマ、だね。 

 

その通り。魂は意識だが、現実世界に生まれる魂（人間）には意識魂と感情魂がある。つまり、「魂

＝感情」とも言えるわけだ。 

では、それが意味することは？ 

 

意味すること？？ 

 

影響力がハンパなく大きいってことだ。決して無視できない要素であり、人生を決めるたった３つの

要素である「選択・決断・行動」に確実に影響を与える。輪廻転生を信じる信じないは別にしても、

人間が生まれる理由は「未消化な感情を解消するため」だから。課題は感情というフィルターを通し

て必ず表面化するから、「課題＝感情」とも言える。 

例えれば、パソコンの OS言語が感情で構築（プログラム）されているようなものだ。感情パワーと

思考パワーでは絶対に感情パワーが勝つ。まず、その事実を知っておくべきだ。 

では、感情とは何か？ 

 

エネルギー。 

 

そう。感情とはエネルギーだから、それは、パワーとして対外的に発揮（発散）される必要がある。

要は、アウトプットすることが絶対に必要なものなんだよ。溜まった感情エネルギーは発散しないと

濁り、濁ったら性格が卑屈になり、卑屈になると蔑視性と攻撃性が出てくる。お前がさっき言った「感

情的になる」とは、攻撃性として感情をアウトプットした場合（人間）の話しだ。ま、一言で言えば

「溜めては（抑制しては）いけない」、何であれエネルギーは「出すことが大事」ということだ。 

 

だから一般的に成功者は「性欲も強い」と言われている。あれは感情エネルギーの発散だ。だから、

感情的にバランスが取れているときは、意外と性欲は落ちつく。 



女性なら、買い物と旅行がこれに相当する。つまり「消費」と「現実逃避」だ。 

 

なぜ？ 

 

女性の消費は感情的不満と比例するから。そして、旅行は感情の放電行為だから。 

 

なるほど。 

 

だから、禁欲を説く宗教の信者は必ず性格が卑屈になり、蔑視性と攻撃性を持っている。が、それを

愛だの、ご奉仕だの、救済という仮面をかぶるから鬱になる人間が多い。感情を抑制し、さらに感情

と行動に二面性があるからその影響度は倍になる。 

 

それはよく分かる。 

 

さて、感情について今２つの要素を言ってきた。つまり、感情の素材と特徴のことだ。 

①影響力が強大であるから無視してはいけないこと、 

②エネルギーであるからアウトプットが必要なこと、だ。 

が、さらにもう一つの要素が重要になる。そこで、感情を分かりやすく「喜怒哀楽」としよう。 

じゃあ、「怒り」は感情か？ 

「悲しい」は感情か？ 

「うれしい」とは感情か？ 

 

そりゃあ、感情でしょ。 

 

違う。ここがパラドックスだ。 

もちろん、喜怒哀楽を感情と考えてもいい。が、その関連性を理解していないと失敗する。 

 

どういうこと？ 

 

要は、「原因」と「対象」だ。 

 

ん？ 

 

そこでまず、感情の関連性を簡単に言えばこうだ。 

感情は、心情（心理）・行動という２つのキーワードが揃って完結する。完結するとは、感情の「効

果が出る」ということであり、それはお前に還ってくる。これが「因果応報」の真意だが、それには

対象が必要になる。 

図式にすると、こうなる。 

 

感情 ＝ 心情（心理）・行動 → 対象 → 効果 → 対価 ＝ 感情を出した人に還る 

 

まず、これをよーく頭に叩き込むように。 

 

 



198 成功できない原因と落とし穴 

 

わしが言いたいことは２つの要素に着目して欲しいということ。まず一つ目は、感情の「前の段階」

について。 

 

？ → 感情 ＝ 心情（心理）・行動・対象 → 効果 → 対価 ＝ 感情を出した人に還る（受け取る） 

 

そして二つ目は、「対価」の位置について。つまり、対価は「対象への効果の結果」だ、ということ

に。 

そもそも、なぜ感情にまつわる話しをしているのかというと、成功して欲しいからだ。もちろん、人

によって成功の定義も内容も違うだろうが、それはどうでもいい。自分のそれと感情にまつわること

を連結して考えてみろ、ということなんだよ。 

 

さて、感情はアウトプットが必要だと言ったが、その多くは「行動」で表面化する。 

例えば「ムカついたから殴った」という場合、「ムカついた」は感情であり、「殴った」が行動・ア

ウトプットだ。 

しかし、だ。 

感情には「要因」がある。心情が「ムカつく」ようにさせた原因のことだ。その原因は大別して２つ

ある。内面的な原因と対外的な原因だ。 

  

内面的な原因とは、[a] 意味が分からない要素と、[b] 身体的な要因。身体的な要因とは、ホルモンバ

ランスが崩れたり、疲労などだ。対外的な原因とは、[c] 誰かに気に入らないこと「言われたり・され

たり」したこと。[c] については分かりやすいだろうな。 

さて、[b] は人間である以上は避けられないし、その解決策は「ストレスを減らすこと」しかない。問

題は [a] と [c] だ。 

 

[a] 「意味が分からない要素」がよく分からない。 

 

それについて話しているんだよ。それは [c] が分かればおのずと理解できる。 

[c] は相手が原因だから、一見するとお前（当人）には原因がないかもしれない。が、原因はお前にあ

る。つまり、相手が何を言おうが・何をしようが、それに対してスイッチを入れるか否かの決定権は

当人にある。その決定権を上手に行使できることが「感情の管理」だ。 

 

つまり、ムカついても殴らない選択もできるってことか。 

 

そう。つまり何が言いたいのかというと、すべては自己責任だということ。 

今の現実を作ってるのも、対外的なストレスも何もかもすべての原因は自分にあるわけで、それは考

え方を解決すれば良いのではなく、感情の扱い方・管理の仕方次第。 

 

OK。じゃあ、結局のところ、感情の前段階の要素、[a]「意味が分からない要素」って… 

 

キャパと感度だよ。人の琴線って人それぞれ違うし、琴線って感情センサーの感度のことだろ。それ

にはポジティブとネガティブな両側面がある。ってことは？ 

 



自分なりの特徴を理解しろってこと。 

 

その通り。性格判断・心理操作とかあるが、性格も心理もほとんど関係ない。感情特性判断の方が価

値がある。性格を決めるのも心理を決めるのも感情だし、分かりやすく言えば、何事も失敗の原因は

「感情にまつわる事」であり性格ではないから。成功できないのも感情が分かっていないからだ。 

感情の効果と非効果（裏目）、そして、その作用と反作用を理解しろってこと。その連鎖反応が人間

関係であり社会だから。それを加味したのがブランディングとかマーケティングってことだろ？ 

 

ポジティブ・シンキングだの、やる気だの、突き抜けろ！だの世間では流行っているが、そもそもそ

の土台（自分の感情プログラム）が分かっていないから失敗する。 

なぜか分かるか？ すべては「思考偏重型」だからだよ。賢いかどうかなんて関係ない。 

 

じゃあさ、それと二つ目の「対価のポジション」との関連は？  

 

 

199 成功の現実的な考え方 

 

対価が収入だからだよ。 

 

じゃあ、なんで収入と言わないわけ？ 

 

対価は必ずしも収入ではなくて、評価、物で与えられることもあるから。しかし、現実世界ではお金

が必要だ。だから、自営業であれ会社員であれ、「収入を増やすにはどうしたらいいのか」と考える

のが現実的な考え方だ。そもそも成功って何だ？ 

 

それは人によって違うでしょ。 

 

もちろん。でも突き詰めれば、「今の収入より少しでも多くの現金が手に入ること」が成功だろ。何

もわしはそれが全てだと言っているのではない。多くの人間が考えてることを言っているんだよ。人

間性の成長を目指すなど、お金とは関係ないことの達成が成功だと言う人間もいるだろうし、それは

それで良いことだが、だったらそもそも「成功したい」とは思わない。そして、成功している人間も

「成功したい」とは思わない。成功していないから「成功したい」と思うわけで、要は「金銭面の充

実」だろ。それはお前もそうだ。だから現実的なことを言っているんだよ。成功したいなら、どうし

たら現金が手に入るか？と置き換えて考えなければいけない。そこで、キーになるのが感情だという

ことに気付け、ということだ。そもそも、「成功したい」という願い自体が抽象論だ。 

じゃあ、それと対価のポジションとどう関係すると思う？ 

 

それを俺が質問しているんだけど… 

 

だから、お前はどう考える？ 

 

相手の感情を満たすこと。 

 

そう、それが「効果」だ。もう一度関連性を思いだしてごらん。 



 

感情 ＝ 心情（心理）・行動・対象 → 効果 → 対価 ＝ 感情を出した人に還る（受け取る） 

 

何事も相手が満足しなければお金は回らないんだよ。これには、提供する形態の良し悪しは関係ない。

だからカルト宗教、あやしい投資話、ねずみ講などの商売が成立する。そもそもお前は教団で宗教活

動していたんだろ？ そこで何を学んだんだ？ この因果関係に気付けってことだ。一番分かりやす

い環境にいたんだから。 

 

もう完全に辞めたから、どこか遠い過去の記憶にしか思ってないけどね。 

 

ま、それはそれでいいが、これで核心が分かっただろ。要は「感情の管理」であり、「感情の操作と

作用」が最終的にはお金の動きに影響を与えるってことだ。 

逆に言えば、成功したいならこの関連性を逆に考えれば良い。 

 

結果＝対価 → 効果 → 行動 → 感情 → 人間力 

 

そして、どの要素にも共通して必要なのが「質」だ。質が良くなければ相手には効果が与えられなく

なる。ここが趣味とプロの違いだから。 

 

最後の人間力って？  

 

だから、さっき言ったこと、キャパと感度のことだよ。それは当人の人間力と比例するから。これに

ついては昔にさんざん言ってきた。そして、今言ったことを適応すれば、人間力にも質が必要だよっ

てこと。 

昔に、お金は何だとわしは言ったかな？ 

 

お金は信頼の対価だって。 

 

そう。すべてがつながるだろ。 

要は、人間社会とは感情の繋がり社会のことだ。感情を扱うことになるんだから、そこには怪しさが

あってはいけない。だから信頼を感じてもらうことが必要であり、それにはすべてに「質」が重要に

なる。それは人間力以外の何ものでもない。そして、「質」を上げたいなら、実直に取り組むしかな

いし、質の確保に近道はない。思考パワーで質が上がるわけでもないし、スピリチュルな知識を得て

質が上がるわけでもないし、神様が質を与えてくれるわけでもない。 

 

今はそれが分かる。 

でもさ、今でもたまに神社に行ったり、お墓参り行こうかなと思うこともある。一度それから離れた

ことで、もろもろリセットできたのは良かったけど、やっぱり行かない方がいいのかな。 

 

あはは！ 考え過ぎだな（笑） 

行きたいなら行けばいいじゃないか。そこに、こたえ（答え・応え）を求めなければいいだけなんだ

から。 

 

ま、確かに。 



あのさ、実はもう一度教えて欲しいことがあるんだ。 

 

何だ？ 

 

運について。 

 

運？ なぜ？ 

 

そもそも、この対話のスタートも運がトピックだったよね。これまで色々と教えてくれたけど一巡し

たようにも思えるんだ。それらを踏まえた上で、運についての疑問がたくさんあるんだよ。 

 

なるほど。 

で、疑問とは何だ？ 

 

成功は、投資した努力・時間と比例しないよね。つまり、努力や時間は成功を保証しないことが多い

わけ。でも、当人は頑張っているわけよ。皮肉じゃない？ 

今までは「とにかく現実的に努力しろ」って言われてきたけど、なにか解せないわけよ。 

 

そうか。しかし、運についてだけ話しても進化がない。それは前に話したからな。 

そこで、現実への応用をテーマにして話しをしようか。 

 

 

200 運とは？ （おさらい） 

 

もう少し運についての疑問を言ってごらん。 

 

OK。 

さっきも言ったように、成功は努力・時間の投資量と比例しないわけ。どんなに頑張っても結果が出

ないこともあれば、大した努力なしに結果が出ることもある。この現象は、仕事・恋愛・人間関係の

すべてに言える。 

これまで「現実的な努力をしろ」と言われてきたし、俺にとっては現実的な視点を持つこと、そして

現実的な実践することは大事だったと思う。浮き足立っていたから。でもさ、それが成功を約束しな

いのならば、一体何なんだ？、意味あるのか？って思う。 

 

なるほど。たとえば？ 

 

例えば… たまたま就職した会社にストックオプション制度があって、その会社の株価が上がった結

果いきなり大金を得る社員がいる。一方、長年勤勉に勤めてきたけど月並みな生活しか出来ず、挙げ

句の果てに会社が倒産して路頭に迷うこともある。今まで教わってきた現実路線で考えると、この現

象は説明がつかない。 

 

これまでの対話からすれば、この矛盾した現象の理由は何だと説明する？ 

 

魂の初期設定と運命パターンとの連動の結果だ、ということになる。 



 

そうだね。一言で言えば「そもそも決まっているんだよ」ということだな。 

次に、「問題」の意味は何だった？ 抱える問題の３パターンについて。 

 

①初期設定に含まれる学びの結果として抱える問題と、②運命パターンの要素である「課題」から派

生する問題と、それらを無視した問題、つまり、③自分から運命パターンを踏み外した結果として抱

える問題の３つ。 

 

じゃあ、運とは？ 

 

運とは、人生軌道に吹いている追い風みたいなもので、要は「エネルギー」であること。人生軌道と

は、自分の運命パターンを遵守した生き方・人生のこと。つまり、運とは付いたり離れたりするもの

ではなく、または霊的作用の結果でもなく、自分が然るべき生き方をしたときに自ずと起きる勢いの

こと。一般的に言われている「ツイている」「ツイていない」は運のことではなく、単なる物事のバ

イオリズムの話、だと。 

 

そう。つまり、良い結果が欲しいなら「運命パターンのベクトルと、自分の人生のベクトルが同じ方

向を向いていることが大事だ」ってことになる。 

さて、お前のさっき言った疑問に対する答えを一言で言えば、「そのお互いが同じベクトルを向いて

いないから」だ。 

 

ちょっと待って。 

じゃあさ、それはどうやって判断したら言いわけ？ 合っているのか？ ズレているのか？ 本人が

その判断基準や方法を分かっていないなら意味がないよね？ 

 

その通り。つまり、お前がさっき言ってた疑問は愚問だってことになる。一見すると、まともな指摘

に見えるが、質問すべきは「どうしたら見分けられるのですか？」だ。そもそも、ストックオプショ

ンで大金が入っただの、勤勉に勤続したのに倒産しただのはその当人の事態であり、お前には関係な

い。もっと自分のことを心配すべきだ。 

 

いや、だから、他の事例から「自分はどうなんだ？」って気付いたわけよ。 

 

言い訳だ、そんなこと。単なるやっかみだろ。他人の運命など気にしても仕方ないんだよ。 

 

OK。それは分かったよ。でもさ、俺だって他人事じゃないんだよ。リーマンショックという自己責任

ではないことが原因で職を失ったんだから。そこに現実的努力なんて言ってられないわけ。 

 

問題は、「その後」の生き方だろ。そこで間違えたのだから。 

 

じゃあ、質問を変えるよ。俺は、何を間違っているの？ 

 

自分の本質にまだ全然気が付いていない。 

 



当時は分かっていなかったことは認めるよ。でも今は分かっている。運命パターンが９種類あって、

自分がどれかも分かっているし、それを遵守しているよ。それで人生が変わったのは実感しているし。 

 

いや、分かっていないな。本質的なことがまったく分かっていない。わしから言わせれば「自分につ

いて真剣に洞察していない」としか言えない。何も、これはお前を責めて言っているのではないよ。

ただ、次のステージに来たのだから、もっと自分と向き合い、深い落とし込みが必要になってきたっ

てことだ。 

さて、お前の言葉には「成功」という言葉が頻発するな。ま、その気持ちは分かるが、そもそもお前

にとっての「成功」とは何だ？ 成功の定義の話をしているのではないよ。お前にとっての成功とは

具体的に何なんだ？ 一言で言ってみな。一言で。 

 

一言で？ 

んん、、、 意外と難しいな。 

 

そう、成功したいと願いつつも、その定義が曖昧すぎるんだよ。そこが明確になっていないと、運命

パターンを知ったところで「応用」が分からない。今までの変化は「適応」した結果だったが、これ

からは「応用」していかないと。運命パターンの情報を知っただけでは、単なる自己啓発本レベルと

変わらないからな。本当に人生を有意義に過ごしたいなら、もっと自分の本質を知らないとダメだ。

かといって、何億円持っていて、いい車に乗っていて、いい家に住んでいて…など、自己啓発や成功

ノウハウなどで言われている安易なアプローチを実践してもダメだぞ。それは意味がないから。「意

味がない」とは、効果がないってこと。 

 

じゃあ、俺の本質って何なの？ 

 

だから、それは教えないよ。 

自分で気付きなさい。思い出しなさい。理解しなさい。 

 

んん、、、 

でもさ、あえて質問したいのだけど、意識ベクトルと人生ベクトルが合致していると仮定してだよ。

でも、なぜ努力と成功は比例しないわけ？ 何かの要素や因果関係があるわけ？ 

 

あるよ。 

じゃあ、とりあえず幾つかの要素を挙げてみようか。 

 

 

201 運と成功の関係 

 

成功と運との関係でまず勘違いを正さないといけない。「運が良い、運が悪い」と「成功できる、で

きない」との因果関係は一切ない。つまり、「運が良い＝成功できる」、「運が悪い＝成功できない」

ではない。 

そもそも、「運が良い、悪い」とは一体何を基準にしているんだ？ 答えから言えば、それは気の持

ち様でしかない。つまり、運の良さ・悪さは非常に曖昧なものだから、運が良いか悪いかを考えるこ

とが間違っている。その結果、「運を上げる・下げる」という概念も間違ってくるから、「開運」と

いう方法論も間違ってしまう。 



 

結局のところ、「運が良い・悪い」とは「自分にとってどうか？」が判断基準でしかない。そして、

運は、モラル・マナー・常識などとも関係ない。良いことをしていれば運が上がる訳でもないし、悪

いことをしていれば罰が当たるわけでもない。 

例えば、詐欺師は詐欺をして自活しているし、家族を養っている。彼らにとっては、まんまと相手が

詐欺に引っ掛かれば「運が良い」と判断するが、世間のモラルではそれは間違っているとなる。窃盗

も同じだ。つまり、運の良し悪しは個人個人で変わってしまうんだよ。だからこそ、「自分」が判断

基準になる。では、その「自分」が間違っていたら？ 「自分」への理解が間違っていたら？ すべ

てがなし崩しに意味がなくなってしまう。 

 

つまり何が言いたいのかというと、一般的な運の概念と成功との因果関係の理解そのものが間違って

いるってことだ。もし既存概念が正しいなら、今頃運が良くなっている人間がごまんといるはずだ。

しかし、そうではない。だからお前も疑問や不満を感じている訳だ。つまり、他に真実があるってこ

とだ。  

 

でも、例えば風水とかさ、開運アプローチで効果を出ていると思われるものもあるよね？ それはど

う説明するわけ？ 

 

それはエネルギーという概念があるから。いいか、既存の開運理論でもエネルギー作用的なアプロー

チ、もしくは理論を応用しているものにはそれなりの効果があるのは事実だ。 

これまで何度も言ってきたが、運とはエネルギーであり、エネルギー作用の問題だ。すべてをエネル

ギーの作用として考えなければいけないし、エネルギーに自分の一挙手一投足がどう影響するのかを

意識しなければ意味がない。そのエネルギー作用を意識し、それを良い効果が発揮するように言動を

統制できるか否かが、運の良さ・悪さにつながる。ただし、何度も言うが、運が良い・悪いという概

念は正しくないから、一度忘れた方がいい。 

 

つまり、「ツイてる」「ツイてない」とかは関係ないと？ 

 

そう、関係ない。 

つまり、わしが言う「運の良し悪し」とは、「エネルギー作用の適切な応用と適応、そして、その結

果」のことであり、エネルギー作用さえ間違えなければ結果はおのずと出る。 

 

じゃあ、何が一番エネルギー作用に大きな影響を与えるの？ その要素はなに？ 

 

「行動」が一番強い。「思考」は一番弱い。 そしてすべては「感情」次第だ。 

 

感情？ また出たね、感情がキーワードとは… 

 

いいか、感情は思考よりも行動に大きな影響を与える。理性より気持ちが先行することとかあるだろ。

頭では「これがいい」と思っていても、感情が「違う、こうだ」と思えば（理性と感情が食い違えば）

絶対に感情が勝つし、それが行動になる。一番分かりやすいのは「恋」や「性欲」だろうね。 

 

たしかに。 

ってことは、すべては感情パワー次第ってことになるね。 



 

その通り。 

 

そして、感情と理性が合致していれば、それはエネルギー作用にも大きな影響を与えるわけだ。 

 

そう。 

 

ってことはさ、感情を込めて引き寄せの法則を発揮すれば、それは効果がある、引き寄せるってこと

になるよね？ 感情を込めた思考は現実化するわけだよね？ 

 

理屈ではそうだが、現実は難しいだろうね。なぜなら、感情は引き寄せたいこととイコールになるこ

とはないから。ここが運を意識してもそれが成功と直結しない理由だ。 

 

なぜ？ なぜ感情と欲しい理想とがイコールではないわけ？ 

 

思考で操作しようとするからだよ。そして、感情は運命パターンと連動しているから、自分の運命パ

ターンが分かっていないと根本から間違える。これが、「自分」を知っているかどうか？ってことだ。 

思考は、感情と連動するとは限らないし、感情とは別に思考は思考で別のことを考えることが多い。

だから、人間は生きてこられたんだよ。そして、自分の理想と感情も連動しないし、イコールでない

ことが多い。つまり、感情、思考、行動、理想がそれぞれ違うベクトルを持つ（バラバラになる）こ

とが多いんだよ。しかし、そのすべては感情にある。そして感情は運命パターンと連動している。だ

から、自分のパターンをしっかり把握していないと、意識、感情、思考、行動が串刺し状で同じベク

トルを向けない。それぞれが同じベクトルを向ければ、理想に繋がる。それが成功だ。 

 

OK。でもさ、仮に意識、感情、思考、行動が揃って同じベクトルを向いたとしよう。それでも、自分

の望む理想が叶わないこともあるように思える。それは、どう説明するわけ？ 

 

だから、その理想が、正しい理想なのか、おのれで勝手にこしらえた理想かで話しは変わるよ。 

 

正しい理想と勝手にこしらえた理想？ なにそれ？ 

 

 

202 叶わない夢もあるという事実 

 

前にも話したろ。理想を持つこと、夢をもつこと、成功を追いかけることとそれが現実化するとは別

問題だ。どんなに頑張っても叶わない夢や成功があるんだよ。「運命は変えられる」とか言っている

人間もいるが、それは薄っぺらい理解だ。わしなりの言い方で言えば「運命は変えられるのは初期設

定次第」であり、初期設定は絶対に変えられない。つまり、初期設定に準じた理想ならば叶う可能性

もあるが、初期設定に準じないこと（自分で勝手にこしらえた理想）は叶わない。絶対に叶わない。 

 

それって残酷だよね？ 

 

ぜんぜん残酷ではないよ。逆にいいことだ。自分のセンスや能力を効果的に発揮できる仕事や立場が

あるのだから、それで大成すればいいんだよ。なのに、勝手に「こういう自分になりたい」「こうや



って生きていきたい」「これで成功したい」とか特定するから問題が起きるし叶わない。 だから、問

題が起きたり、物事が進展しないのであれば、その問題の意味と質をしっかりと吟味しなければいけ

ない。 

 

時間の問題ってことはないの？ まだ時間的に叶う時期ではないとか。どこまで努力すればいいか当

人は分からないでしょ。 

 

引き際の判断ってことだな。その指針も前に言ったよ。 

 

「自分の運命パターンに則していれば、１年で好転し、３年で結果が出る」というやつだね。 

 

そう。 

 

でもさ、芸人でもミュージシャンでも５年、１０年、１５年って下積み時代を経てブレイクすること

もあるよね？ 

 

だから、その過程の中でも「１年と３年の変化」は起きているはずだよ。ブレイクの度合いは当人の

スキル次第だ。一方、１５年とか時間がかかってブレイクし、かつその過程の中で「１年と３年の変

化」が無かった場合もある。その場合、ブレイクしても絶対にすぐ消えるし、ブレイクしたことがき

っかけで悪転することが多い。つまり、その場合のブレイクは成功ではない。更なる苦労の始まりに

なる。 

いいか、何でも夢は叶うなんてウソだ。それを忘れてはいけない。単にそういう謳い文句に踊らされ

ているだけだということを忘れてはいけない。ピエロだよ。 

 

じゃあさ、自分の理想が正しいのか勝手にこしらえたものなのかの判断はどうしたらいいわけ？ 

 

まず、 「１年と３年の変化」のルールを適応してみることだ。結局、人間は自分がやりたいことをす

るだろ。だから、したいことがあるならすればいい。そこで上手くいかないなら、時間的観点で客観

視してみることだ。 

 

でもさ、成功できないと分かっているなら、やらなくてもいいと判断できる。時間をムダにしないで

済むでしょ。 

 

だったらしなければいいんだよ。結果が約束されていないなら意味がないと思うなら、それだけの理

想ってことだろ。そんな動機は価値がない。 

 

でもさ、「やってみたけどダメだった」となったら、その体験や時間こそ価値がないでしょ。 

 

それは違う。自分についての情報を得られたんだから、それでいいだろ。「自分はこの道ではないん

だ」「こういうことをしてはいけないんだ」など自分について色々分かる。 

 

それが「学び」だと。 

 



そう。結局は「体験したことしか実にならない」んだから。経験値とはスキルではなく、おのれへの

理解度だよ。 

 

OK。他には？ 他に自分の理想が正しいか否かの判断方法は？ 

 

理想の発生源がどこか、だ。自分の内面からなのか？ 外的影響からなのか？ 一番の勘違いは「影

響」だ。「誰々から」とか「何かから」影響を受けたから「そうしたい」という理想は間違いだ。「あ

の人みたいになりたい」「ああいう生活がしたい」「誰々みたいな成功を自分もしたい」などは違う。 

 

なぜ？ 

 

まず、その人とお前との運命パターンが違うから。そして、その人が成功した背景にある努力・苦労

を知らないだろ。その努力や苦労を同じく背負える覚悟まで知らないから必ず挫折する。また、魂的

視点で言えば、その努力や苦労もその人に必要なことだから体験しているわけで、それはお前に必要

なことではないかもしれない。だからこそ、影響を受けずに、かつ自分自身で「したい」と思うこと

を優先すべきだ。それが「気づき」だ。本当の気づきを感じた時、そこには劇的な感動も変化もない、

実に静かなるものだし、そこに明確な理由もない。「どうしてだか分からないけど、なぜだか分から

ないけど、したいと思う」という感じだ。 

 

だからお前の場合、ビートルズを観て感動したから音楽をしたいと思ったのが間違いだ。それは単な

る外的影響だろ？ 恋愛だってそうだよ。恋に落ちるのは大きな感動や衝撃があるかもしれない。で

も結婚は違う。静かなる決意だ。「この人と一緒に生きていこう」という意思決定に感動も衝撃もな

いから。だから出逢いと結婚は違うし、恋愛と結婚も違う。もし、そういう感動的な出逢いをして、

感動的な結婚を求めたとしたら（そういう女性が多いが）、それは違う。出逢いは感動でも、結婚は

全く違う。 

 

話しが逸れたな。戻そう。 

つまり、正しい理想とは「自立した理想」ってことだ。影響を受けたものではなく、自分の中で確立

されたものであり、それを実行したときに「１年と３年の変化」を意識してみることだ。正しい理想

の場合、必ず「１年で好転し、３年で結果が出る」。あとは継続していくだけだ。ただし、成功の度

合いと継続期間はスキルとサービスの質と連動するから、あとは切磋琢磨していくしかない。だから、

努力も苦労も必要だ。楽して、そして確実に理想を得るなんてことはないから。勘違いしちゃいかん。 

 

いいか、何度も言うが、夢は必ず叶うものではない。世間には成功ノウハウが溢れているが、それは

「夢を叶えた人の叶える方法」であり、その人はそれで叶ったわけだから自信もって解説するだろう。

が、それは万能ではない。その人とお前は違うのだから。現実問題、叶わないことも多いんだから、

なぜ叶わないのか？を知ることの方が価値がある。なぜ上手くいかないのか？を自己吟味すべきだ。

だから、叶える方法論（ノウハウ）を知っても意味がない。己を知る術を知った方が価値がある。わ

しの言っている意味が分かるか？ 

 

分かるよ。 

じゃあさ、その己を知る術とは何？ そこを具体的に教えて欲しい。 

 

 



203 己を知る術 

 

己を知る術は、己の情報がどこにあるのか？を理解することから始まる。つまり、「今の現実」の中

に答えがすべてあるわけだ。 

 

でもさ、運命パターンで己を理解することが出来ると言っていたよね？ 

 

もちろんそうだが、順番を間違えちゃいかん。最初からスピリチュアルな要因に答えを見出そうとす

るから間違える。まずは、「現状の把握」が己を知る一番効果的な方法だ。お前のこれまでの選択・

決断・行動、そして思考の結果が今の実情だからだ。 

 

さて、そこで何に着目すべきかを教えるよ。それは、①環境、②給料、③友人、④愛情だ。 

①環境とは、住まい・仕事の内容のことだ。②給料とは、そのまま「いくら稼いでいるか？」だ。そ

して③友人とは、普段付き合っている仲間とその質、④愛情とは、何を、そして誰を愛しているか？ 

また、何に、もしくは誰に愛されているか？だ。  

 

①と②は密接に連動しているが、はやり「幾ら稼いでいるか？」は当人の本質的な人間力の判断材料

になる。前にも言ったように、稼ぐ量は人間力と比例するから。つまり、収入に不満があるならば、

まずは自分の人間力を吟味しなければいけない。それが分からないで儲かりそうな話しに乗っても、

逆に借金を増やすだけだよ。だから、まずは自活できるだけの収入を得ることを目標にして仕事しな

きゃいかん。「儲けたい」と考えるのはその後の話しだ。なぜなら、自活できることを知らなければ、

お金の儲け方も分からないから。だから、上手い話に疑いを持たなくなる。上手い投資話などに引っ

掛かる人間は、自活できていないからだ。騙す方も悪いが、騙される方がもっと悪い。 

 

もっと悪い？ それは言い過ぎでは？ 

 

言い過ぎではない。騙される方が悪い。なぜなら、自活できていないから、それで判断力を持ってい

ないから、で、騙されたらすぐに他人を責めるから。そもそも自分の責任なのにな。子供なんだよ。 

 

さて、実はもっと重要な要因が③友人だ。誰と付き合っているか、そしてその質（内容）は人生を大

きく左右させる。友人の質は、そのまますべての人間関係の縮図でもあるからだ。 

まず、「友達の多さ＝成功の確約」ではない。これを勘違いしちゃいかん。ここから導き出されるの

は、「コネクションの多さ＝成功」でもないってことだ。だから、やたらと交友関係を話す人間はま

ず疑って間違いはない。もっと現実的なことを言おうか？ 前にも言ったが、成功とは人と人との繋

がりで頂けるチャンスを活かした結果だ。つまり、「人＝成功」と言っても過言ではないのだから、

自分の繋がりを他人に言うのはリスクになる。だから、成功者はめったなことで自分のコネクション

（パイプ）を他人には言わない。それを他人に吹聴するのは、その関係が本物ではないってことだ。 

 

そして、友人の価値観の影響は絶対に受けるから、自分の人生が他人のための人生にもなる危険があ

る。ま、一言で言えば、友人は少ない方がいい。まずは家族を大事にすること。結婚しているなら配

偶者を大事にすることだ。その次に友人だ。家族よりも交友関係を優先させることを強要する友人と

は縁を切った方がいい。なぜなら、そういう人間は「尊厳・尊重・敬意・謙虚」が分かっていないか

らだ。そんな人間が成功できる訳がない。このことが、④愛情と関係してくる。これは「好き」とい

う恋愛感情のことではない。相手を尊重できること、逆に言えば、相手のテリトリーやキャパ、能力



などを侵さないことだ。それが出来ない人間は成功できないし、仮に成功しても裏切られて失墜する。

そんな相手とは時間を共有してはいけない。愛とは敬意と尊重だ。だから、相手に敬意を払い尊重し、

そして情（なさけ）を持てることが大事だ。人間関係の質はここにある。 

 

話しを戻そう。 

そもそもは、夢を叶える方法よりも、叶わない原因を特定することが重要だということで、それは「己」

にあるから、まずは己を知ろという話しだったな。 

そこでおススメできるのは、信頼できる第三者に、①〜④の項目について意見してもらうのがいい。

自分では判断できないことが多いから他人に評価してもらうのが早い。そうすれば「己」を客観視で

きる。当人がどう思っているかは関係ない。少なくとも、他人はお前を「そういう人間だ」と思って

いるわけで、それが当人の総合評価になっているから。成功とは、人と人との信頼関係の結晶だ。そ

こに成功ノウハウだの夢が叶う方法などは関係ないんだよ。 

 

よく分かったよ。でもさ、それって逆に言えば「無意味な友人は淘汰しろ」ってことでもあるよね？ 

それって人として間違っていない？ なんか、感情的に「そんな考え方で良いのか？」という懸念も

ある。 

 

お前の言いたいことは分かるよ。だが、それが現実だから仕方ない。お前の言っていることは感情的

に正しいかもしれない。が、キレイごとがすべて真実ではないから。そして、己を知ることは、その

まま他人を見る判断能力の向上にも繋がる。①と②は選べないことも多いから、しばらくは甘んじな

いといけない時期もある。が、唯一選択できるのが「関係性」だ。人生は選択・決断・行動でいかよ

うにも変わるが、その選択・決断・行動に大きな影響を与えるのが関係性なんだよ。 

 

つまり、成功の秘訣は、人間関係の質だということに気付けってこと。質を向上したいなら、まず己

を知ろってこと。あとは、自分の提供するサービスの質とその向上だ。 

 

まとめれば、運命パターンを知ることが重要だと教わってきたけど、そもそも自分について知らなけ

れば意味がない、ってことだよね？ 

 

そう。運命パターンで知れることは「自分の本質的な情報」だ。その詳細については昔に話したよな？ 

でも、自分の本質と現状のギャップが分からなければ修正のしようがない。修正するのは大変だよ。

たとえば、お前は音楽を捨てた。それは簡単ではなかったはずだが、抜本的な変化を起こせたから今

がある。より自分の本質と現状を合致させたから良くなったわけだ。それを言い換えれば、夢は叶わ

ないってことを学んだわけだ。「なんでも夢は叶う」というバカみたいな話に乗ったから失敗したわ

けで、それは自分を知らないからだ。まずは自活できる分だけしっかり稼ぐこと。成功のすべてはこ

こから始まるから。 

 

でも、稼ぐことが自分の夢と連動していればいいけどさ、そうでないことが多い。たとえば、ミュー

ジシャンになりたいとしても、音楽とはまったく関係ない仕事をしなければいけないから色々と苦し

むわけ。たとえ音楽とは関係ない仕事で自活できるだけ稼いだとしても、それで時間的もしくは体力

的にいっぱいいっぱいなら、自分の夢を追いかけるなんて現実できないわけよ。 

 



ならば、寝る時間を削ってでもやればいい。もしくは生活レベルを下げることも必要だ。要は「支出

を押さえる」ってことだ。それができないなら、仕方ないのでは？ 夢を追いかけるとか言う資格は

ないだろ？ 

 

それは分かるよ。俺が言いたいのは、他からの影響でもなく、本当に「自分がやりたい」と思ってい

ることがあるとしよう。それは魂レベルでやりたいことなわけだよね？ つまり、初期設定レベルで

「やるべきこと」でありながら、それが出来ない、もしくは「させてくれない」人生を生きるという

のは矛盾してませんか？ってこと。それはどう説明するわけ？ 

 

なるほど。 

 

たとえば、本気でやりたいことがあるのに、資金がない、時間がない、コネクションがないってこと

がある。どんなに頑張っても無理ってこともある。もし自分の本当にやるべきことが結婚した後（子

供が生まれた後とか）に知ったらどうするわけ？ でもそちらの言い分では「できないなら夢を追い

かける資格はない」、「寝る時間を削れ」とか言うし、「結婚したのはお前の責任だ」とか言うわけ

だよね？ 「それでもしたい事なら、するはずだ、やればいい」という考えこそ根性論・精神論だと

俺は思うわけ。結局、どうしたら言いわけ？ 泣き寝入りしろ、と？ 来生でやれ、と？ 

 

なるほど。要は、自分の本質と現状とのギャップの大きさの問題ってことだな。 

 

そちらの意見では、現実的視点が必要だとよく言っているけど、それこそ現実的に考えたら「無理じ

ゃねーか」ということもある。だったら魂の初期設定だの、運命パターンだの知らない方がまだ気が

楽だったわということもある。 

 

「知ったことの苦しみ」ってことだな。 

 

そう。どう説明するわけ？ 

 

 

204 人生に起きる３種類の問題 

 

まず、ひとつ勘違いしているよ。初期設定によって自分が本気でやりたいことが「出来ない」ってこ

とはない。 

 

ちょっと待った。じゃあなぜ苦労するわけ？ なぜ「本気なこと」が実行できないような事態に陥る

わけ？ 

 

それはお前が問題を勝手にこしらえたからだ。 

あのな、お前はもっともらしいことを指摘しているようだが、要は「なぜ早く実現しないんだ？」と

いう時間の問題だろ。「今、欲しい」「今、したい」。今すぐ叶えば喜ぶが、時間がかかると「なぜ

だ？ おかしい！」と思うわけだ。音楽をしたいなら、今のレベルでその業界に放り込んでやろうか？ 

それで何が出来るって言うんだ？ 通用するレベルでもないのに。それが現実というものだ。 

 



いいか、魂の初期設定には時間設定が決まっている。いつ、どの状況で、どうやって実現できるか？

はある程度決まっている。そのタイミングに合わせて必要なセンス・スキル・経験を積む為の時間も

決まっている。つまり「いきなりブレイク」など基本はない。要は「実現化の為の経験値」が必要に

なるわけで、その間は必要な苦労を体験する。これが、①初期設定レベルで組み込まれた苦労だ。こ

れは避けられない。でも、そもそも、実現化の為の必要な経験値が必要なのは夢の実現に限った事で

はない。仕事だって趣味だってなんだってそうだ。 

 

さて、必要な経験値のための時間（人生）の間に、②当人が勘違いしたり暴走したりして勝手に苦労

を作ったとしよう。そしたら本来の苦労と勝手にこしらえた苦労という二重の苦労をすることになる。

そうなると、楽したいという逃げの姿勢、欲、エゴといった③感情的な原因で起こる第三の苦労が発

生する。つまり、先天的問題と２つの後天的問題ってことだ。これについては昔に話したよな？ 

 

そこで、当然ながら問題を解決していかなければ物事は進展しないのだが、解決は今言った順番の逆

の順番（③→②→①）で解決する必要がある。が、一番厄介なのが、とっかかりの③感情に原因し

て発生した問題の解決だ。だから、ずっと感情をテーマに話してきたんだよ。 

 

つまり、余計な問題のために本当に実現化したい事へ取りかかるタイミングがズレる。そして、余計

な問題に時間をかける事で「必要な経験値の取得の為の時間」も不足するから、さらにタイミングが

ズレる。 

 

でも、即現実化する人もいるよね？ 

 

約３％の人間はそれに該当する。が、それは特別なのではない。単に現実化するタイミングが早かっ

ただけの話で、苦労が回避されているわけではないから。さっきも言ったように、ほとんどの人間は

「時間」が必要になる。なぜなら、この現実世界は「時間」という拘束条件があるから。特にお前の

場合は「職人タイプ」の魂だから、経験値の取得と時間は絶対的に比例する。これは、そう仕組まれ

ているから仕方ない。 

 

なんか不満だな。 

 

ダダをこねたいなら勝手にこねればいい。それよりも、自分のパターンの傾向を意識して有効活用し

た方が「頭のいい人間」だと思うがね。だから、自分のパターンを知ったことが不利になることはな

い。ただし「長期的に見て」の話だが。 

 

いいか、もっと現実的に、そして人生という大きな視点で物事を捉えて毎日を生きていきなさい。物

事を捉える視野は、感情のキャパに比例することを忘れないように。心の狭い人間は「即効」を求め

る。心の大きな人間は、より大きな視野と視点で物事を捉えた上で「今何ができるか？」を常に考え

る。それが本当の頭の良さだ。これは「短気」という性格とは関係ない。 

 

成功とはあくまでも結果だから、成功へのプロセスを重視しなければいけない。成功とは、過去から

の脱却であり、進化であり、成長だ。常に新しい事と向き合う必要があるわけだから、未知の出来事

を経験することになり、だからこそ苦労は付きまとう。「楽」とは「慣れ」のことだ。しかしそこに

成長も進化もない。「安泰」も成功とはまったく関係ないプロセスにあるから「悠々自適」も目標に



すべきではない。何が言いたいのかと言うと、「苦労はいつまでも付きまとう」ということだ。割り

切れ。 

 

だったら… 

 

だったら「同じ苦労するなら、自分のやりたいことで苦労した方がいい」と言いたいのだろ？ だか

ら、「勝手にこしらえた余計な問題に気付いて、解決しろ」と言ってんだよ！ それが現実的な魂論

であり意識論だ。根性論でも精神論でもない。優先順位をはき違えるな。 

 

なんか今わかったよ。「隣の芝は青い」ってことだ。 

 

そう。人それぞれに成功がある。それは最高の成功であり、その為の初期設定なんだよ。悪くなる為

の、単に苦労させる為の初期設定ではないのだから。だから他人と比べても仕方ない。前にも言った

よな。 「なぜ、憧れる人と同じ成功を望むんだ？」と。それ以上の成功があるのに勝手にレベルを

下げるから人間って不思議なものだ。人生は他人と比較する暇などないし、他人と歩調を合わせる必

要もない。 

 

OK. 

じゃあさ、「本気でやりたいこと」と「勝手にやりたいこと」の違いはどうやって判断したらいいの？ 

混同しやすいよね？ 

 

 

205 成功を決める意外な２つの要素 

 

いい質問だね。そういう質問が現実的な質問だ。でも、それについては前に話したよ。 

 

他からの影響で「やりたい」と思ったことは間違いで、内から出てくる欲求としてやりたいことが正

しいってことだよね。 

 

「欲求として」やりたいことではなく、「使命感」を持てるかどうか、だ。 

 

でもさ、過去の偉人のエピソードを読んでも、「彼と出逢ったから」とか「何かしらの影響を受けて」

夢を追いかける人もいるでしょ？ ジョン・レノンはエルビスを聴いて「ロックンローラーになる！」

って決めたんだよ。それは、エルビスという他からの影響でしょ？ 

 

そこには「１年と３年の法則」が関係しているはずだよ。 

ジョンがエルビスを聴いたのはいつだ？ そしてビートルズのメンバーと会ったのはいつだ？ いつ

本格的に音楽活動をしている？ そして、いつデビューしている？ 

 

えっと… 

1956 年 ジョン、初めてエルビスを聴く。 

1957 年 曲を書き始めバンドを組む。そして、ポールと出逢う。 

1958 年 ジョージと出逢う。 

1959 年 イギリス、ドイツで本格的にライブ活動を開始する。 



1960 年 リンゴと出逢う。 

1961 年 マネジャー：エプスタインと出逢う。 

1962 年 デビュー。 

 

あ、不思議だ。一年ごとに展開が起きている… しかも、ジョンが本気で音楽をやり始めてから３年

で海外展開し、さらに３年でデビューしてる… 

 

ここから気付くべきことは他にもあるよ。「出逢い」だ。彼がバンドを組んで即ポールと出逢ってい

るのは不思議だね。これは偶然じゃない。他のメンバーともだ。 

 

前にも言ったが、やりたいことがあるならやってみればいい。やりたいなら仕方ない。それが本当に

「やるべきこと」なら、つまり「初期設定でやるべきことだと決まっていること」なら必ず「１年と

３年の法則」が適応されるし、その間に必要な人との出逢いが必ずある。いいか、「時間と出逢い」

が重要な要素だ。そのどちらも起きないなら夢は自然淘汰される。そしたら「諦めろ」ということだ。 

 

夢は自然淘汰される！？ 面白い表現だね。 

 

あとは執着するかどうかだ。何事も引き際が大事だよ。仕事も恋愛も結婚も、スタートよりかは引き

際が大事だ。お前は単に音楽に執着しているだけだ。 

 

さて、今はお前に思い知らせるためにジョンのデータを例に挙げたが、「本気でやりたいこと」と「勝

手にやりたいこと」の違いを判断する要素は他にもある。 

  

① やりたいことに他者（社会）への貢献要素が含まれているか？ 

② やりたいことに対してのアンチ派がいるかどうか？ 

 

①は「価値」であり、②は「質」と連動する。②はやりたいこと（夢）に反対する人間がいるかど

うかではなく、お前の提供する物に対して「否」「嫌い」と言う人間がいるかどうかだ。夢は「価値」

と「質」がなければ実現しないってことを忘れるな。そして、「価値と質」が分かっていれば、迷い

が無くなるし、意味も無く「やらなければ！」と使命感を持てる。過去の偉人は皆そうだよ。でも昨

今の成功ノウハウでは「やらなければ！」だけを強調しているから無意味だ。そして、商業的成功は

ファンの多さではなく、アンチ派の多さに比例する。アンチ派がいないのは「並」ってことだからな。 

 

すごいね。こんな説明聞いたことがないよ。 

 

夢の実現とはエネルギー作用の問題なんだよ。「価値と質」はパワーがあるから強い。だから、夢を

追いかけるとか、やりたいことを実現する方法とかに固執しちゃいかん。①と②を吟味して「価値と

質」を持っているアイデアかどうかに集中すべきであり、無ければ見直すこと。 

 

そしてここからが重要だ。 

見直して改善すべきことがあればレベルを上げないといけないが、そこで初めて当人のセンス・実力

が表れる。ここで「潜在能力があるかないか」が分かるし、夢が実現できるか否かが分かるんだよ。

誰だって曲は作れるし、商業的アイデアも思い付くし、メカニックな技術があればプロダクトも作れ



る。それはセンスではない。ジョンやポールだって「つまらない、もっと良い曲を作り直せ」ってプ

ロデューサーに言われたとき、もっと良い曲を作ってきたから成功できたんだよ。 

「センスがある」とは、作り出す（生み出す）能力ではなく、質を向上し続けられる能力のことだ。 

 

それは一人よりも複数の方が尚いい。 

 

そう！ だから人との出逢いが重要なんだよ。成功は独りでは絶対に達成できないから。この根本的

なことを世間は無視し過ぎている。  

 

テレビで観たんだ。名前は忘れたけどある海外の有名な投資コンサルタントが、フォーブス上位５０

０社を調べたら、１０年以上成功している企業は必ず「チームで成り立っていた」と。起業時からチ

ームを組んでいた会社が強いって。 

 

強いんじゃない。「強い」とは抽象的すぎる。強さとは持久力、耐久力が持てるってことだ。もちろ

ん、それには「価値と質」があることが前提条件だがね。人間力だってそうだよ。 

 

あ、なるほどね。  

 

人生は有限だ。「やるべきこと」と「やりたいこと」の違いはすぐに分からないこともあるだろう。

でもその判断に掛ける時間は長くて３年だ。ダメなら執着せずに「次！」だよ。そして、然るべき人

との出逢いがあるかないか？も重要な要素だ。でも出逢いを作ろうとしてもダメ。「やるべき事」に

は「然るべきシンクロが起きる」から。 

 

そうそう。シンクロって何？ 

だいぶ前に説明してくれたけど、もう少し突っ込んで解説して欲しいな。 

 

 

206 宝くじに当たる理由とは？（シンクロの実態） 

 

だから、シンクロとは「人生の目的のために必要な出逢い」のことだよ。シンクロは気まぐれに起き

るものではないし、思考や念で操作できるものでもないから。 

 

ちょっと待って。ふと誰かを意識したらその人から電話がかかってきたという現象があるでしょ。つ

まり、相手は「電話しよう」と思ったわけで、それは（当人が送ろうとは思っていなくても）思考な

り念が伝わったのでは？  

 

それはシンクロ現象ではない。混同しちゃだめだよ。それは思考ではなく、念が伝わったから「あれ？」

と意識した。エネルギー作用の問題だね。たしかに、思考も念もエネルギーだが、念は相手に届くが

思考は相手には届かない。発信性があるかないか、だ。 

 

じゃあ、シンクロって何なの？ 

 

そもそも、シンクロとは守護霊の根回しで起きるものだ。 

 



ああ、そうゆう結論になっちゃうのね（笑） 

 

あはは（笑） 意外だね。お前がそういう反応するとは。現実的になってきな。 

守護霊という言葉が出てきた時点で「もろスピリチュアルだ」と思うだろうが、実態がそうなんだか

ら致し方ない。 

 

なぜ？ 

 

だから、今まで何度も言ってきたが、守護霊の仕事は、人生に必要な、もっと言えば「生まれた目的

に必要な『出逢い』をセットアップ」をすることが仕事だから。良い出逢いも、悪い出逢いも。守護

霊が当人に必要だと判断したから起こした出逢い、それがシンクロだよ。恋愛も、結婚も、仕事も、

人間関係も。 

 

つまり、そこから意味を見出せ、と。 

 

そこがパラドックスだ。意味を見出すのは危険だよ。 

 

なぜ？ 

 

まず、シンクロは一般的に「意味のある偶然」と言われるが、問題は「何をもって『意味』とするの

か？」だ。それには意義を見出せなければ価値がないわけで、要は「必要性があるかどうか？」。 

結果としては、シンクロには、①意義、②発展性というふたつの要素がある。それらの要素がなけれ

ば、それは単なる偶然だ。 

 

たとえばね、ある人のことを話題にしていたら偶然その人が来たという現象もある… 

 

話題にしてない時に、その人が現れることだってある。 

 

ま、そうだけどさ（笑） でも、話題にしてて当人が現れるなんていう確率は相当低いでしょ。偶然

にしちゃタイミングが良すぎる。それには何かしらの意味があって… 

 

そう言うなら、話題にしていない時に当人が現れることにも意味があるってことだよな？ どっちが

表か裏か、どう判断するんだ？ 

噂してたらその当人がドアから入ってくるのと、噂していない時に当人が来るのと、どちらの確立が

高い？ 同じだろ。 

 

確かに。 

 

結局は、その現象に「意味があるか？ないか？」ではなく、意味付けをしたいだけだろ。 

わしが言いたいのは、いちいち意味を持たせようとするなってこと。精神世界系が好きな人間は「す

べてに意味がある」とか言ってあれこれと意味を持たせようとし、「すべての出逢いに感謝」とか言

い出すから人生を踏み外す。意味を持たせる行為は、当人にとって都合が良い意味にしか判断しない

から。 

 



確かに「シンクロ」という言葉は便利だから、原因不明の繋がりに対して使うのは最適な言葉だ。が、

何でもかんでも不可視な接点をシンクロと言うから「応用」を間違える。 

そもそも、とても偶然には思えない偶然（意味のある偶然）と一見思えてしまう現象があるのは否定

できない、だから、その現象が起きるには見えない何かしらの構造や因果関係が影響しているのでは？

と昔ある心理学者が考えて、潜在意識だの個人的無意識だの集団的無意識だの言いだしたわけだ。だ

が忘れていけないのは、それは単に構造の解明だったということ。もちろん、それが正しいか否かま

では分からないから正誤の判断も付けられない。それゆえに、使い手によっては「如何様にでも使え

る便利な理屈」になる。 

 

その最たるヒドイ例が「引き寄せの法則」だ。 

潜在意識は個人的無意識と集団的無意識という２つの階層に別れていて、人の意識は集団的無意識と

いう共通エリアで皆がつながっているから、誰かが「発信」すれば他の誰かが「反応」するという概

念をシンクロだとネーミングした。ネーミングした時点で既にはき違えているんだが、この理屈を発

展させて引き寄せの概念が生まれた。つまり、自分が今は持っていない欲しい物は「どこか」にある

わけで、その欲しい物をこの共通エリアを通じて「発信」すれば、それは「反応」すると言うわけだ。

だから、引き寄せの法則とはシンクロ現象の応用版だと言ってきた。単なる偶然を「引き寄せている！」

と意味付けして幸せになっているだけだ。でも本当のシンクロは構造の問題ではない。必要性の問題

であり、必要性の判断をしているわけだ。 

 

じゃあ…、極論、宝くじに当たるのも必要があってなわけ？ 

 

そうだよ。宝くじに当たる理由は、くじに当たることが「当人の人生に必要だから」守護霊が起こし

ている。真実はそれだけだよ。当たったからと言ってラッキーと思ってはいけない。こちら側の事情

を言えば、「劇的な人生転落や堕落」を学ばせるために宝くじ当選はとても効果的な手段だからね。 

 

怖いな。でも、それは金額にもよるよね？ 

 

それは、くじが当たった人間の意識次第であり、金額の程度の問題ではない。つまり、シンクロには

意味があるが、その意味とは自分にとってツイテるか否かではなく、当人の人生に必要な学びを与え

る手段として守護霊が起こす、だから起きる。シンクロ現象の真意はそれだけだよ。 

 

つまり、意味を見出すのではなく、そこから学べってことか。 

でも、学ぶためには意味を見出さないと学べないでしょ？ 

 

だから、①意義と②発展性というふたつの要素を観ればいい。観る順番は、②発展性を理解し、そ

こから①意義を見出していく。 

 

なるほど。シンクロの実態は分かったよ。 

ここで疑問が３つある。 

 

まず一つは、そもそもなぜシンクロの誤解を解かなければいけないのか？ この対話の意義について。 

そして、真のシンクロと偶然の違い（意義と発展性があるか・ないか）は分かったけど、それを現実

的にどう判断したらいいのか？ もし学ばなければ、悪いシンクロが起き続けてしまうってことでし

ょ？ 



最後の疑問は、シンクロの実態を知れたことが俺の人生にどう影響を与えるのか？ 要は、活用法の

話。 

 

 

207 シンクロが起きる条件 

 

シンクロの実態を知って欲しかったのは、昨今のシンクロの概念が間違っていることが多いからだ。

突き詰めれば、成功はシンクロ次第だから。出逢い・人脈・運・健康・お金などすべてね。成功ノウ

ハウやスピリチュアルだってシンクロ概念の応用でしかない。でも、本質的なところで概念と応用を

間違えている。 

 

真のシンクロと単なる偶然との違いは、「意義と発展性」があるか否かで判断すること。しかし、そ

こには時間が必要な場合もある。なぜなら、発展性には時間を置かないといけない場合があるから。

でもね、真のシンクロが起きたら「きた！」と直感で価値が分かるよ。 

 

注意点は、偶然に無理やり意味を持たせようとしないこと。そして、すぐに結果を求めないこと。い

きなり現金が手に入ったり、時の人になったりなどはしない。しかし、チャンスは来る。あとは当人

の努力次第だ。なぜなら、結果ではなく「努力のプロセス」が魂にとって必要な学びだから。結局の

ところ、「学び」がテーマだってことを忘れないように。 

 

シンクロの実態を知れたことが人生に与える影響は？ 

 

「人生のルールを知れること」にある。それを言い換えれば「シンクロが起きる条件」が分かるって

ことにも繋がる。 

 

シンクロの起こし方って、どうやるの？ 極意でもあるの？ 

 

「すべてを人生に委ねること」だよ。コントロールや強制は不要。 

 

それって、「自分の思うがままに」ってこと？ 

 

違う。「起きるがままに」ってことだよ。 

 

その違いが難しいよね。 

 

難しくないよ。まず、わしは今、「シンクロが起きる条件」と言ったが、「シンクロを起こす方法」

とは言っていない。 

 

それって、言葉のあやの議論でしょ。 

 

違う！ だから勘違いするんだよ。 

 

受動か、能動か、の違いか。 

あのさ、ずっと言いたかったこと言っていい？ 



 

なんだ？ 

 

それって結局のところ、自分の人生は自分でコントロールできないってことでしょ。人生軌道とか、

魂の傾向とか、初期設定だとかは分かる。理屈もわかった。でもね、それって選択肢も無し、自由意

志もなし、自分が本当にやりたいこともできない。制限・束縛・拘束な人生でしかない。それって面

白くない人生だよね。やっぱり、自分の人生は自分で決定したい。 

 

それでお前は失敗したじゃないか（笑） 

 

まあ、そうだけど… 

でも、それは実力やスキルが無かっただけで… 

 

そこだよ！ 

 

じゃあ、時間をかければ音楽で結果を出せたかもしれない、よね？ 

 

それは、違う。 

じゃあ、仮に自分の人生を自分でコントロールできたとしよう。魂の初期設定だの人生軌道など無か

ったとしよう。 

それで成功できるのか？ 

 

やってみなきゃ分からないでしょ。そういう人生を送ってみなきゃ分からないよ。 

 

あのな、無目的に自らを省みずに生きていきたいなら、それでいいよ。でも現実は仕事をして、お金

を稼いで生活していかなければいけない。つまり、結果を出していかなければいけないんだよ。何も

成功することが結果ではないよ。「毎月、幾ら稼ぎました」、これが結果だよ。あとはその延長でし

かないから。 

 

なのに、その最低限の結果すら満足に出せないのに「大金が欲しい」とか言うから間違えるんだよ。

お前が言っている不満は、条件も、選択肢も、サインも、道しるべも「何もない状態で勝負させてく

れ」って言っているのと変わらない。地図も海図もない状態で世界一周させて下さいって言ってるの

と同じ。だったらやってみろよ。 

 

確かに、魂の初期設定とか人生軌道とかはスピリチュアルな話だよ。それは自分で決めて生まれてき

たと言われても「知らねーよ」って言うのも分かる。でもな、森羅万象には自滅するようなルールは

ない。それが継続し、維持していけるように設定されている。つまり「不足がないような設定になっ

ている」ってことだ。それを人生に置き換えれば、「魂の初期設定は、それを遵守すれば人生困らな

いような設定になっている」ってことだ。そのプログラムを、OS 言語すら知らずに勝手に書き換えよ

うとするからバグが発生する。要は、「初期設定の恩恵を受ける生き方をした方が楽だ」ってことだ

よ。それをこれまで教えてきたわけ。制限・束縛・拘束でもない。 

 

それとシンクロとはどう関係するわけ？ 

 



真のシンクロとは、初期設定な生き方をした時に受けられる「恩恵起動スイッチ」がオンになったこ

との現象化だ。ソフトのバージョンアップみたいなものだ。ただし、OSを勝手にいじっていたらその

バージョンアップは機能しない。だから、「人生に委ねろ」って言ったわけ。 

 

じゃあ、その初期設定の恩恵を受けられる生き方とは何か？ それが現実と向き合うってことだ。 

つまり、目の前に起きている現実を受け入れて、やるべきことをコツコツこなすこと。夢を持つのは

勝手だが、それを「起こそう」としてはいけない。仕事をする、稼ぐ、家族（もしくは自分）の生活

を維持する、これが最優先だ。これをせずに夢を追いかけても、それは単なる自己逃避・自己満足で

しかない。 

シンクロを起こすのではく、シンクロが起きる最低限の条件を押さえておけってことだよ。 

 

でも、仮に自己逃避をしても、それで繋がる出逢いや人脈もあるよね？ 

 

当たり前だよ。出逢いなんてどこでも、何してても起きるから。だから、さっき言った単なる偶然と

真のシンクロの判断基準、そして、それが起きる最低条件を守れって言っているんだよ。 

 

でもさ、発展性の判断に時間がかかる場合があるなら、自己逃避上での出逢いにも価値があるかもし

れないでしょ？ 時間かければ結果が出るかもしれない。 

 

だからって、それは「やるべきことをしなくていい理由にはならない」よ。 

結論を言えば、「やるべきことをしないでの出逢いには意義も発展性もない」、以上だ。そこで学べ

ることと言ったら「やっぱり真のシンクロではなかったことが学べた」ってくらいだろうね。「結局、

何も現状が改善されなかった、借金が増えてました」とかな。その行動に一体何の価値があると言う

んだ？ レベルが低い。お前はそれを身をもって知ったろ？ 

 

まずは、生活を成り立たせること。 

毎月稼ぐという結果を出していくこと。 

それを無視した言動は絶対にとらないこと。 

 

オッケイ。でも、「すべてを人生に委ねる」って難しいよね。だって、本当にやるべきことができな

い状況だったら、どうすることもできないでしょ？ マジで八方塞がり状態ってやつ。 

 

208 あなたと宇宙膨張の関係 

 

やるべきことをやれって言うけどさ、仕事もなくて、打開策もなくて、かつシンクロも起きない「ど

ーすることもできない状況」もあるよ。 

 

それは強制リセットだよ。それで矯正できる機会を与えている。そういう場合は自分が大事だと思っ

ている理想・価値観・人間関係・プライド・環境などを再吟味しないといけない。要は「捨てろ」っ

てことだ。だって、それで低迷し何も変化が起きなかったんだから維持しても意味がない。それこそ

身を委ねることしかできないしな。 

ま、誰でも人生に一回はそういうことが起きるし、これまでの人生で一度も経験していないなら、い

つか必ず起きると想定していた方がいい。 

 



それっておかしいでしょ？ 人生軌道に乗っているなら不足しないんでしょ？ 順調に進むなら不遇

を体験する必要はないって言ってたよね？ 

 

そこから何を学ぶか？の度合いによるって言ってきたろ。順調だからといって何も学ぶ必要性がない

わけではない。人生は「学び」がテーマだから。それは良いことも悪いこともね。不遇の学びだって

あるし、苦労の方が経験と知恵を生みやすい。人生は「学び」がテーマで、プロセスにこそ「学び」

がある。人類全員がこの条件からは出られない。誰一人としてね。 

 

じゃあ、何を学んだらいいわけ？ 

 

やっとその質問が出てきたね！ すべてはその質問にかかっている。何を学びに人間は生まれるの

か？ それを知らなければ人生軌道や運命パターンの意義がなくなってしまう。 

 

それは９パターンあるわけだよね？ 

 

大別すればね。まず、人間共通の根本的テーマがある。そのテーマを学ぶため、その時々の人生で方

向性・役割を決める。その方向性・役割が９パターンあるってこと。企業目標と各部署の役割みたい

なもんだ。 

 

じゃあ、それは何なの？ 

 

意識の進化のため。 

 

は？？ 

 

意識エネルギーの拡張のためだよ。 

順を追って説明する。今、地球人が認識している宇宙は膨張しているが、それは各魂エネルギーの進

化と連動している。昨今、平行宇宙や多宇宙といった概念が出てきているが、それは事実だ。ま、科

学人はそれが平行なのか？ その構造は？とか実態を調査しているが実態など分からないよ。なぜな

ら、その実態を知れるのは人類の意識レベルの進化次第であり、まだそのレベルには到達していない

から。 

 

つまり宇宙は無限の数があり、その一つの宇宙の地球という環境にお前は生きている。そして、人類

が９つの意識パターンに別れているように、それら多くの宇宙にもテーマがある。そして各々の宇宙

の意識パターンの融合が意識エネルギーの最終目標だが、もちろんその達成には無限の時間がかかる

だろうね。宇宙の膨張は意識エネルギーの進化状態の現象化であり、膨張していけば隣の宇宙と合体

できて、その宇宙とお互いに知恵を享受し合える。これがアセンションの本当の意味だ。その知恵の

融合が起きれば平行宇宙などの実態も解明できるだろう。もちろん、これは物理的な説明であって、

となりの宇宙が物理的に隣に存在するという訳ではないし、あくまでもエネルギーとしての話だ。ち

なみに、この概念をテーマにしたのがドラマ「フリンジ」だったね。 

 

さて、お前の生きている宇宙の学びは「生存」だ。生きるとは何か？ 存在するとは何か？がテーマ

になっている。だから「死」が存在している。英語で言えば「be」の意味を知る為だ。つまり、「生

存」を学ぶために、その時々にテーマを決めて生まれてくる、それが９つある。 



 

そして、生存するためには当然「生き易さ」を求めるが、その判断基準や学びのツールとして労働（仕

事）と貨幣（お金）がある。以前、天才の一人に貨幣の概念を生み出した人間の話をしたが、彼が天

才なのは、これらの諸般の事情が自力で分かったからだ。意識界での天才の定義とは、こういった意

識レベルの総括的な進化に貢献した人間のことを言う。 

つまり、お前の意識が宇宙の進化と連動しているってことだ。一挙手一投足が宇宙の膨張に影響を与

えている。 

 

でもさ… 

 

「そんなこと知らねぇよ」って言いたいんだろ？ 現実に生きていくのはお前だからな。でも、この

実態は無視出来ない。まず抽象的な概念の払拭のために。前に「神との対話」で、人間が生まれるの

は「愛」と「不安」を学ぶためって読んだよな？ それは感情面での話だ。もちろん感情エネルギー

と併せて生まれるからそれも重要なキーになる。が、それは抽象論でしかない。 

 

そして、生存を意識した生き方をすると、より生き易い環境が生み出せるようになり、その恩恵を受

けられる。それは生き方と技術面でね。パソコンやスマホが普通に使えている今の環境だって偶然で

はない。お前（人類）のこれまでのいくつもの人生の結果だから。お金の稼ぎ方だってスキルであり、

それも人生の経験値と連動している。 

また、生存を意識すると人間関係が改善される。ここが実質的な価値だろう。なぜなら、真のシンク

ロは人間関係で発生するし、それがチャンスだから。これは今まで話してきた通りだ。 

 

これまでの話を総括すれば、この現実世界で重要なのは「感情の扱い方」次第だってこと。愛とか幸

せとか言っても実態がないが、自分の感情の扱い方を学ぶために生きていると再定義すれば「学び」

の度合いが分かりやすい。でもそれは感情を殺すことではない。感情的特性を生活や人間関係に「益」

を生み出すよう有効活用できるようになればいい。それが結果を生む。もっと言えば、「あなたと一

緒にいて安心できる」と思われるかどうか？だ。なぜなら、生存に欠かせない絶対条件が「心身の安

全」だから。これですべてが繋がってくる。 

 

そんなふうに考えたことがなかったけど、分かりやすい。 

もう一つ疑問があるんだ。 

前に、「念は相手に届くけど、思考は相手に届かない」って言っていたよね？ それは分かる。エネ

ルギー作用の問題だと。ってことは、やっぱりエネルギーの使い方によっては好条件を引き込む方法

があるってことにならない？ 

 

お前の好きな「成功の極意」っていう意味でか？ 

 

ま、そういうことになるね（笑） 

だってさ、今まで現実論として色々教えてくれたけど、おじいちゃんの言っていることは、要は「エ

ネルギー作用の問題」なわけで、森羅万象に陰陽があるならば、エネルギーの効果的な活用法がある

はずなんだよ。それは真のシンクロを起こせるかどうかにもかかっているわけでしょ？ 

 

なるほど、そうきたか（笑） 



まず、シンクロは起こすものではなく、起きる条件を自分で整えておけるかどうかにかかってくるの

は話してきた通りだ。それを踏まえた上で、効果のある祈願、つまり祈りの内容を教えるよ。「祈り」

と言っても神へのお祈りという意味ではなく、意識の持ち方という意味でだ。ま、もし神社で祈願し

たいならそこで使っても構わないが。 

 

それは何？ 

 

「私に必要なシンクロを起こして下さい」、これだけだよ。 

 

それだけ？ 

 

だって、真のシンクロを起こすのは守護霊の役割だから、あとは起きる条件を整えておくことに専念

していけばいい。これこそが、本当の奥義だよ。わしは奥義といった表現は好きじゃないが、そもそ

もこの対話の最初の最初にお前が求めていた成功の奥義の答えがこれになる。要は「ベストを尽くし、

出来ないことは任せる」。任せるとは神様にではない。自分が決めた人生の設定の恩恵を受けること

だ。これが「スピリチュアル（精神世界）」の概念の真実でもある。なぜか？ 「生存」がテーマの

宇宙に生まれてきているから。生きる為に必要なこと（衣食住の確保と維持）はちゃんと押さえてお

かなければいけない。 

 

じゃあさ、極論を言うと「自分の守護霊を神にしたほうがいい」ってなるよね？ もし神という概念

がしっくりくるならば、だけど。だって、真のシンクロは守護霊が起こすわけでしょ？ 

 

ま、そういうことになるな。でも、それだと守護霊という「対象」への信仰になってしまうという落

とし穴がある。守護霊も意識エネルギーでしかないし、シンクロもエネルギー作用の応用でしかない

から。 

 

そうなると、エネルギーが起きる「プロセス」への信仰か、起こす「対象」への信仰かの違いだよね。

ま、前者が意識論となり、後者が精神論であり精神論のエスカレート版が宗教だという認識でいるけ

ど。 

 

そうだね。わしは「神」という概念を否定しているが（それは神という「存在」が無い以上、それを

求めても意味がないから）、どうしても「神」という概念が好きならそれでも構わないだろう。 

 

ま、人それぞれだけど、難しいところだよね。 

あのさ、エネルギーって何？ 

 

前にも言ったが、現実世界では「波動」のことであり、意識世界では「愛」。でも、これだけで判断

すると昨今の成功ノウハウやスピリチュアルの落とし穴にハマる危険性があるから注意が必要だ。 

 

こう考えるといい。 

現実世界では、エネルギーはパワーになって効果が認識できるものだから、自分の言動はパワーを持

っているか、それが反映されているかに意識を留めるといい。そして、それは「姿勢」に反映される

から、取り組む姿勢を見てれば良い。一生懸命に祈ることに時間を割くのか、一所懸命に現実に向き



合うことに時間を割くのか。発言（言っていること）ではなく姿勢だ。エネルギーをパワーに転換す

るモーターはお前だから。駆動していないといけない。 

だから、ホテルの仕事も忙しいだろうが頑張っていきなさい。それも人生の必要があって体験してい

ることだから。今はそれが分からなくても、いずれ意味が分かるだろうよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ６. 「気づき」とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 スピリチュアルとの距離感とは？ 

 

前回までの一連の対話の教訓を一言で総括するとしたら、何？ 

 

一言？ 

「自立」かな。 

 

間違っていない。では、その教訓は？ 

 

教訓？ いろいろあったからな… 

 

要は『自分のアイデンティティをスピリチュアルに委ねるな』ってことだよ。 

信じるか信じないかは別にして、スピリチュアルは「ある」。スピリチュアルを無視したとしても人

間はスピリチュアルからは独立独歩では存在できない。だが、それと「依存」とは違う。 

 

どう違うの？ 結局はスピリチュアルを無視しては生きていけないってこと？ 

 

「生きていけない」とは言ってないよ。スピリチュアルから独立しては「存在できない」と言ってい

るわけ。そもそも、スピリチュアルとはエネルギーであり、身体・精神・意識を貫いているパワーの

ことだ。そのエネルギーの源が魂にあるから「スピリチュアル」と言うわけ。「スピリチュアル＝魂

＝エネルギー」であり、人間がその魂のエネルギーを感じるには、エネルギーを「意識する」必要が

ある。意識すれば、パワーという実体になる。 

 

分かり易くいえば「あなたはどうやって存在しているのか？」ってことだ。 

意識せずとも呼吸をする、心臓は鼓動する、血液は流れる、消化する。じゃあ、その電源はどこから

来るわけ？ それがスピリチュアルだよ。 

 

なるほど。 

 

あなたはかつてスピリチュアルに傾倒したね。そのスピリチュアルとは、「助けてくれる何かしらの

存在・パワー」という対外的な関係性だった。その概念はクリスチャンとしての人生経験の影響もあ

るだろうが、対外的な「誰か」という認識と、その存在との関係性（場合によっては主従関係になっ

てしまう）を見直す必要があったわけだ。 

 

つまり、「すべては自己責任だ」ってことを学ぶべきだったから前の対話があり、自分の生き方も選

択も自分がイニシアティブを持つべきなんだよ。「神はどう思っているのか？」「霊はどんな意向を

持っているのか？」「私の選択は守護霊の意向に沿っているか？」など気にしてはいけない。既成概

念でのスピリチュアルは「頼るもの」ではない。参考資料にはなるし、マップとしてガイドにはなる。

が、実際に生きるのは「あなた」だ。あなたの人生だ。『人生は己のものだ』っていう認識をもっと

持つべきだ。それが持てると、本当のスピリチュアルの価値が観えてくる。つまり、自分の価値が分

かるようになる。 

 

のっけから飛ばすね（笑） 



でも、一般的にはスピリチュアルは崇敬の念を持つ対象になることが多いよね？ 敬虔な恐れとか。

それはそれで間違ってはいないと思うんだけど。 

 

間違ってはいない。が、本当の崇敬の念や敬虔な恐れとは「自分」に対して感じるものだよ。自分の

センス・可能性・能力に対して。 

 

よく考えてごらん。 

例えば神社に行ったとして、そこで崇高な何かを感じたとする。恐れ多い感覚もあるだろう。問題は、

それを感じているのは誰か？だ。誰が感じさせているか？ではない。そして、それは対外的に感じる

ものではなく、内側から感じるものでもある。 

つまり、「相手と自分」という対外的なものではなく、あくまでも自己完結している（身体・精神・

意識と魂との間でループする）エネルギーなんだよ。 

 

つまり何が言いたいのかというと、才能とは誰かから与えられたものではなく、自分の経験値だ。今

の人生での、そして過去の人生（前世）での経験値であり、それを記憶しているのが魂という媒体に

なるわけ。その経験値を活かして生きて欲しいし、活かさなければ意味がない。 

人生は未知数で予測できないように見えるが、それを実際に生きるのはあなたであり、言い換えれば、

自分の経験値でしか勝負できないのだから、もっと自分の本質に敬意を払うべきなんだよ。神や守護

霊への感謝は必要だ。が、まずは自分を敬いなさい。 

 

まずは自分を敬う、か。 

面白いね。クリスチャンだったときは「隣人と神を敬え」って教わってきたから。 

 

それは、自己を無くす（自己に気付かせない）ための策略だから。 

だって、もし神がいたとしたら、自分の価値に気付けない人間に対して神はどうやってヘルプしたら

良いわけ？ ヘルプのしようが無いよ。それは、自分のセンスに自信が持てないアーティストにお金

をつぎ込んでブレイクさせようと思わないのと何ら変わらない。エネルギーが流れるプロセスとルー

トを遮断しないように。 

 

 

210 霊能の役割と限界について 

 

ずっと疑問に思っていることがあって。 

前の対話では、とにかく「スピリチュアルからの脱却」を強く教えられた。スピリチュアル関連の本

を捨てろとか、神社に行くなとかいろいろね。確かに、スピリチュアルからは完全に距離を置いた時

期もあったし、完全にスピリチュアルに傾倒していた当時の俺にとっては必要な教えだったとも思っ

ている。 

そこで、改めて質問したいのは、まず、傾倒の度合いは別にしても 「スピリチュアルからの脱却」は

誰にでも必要なことなのか？ 逆に、脱却しない方が良いタイプとかもいるわけ？ 

 

「依存してはいけない」。ただそれだけのことだよ。 

例えば、配偶者（や恋人）が常にあなたの顔色を伺って、何かするにも許可を求めたり、もしくは何

かするにも「これで良いですか？」「大丈夫ですか？」と聞いてくるとしよう。どう思う？ 

 



困る。自分で判断して欲しいと願うよ。 

 

それと同じだよ。 

趣味としてスピリチュアルに関心があるのは問題ない。が、不安からスピリチュアルに関心を持つの

は危険だ。依存するから。その対象が神であれ守護霊であれ、または人間であれ関係ない。 

 

不安があるのは分かる。先々のことが不透明なのは不安になるし、自分はこれで良いのか？と疑問を

感じるのも当然だ。その不安や問題への解決としてスピリチュアルが一番合っている問題もあるだろ

う。ただ、「これが無いと判断できない」という感覚があるのはよろしくない。昔のあなたがそうだ

った。何をするにしても「これで大丈夫か？」と霊能に頼っていたが、それは「間違えたくない」と

いう不安の払拭と共に、「保証されたのだから大丈夫だろう」という他者への責任転嫁でしかないわ

けだ。 

 

ぶっちゃけ言うと、「それでもいい」（あえてスピリチュアルに頼る）と割り切るのはダメなの？ 

 

ダメではないよ。ただ確実に言えることは、それでは「何も変わらない」ってこと。何かに頼るのは、

「何かを変えたい」というのと潜在意識レベルでは同じことであり、それには「変える」ためのアク

ションが必要になる。変える為のアクションを「行動・実践」と言ってきたわけだ。 

極論すれば、霊能に頼ることに「良し・悪し」は断言できない。当人の意志次第でもあるから他人が

とやかく言うことでもない。 

ただ、これだけは憶えておいた方がいい。 

「霊能は、変化を起こすことはできない」。 

 

確かに。 

 

霊能は情報でしかない。保険についての情報は保険屋に聞く、車についてはカーディーラーに聞く、

法律問題は弁護士に、お金の管理は会計士に、というのと同じなんだよ。情報は与えてくれる代わり

に会計士がお金を稼いでくれるわけではない。ただ、霊能が依存につながる可能性が高いのは事実だ。

それをよく理解しておいた方がいいってことを言いたいんだよ。 

批判を恐れずに言えば、「スピリチュアルとギャンブルは一緒」。リスクという意味でね。 

だから、役に立つ情報がたまたまスピリチュアルにあると思うなら、それを知るのは間違っていない。

参考としてね。 

 

もう一つの質問は、おじいちゃんはスピリチュアルからの脱却を強く求めた。それでいながら、そも

そも、そのやり取り自体がサイキックでスピリチュアルだったわけよ（笑）。 

 

だから… 

 

分かっているよ。サイキックなやり取りなのは思いっきりスピリチュアルだったけど、スピリチュア

ルが変化を起こしたのではなく、たまたま自分に必要な情報が「スピリチュアルなやり取りだった」

という、単なる「手段」だったというだけの話なんだよ。 

 



ただね、結局は霊能者として仕事をするようになった。これが本末転倒のように思えてね。つまり、

俺は結局のところ霊能から脱却できていないのでは？ 自立できていないのでは？ それでいいの

か？と。 

もっと言えば、なぜこれをするような人生になったのか？ と疑問もある。 

 

その答えは自分で理解していくもんだよ。わしは何も教えられない。 

そして、脱却できているのか否か？ではなく、ベストを尽くせるのかどうか？ではないかな。 

 

確かに。 

 

前にも伝えたが、すべてを「良し・悪し」で判断するのは避けた方がよい。なぜなら、善悪の基準は

これまでの経験値でしか判断できないから。でも人生は進む。常に人間は前進するし変化する。つま

り、一秒一秒ごとに未知のエリアに突入しているわけで、常に新しい価値基準や価値観を作っていく

ことでもある。もし今の良し・悪しの基準ですべてを判断するとしたら、自分で自分の未来を勝手に

方向付けることになり、自分の未来に白黒のジャッジをすることになる。要は、自分の可能性を自分

で断ち切るってことだ。だから、何をするのか？ しても良いのか？と考えるのではなく、与えられ

た状況の中でベストを尽くすこと。それしかできない。自分の存在や価値観、行為に意味付けと定義

付けはしないほうがいい。でないと、最終的に自分が苦しむだけだから。 

 

確かに、「人生が変化しないのならば、何かを変えるしかない」。「価値観を一度ぶっ壊す」と。 

 

そうだね。 

少なくとも「何も変化しない」ということは、過去の蓄積による価値観・知識では対応できないこと

なのだから、意識・見方・価値観の縛りから自分を解く必要がある。そういう意味で、スピリチュア

ルに傾倒しても変化が起きないのなら、一度そこから距離を置いた方がいい。 

 

「スピリチュアルな存在は万能な存在ではない」から。 

全知全能な存在はいない。 

常に進化し、常に成長し、常に循環しているのだから。 

 

 

211 「気づき」とは？ 

 

もう一つ、スピリチュアルに関わることで知って欲しいことがある。 

 

なに？ 

 

「気づき」とは何か？だ。 

 

「気づき」とは、新しい理解や覚醒のことでは？ 

 

そう思うだろ？ 実際は違う。 



もちろん、新しい理解を得た時には「なるほど！」という感動があるし、それも「気づき」かもしれ

ない。でも極論すれば、気づきとは崇高なものでも神を理解するようなスピリチュアルなものでもな

い。 

結論から言おうか。 

 

「気づき」とは「自己得心」のこと。 

つまり、自分の過去の行い・体験・苦労・悩みに対しての意義や意味を、自分なりに理由付けが出来

た時の「納得感」でしかない。「あれで良かったんだ」「こういう見方が持てたから安心できた」な

どね。 

 

それは、自分の言動に対して抱いている感情が理性と結びつく感覚ってこと？ 

 

その通り。「感情と理性の連動」、これが「気づき」だ。 

ここで勘違いしていけないのは、その連動が「自分なり」の納得感だということ。 

 

自分なりではいけない、と？ 

 

いや、自分なりでいいし、自分なりの納得でしか「気づき」は成立しない。 

 

でも、納得する理由が自分勝手で、自分なりの都合の良い解釈では意味ないよね？ 

 

そこが重要なんだよ。その繰り返しが各自を知恵に導くのだから。いわゆる「失敗から学ぶ」ってこ

とだね。 

例えば、過去の過ち（失敗）があったとき、それに対してその都度自分なりに「これは、こうだった

んだ」という理由付けをするだろう。それでも感情が落ち着かないことはないか？ 

 

ある。 

 

その場合は、誤った気づきだってことだ。逆に言えば、感情が揺れることに対して正しい理解や気づ

きを持てれば、必ず感情（気持ち）が落ち着く。いわゆる「吹っ切れる」という感覚だ。そうすると

冷静になれるし、言動も変わるし、そこから教訓も導き出せる。 

そして、その「気づき」とは、何か絶対的な真理や法典のようなものに合致している必要も無い。あ

くまでも「自分なりの気づき」で良いわけで、周りのルールやモラル、価値観、見方に合わせる必要

は無い。 

 

なぜ？ 

 

生きているのは「あなた」であり、人生はあなたのものだから。 

要は、自分の哲学を人生経験から構築することが「学び」であり、それは十人十色でいい。それらを

各々が共有し合うことでお互いに理解を深め合うことができる。それが人間関係っていうものだよ。

良い悪いの問題ではない。 

 

もちろん、他人の哲学の中には「自分に合わないもの」もあるだろう。それなら気にしなければいい。 



本屋に行けばごまんと本があり、それは、それを書いた人間の哲学であり、それを「学ぶ」とは、そ

の人の哲学を学ぶことになる。そこに絶対的な真理を求めたり、答えを求めるから間違える。即効性

を求めるから踏み外す。答えを出すのは「自分」なんだから、自分の哲学構築のための参考意見にな

るなら読めば良い。 

 

この対話だってそうだ。あなたが「！」と納得できるなら参考にすれば良いし、無理にわしに合わせ

なくてもいい。主権はあなたが持っていることを忘れないで欲しいし、（さっきも言ったが）自分の

人生や価値観を他人に預けても欲しくない。 

それはイコール、「人生は自己責任」ということでもあるがね。 

 

それは、逆に言うと、おじいちゃんは（霊的な存在は）責任を負いたくないっていう逃げでもあるよ

ね？ 

 

「逃げ」とは面白い表現だね。そういう思考回路が、まだ「自己責任」という意識が持てていない証

拠じゃないか？ 霊的存在は常に潔白でいたいから？ 汚いことはすべてそちらの（人間個人の）責

任だってか？ 

 

いや、そういう意味で言ったんじゃないけど… 

 

分かるよ。ちょっとイジメただけだよ（笑） ただ、何か上手くいかないと、自己責任を忘れて「お

前が悪い」だの「このノウハウが悪い」だの言い出す無責任な奴がスピリチュアル系には多い。 

 

「守護霊が悪い」とか言い出したり？ 

 

守護霊はいちいち助けないのに、な。 

つまり、「霊能は問題を解決することはできない」ってことだ。 

 

なるほど。だから「自分なりの気づき」でしか成立しないわけか。 

で、その「哲学」というのは… 

 

わたしが言っている「哲学」とは「絶対的な真理」のことではなく、自分の人生教訓のことだよ。 

 

あのさ、おじいちゃんとの対話の一番始めに、「宇宙の絶対的真理など無い」って言ってたんだけど、

それは本当なの？ 改めて訊くけど。 

 

あるか無いかの問題ではないよ。 

 

なぜ？ 

 

じゃあ、仮に絶対的真理があったとしよう。それを知るのは誰だ？ 

 

人間だね。 

 

そう。そして、その理解度のアベレージ（理解力）は誰のものだ？ 



 

当人だね。 

 

ということは、結局、当人（あなた）の理解力を超えたことは絶対に理解できないんだよ。だから、

現実問題、多くの理解を求めるより、自分の経験値を蓄積していくことしかできない。それは将来の

ことを模索しても始まらないし、過去に体験したことでしか理解できない。それが人間なんだよ。 

 

過去の体験に対して自分なりの納得感を持つこと、これが気づきであり、その気づきが正しいのか否

かは、その体験への感情の揺れが落ち着くかどうかで判断できる。そして、そこから自分なりの「学

び」を得ることが大切であり、それを教訓として自他に説明できるのなら本当の「気づき」になる。

そうでないと生きている意味が無いからね。 

そして、教訓とは、同じ過ちを繰り返さないための哲学であり、それは「まず自分の人生に適用でき

るもの」でなければいけない。 

ということで、最終的に「気づき」とは、具体的に（現実的に）応用できるものでなければいけない、

ということでもある。 

 

スピリチュアルな（不可視な）知識を得ることではない、と。 

 

だって、現実に役に立たないことに時間を割いても意味がないだろ？ 現実には色々あるんだから。 

 

ま、確かに（笑） 

 

何もわしは、「アンチ・スピリチュアル」なスタンスを強制したりはしないよ。各自好きにすれば良

いと思っている。でも、何事もバランスだから。それだけ意識して欲しいと思っている。ただそれだ

けだよ。 

そして、まずは自分の人生を冷静に俯瞰して、自分なりの教訓と哲学に落とし込んでみれば？と薦め

ているわけ。少なくとも、神様を模索するよりも大きな発見があると思うよ。 
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しかしさ、「霊能は変化を起こせない」、「霊能は問題を解決できない」というのは、改めてハッと

させられたね。こうハッキリ言うのを聞いたことないから。 

 

そりゃそうだろうね。あなたの仕事が無くなるから。 

 

確かに（笑） 

 

霊能は「万能」ではない。道しるべや方向性、ヒントは得られる。が、答えは出せないものなんだよ。 

 

なぜ？ 

 

だって、それを体現するのは当人だから。当人次第でいかようにでも変わるから。 

 



それは、可能性（未来の可能性は人間側の一挙手一投足で自在に変わってしまう）という意味で？ 

 

エネルギーが流れるプロセスが関係してくるから。 

 

プロセス？ 

 

すべてはエネルギーの流れ次第。これが大前提になる。自分をとりまく現実とはエネルギー値の違い

の現れでしかないから。物質の違いもエネルギー値の違いでしかない。 

 

なるほど。 

 

エネルギーが何か？は昔に話したから今は割愛するが、現実化のプロセスには３つの段階がある。 

①（宇宙、神など表現は色々あるが）いわゆる根源魂から流れるエネルギーは、②人間という身体を

通り、③現実に反映される。つまり、スピリチュアルな次元と人間という存在そのものと、まわりの

現実的な環境という３つの影響が連動しているわけだ。 

 

さらに、②には、肉体的な意味での身体構造、脳機能、精神、価値観、感情といった多くのフィルタ

ーが存在するから、各々が一貫した（安定した）エネルギー状態を持っていなければ流れるエネルギ

ーはストレートに流れない。どこかで根詰まりを起こしたり屈折したりする。それに大きな影響を与

える元凶が感情になるわけだ。 

仮に、問題解決や変化を起こすためのエネルギーが魂から流れたとしても、途中のプロセス（諸々の

フィルター）次第では如何様にも変わってしまうから、根源がそのまま結果には反映されないことが

多い。 

 

要は、「方向性・目的」を決めろ、統一しろっていうことだよね？ それは夢を明確に決めろ、って

こと？ 

 

ちょっと違う。 

大抵は「こうありたい」、「これを叶えたい」といった夢や理想を考えたり決めたりする。でも、夢

や理想はあくまでもプロセスの「結果」でしかない。これは分かるかな？ 

 

わかるよ。 

 

夢や理想を決めることは間違っていないが、それは、結果や結論を先に掲げ、後はそれを待つだけの

受動的姿勢になるという大きな落とし穴がある。「然るべき時に叶うだろう」という「待ち」の姿勢

だ。この発想は、空想以外の何ものでもない。頭の中だけでこしらえた夢物語であり、机上の空論と

も言う。 

 

だから、行動・実践が大事だと言われてきた。 

 

それは大事だ。そこで、「現実も物質もエネルギー値の違いでしかない」というさっきの話しに戻る。

つまり、理想や夢を持つということは、それを当人が「体験・実感したい」わけだ。ということは、

思考でこしらえた非現実的なもの（夢・理想）を現実的なものに「変換する」必要がある。環境は自



動的には変わらないから。お金が宙を漂っているのを手で掴むイメージをすればお金が手に入るっ

て？ そんなバカなことは起こらない！ 掴む努力をしなければいけない。 

 

それは同感だよ。 

 

つまり、霊能とはエネルギーの話であり非現実的で不可視なものだ。そして、思考・夢・理想も非現

実的で不可視なものだ。要は、霊能も夢も同じ次元の話、フィールドが一緒なんだよ。そして、この

プロセスにグランディング（現実的）という要素が一切入っていない。「不可視」という領域のみで

勝負しようとしていて、その出口（現実化）が無い。 

 

だから、「出口（現実化）へのドア」を開く行為、つまり行動・実践が必要なんだよね？ 

 

そしてわたしが知って欲しいのは、ドアを開ける行為の前に、「ドアを開けなければ」という意志を

持ったのか？ということだよ。ドアがあるのは分かる。開ければ現実化するのも分かる。でも、問題

はそこじゃない。 

 

夢を叶える覚悟を持つべきだ、と？ 

 

覚悟も重要だが、（夢や理想の実現につながる）道を「進もう」という意志のことだよ。つまり、「こ

れでいいのか？」「これをしていいのか？」迷うなってこと。ドアを開けるだけのことに、なぜあれ

これ確認をするんだ？ それは意志が無いからだ。意志を持てば、「どうしたらいいのか？」という

疑問すら出てこない。 

 

言いたいことが、わかってきたよ。 

 

そう。理想に向かって「どうしたら良いのか？」「何をしたら良いのか？」という方法論ややるべき

ことは決まっている。そこに悩む要素などない。それよりも、その前段階（この道で良いのか？など）

で迷い・悩む。すべての問題は「迷い」だよ。それは、将来確実に夢を叶えたいから「間違えたくな

い」という不安もあるだろう。なおかつ将来のことは分からないから、「そこは霊能の役割だ」と思

って色々スピリチュアルなことに解決策を求めようとする。 

 

それはダメだと。 

 

「ダメ」とは言わないが、前述したように、様々な要素が現実化には影響を与えるから「霊能は担保

にはならない」。だから、わしは常々「解決策として霊能を選択肢に入れるな」と言ってきた。 

現実化したいなら、まずは現実的なアプローチに特化すべきだし、（未知数なことへの怖さも分かる

だろうが）それは実際に行動してみなければ具体的な対処法も観えてこない。それらの情報を事前に

すべて押さえることこそが非効率的だよ。合理的ではない。 

 

合理的ではない、って面白い表現だね。確かにそうだ。 

 

そして、そもそも進みたい方向性が自分と合っているのか？が分からないと尚更不安になる。極論、

何をしてもいい。やりたいことがあればやればいい。でも、「それが確実になる」という言質を霊能

に求めるのは間違いだ。 



 

でもそれって、そちら側（魂側）の言い訳では？ つまり、私たちにも出来ないことがある、という

事前通知のように感じる。 

 

当たり前だよ。 

ハッキリ言うが、わしら（霊的存在）だって進化・成長しているんだから分からないことだって多い

よ。神様は全知全能ではないから。 

 

OK。 

そこでね、俺としては究極の疑問があるんだ。 
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俺が質問したいのは、「未来は決まっているのか？」ってことなんだ。決まっているの？ 

 

決まってもいるし、決まってもいない。 

 

そう答えると思ったよ。でも、スピリチュアルにありがちな曖昧な返事は聞きたくないんだ。 

 

なんか、少しご立腹の様子だね（笑） 

 

そもそも、魂にはパターンがあって、そのパターンを遵守した生き方をすれば問題は無いと教わった。

必要なものは備えられるし、出逢いも繋がるとね。 

理屈としては非常に正しいとも思う。スピリチュアルにまつわるすべての概念も統括できてしまうし

ね。 

でも、それが正しいとなると、将来どうなるのか？ 何をするのか？などは決まってしまうようにも

思える。そうなると、努力の意味があるのか？とも思ってしまう。 

 

努力する意味は… 

 

分かっているよ。努力は大切だと思う。プロセスから学ぶことの重要性も分かる。 

俺が知りたいのは、例えばもし貧乏を経験する時期が「学びとして必要だ」と決まっているとしたら、

その間は何をしても貧乏なわけよ。それは、自分の魂の特性から外れたこと何もしてないとしても現

状は変わらない。 

 

そうだね。 

 

でも、何かが動くときは歯車が合ったように快調に動き出す。もっと言うと、冷静に観察すれば、た

とえ魂の特性から外れてても動く時は動く。そうとしか思えない現象が世間には一杯ある。でも、お

じいちゃんは「努力すれば物事は変わる」と説いた。 

つまり、極論すれば、人生での物事の手順なりタイミングなりが決まっているのなら、尚かつ「学び」

の度合いと比例しないでも変化が起こるべくして起きるのなら、努力の意味も無いわけ。分かる？ 

 

わかるよ。 

 

そうなると、一体なぜ生きているんだ？ってなるわけ。 

 

大した努力をしていないで億万長者になる人間がいる一方、一生懸命に努力しても貧しいままの人間

もいる。そして、現実世界では物質的ゆとりも必要だ。お金がなければ生きていけないからね。その

アンバランスさに疑問があるんだろ？ それを「そういう学びだから」「当人には学びがあるから」

と括られるのが感情的に流せない。または、「物質的な執着を手放せば、すべては幸せ」とか「まず

は持っているものに感謝」という安売りなスピリチュアルな見解も解せない、ということだろ？ 生

きるのはシビアだからな。 

 

そうそう。 



人生は何で変わるのか？ 変化のキーは何にあるのか？ 努力だけなのか？ 意識だけなのか？ 本

当に努力や意識で変わるのか？ でも、すべてが決まっているとしたら、それすら考える意味も意義

も無くなる。 

 

深い質問だね。 

 

この現実世界という「現場」で、必死で生きているのは、お前達スピリチュアルな存在ではなく、俺

たち人間なんだよ！ 魂の事情があろうがなかろうが、学びがあろうがなかろうが、俺は、この世界

で生きている「俺」という存在に意識を置いて生きているわけ。 

 

なるほど。感情論に近い議論になるね。 

 

ああ、そうだよ。そちらの諸事情を知れば知るほどムカつくことだってたくさんあるよ。でも、これ

は皆も抱く疑問だと思うよ。 

確かに、各自の価値観の違いもあるかもしれないし、「吹っ切れるしか無い」というのも分かる。ポ

ーカーフェイスで「ま、そんな力まないでもいいんじゃない？」ってクールを装うこともできるし、

スピリチュアルに傾倒する人間に限って「何事も受け入れるしかない」と言う。それが「達観」だっ

たり「悟り」とか言う人間もいる。それは諦めもあり、かつ、「受け入れている自分が他よりも霊的

な人間だ」という見栄もある。そういうスピリチュアル系が多い。 

 

理解と我慢は違うしな。 

 

その通り。結局のところ、霊的な理解って「我慢しろ」と言っているのと変わらないんだよ。 

 

良いこと言ったね。霊能の基本ポリシーは「我慢しろ」か。いいね（笑） 

 

笑いごとじゃないからね。さっきから他人事のように聞いている様だけど… 

 

当然！ 他人事だよ。 

 

はぁ？ 
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例えば、ノルマンディー上陸作戦では、数センチだけ場所が違っただけで生・死が別れた。 

（この対話の前日に映画「プライベート・ライアン」を観ていたためこの話しが出てきた）。 

 

それも「学び」であり、「決まっていた」となるわけ？ 

 

単なる偶然だよ。 

 

偶然？ じゃあ、その数センチの違いに意味は無いわけ？ 

 



無いよ。生きるも死ぬも単なる偶然。 

 

あ、そう… 

 

さて、「単なる偶然でしかない」と聞いて、どう思った？ 

 

んん… 釈然としない。 

 

なるほど。 

いや、実はね… 

 

何？ 

 

全部決まっているんだよ。 

数センチの違いも決まっていて、その上陸作戦で死ぬのか死なないのかも決まっている。右に行くの

か？ 左に隠れるのか？も決まっている。そして、それを導く存在もいる。導き手は「彼はこの上陸

作戦で死ぬことになっているので、ちょっとこっち側に行かせよう」とかね。 

 

あ、そうなんだ… 

 

で、あなたはどう思った？ この事実に満足できたかな？ 

 

ん… 

満足できない、かな。 

説明としては分かりやすいし納得しやすい。でも、将来が決まっているとしたら、自由度がないし、

同じく釈然としないな。じゃあ、なぜ戦死する人生を送ったんだ？って。前世で人を殺したから？ そ

んな説明は安直でしかない。 

 

じゃあ、あなたはどういう説明なら納得できるのかな？？？？ 

決まっている人もいれば、決まっていない人もいる「ミックス型」だよ、とでも言えば納得できるの

か？ 

 

あなたはとても深い質問をしたように思っているだろうね。でも、どんな真実を提示したところで、

結局は「当人が納得できるのか否か」でどうにでも変わってしまう。つまり、真実なんて関係なくな

る。ということは、霊能の真実もスピリチュアルな真実も、基準は「自分にとって良いのか否か」「合

うのか？合わないのか？」でしかない。 

 

確かにね。 

 

つまり、スピリチュアルな真理とは、人の数だけある。そして、それで良いんだよ。そこに「どうな

んだ！？ なぜなんだ？ おかしいじゃないか！？」と疑問を持つのは、単なる劣等感でしかない。 

 

劣等感？ 

 



じゃあ、他に何だと言うんだ？ 

 

… 

 

そこには常に普遍的で絶対的真理が「ある」という信念があるからオカシクなる。 

絶対とは、「当人にとっての絶対」だからね。 

相対的ならば「絶対」とは言わないから。 

 

確かに。 

 

つまり私が言いたいのは、もっと自分の哲学に自信を持ちなさいってこと。人生を生きるのは「あな

た」なのだから、自分の価値観を満喫すればいい。そして、自分の価値観や哲学は人生経験と連動し

て変化する。だから、柔軟性を持てれば尚良い。 

１０年前の自分と今の自分とでは価値観も大きく違うだろう。ということは、１０年後の自分も今の

自分とは大きく違う。つまり、将来は決まっていない。将来を決めるのは意味がない。 

「単なる偶然だ」と言われて納得できるなら、そう理解すればいい。「すべてが決まっている」と言

われて納得できるなら、そう思えばいい。 

 

なるほど。 

でも、今説明してきたことは「全体論」での話しだよね？ 

 

「基本論」だよ。 

 

確かに、すべては「自分がどういう理解を求めたいのか？」という自分次第だって言うのも分かる。 

でも、避けられない普遍的なルールがあるとも思うのよ。「太陽は東から昇る」みたいなさ。 

たとえば、「でも、俺は太陽は西から昇るっていう理解が好きだな。だから、俺は太陽は西から昇る

ってことにしてんだよ」って言う奴がいたら変なわけ。 

 

喩えがオカシイが、言いたいことは分かるよ（笑）。 

真理と個人理解の距離感について知りたいんだな。「まずは真理を知っておかないと判断しようがな

いだろ？」ってことを言いたいんだろ？ 

 

そうそう。 

 

じゃあ、一つひとつ追って話をしていくか。 
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まず前提として言っておくが、未来が決まっているのではなく、①やるべき事（目的）、②学ぶべき

事（課題）が明確に決まっている。これが基本だ。 

 

昔に話してくれた「魂の初期設定」っていうやつだね。 

 

そう。目的と課題は決まっているが、それは必ずしも特定の環境・人間関係・境遇でしか学べない訳

ではなく、様々なシチュエーションがある。どのシチュエーションを自分が体験するかは、その時々

の判断で変わる。そういう意味では未来は決まっていないし「（選択の）自由度がある」とも言える。 

ただし、①両親（を含めて家系の特性）、②産まれる国・地域、③身体的特性（DNAの影響による）

は選べない。産まれる前に決めているし、産まれてからはどうすることも出来ないことだからね。 

 

「生涯年収も決まっている」 って言っていたよね？ 

 

ほぼ決まっている。が、これは当人の努力次第で変動するから、明確に「幾ら」と上限が決まってい

る訳ではない。自由度はある。 

要はね、「方向性は決まっているが、ルートは決まっていない」ということだ。だから、生きるプロ

セスの大枠は決まっているが、詳細はその都度に適合していくようになっている。 

 

その詳細って？ 

 

それは追って話していく。もっと根本的なことを分かってもらいたい。 

それよりも逆に質問したいのは、そもそもあなたが言う「将来」とは何を意味しているのか？ 「な

ぜ将来が決まっているのかどうか？」を気にするんだ？ その真意は何だ？ってこと。 

決まっているからと言って何が困るんだ？ 決まっていないからと言って何だと言うんだ？ 前にも

言ったように、それは相対的な疑問であり、絶対的なものではない。 

 

ということはさ、さっきの表現で言えば「決まっていること＆決まっていないこと」のミックスパタ

ーンだってことだよね。その割合が気になるんだよ。 

 

それを知って何か得するのか？ 何か楽になるのか？ 

何が言いたいのかと言うと、そんなことを気にしているうちは何も変わらないってことだよ。 

超〜分かりやすい例えを言おうか？ 

例えば、スティーブ・ジョブスは将来アップルが大成しないと分かっていたら（そう未来が決まって

いたら）何もしなかったのか？ってことだよ。 

 

あの性格だと、何であれやっただろうね。 

 

性格や趣向も関係しているのは事実だ。 

精神世界系が好きな人間の多くは、未来は決まっているという視点が好きだし、逆にチャレンジャー

は未来が相対的だと言うと喜ぶ。「自分で現実は変えられる！」とね。 

 

ただね、どちらでも良いんだよ。 



それよりも、やるべきことをやっているのか否か？の方が重要だ。決まっていようが決まってなかろ

うが、やることは（現実を生きることは）変わらないのだから。 

以上を踏まえた上で強いて言えば、わしは「未来は相対的だ」という表現が好きだな。 

 

なぜ？ 

 

もし今困難を経験しているのならば、それはいつか終わるときが来るってことを意味するからだ。も

ちろん、その逆も然り。つまり、逆境になるならば希望を見出せるし、順調ならば身の程を知るため

の（謙虚になるための）抑制力にもなる。何事もエネルギーバランスだからね。 

 

確かに。 

ただね、貧困とか病気とか、どう考えても変えられないことってあるわけで、それすら「相対的だ」

って言われると何か寂しい気がする。 
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だって、相対的だとするならば、避けられたかもしれない訳でしょ？ 病気や貧困を「経験しない」

という選択肢だって選べた、ということになる。じゃあ、なぜ経験するんだ？と。何かを学ばないと

いけないのなら、わざわざ病気だの貧困だのじゃなく、別のプロセスで学べないのか？と。 

 

確かに、貧困や病気を抱えるのは大変だし心が痛む。が、それも相対的な意見だよ。 

 

なぜ？ 

 

あなたが言っていることは、選べなかった別のプロセスは「今よりもまだマシな経験なはずだ」とい

う前提がある。もっと大変な境遇ではないとなぜ言い切れる？ 自分の体験を決めるのは結局のとこ

ろ「自分」だ。この意味が分かるかな？ 

 

分かるよ。意識階層の最高位も自分であり、すべては自己で決定しているということだよね。 

 

そう。その最高位を「神様」や「守護霊」などどう表現しようと、自分をあえて奈落の底に落とすよ

うな判断はしない。そんな自虐で Sな判断などしないよ。学びに対してどのプロセスを体験するのか？ 

その判断の際には「ベストな境遇で」という基準で常に判断している。 

 

言い換えれば、「より楽なプランで」ってこと？ 

 

そう。わしが言っている「未来は相対的」というのは、変化を起こせる可能性がある（より良いもの

へと変えられる可能性のこと）という意味だ。もし絶対的なら、何もどうにも出来ないわけで、そこ

に努力も学びも何も関係なくなってしまう。それこそ、「なぜ生きる意味があるんだ？」となる。 

そして、自分の体験は、自分のためだけでなく、他者のためにもなる。つまり、すべての人間が体験

するストーリーは、すべて「自他への教訓」になっている。 

 

でも、まずは自分が学ばないといけない。 



 

そう。ステップはまず「自己」からだ。でも、それは他者への何かしらの学びや気づきを与えるもの

でもあり、自分なりに「私はこれこれを学んだ」と得心しているならば、それは他者にも大きな影響

を与える。 

 

いわゆる魂パターンの「９」はそれに特化しているわけだ。 

 

そうだね。何であれ「９」という数字を併せ持っているパターンに言える。 

 

ずばり教えて欲しいんだけど、病気とかはやっぱり決めて生まれてきてるよね？ 

例えばうちの妹ね（私には 15 歳下の妹がいる）。ものすごい活発で自由な子だったんだけど、高校 1

年の時にいきなり高熱が出て、緊急入院した。結局、膠原病と診断され、今は歩行も大変な状態にな

っている。免疫系の病気だから生活も大変だよ。 

 

でも、彼女が持っている障害手帳のおかげで一緒に映画を安く観ているじゃないか。付き添い割引で

さ。 

 

あはは（笑）ま、そうだけど。 

妹は何度も何度も手術してさ…。でもね、何よりも本人は気持ち的な折り合いを付けるのが大変だっ

たわけで、今でもそう。いつも笑顔でいるけどね。 

 

話を戻すけど、やっぱり、あの高校 1 年の時を振り返ると、「カチっ！」といきなりスイッチが入っ

たように思えるわけ。タイマーが設定されていたようにね。俺が病気になったときもそうだった。も

っと言えば、すべての事態にも同じことが言えると思う。 

 

「スイッチが入った＝仕込まれていた」というのは別問題だと思うがね。 

中にはタイミングを決めている人もいる。だからといって全員ではない。 

しかし、イラつくね。 

 

なにが？ 

 

あなたの質問にだよ！ 

「達観」というのは、真実を知ることではない。自分なりの理解を得ることだよ。 

何度も言うが、真実とは「当人にとって」の真実だ。自分が「未来が決まっていた」という方が好み

なら、そう理解すればいいのだし、「決まっていない」というのが好みなら、そう理解すればいい。

それは彼女（妹：当事者）と、その家族（まわりの人間）とでも違うのだから、それを理解してサポ

ートする。それが現実的なアプローチではないのか？ 

 

さっきあなたは、当人が「気持ちの折り合いをつけるのが難しい」と言ったね。それが一番難しいと

ころだが、それが学び・気づきにつながる。わしがあなたにアドバイスできるとしたら、もっと彼女

の話しを聞きなさいってことだ。彼女はあなたのためにも生きているのだから。それが人間関係であ

り、それが現実世界の良いところだ。もっとふれ合いなさい。共有し合いなさい。 

 

自他への教訓だから、ってことか。 



 

わしがなぜ「相対的」という表現を使ったかと言うと、それには意味がある。 

「自他への教訓」ということは、個人の体験は、単に個人だけの都合ではなく、関係する人たちの相

互関係など総合的に判断して体験の内容が変わる。ただし、それは仕組まれているのではなく、エネ

ルギーの連鎖反応で起きることだから作為的なものではない。分かるかな？ 

 

水は常に流れ易い場所を通るのと同じように、エネルギーの流れも環境の中で一番ベストな状況を選

択して流れる。「絶対にここしか流れないから！」などと水は考えていない。 

 

あるがままに。 

 

そうだ。 

これが人生でとっても大切な概念になる。 
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たとえば、100万円の貯金があれば満足する人もいれば、1億円の残高で不安になって自殺する人間も

いる。 

その違いは何か？ 

捉え方の違いなんだよ。 

しかし、捉え方は当人の価値観と連動している。価値観とは性格のことで、性格は境遇・環境・触れ

てきた他人の価値観からの影響で固定化する。問題は、捉え方・見方とは変えづらいものであり、当

人にとっては、その捉え方・見方がスタンダード（標準）だと思っていることだ。 

 

コップの水が半分残っていた時に、「半分も」残っていると思うか、「半分しか」残っていないと思

うかの違いってやつだね。前者がポジティブ思考、後者がネガティブ思考だから、ポジティブ思考を

持とうという自己啓発本が多い。 

 

ポジティブかネガティブかなんてど〜でもいい。 

問題は、たった少しの見方の違いが雲泥の差を生むこと。しかしながら、その少しの違いをもつこと

が非常に難しいことだ。 

つまり、物事・事態への見方・捉え方次第で人生の質が変わってしまうんだよ。 

この意味するところの重大さが分かるかな！？ 

 

将来を決めるのは、物事への捉え方だってことだ。 

人生の質を決めるのは、見方の違いだってこと。 

未来が決まっているとか決まっていないという問題ではない。将来どうなるのか？ どうならないの

か？の問題でもない。現実とどう向き合うか？ どういう答えを出すか？の方が重要なんだよ。 

 

それは、現実をどういう色眼鏡で観るか？っていう単なる気持ちの問題だってことになるのでは？ 

 

あなたは「単なる気持ちの問題」と言ったが、それが重要なんだよ。だから「相対的」という表現を

使ったわけ。 



要は、物事を決めているのは壮大な真理などではなく、見方・捉え方の違いだってこと。失恋した後

は、どんな楽しい時間も暗く感じる。好きな人が関心を持ってくれたら、どんなにキツイ状況でも「楽

しい」と感じるのと同じだ。 

もし、自分にとっての「チャンス」が目の前にあった時、必ずしもそれに気付けるわけではない。な

ぜか？ 見方・捉え方が違うから。それは、その時々の気持ち（感情の具合い）の影響を受ける。分

かってきたかな？ 

 

現実と自分の捉え方は一致しないことが多いってことか。 

 

その通り。「現実と、それに対する自分の捉え方は一致しないことが多い」。まずこれをよく意識す

ることだ。そうなると、どうしたらいい？ 

 

現実と、その現実への自分の捉え方が一致するようにならないといけないね。 

 

そうだ。では、どうやって？ 

 

現実を客観的に捉えること。 

 

そう。現実を冷静に観察し、判断すること。自分の感情、思い入れ、良し悪し（自分の価値基準）な

どを持ち込まず、あるがままの様子を判断する。これが、「今と生きる」「現実と向き合う」という

意味だ。 

 

なるほど。 

そうなると、さっき言っていた、「なすがままに」とどう関係してくるわけ？ 

それと未来とはどう関係してくるわけ？ 
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実にシンプルなことだよ。 

「未来は今の延長線上にある」。 

これが大原則だから、今が未来を決める。当然のことだ。 

つまり、今・現状と向き合う姿勢・内容・意識が未来を作っていくわけ。将来とは継続の賜物であり、

未来の内容度は今の内容度の延長線でしかない。未来を変えたいなら、今を変えることだ。 

 

この視点を持つと、未来を作ったり、操作したり、変更することはできないと気付く。「将来は今と

違うだろうから、今はど〜でもいいや」というスタンスは通用しないことが分かってくる。何度も言

うが、未来は今の延長だから。 

そうなると、「今」と「将来」とを結ぶ「線（ライン）」が見えてくる。あとは、その線を進んでい

くしかないわけだから、「流れるがままに」という視点・姿勢に帰結する。 

 

OK。それが人生軌道ってわけだね。 

じゃあさ、目標を決めるのは意味が無いと？ 

 



目標を決めるのは自由だが、今と飛躍した（今できていないことの）目標は絶対に叶わないよ。 

そして、目標よりも目的を明確にした方が良い。目標は着地点だ。だから、物理的な環境にフォーカ

スしてしまうが、目的は生きる方向性だ。目標の「向こう」を見据えて今を大事にする。 

 

たとえば？ 

 

例えば、将来ビジネスで成功したいと思ったとしよう。その内容はどうでもいいから自由に想像して

ごらん。ここでよく間違えるのは、環境的・物質的成功をイメージする。例えば、立派な家に住んで

いて、高級車に乗ってて、ブランド物も気兼ねなく買える自分だったり、社長で、経営者で、カリス

マだという対外的なイメージだったりね。 

でも、それは叶わない。 

なぜか？ 

今、それを体現・体験していないから。 

 

当たり前だよ（笑） 将来に叶えたいことなんだから、今体験できるわけないでしょ（笑）。 

 

バカだね。今まで何年も長いこと話してきてまだ確信に気が付けないかな？ 

今までくどくど言ってきたが、結論を言うよ。 

 

「信頼が未来を決める」。 

 

以上だ。 

 

信頼が未来を決める？ 

 

どんな理想も、信頼を得ていないと絶対に叶わない。絶対に、だ。 

つまり、今から信頼を得ていないなら、将来も信頼が得られない。信頼が得られないなら成功は出来

ない。何もビジネス上での成功だけではない。すべての理想・夢・成功は信頼の結晶でしかない。 

 

確かに、これまで何度も言われてきたことだ。 

 

未来は決まっているのか？ いないのか？ それは、今の信頼次第だ。だから、未来がどうだの考え

ても意味がない。意味がないんだよホントに。将来の理想を思い巡らす暇があったら、今、信頼を得

るために意識を変えなさい。 

 

でも、信頼はすぐには得られない。 

 

その通り。信頼は努力と比例しないからね。そういう意味でも、今どういう意識で、どういう姿勢で

現状に向き合うか？が重要になる。今、「目の前にあることを疎かにしないこと」だ。 

 

信頼という視点であらゆることを観れば、最終的には「人 対 人」になる。だから人間力を高めなさ

いと何度も言ってきた。言い換えれば「人間力が未来を決める」とも言える。仕事で、家庭で、友人

関係で、今、あなたはどれくらいの信頼を得ているのか？ それを常に意識していきなさい。 



ただし、落とし穴もある。信頼を得ようとアピールすること。昔言ったように、信頼を得やすい演出

はできるが（服装や見た目など）それは必ず崩壊する。そして、信頼は自分からは作れない。それは

相手が決めることだから。 

 

じゃあ、どうしたらいいわけ？ 

 

まず自分が相手を信頼すること。 

そして、生きる姿勢だ。何も語らず、何も主張せず、静かに努めて今を生きる。そうすると、同じよ

うな姿勢をもって生きてる人が見えてくるし、そういう人とシンクロして引き寄せ合う。それが、将

来本当に大きな財産となる。物理的な財産とは、信頼の現象化だから。順序を間違えてはいけない。 

 

だから、今、何か不安や悩み・問題を抱えていても（人生とはいつでも必ず何かしらの問題を抱える

のだが）、その状況の中でも「信頼に足る人間であること」を意識していることが一番大事だ。もし

かしたら、今、信頼してくれる人はいないかもしれない。一人だけかもしれない。そしたら、そこか

らスタートすればいい。または、信頼を裏切られるようなこともあるかもしれない。それも静かに受

け入れればいい。それも信頼だから。分かるかな？ 

 

なるほど。「信頼を裏切られることも信頼だ」っていうのは禅問答のようだけど、でも深いね。 

未来が決まっているのか否かから、こんな結論になるとは思っていなかったよ。 
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話は変わるけど、さっき「今と将来とを結ぶ線がある」って言ってたよね？ 

そこで常々気になっていることがあるんだけど。 

 

「時間は未来から流れている」という話をよく聞くんだ。そして「未来は決まっていて、それを順に

体験しているだけだ」って。これはこれで概念としては面白いと思っている。でも、さっきまでの話

では「未来は今にかかっている、今次第だ」っていう結論になった。これは、森羅万象の「実態」が

どうなのか？というよりも、現実的な視点で大事なことは何か？についての解説でもあった。 

ま、要はね、「時間」というものがこの現実世界では非常に大きな影響を与えるわけ。 

「時間」について教えてよ。 

 

すべては、どういうスタンスで、どういう視点で人生または森羅万象を観るのか？ という「視点の問

題」だね。ま、時間が未来から流れているのが事実だとして、だからどうなんだ？とわしは思うが… 

 

ま、そう言わずにさ。 

 

じゃあ、まず「時間」という概念を抜きにして考えてみようか。 

生まれる。生きる。そして死ぬ。 

人生のプロセスとはこれだけなんだが、大事なのは「生きる」という部分だ。これを言い換えれば「存

在している自分」とも言える。つまり、あなたという「存在（be）」が存在「していく（ing）」。 

be と ing という２つの要素の連動が人生なわけだ。 

 

「be」 が 「ing している」と。 

 

そう。ただ、「自分」が「進んでいる」という２つの要素を区別して生きているわけでもない。 

さて、そもそもあなたは「どこ」を進んでいるのだろうか？ 

 

どこを？ 

 

そう。「存在」が存在「している」（「be」 が 「ing している」）のが人生であり、人生が「進ん

でいく」わけだ。 

じゃあ、どこを？ 

 

これに答えるのは難しい。なぜなら、「存在」を感じられる「対象」がないから。 

そこで人間は、対外的な要因から（太陽・月の運行などから）時間という感覚を持った。 

 

さて、①「時間が進む」という表現と共に、②「時間が過ぎる」という言い方もある。 

そこで、自分という存在に「時間」という対象を取り入れると、「時間が進んでいる＝自分が生きて

いる＝自分が存在している」と相対的に自分の存在を実感できるようになる。 

要は、自分に主観を置き、自分を時間の経過と連動して観るから、時間とは、自分が進んでいる（生

きている）度合いを相対的に測るメジャーみたいなものになる。これが①の感覚だ。 

 



この感覚を持つと、あくまでも主観は自分だから、これまでの事は「過ぎたこと」という「時間の経

過」が起きているように感じ、時間は過去から未来に進んでいるようにも思える。自分が進んでいる

ように思っているからね。これが②になる。 

 

なるほど。 

 

一方、自分という存在を、時間（対象）に焦点を当てて観た場合もある。 

これは、電車に乗ってて通り過ぎるビルを観ているような感覚だ。遠くにあるビルが徐々に近づき、

横に並び、過ぎていく。 

この場合、進んでいる電車があなたで、ビルが時間の一点（焦点）だ。あくまでも自分は進んでいる

んだが、対象（時間）が動くように思える。この視点で観ると、時間は「未来から過去に過ぎる（進

む）ようにも思える。分かるかな？ 

 

分かる。結局は視点の問題か。 

 

そう。結局のところ、どちらも同じだ。 

時間は未来から進んでいるからと言って（その逆であれ）、実態として何か自分に大きな影響を与え

るわけではない。 

 

そこで、ひとつ質問したい。 

「未来から時間が進んでいる」という視点を持ったとして、実質的にあなたの「生活」はどう変わる

んだ？ 何が変わるんだ？ 

 

うん… 何だろうね… 

 

唯一の利点は、時間は未来から来ているんだという視点を持つと、視野が開けるように「感じる」だ

ろう。既存の概念を打破してみるためには有効なアプローチだとは思うが、ただそれだけのことだ。

人生への影響は無い。 

 

OK。でもね、そう考えてくると、もうひとつ疑問が出てくる。 

人間は生きていくわけだ。時間の実態がどうであれ、日常では人生が進んでいるように思える。時計

と睨めっこして生きているわけで、否応がなく「進んでいる（過ぎている）」と感じる。 

つまり、人生軌道という概念でも「将来」は無視できないわけ。これから「行く」自分の将来は「ど

うなっているのか？」という興味もあれば不安もある。それが地球という現場で生きている人間なん

だよ。 

 

言いたい事はわかる。要は、魂・人生・時間・現実、各々の関連性のことだな。 

 

そうそう。 

 

さっきの電車とビルでの喩えで言うと、もう一つの視点があることに気が付くと思う。 

この視点は、すべての概念を一変させる。 

 

 



220 時間とは？ 

 

ここまでのことを電車とビルの喩えでちょっと整理しようか。 

 

[a] 電車 ＝ あなた ＝ 存在 

[b] レールを走っている電車 ＝ 存在しているあなた ＝ 人生 

[c] ビル ＝ 時間を感じられる対象 

 

そして、①主観をどこに置くのか？ そして、②対象をどこに決めるのか？という要素が影響を与え

る。つまり、自分の実態をどの対象で実感するのか、ということ。この２点がキーになる。 

さて、この時点でもう気付いたと思うが、「時間」という実態がない。わかるかな？ 

 

「時間」というものがない。 

 

そう。時計を見れば時間を「感じられる」が、時間「そのもの」が存在しているわけではない。だか

ら、時間は「相対的だ」とも言う。つまり、時間は「無い」。時間とはメジャー（ものさし）でしか

ない。 

 

確かに。でも、それは俺なりに経験したことがあって。 

 

そのエピソードを話してごらん。 

 

昔 都内に住んでいたんだけど、勤務先は横浜で。 

ある３連休の前日の退社時に、携帯と時計を会社に忘れてしまったことを帰宅してから気が付いたん

だ。取りに戻るのも面倒だし、その３連休は何も予定が無かったから、「適当に過ごすか…」と決め

て３日間過ごした。テレビも観なかったから、本当に時間も気にせず過ごした。 

そしたら「時間」という感覚が無くて、本当に「今しかない」という感覚が分かったんだ。今の連続

っていうのかな。そして、時間の流れは、太陽の動きでしか判断できなかった。 

 

贅沢な時間だったろ？ 

 

そうそう。本当に贅沢な時間だった。 

 

そう。時間は「無い」んだよ。対象が無ければ時間を感じない。感じられない。 

ということで、さっきの話をまとめるとこうなる。 

 

①主観を自分に置き、時間と「連動している」という視点を持つことで、人生（時間）が「進んでい

る」と感じる場合。 

・主観＝自分 

・対象＝なし 

時間は対外的な測り（メジャー）とみる。一般的な時間と人生の捉え方。 

 

②主観を自分に置き、対象を時間に置くことで、人生（時間）が「過ぎていく」と感じる場合。 

・主観＝自分 



・対象＝時間 

時間は未来から過去に流れていると感じる。視点を変えた感覚。 

 

さて、ここからだ。 

この二つ以外に、もう一つの視点がある。②の逆の視点だ。主観を時間に置き、対象を自分に置く。 

さっきの例えで言えば、ビルの中にいる自分が、走っている電車を見る感じ。これは、動いているよ

うに思えてたビル（時間）が動かず、なおかつ、自分が、進んでいる自分を観ている構図になる。 

③主観と対象を時間に置く場合。 

・主観＝時間 

・対象＝自分 

 

ただ、主観も対象も時間に置くというのは実感がないだろう。だから、それは「時間を忘れている（時

間を意識していない）状態」とも言い換えられる。 

この視点を持つと、すべての概念が覆る。 

 

どういう意味で？ 

 

人生・生き方・意識のあり方・魂と現実との関連について大きな視点が持てるようになる。 

 

OK。なぜ、この視点が重要なの？ 

 

いい質問だね。この概念が、現実にどういう影響を与え、どういうメリットがあるのか？ 

 

そうそう。 

 

それを話していくよ。そうすれば、とっても大事な概念だと分かるだろう。人生観だけでなく、人生

の質も変わる。生き方も変わる。 

 

何か、怪しい自己啓発系みたいなこと言うね（笑） 

 

怪しくないよ。これが魂と人生と時間との本当の関連性なんだから。 

 

 

221 魂と時間の壁を壊す 

 

まず、時間というものが「存在しない」という理解がどういう意味を持つか？ 

これを知らないといけない。 

 

「時間が存在しない」ことを日常の生活で意識することはなかなか難しいと思うだろうが、実は常に

感じている。仕事であれ、趣味であれ、愛する人と過ごす時間であれ、要は「集中している時」。わ

しなりの表現で言えば、「意識を現実に注いでいる時」となる。 

 

時間を忘れる、ということか。 

 



「現実に意識を１００％向けている時」に時間を忘れる。裏を返せば、スピリチュアルなこと・精神

世界的なことに意識を向けている時こそ時間を忘れられない。 

 

そうかな？ 瞑想とかしていると時間を忘れない？？ 

 

違うんだよ。時間を忘れているように錯覚しているだけだ。 

これを議論すると長くなるから先を続けるが、魂とは意識であり、「（何かを）意識する＝魂を向け

る」ということになる。じゃあ、何に？ 現実にだ。 

 

あ、分かってきた。つまり、魂というスピリチュアルな領域と現実とのバランスが初めて取れるって

こと？ 

 

その通り。 

わしは今まで何度も言ってきたが、人間は、魂という不可視な領域と肉体という現実的な領域との境

界線に存在している。どちらかに偏ってはダメで、常にバランスが保たれていないといけない。なぜ

か？ そうでないとエネルギーが流れないから。 

昔、ガラスを割る喩えを話したのを憶えているか？ 

 

あ、憶えてる。 

ガラスは現実と非現実（魂側）とを隔てている壁であり、ガラスの向こうに存在するエネルギーをこ

ちらに流し込まないとエネルギーは流れない、流れないと人生は展開しないっていう話ね。それなら

ば、ガラスに「穴を明ける」努力をしないといけない。だから努力・行動が重要だと。（魂の掟：第

一章） 

 

そう。問題は「どうやって穴を明けるのか？」「穴を明ける行為は何か？」だ。 

 

そうそう。それが話されていなかった。 

 

わざと話さなかったんだよ。あなたに実地で分かって欲しかったからね。 

 

穴を明ける行為が、さっき言った「現実に意識を１００％向けること」だ。 

一番が「仕事」に集中すること。忙しくあることだ。常に今の現実で取り組まなければいけないこと

に真剣に向き合い、それをこなすこと。それがたとえ嫌な事でも、ツライことでも、現実に起きたこ

となら必ず向き合わなければいけない。現実を無視して、スピリチュアルなことだけに意識を集中し

てもエネルギーは流れないんだよ。 

喩えれば、ガラスの向こうにあるエネルギーをこっちに流さずに、ガラスの向こう側だけをかき混ぜ

ているだけだ。意味が無いんだよ。 

 

ストローで美味しいジュースをかき混ぜるだけで吸うことをしない、みたいな。 

 

何もエネルギーは流れない。流れなければ、何も解決しない。いつまでも苦しむ。いつまでもたって

も現実は変わらない。やるべき順番があるってことだ。 

 

なるほど。 



 

魂の世界に時間は無い。すべてが「今」だ。 

これはスピリチュアル好きなら知識として既に知っていることだろう。でも、この現実世界では時間

を「体感」する。体感するということは「時間がある」のと同じことになる。「時間が無い世界」と

「時間がある（と体感する）世界」の境界線にいる人間が、時間の無い世界のエネルギーを現実世界

に流すには、「時間を体感しない瞬間（時間を忘れる瞬間）」を現実の中で多く作らないといけない。

分かるか？ 

 

分かる。 

 

繰り返すが、その「時間を忘れる瞬間」を作るのが集中であり、現実に向き合う・対応する・こなす・

努力するってことになる。そこで一般的に多く時間を割く要素は何か？ 仕事だ。だから、仕事に意

識を持って取り組むこと。だから、努力・行動・実践が重要だ。要は、「やるべきことをまずやれ」

ってこと。スピリチュアルな実践はその後でいい。 

でも、成功を願う人間に限って「俺の夢はこんなことをすることじゃない。なんで関係ないことに時

間を割かないといけないんだ！？」と言い出す。バカだね。何も分かっていない。今やっている仕事

と夢・理想が違っていても、現実としてその仕事をしなければいけないんだから、まず「仕事をしろ」

「そこで結果を出せ」ということになる。 

神様は人間の何を観ているんだっけか？ 

 

当人の、現実と向き合う「姿勢」。 

 

そう。神様は思考もお願い事も聞けない。なぜならエネルギーにしか反応できないから。だから、ど

れだけ忙しくしているか？ その姿勢が大きなアピールになる。暇している人間・常に思考している

だけの人間には何も起こらない。忙しくあることだ。それで変わっていくから。 

 

さて、ここでさっき話した「主観を時間に置き、対象を自分にする」ということが関係してくる。 

 

 

222 魂主体で生きるとは？ 

 

「主観を時間に置き、対象を自分にする」とは、物事の基軸を魂（意識）に置き、魂の視点で自分を

俯瞰することを意味している。 

 

んん、、実にスピリチュアル的な解説だね。要は「魂主体で生きること」を奨励しているわけだから。 

 

そうだよ。ま、聞きなさい。 

さっきも言ったように、「時間を忘れる」瞬間を多く持つことが大事なのだが、時間を忘れられるの

は魂に主観を置いた時だけだ。楽しい時間は短く感じるが、ツマラナイ時は時間が遅く感じる。 

 

時間は相対的だからね。 

 

そう。問題は、なぜ相対的に感じるのか？ってことだ。 



相対的ということは絶対的ではないということであり、つまり、基盤となる要素が一つではないこと

（二つあること）を意味している。「相対する」のだからね。分かるか？ 

 

わかる。 

 

それは、主観が「自分」と「魂」とを常に入れ替わる（行き来する）から。さっきも言ったように、

主観を自分に置いた時は「時間」を体感するが、主観を魂に置いたときは「時間」を感じない。 

 

ってことは、集中して時間を忘れているときの時間の経過具合いが、本来（魂）の時間の進む早さっ

てことか（笑） 

 

ま、逆説的に言えばそういうことになる。おかしな表現だが（笑） 

 

それは、結局のところ「自分を俯瞰して観ろ」ってこと？ 

 

そう、それを言っているんだよ。ただ、俯瞰するにも、俯瞰する特定のポジション（要素）が必要に

なる。特定のポジションが定まらなければ、大きく波打つ船の上で、同じく波打つ遠くの船を双眼鏡

で観るのと同じで何も定まらない。 

 

その特定のポジションが、魂だと。 

 

そう。つまり「自己」だ。自己を知っていないと自分の全体も把握できない。全体が分からなければ、

何をしたらいいのかも分からない。 

 

話をまとめるとこうなる。 

人は常に主観を現実の自分に置いている。ゆえに時間の拘束を受けるが、これは現実世界に生きてい

るのだから仕方ない。さて、生きるとは、自分の（これからの）可能性を自分が体感していくことを

意味している。この「可能性」は、現実にではなく魂の世界に存在しており、そこに時間は無い。可

能性は時間が無い環境下で育まれているわけだ。 

 

この時点で、時間がある世界に生きている人間が、「時間の無い世界の可能性」を体験するという時

間的矛盾があることに気付くだろう。そこで、その可能性をこの現実世界に引き込むための「何か」

が必要なことがわかる。 

では、その「何か」とは？ 

 

キーは「時間」だから、それは現実世界に居ながらにして魂世界（可能性世界）の「時間が無い」と

いう感覚を持つ行為となる。それが「集中」だ。集中の伴う努力・実践・行動。 

つまり、「魂主体で生きる」とは、スピリチュアルなことを考えることではなく、現実的な行為に「集

中すること」を意味している。 

 

逆に言えば、それは夢や理想に直結した行為に集中しているとは限らない、と？ 

 

その通り！ 時間が無いという感覚を持つことの方が重要だ。 



例えば、音楽で成功したかったとしよう。でも、まったく関係ない仕事やバイトをしていて音楽に割

く時間が少ないとする。そうなると「この仕事に意味があるのか？ 俺のやりたいことじゃねぇよ！」

となる。が、たとえ音楽とは関係ない仕事であっても、集中することで「時間が無い」という感覚を

多くもつことができ、水面下では向こうの「可能性」が徐々にこちらに流れ出てくる。それが、いず

れ形になる。 

 

ほんとうにそういうメカニズムになっているの？ 

 

そうだよ。じゃなきゃ教えないよ。それをあなたはこの数年間経験してきたわけだ。 

 

つまり、努力が必要だって言われてきたけど、努力すれば良いというだけでなく、時間が無い感覚が

持てるなら何でも良いわけだ。 

 

そういうことになる。時間を忘れられる行為が大事だ。その時間が無い感覚を生み出せる一番効果的

な行為が「仕事」なんだよ。嫌でも集中せざるを得ないからね。 

その仕事が自分のやりたいことと合致しているなら努力も努力と思わない。時間を超越するから。た

だ、始めから自分のやりたいことが出来るわけではない。だから「今」なんだよ。今の仕事、今の環

境、今の関係性に集中し、指をくわえて将来ばかりに気を取られないことだ。とにかく今 忙しくある

こと。 

 

ただ、自分のやりたいことは「自己」と合致していないといけない、という条件もあるわけだ。 

 

そう。そもそも、自己の素材にないことは出来ないし、自分の出来ないことを求めても、そういう可

能性は育まれない。なぜなら、可能性とは魂エネルギー世界で育まれるのだから、自己（魂）に無い

素材では何も構築できないからね。 

 

なるほど。 

「魂に主観を置く ＝ 魂主体で生きる」と言われても抽象論でしかないが、「時間」という要素（制

約）を踏まえると、最終的には「今・努力・行動・仕事」といった現実系キーワードが重要なことが

分かる。 

 

 

223 「集中」と「人生俯瞰」の関連とは？ 

 

ということは、努力って「集中の度合い」のこと？ 

 

そう。それを分かって欲しかったんだよ。だから、口酸っぱく「仕事しろ」と言ってきたわけ。 

集中だけが時間の壁を超える要因だ。 

集中の深度が深ければ深いほど、時間の壁を簡単に超えられる。それに行動（身体を動かすなどの具

体的な動きが伴う行為）が伴えば完璧だ。なぜなら、集中することで思考にスペースが空けられるか

ら。 

 

あ、前に言っていたね。思考にスペースを空けることで魂エネルギーが流れると。 

 



良くも悪くも思考が意識の邪魔をする。でも人間は思考しなければいけないことも多い。だからこそ、

強制的に集中できる要因を生活に取り込むべきだ。時間的にゆとりがあるなら「リラックス」も良い

方法だが、時間的にゆとりがありすぎるのも良くない。 

 

瞑想は？ 瞑想は良い影響を与えるの？ 

 

瞑想がリラックスすることに貢献するなら良いと思うよ。ただ、瞑想で何か開けると期待すると間違

えるから。 

 

なぜ？ 

 

瞑想は「行動」が伴わないから。だから「時間」を超越できない。 

 

どういうこと？ 

 

昨今、瞑想がブームになっているが、それは今が忙しい時代だからだ。ただそれだけだ。スキマ産業

だよ。瞑想することで開けることもある。が、それが現実問題どう役に立つわけ？ それがビジネス

にどう役立つわけ？ 

 

だったら、荒行のほうが良い、と？ 

 

強いて言えばそうだな。ただ、荒行の修行をする暇があったら、仕事をしてたほうが「実戦的な耐性

と知恵」がつく。瞑想したり荒行して悟りを開いた人間は、抽象論は得意だが具体性に欠けることが

多い。あとは、個人の趣向の違いで判断するしかないが（瞑想をするも修行するも個人の自由）、そ

れで生活できるようになるのは大変だよ（稼げるようになるという意味）。アルバイトやパートをし

ている方が具体的かつ現実的だよ。 

 

OK。話を戻すけど、集中と「人生を俯瞰する」とはどう関係してくるわけ？ 

 

（仕事に）集中すると、仕事上において先々のことを考えるようになる。そこにプライベートの人生

プランを組み込むと長期的に物事を考えるようになる。そうすると、自然に「視野を広げて」人生を

鑑みることができるようになる。「視野を広げなきゃ」と能動的にやろうと思わなくても、そういう

見方ができるようになる。この違いとても重要だよ。人間は、先に自分の理想や夢を決めて、それを

前提に人生を考えるから間違える。 

 

なるほど。まずは人生設計をしろ、と。 

 

そう。夢や理想を叶えることは置いておいて、まずは「まともに生活すること」をテーマにしてプラ

ンを決めるべきなんだよ。 

 

でも、そうなると、特定の夢や理想を叶えることはプランに入ってこないことになるよね？ だった

ら、「ずっとサラリーマンで生きろ」ということになる。それは夢や理想を持たずに杓子定規な人生

をおくれ、ということ？ 

 



夢や理想とは、生活できる（稼げる）ことでなければ絶対に叶わないよ。 

 

たしかに。実にシンプルだ。 

 

あなたが昔音楽で失敗したのは、生活プランをまともに考えていなかったから。ただそれだけだよ。

魂の目的と合っていなかったからとかいう深い問題ではない。単純なミスだ。 

そして、これからの時代はサラリーマン（社員）だからといって保証はない。もちろん、社員であれ

バイトであれ仕事してお給料をもらっているなら、それを夢や理想を優先して手放すようなことは絶

対にしてはイカン。順番が違うから。 

 

まずは、生活基盤の確保。そのために働く。その延長で必要な展開は起きる、と。 

 

そう。人生はそうなっているんだからね。 

 

でも、それが「確実」にくるのかどうかが分からない。だから不安になる。夢は叶わないのか？？と。 

 

違う、不安になるのではない。焦ってフライングする。そして間違える。ただそれだけだ。 

勝手に物事を動かそうとするから間違えるんだよ。 

 

でも、何も展開しない時ってあるよね？ 頑張っているのにさ。 

 

まず、頑張っていて展開しないことは、無いから。 

ただ、人それぞれで人生の進む時間軸が違うから、周りと比べたら差異はあるだろうね。 

 

そこなんだよね。気になるのは。 

 

 

224 自分時間を作る。時間をコントロールしない。 

 

前にも言ったが、他の人間と比べてはいかん。ただ焦るだけだよ。 

聖書にも書いてあったろ？ 

 

「自分の仕事をしなさい。そうすれば誇れるものが持てる。でも、他の人と比べてはいけない」とガ

ラテア 6 章 4 節に書いてあったような気がする。 

 

そう。さすが元クリスチャンだね（笑） 

 

昔取った杵柄でしかないけどね… ここで役に立つとは。 

 

人は、他人と比べて初めて自分のアベレージが分かる。自分のレベルを客観的に（情報として）知る

為に人と比べるだけなら問題はない。ただ、他よりも劣っていた場合「なんで俺だけ！？」という不

満が出てくる。逆に他よりも勝っていた場合、謙虚さを無くしおごってしまう傾向が高い。不満やお

ごりは、いずれ必ずエネルギーの反動を起こす。どんなに文句を言おうが、これは物理的現象だから

避けることはできない。ただ、自分の目的に向かってやるべきことをしていれば、自分の時間軸で進



化していく。要は、「昨日よりも進化しているかどうか？」だ。「他人より」ではない。昨日より少

しでも進化しているのなら、それで良い。 

 

「自分のライバルは将来の自分。比べるのは昨日の自分」 って前に言っていたよね。  

でも、それと時間・魂とどう関係してくるわけ？ 

 

要は「時間をコントロールしてはいけない」ということだよ。「してはいけない」というよりも、コ

ントロールしても何も変わらないのだから、コントロールしないほうがスムーズに物事が流れる。 

そもそも、人はそれぞれ人生の時間が進む「感覚」が異なる。それはこれまで話してきたように、ど

ういう視点で人生を観ているか？の違いにもよるし、魂パターンにおいても大まかに時間が早く進む

タイプと普通のタイプ、比較的遅いタイプと設定に違いがあることにも原因している。 

 

早いか普通か遅いかの違いは何で判断するわけ？ 

 

寿命と物事の展開の早さだ。 

 

あ、なるほど。 

でも、視点の違いで物事の認識が変わるわけでしょ？ その視点の違いを持つことは時間をコントロ

ールしていることにはならないの？ 

 

ならないよ。 

まず、時間の視点を変えると（主観と対象をどこに置くか？）、自分の本来の時間軸を理解して、そ

の時間軸を遵守することに寄与する。ただ、その自分の時間軸を知らなかったり、または何か問題を

抱えたり不安になると人間は焦るわけだ。その心情は仕方ないが、そうなると時間を「コントロール」

しようとし、「早く！」「近道はないか？」と実際に焦って「行動」に移す。が、それが大きな間違

いになる。なぜなら、自分の人生をコントロールすることになるからだ。 

 

自分の時間を知って遵守することは、どうしたらできるの？ 

 

だから、焦らないことだよ。そして、物事の展開を強制・矯正しようとしないことだ。何かすれば時

間を遵守できるという意味ではなく、自分の人生の時間軸を尊重することだ。起きる物事の展開が（時

間的に）自分の意向とは違って観えても、それをまず受け入れること。それが「今を大事にする」と

いう意味だ。そうでなければ次の一手が見えないだろ？ 

 

ま、確かに。 

 

こっち（魂側の世界）に来てつくづく思うのだが、将来の展開や展望なんて本当に意味がないんだよ。

特にスピリチュアル的な意味では。もちろん、それを知りたい心情も分かるが、「自分の足下が見え

ていないのに将来を語るのか？」ということと同じなんだよ。 

 

人生という大きな視点ではそれは大切だと思うよ。でも、たとえばビジネスでは将来について俯瞰す

ることは大切だよね？ これからのことが俯瞰できなければ次の一手も打てないわけで。 

 



将来ありきで、ビジョンありきで考えると間違えるよ。今（現状）が分かっていないと将来の展開な

んて見えないから。結局、どんなに将来に意識を向けても、それは「今の連続の結果どうなるのか？」

という「今」ベースの話しでしか言えなくなる。 

 

基盤があるから将来の展開ができると。 

 

そう。基盤を作るのは「今」だろ？ それが分からないでビジョナリー何とかという本を読んだりす

ると、ビジョンが大事だとか言い出すわけだ。それで今の物事をコントロールしようとする。この違

いが分かるか？ 人生だってビジネスだって同じだ。「今」を知っていれば、おのずと将来は観えて

くるから。 

 

さっき、「焦るのは人生をコントロールしようとするのと同じ」って言っていたよね？ 

どういうこと？ 

 

逆に質問したい。 

あなたは、自分の人生をコントロールできる術を知っているのか？ コントロールできる強さを持っ

ているのか？ 魂の予定を変える具体的な理解があるのか？ 

 

そういう言い方するなって。知らないことの方が多いんだからさ。そう切り返すときに限って真実を

隠してきたよね。 

じゃあ、逆に質問したい。 

 

なに？ 

 

実は、人生をコントロールする強さや魂の予定を変える術ってあるんでしょ？？ 

 

……。 

 

やっぱり、あるんだ。でも「それは今は教えられない。自分で見つけなさい」って言うんだろうけど

さ。 

 

そうだよ。でも、わしがこれまで言ってきたことをしっかり認識していれば、おのずと見つかると思

うよ。なにも意地悪で「教えない」と言うわけではないのだから。 

 

ま、いいよ。俺も「もしかしたら秘訣ってこれかな？」というのはちょっと観えてきてはいるんだ。

ただ本当にそうなのか？を自分で考察してる最中で。 

 

そう。そういうスタンスが大事だ。 

でも、その秘訣を知る秘訣は、自分の時間軸を知り、それを遵守することにあることを言ってきたわ

け。ヒントはこれまで何度も何度も与えてきた。 

 

話が逸れたね。話を戻すが、他人と比べて優劣を感じてはいけない。そして、焦って行動してもいけ

ない。「急がば回れ」。まずはこれが基本だから。人生は然るべき時に然るべき形で物事が展開する



ようになっている。それは自然界や森羅万象を観ていたらわかることだ。人間も同じ森羅万象の中で

生きているのだからね。  

 

さっきの話に戻るけど、「夢や理想は、生活できることでなければ叶わない」って言ってたよね？ で、

俺の場合、音楽を夢見た時はその視点すら持っていなかったから叶わなかった、と。 

 

そうだね。 

 

もし、そこでそれを意識していたら音楽をしていたの？ 続けてた？ 

 

続けていただろうね。 

 

マジか。完全に自業自得ってことか。 

 

ただ、それでお金持ちになっていたかどうかは話が別だよ。 

 

それは分かってる。今はね。 

ただね、疑問があってさ。 

 

 

225 夢を叶える秘訣とは？ 

 

夢を叶えた人たち、ま、俺は音楽が好きだからアーティストの例しか出てこないけど、たとえばマド

ンナとかシェリル・クロウとか多くのアーティストは本当に貧乏している時期があるのよ。何年も。

でも、あるきっかけでブレイクした。 

その貧乏していた時、彼女達がそれを（夢は生活できることでないと叶わないを）意識していたとは

とても思えないわけ。 だって、貧乏で生活できていなかったんだから！ 

 

たしかに。 

 

でも彼女たちはブレイクした。でね、そのブレイクしたことが「然るべき時に然るべき形」で起きた

ことだとしたら、努力の意味が無いとなる。積極的に売り込んだりしても・しなくても、ブレイクす

る「時が来たからブレイクした」となる。 

 

あなたの言いたいことはわかるよ。 

つまり、「努力は必要だ」と言いながら「然るべき時に起きる」って、矛盾していないのか？と言い

たいわけだろ？ 

 

そうそう。理屈が破綻してない？ 

 

一言で言えば、「努力しなければ『然るべき時』はこない」ってことだな。 

 

努力が前提の話だと？ 

 



そう。 

 

じゃあ、貧乏する時期って必要なの？ たとえば、すげえ生活にゆとりがあって食べることにも困窮

しないとして、それで夢を叶えることだけに集中できる境遇だとしても、夢が生活できる（稼げる）

条件を満たしていれば叶うわけ？ 

 

叶うよ。当然じゃないか。「できること」をしているのだから。 

あとは、それをどう展開していくのか？ということになる。 

 

夢って本当にそれだけで叶うものなの？ 

 

あなたは今「それだけで」と言ったが、その重要性を本当に認識できている人間はどれだけいるんだ

ろうね？ 

夢を叶える秘訣は、①「自分がやりたいこと」と「できること」の違いを認識し、②「自分ができる

こと」を行うこと。③できることで具体的に「稼ぐこと」を意識すること。そして、④それを展開し

ていくこと。これだけだよ。 

ただ、多くのノウハウは、展開の仕方や稼ぐ方法に特化していることが多いのも事実だ。だから、「や

りたいことで成功できるんだ」と勘違いする。が、「やりたいこと」と「できること」は違う。 

 

じゃあ、なぜ貧乏しなければいけないの？ 

 

当人がそれを（貧乏を）選択したからでは？ 

 

でも、貧乏せざるを得ない、それしか選択肢がないこともあるのでは？ それとも、貧乏することで

運を貯めていたから成功できたのか？ 

 

あのね、貧乏するとか・しないとかの問題ではないよ。よく考えてごらん。 

そもそも、どんな夢であれ、その夢と生活が連動していないならそれは「趣味」なわけだ。悩むこと

はないし貧乏云々も関係ない。 

しかし、もし叶えたい夢と生活が連動しているなら、その夢は「稼ぐ手段」でなければいけないし、

稼げるスキルがないといけない。ここで、「やりたいこと」と「できること」の違いがハッキリ区別

できる。「やりたいこと」だけでは稼げないわけでさ。 

ここまではいいか？ 

 

わかる。 

 

さて問題は、「やりたいこと」と「できること」が比例していない場合だ。夢の多くはそうだろう。 

そこで選択肢が３つでてくる。①やりたいことをしないで、できることをする。②やりたいことだけ

に特化する。③やりたいことを「できるレベル」に仕上げる。 

 

①は悪く言えば「諦め」でもある。欲をかかず夢を捨てて固く生きていこうというわけだ。現実的な

考え方でもある。 

②は実力が無いのに夢ばかり語って何もできない状態、もしくはフライングしてしまう場合だ。当然

スキルが無いのだから無視されるしニーズもない。でもそれに気が付けず「世間は分かっていない」



と他者の原因にして「できるレベルに上げよう」という努力や意識を持たない。これは現実的な考え

た方ではないし単なる空論であり問題外だ。 

そうなると、特定のことで成功したいなら必然的に③しか残らなくなる。そしてよく考えれば、③は

時間を要することが分かるよね？  要は、アマチュアからプロに変化しないといけないわけで、修行

時期が必要になるから。 

 

たしかに。 

 

そしてもう一つの問題である、「現実に生活していくこと」も含めて考えないといけない。要は生活

費を稼がないといけないわけだ。でも、やりたいことでは稼げない。 

こうなると、限られた時間（24時間を）を「やりたいことをできるレベルに上げるために費やす時間」

と「生活費を稼ぐための時間」の２つに割かないといけないわけだが、早く成功したいなら、できる

レベルに上げる為により多くの時間を割かないといけない。そうなると、どうしても実費を稼ぐため

の時間が減ってしまい、生活を犠牲にせざるを得ず、必然的に貧乏になってしまう。当然の帰結だ。 

あとは、その犠牲を払うことを良しとするのかどうか？ 当人の選択次第だ。 

 

よくよく考えれば、夢を叶えたい場合、成功したいなら、どうしても③しか手段がないことが分かる。

だから、貧乏すれば成功できるとか、運を貯めるとかの話でもない。ま、やりたいことをできるレベ

ルに仕上げていくという意識をしっかり持っていれば、その努力はある意味「運を貯めている行為」

と言えるかもしれない。前にも言ったように、「運を貯める」って「具体的な努力のこと」だからね。 

 

OK。 

でもさ、人間って限界があるわけ。何かと大変だしツライことも多いしさ。 

いやね、これは甘えで言っているんじゃなくて、（努力の大切さもわかったうえで）どこまで突き詰

めたらいいの？という疑問があるのよ。 

そこんところ、どうなの？ 

 

 

226 万策尽きるという感覚 

 

どこまで突き詰めたらいいのか？ それは自分の意志次第だ。ただ、時間的な期限は設けた方がいい

よ。 

 

「１年と３年の法則」ってやつね（魂の方向性と連動していることなら 1 年で変化が起き、3 年で展

開するという法則。後はその連続を繰り返していく）。 

まぁ、成功や夢を叶えるとかもそうだけど、何か悩みを抱えていたら？ いつ解決するわけ？ どこ

まで悩む境遇に自分を置けば解決するの？ 努力で解決できない悩みだってあるでしょ？ 

 

スピリチュアルやご利益主義に傾倒していたらこういう言い方は危険なんだが… 

最後には神様が助けてくれるから。 

もちろん、特定の神様がいるわけでも、神様という存在が直接助けてくれるわけでもないし、それあ

りきで考えていてもダメだよ。神様の助けとは、自己の魂パワーの発露のことだからね。 

 

そこなんだよ。あえてスピリチュアルな視点で訊きたいんだけど。 



努力が必要だっていうのは分かる。ま、俺は昔ご利益主義で地に足の着いていない生き方をしてきた。

何かあるとすぐ「何とかしてくれるだろう」という思考で、「何とかしなければ」という自力思考を

持っていなかった。でも、人間は現実世界とスピリチュアルな不可視の世界との連動で生きているこ

とは否定できないわけで… 

 

順番の問題だよ。 

 

順番？ 

 

これまで言ってきたことを一言で言えば「まずは自力で。あとはお任せで」っていうことになる。 

人間は現実とスピリチュアルな世界の連動で存在しているが、そのどちらが優先されるのか？ どち

らに重点を置くべきなのか？ それは、スピリチュアルを差し置いてまずは現実的なアプローチが優

先される。なぜなら、あなたは現実世界に生きているのだから。だから、すぐに助けを前提に置くの

は間違っている。 

 

努力の度合いってどこまでなの？ どこまで悩み切れば、神様は助けてくれるの？ 

 

「成す術が無くなるまで」だよ。 

 

なぜ？ 

 

そうでないと神様は助けられないから。 

 

成す術が無くなるまでと言われても、なんか漠然としている。アベレージってあるの？ 

 

特定のアベレージなんて無いよ。それは「境地」だから。 

言い方を変えると、神様の助けは「こちらが出し切った瞬間」に起こる。それに時間的・物理的なア

ベレージは無い。意識の問題だから。 

 

もっと解説して。 

 

現実世界と魂世界ではエネルギー値が違うから、エネルギー値を同じにしないといけない。 

魂世界のエネルギー値は常にフルで 100%だ。それは「意識」という媒体でね。ということは、現実

世界にいるあなたも意識という媒体で 100%にしないとバランスが取れない。バランスが取れれば壁は

決壊する。つまり、神様の助けが起きる。 

 

では、問題は「どうしたら 100%に出来るのか？」 

そのために「努力しろ」と言ってきたわけだが、その「境地」が成す術が無くなるまで。つまり、「絶

望感を感じる」までだ。万策尽いて、成す術もなくて、どうすることもできない状態。 

 

万策尽きるまでいかないと何も展開しないわけ？ いちいち絶望感を持たないとダメなの？  

 

それが「境地にきたな」と一番認識し易いんだよ。 



何もしないでいたら「万策尽きた」とは言えない。要は「100%出し切ったのかどうか？」「悩み抜い

たかどうか？」だ。 

出来ることをすべて行ったうえで「あとはもうどうなるか分からない」という境地。その時にはじめ

て本当に意味で「藁にでもすがる」という感情が出てくる。「何でもいい、助けてくれ」ってね。こ

の感覚になると、誰が（神が）とか、何が（法則）とかいう対象も概念も無くなる。要は「無」にな

る。 

 

たとえば、こんな感じだ。 

色々考えた。色々尽くした。悩み抜いた。あとは相手のイエスかノーですべてが変わってしまう時。

もしノーと言われたら「もうお終いだ」という時に感じるあの感覚だ。その人に会いにいく時の緊張

感や不安。いざ会った時の怖さ。固唾を飲んで「頼む！」と言葉にならないうめきを感じる感覚。出

し切って努力すら通じない状態。言葉を無くす状態だ。 

 

そういう状態で初めて「思考」が効かなくなる。そうなると意識（魂）が漏れ出す。意識の発露を抑

止しているのは思考だから。その状態にもっていけるかどうか？だ。 

そこまでいくと、現実世界でのエネルギー値を自ら 100%に設定したことを意味する。そこで初めて

魂側の世界のエネルギーとバランスが保てる。 

 

神様（便宜上の表現）は、エネルギーバランスが取れていないとエネルギーを流せない。意地悪で流

さないのではないし、別に万策尽きるまで待っているわけでもない。物理的に流せないんだよ。 

だから、神様は当人の姿勢を観るしかないし、「早く 100%にしてくれ」と思って見守っている。そ

うしたらエネルギーを流せるようになるから、と。そして 100%になると、隔てていた壁が決壊する。

この現象を一般的には「ご利益」というわけだが、ご利益は始めから来ない。だから、努力して欲し

いわけ。問題を抱えていたら、悩みに悩み抜いて欲しいわけ。問題に、悩みに、浸るんだよ。 

 

答えが観えなくても？ 

 

それでいい。答えが観えたらそれはまだ余力があることだから。まだ出し切っていない。 

 

開き直れ、と？ 

 

そうとも言える。 

 

それは、いわゆる「背水の陣」をとれってこと？ あえて自分を追い込む。 

 

それは違うよ。強制的に背水の陣にしても物事は変わらない。それは、「追い込めば何か変わるだろ

う」という打算でしかなく、具体的なことは何もしていないから。エネルギーの使い方が間違ってい

るよ。単なる「排水」の陣でしかない。 

「何をしているか？」が重要なんだよ。ま、背水の陣にしたあと、努力するなら話は別だが、スピリ

チュアルと成功を連動して考えると、そこまで考えないことが多いな。 

 

要は「神様に委ねる」ってことだよね？ 

 



ま、そういう言い方もあるが、「委ねる」というのは誤解を招くからわしは好きではない。何もしな

いで勝手に委ねられても、こちらとしては何もできないから。それはさっき言った通りだ。 

 

それでも時間がかかるんだよね？ よく言われる「現実化には時間がかかる」と。 

 

現実化に時間がかかるのではないよ。これまで言ったように、努力してアベレージを 100%にするに

は時間がかかるってこと。現実化にかかる時間ではない。努力に要する時間のことだよ。惑わされて

はいけない。 

 

なるほどね。 

 

意識が重要だ。思考やら悩みや感情、エゴ、プライドなどで意識（魂）は常に蓋をされている。それ

をどう解放できるか？ 理屈はそれだけ 

 

ただ、それが難しい… 

 

そう思うだろう。が、難しくないよ。 

前にも言ったろ。なぜ努力が大事なのか？ 努力は時間を超越するから。 

思考や悩み、感情は時間と連動している。だから、思考や悩みや感情を「どうにかしよう」と思うと

難しいが、それと連動している「時間」にアプローチすれば良いのでは？ということで、集中の伴う

努力が一番だということ。 

悩みがあった時ほど、仕事や現実的にやらなければいけないことにあえて集中してみるのがいい。 

 

何かに打ち込んでいれば悩みも少しは忘れられるからっていう心理的なこと？ 

 

集中は時間を超越して意識アベレージ 100%にできる近道だから。 

いいか、細かいことは気にするな。「今やるべきことに専念する」。これだけだよ。そうすれば、物

事は然るべきときに変わるんだから。 

 

このトピックはもういいだろう。次の話題に移ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ９. 魂の効果性を発揮する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 スピリチュアル革命とは？ 

 

あのさ、前に「スピリチュアル革命が起きた」って言っていたよね？ スピリチュアル革命が一体何

なのか？についてもっと知りたいんだけど。 

要は、スピリチュアル界でのエネルギーバランスが変わったってことだよね？ 

 

ま、そうだね。 

 

前の説明では、霊界の構造が簡略化されたって言っていたけど、 スピリチュアル革命はそういう理解

で OK？ 

 

スピリチュアル革命が起きたことで霊界の構造が変わったのは事実だよ。霊界には幾つもの階層があ

ったが、それが単純に「天国界・中庸界・地獄界」の３つに統合された。霊界とは、感情エネルギー

の溜まり場でしかないのは分かっているよね？ 

 

知識としては分かっているよ。ま、観たことないから本当にそうなのかは分からないけどね。 ただ、

理解し易い。 

 

時代が変われば、その時々での理解や価値観も変わる。たとえば、昔は、水平線の向こうは崖だとか、

地球は水平でしかないとか、象が地球を支えているとか言われていたが、それが間違いであることが

分かってきた。 

 

それは、情報によって理解が変わったからだよね？ 

 

ま、聞きなさい。 

つまり、新しい知見が得られることで、理解や価値観のバージョンアップが行われてきたわけだ。そ

れが「歴史」ってことだ。 

 

さて、今話したことは、あなたの住んでいる現実世界の話だ。それと同じように、非現実世界も変遷

する。要は、スピリチュアルの世界でも理解のバージョンアップが起こるってこと。それは、魂が体

験するバージョンアップであり、アップ度合いは全ての魂の経験値が向上することと比例する。 

 

話を戻そう。 

では、スピリチュアル革命とは何なのか？ 

それは、「スピリチュアルへの理解を（人間が）バージョンアップしなさい」ってことだ。 

それに付随して、すべてはエネルギーバランスで成り立っていることを理解すること。つまり、現実

世界と非現実世界とのバランスを理解し、それを適用していきなさいってことも含まれる。 

 

どういうこと？ 

 

昨今のスピリチュアル・ブーム（それによって得られたスピリチュアル理解）を前提にして言うと、

スピリチュアルだけが全てではないってことをしっかり理解しろってことだ。スピリチュアルに偏重

しすぎている。 



もちろんスピリチュアルは、ある。ただ、そればかりでは無く、しっかり現実的な視点にたって物事

を俯瞰すべきなんだよ。そうでないと、生きる意味・存在している意義が無くなってしまう。そのた

めには、まず知識が必要になる。だから、その知識の一旦として「霊界の構造が変わったよ」という

情報などを話してきたわけだ。 

 

じゃあ、それを知恵にしているか？ 

「へぇ、霊界ってそうなんだぁ」って思っているだけではダメだ。その情報から、自分にとって役に

立つ知恵に（自分なりでいいから）落とし込むんだよ。落とし込めないなら、それは「あなたには関

係ない情報」ってことだ。 

 

たしかに、分かり易い判断だね。 

 

そう。時間は有限だからね。 

たとえば、昨今の科学では、意識は脳から派生すると言われている。だから、スピリチュアル（魂）

を排除した見方を持つグループもいる。つまり、これまで「神の領域」だと思われていたことも、単

に（脳を含めた）身体的機能という（スピリチュアルでも何でも無い）現実的なものに起因した産物

でしかないことがある程度見えつつある時代になってきた。 

ここから分かることは、絶対は無く、理解は進化・変化していくってことだ（進化とは変化だからね）。

そして、理解が増せば、応用も変わらざるを得なくなる。 

 

もし、あることが（例：除霊、ヒーリング、開運、自己実現ノウハウなどが）「神の成せる業・領域」

だと、いわゆる「スピリチュアルな範疇のこと」だと思ったままでいたら、スピリチュアルな応用し

かできず、現実には落とし込めない（効果が無い）。でも、神の成せる領域ではなく、「あなたが成

せる領域のこと」だと理解が深まれば、それは現実に応用でき、現実に効果を発揮できるわけだ。 

 

ただ、現実的なことだけでは説明がつかないことがあるのは否定できない。その（現実的なこととス

ピリチュアルな側面の）関連性を理解して、人間にとっての「現場」である現実世界での効果的な「生

き方」を知るべきってことだ。 

 

つまりスピリチュアル革命とは、「もっとスピリチュアルな意識を持て」ってことではなくて、その

逆でありバランスだ、と。しかも、その（現実と非現実の）バランス比率も変わっているわけだから、

古いバランス比率の理解のままで実践しても、時代はもう違うんだよってことか。 

 

だから、まずは現実的な視点で判断し、その次に、どうしても説明のしようがないこと、現実的な理

解では説明の付かないことに関してのみスピリチュアルな視点を加味しなさいってことだ。 

 

スピリチュアルはエッセンスでしかない、と。 

俺の親友が言っていたけど、「スピリチュアルはサプリだ」って。これは言い得ていると思うよ。 

 

要は、優先順位の問題なんだよ。順番を穿き違えると間違える。 

ただ、採るべき「サプリ」そのものへの理解を間違えても意味が無い。そして、間違ったものを採っ

ても効果が無い。わしが伝えてきたのは、スピリチュアル・サプリへの正しい理解を持って欲しいっ

てことであり、かつ、その内容（実態）が変わってきているから、（ある意味）新しい理解をまず知

って欲しかったわけだ。 



 

そして、その次の段階についても話をしてきた。 

それは、人生に影響のあるスピリチュアル理解と、人生に直接影響の無いスピリチュアル理解を分け

て理解すべきこと。たとえば、霊界の実態などは（興味のある人間には好きなトピックだろうが）、

それを知ったところで人生には目立って影響はないだろう。だから、人生と直結する魂についての理

解を深めて欲しいと思って、魂パターンなどを教えた。 

 

つまり何が言いたいのかと言うと、スピリチュアル革命とは、「スピリチュアルとの付き合い方を今

一度改めて考えてみなさい」という促し・提言でもある。 

 

趣味と実益を分けて考えろ、と。 

 

そういうこと。それが整理できた人間が、本当の意味で魂の効果を実生活で発揮できる。そうするこ

とで、意識の本質を理解できるようになり、自分の持っている本質・特性を効果的に発揮できる。た

だ単にスピリチュアルを「ご利益効果の手段」として利用しようとすると、逆に人生を迷わせるから

ね。スピリチュアル迷宮にハマるだけだから。 

わしはね、あなたにより良い人生を、より良い生き方をして欲しいと思っているからだ。ただな、人

生は色々あるよ。苦労も悩みもある。かつ、それを皆無には出来ない世界だから、苦労も悩みも無い、

理想もすべて叶えた完璧な人生など現実世界ではゼッタイにおくれない。ま、スピリチュアルに傾倒

すると、その現実すら観えなくなってしまうんだが…。 

だがな、正しい理解を持てば極力軽減できることもたくさんある（それで苦労の３パターンの話など

を前にしたわけだ）。 

 

それは実体験で分かるよ。 

 

じゃあ、ここで質問だ。 

（現実世界と非現実世界とのエネルギー）バランスを取る為に必要なことは何だと思う？ 

 

理解を深めること。 

 

そうだ。では、何についての理解だ？ 

 

何について？ だから、スピリチュアルの実態についての理解では？ 

 

違う。わしはさっき優先順位について話したよね？ 

 

そうなると、現実世界についての理解を深めることか。 

 

間違ってはいないが、正解ではない。もっと突き詰めて。 

 

あ、自分についての理解か。 

 

その通り。では、自分についての理解は何から分かる？ 

 



自分の性格とか価値観とか… 

 

自分のこれまでの人生から、だよ。 

何であれ「今のあなた」を作り出したのは、これまでの人生だ。もっと言えば、人生での体験から吸

収したこと。性格も価値観も自分の倫理感も趣向もすべては過去の体験の結果だ。それを理解しなけ

れば、「魂」という実態とその理解の落とし所（活用法・効用）が分からない。自分の身体の特徴を

知らなければ、サプリの選定・飲み方が分からないのと一緒だ。自分についての理解を知らずにスピ

リチュアルを優先してしまうのが（スピリチュアル的関心の高いタイプにみられる）大きな間違いの

もとなんだよ。 

 

ということで、人生をちょっと振り返ってみようか。 

 

 

228 個人的な回顧と本質について 

 

（注：ここからしばらく私の人生エピソードが続くが、そもそもこの対話が私の個人的な対話である

ことをご理解頂きお付き合い願いたい） 

 

では、あなたの人生を俯瞰して話してごらん。 

 

俺の人生を？ 

 

いいじゃないか、個人的な対話なんだから。 

 

俺は、、、 

どこから話そうか？ 

 

思い付くままでいいよ。それがあなたの本質だから。 

 

OK。 

俺が７歳の時に両親が揃ってプロテスタント系原理主義の教団に入信したことで、俺はずっとクリス

チャンとして教育され育ってきた。これは、今思い返しても大きな転機だったと思うよ。良くも悪く

もね。 

その教団は、聖書の記述をそのまま疑わずに信じることが大前提だったから、聖書に無い習慣や風習

は御法度だった。だから、７歳までの生活とその後の生活は完全に一変したよ。激変だった。 

 

嫌だったか？ 

 

それがね、俺的にはあまり抵抗がなかったんだ。ま、人格形成が始まる時期にクリスチャンとしての

教えを叩き込まれたから、それが普通だったし、正直疑問も感じなかった。ただ、他の人間と自分は

（価値基準が）違うことは分かっていた。でも、俺の問題はそこでは無かったんだ。 

 

と言うと？ 

 



俺は、いわゆる「霊感の強い子供」だった。当時は視覚的に幽霊を観ることは無かったけど、何か居

れば、それが良いエネルギーであれ悪いエネルギーであれ「あ、この部屋には幽霊が居る」というの

は分かるタイプで。 

だから、独りになるのが怖かったよ。夜皆が寝静まると、必ず嫌がらせを受けた。叩き起こされても

部屋に誰も居ないとか、寝てて足を引っ張られて部屋中振り回されたりとか、そんなのがしょっちゅ

うだった。 

 

その何が問題だったんだ？ 

 

ま、そんなことが起きるのも問題だけどさ、それを誰にも言えなかったんだよ。 

 

なぜ？ 

 

教団では、その手のことはすべて悪魔の仕業であり、それを体験するということは、俺も悪魔側の人

間だってことになる。ゼッタイにあってはいけないことだから。だから、そういう霊的な恐怖につい

ては親にも話せなかった。 

 

なるほど。 

 

ただ、20 歳で就職してからはそんな嫌がらせも無くなった。正直、安堵したよ。何が原因で落ち着い

たのかは分からないけど。 

話し戻すと、結局は３０歳までかなり真面目に教団の活動をしていた。要はエリートだった。 

 

けっこう、教団からは重宝がられたね。 

 

そうだね。ただ、２６歳くらいから何とも言えない「？マーク」が出てきてね。それは、教団に対し

て、そして自分に対して。そんな時期からまた霊者の嫌がらせが再開したんだ。３０歳過ぎて完全に

教団から脱会したときが一番ヒドかったよ。 

 

ということは、その嫌がらせをしてきた霊者と教団とは関連があるってことだね。 

 

あ、そういうこと…？ 

 

そう、そういうこと。本質的にはあなたと教団とのエネルギーは合っていなかったからね。 

 

マジか… 

じゃあ、何で俺は宗教人生を送ったわけ？ 

 

そう、そういう疑問が大事だ。とりあえず、先を続けようか。 

 

教団を辞めた後、リーマンショックの影響で失業した。当時は、教団を辞めた罰かなと思ったよ。た

だ、俺はミュージシャンになりたかったから、逆にチャンスだと思ってミュージシャン活動を始めた。

教団は、自己の夢を叶えることは御法度だったからね。 

 



なぜ？ 

 

自分のことではなく神の意向を最優先すべきであり、よって、自分のために時間を使ってはいけなか

ったから。 

 

ほほ、厳しいね。 

 

でも、結局はミュージシャンも失敗した。 

 

何でだと思う？ 

 

やり方を間違えたのもあると思うし、そもそも厳しい世界だから、成功すること自体が難しかったの

だろうと思うよ。そもそもの確率的にもね。 

 

それは違うな。 

 

なぜ？ 

 

どの世界（業種・業界）だって厳しいよ。何も音楽の世界だけが厳しいわけじゃない。薄っぺらい洞

察だね。 

 

じゃあ、なぜ音楽をし、それで結果が出なかったの？ 

ま、それは前に散々聞いたからいいけどね。 

 

続けて。 

 

で、ホテル業界に入った。そして、家内と出逢い、結婚した。 

 

で？ 

 

ちょうど２年前から、霊能の仕事を始めたね。 

 

それだけか？ 

 

あ、その前におじいちゃんとの対話が始まったな（笑） 

 

よし（笑） 

では、何も考えずに答えて欲しい。 

これまでの人生の場面で思い出すのは何だ？ 

 

ん、、それは、トラウマ的なエピソード？ 

 

トラウマは関係ない。無視していい。 

 



んん、、、５つの場面が出てきた。 

最初に思い出したのは、中学生の時の場面だ。 

 

どんな？ 

 

体育館で何かの全校集会があったんだけど、そこでスピーチをすることになって。ただ、何も考えて

いなかったからアドリブで５分くらい話したことがあって。話し終わったら、拍手喝采だったんだ。 

 

へえ、音楽でライブしたときの場面とかではなくて？ 

昔は、ビートルズの映画を観た時に衝撃を受けたとかあれほど言っていたのに？（笑） 

 

たしかに。音楽での場面は出てこないな。 

あと、教団にいた時に研究司会をしている場面を思い出した。 

ああ、彼らは今何をしているのかな？ 

 

研究司会って？ 

 

教団では布教活動をするんだけど、布教活動で興味持った人を信者にするために個人的な勉強会をす

るんだ。研究司会は、そこでレクチャーする人のこと。俺は、なぜか布教活動ではなくて勉強会で個

人指導することが多かったんだ。 

そして、最初のアルバイトが家庭教師だったこと。 

ああ、懐かしいな。 

 

あと思い出したのは、友人であれ恋人であれ、深い仲になった人たちと出逢った瞬間の景色がパッパ

ッと出てきた。 

あとは、３歳の時に高熱を出して、近くの病院までお袋が背中に負ぶってくれた、その背中を思い出

すね。３歳の子供からしたらお袋と言えども大きな背中なはずなのに、「ちっちゃい背中だな」って

思ったんだよね。 

 

なるほど。 

他には？ 

 

他には出てこない。連想して色々出てくるけど、最初に思い出したシーンは今言った５つだね。ふっ

と出てきた。 

 

なるほど。じゃあ、それでいい。 

さて、結論から言えば、各シーンの背後にあるもの。それが、あなたの本質だ。 

 

 

229 人生で「何に」意識時間を費やしているか？ 

 

その「背景」って？ 

 

それは後で扱う。 



では、次だ。 

あなたの人生で、何に一番時間を費やしている？ 仕事以外で。 

 

何に？ 

 

どんな分野に意識を一番費やしているか？ 「意識」という表現が難しければ、「関心事」でもいい。 

 

そうだな、、、 

単純に考えれば、やっぱり「宗教体験」だったと思う。だって、７歳から脱会するまで２３年間はそ

の環境にいたわけだから。 

 

そうだね。人生８０年としたって、その約 1/3もの時間を費やしているんだからね。 

 

そう考えると、かなり浪費しているな。 

 

浪費ではない。ネガティブに考えてはいけないよ。 

 

では、次に時間を費やしているのは？ 

 

おこがましいかもしれないけど、「人生の模索」に意識を費やしていたと思うんだ。今でも不思議な

んだけど、子供の頃から「なんで生きてるんだろう？」っていう素朴な疑問があった。それも、原因

は親が宗教を始めたことと関係している。俺がなぜ意外と宗教に熱心だったかと言うと、それを（そ

の教団が提示していた価値観、そして神を）突き詰めれば、なぜ生まれたのか？、なぜ生きるのか？

についての答えが出ると思っていたからなんだ。もちろん教団の価値観では「神のご意向に沿う生き

方をすればするほど人生の意義が見出せる」というロジックになるから、結局そこに「自己」は持ち

込めない。「自己」の意志よりも「神」の意志がすべてだからね。 

 

なるほど。 

 

つまり、「神」を経由して「自己」を確立しろってことであり、それは「神」色に染まってる価値観

ってことなんだとしばらくして気付いたってことになるんだけど。 

それと、あとは「霊」にまつわることへの関心が多かったと思う。それはさっきも言ったように、俺

的には子供の頃から「霊者」と思われる存在からの影響を受けていたから。だから、子供ながらに「目

には見えない存在」というか「不可視な領域」ってあるんだろうな、と思っていた。ま、そもそも属

していた教団が言う「神」だって「観えない存在」なわけで、要は、宗教という側面と個人的な体験

の両面からスピリチュアルへの関心があったことになる。そこに、「人生とは何？」という別の関心

も合わさっていたから、それにまつわることに意識を向けていた時間が多いってことなんだと思うよ。 

 

他には？ 

 

他に？ 

ま、あとは音楽だよね。趣味でバカみたいにいつもギター弾いていたから、音楽に費やした時間も多

いと思う。ただ、それはやっぱり趣味の範疇を超えてはいないとも思う。今となってはね。 

 



なるほど。 

で、どう思った？ 

 

意識論で言えば、神や宗教や人生に対して意識を向ける比重（重さ）と比べたら、音楽は下位だよね、、、 

 

そうなんだよ。 

（仕事にまつわることは抜きにして。言い換えればプライベート・パーソナルな部分で）自分の意識

が何に比重を置いていたか？ それが当人に本質になる。それは、どんなことに関心を払っていたの

か？ 費やした時間で判断できるんだよ。つまりあなたは（俺の場合は）、音楽ではなくて、もっと

大きなことに関心があり、それはスピリチュアルな分野でもあり、それを追求するのが「あなた」だ

ってことになる。 

 

これは人それぞれ違うから、他と比較しても意味がないよ。 

たとえばだが、意識せずに思い出すシーンが「誰かを憎む」とか「許せない」とかいうとっても感情

的なことに関連したシーンを思い出すこともあるだろうし、そういう人も多い。そういう場合は、そ

の感情にフォーカスすることに費やす時間が多かったとなる。 

 

逆説で言えば、費やした時間が多いってことは、それについてのプロだってことでもあり、得意なこ

とでもあり、武器でもあり、あなたが提供できるコンテンツでもある（もちろん、それをビジネスに

するか否かはそれぞれだが）。そして、それが、人生の目的と大きく関連している。人によっては、

それが使命でもある。 

 

使命？ ネガティブな感情が武器であり、使命なの？ 

 

勘違いしてはいけない。使命ってな、何も崇高なことばかりではないよ。使命とは、当人の魂にとっ

て「必要なことすべて」であり、それには「課題」が含まれてもいるし、要は、ポジティブな要素も

ネガティブな要素もすべて含めて自分が何を感じ、何を学び、何と折り合いをつけ、何を解消するの

かだから。それが自分で理解できるのに比例して（何かしらの手段・方法で）今度は提供する側にま

わるわけ。そして、その「提供すること」を仕事でするのか、個人（趣味）レベルなのか？ また、

その提供する「範囲」が、家族レベル、友人レベル、社会レベル、世界規模なのかは個人差がある。 

 

分かってもらいたいのは、自分を、①理解し、②受け入れ、③消化（昇華）し、④提供すること。

これが「人生」ってことだ。それを各自が各自の事情でしていけばいいわけで、シェアできる範囲で

（理解し合える者同士で）共有する。それが「社会」なんだよ。だから色んな意見があってもいい。 

 

でな、もうひとつ。 

いま言った①〜④の中で、どうしても④ばかりに集中してしまう傾向が高い。特にスピリチュアル

な関心が高いタイプは③④を「やらなければ」「極めなければ」と必死になる。つまり、アプローチ

が④から①へと移行する。でも①から④へとプロセスを経なければ③も④も分からないんだよ。

で、迷い、もがき、苦しみ、自滅する。 

 

つまり、「自分を知れ」と。 

 

そう。あまりにも「自分」を知らなさすぎる。 



で、これまでは魂とか魂パターンとかを教えてきたわけだが、これも④から①へのアプローチになる。 

 

確かにそうだ。 

 

そこで今、「①からのアプローチをしてみようじゃないか」ということで、まず自分の人生を俯瞰し

てみること、それに役立つ手段として、①どんなシーンを思い出すか？ ②何に時間を費やしてきた

か？というので指針を与えたわけ。これを定期的に（かつ真剣に）行いなさい。 

 

OK。 

でも、①からのアプローチが一番難しいように思えるな。それってエゴとかプライドとかに固執する

と、その時点から判断を間違えてしまいそうだし。 

 

そうだな。自分に正直になれるか？ 素直になれるか？がキーでもあるからね。 
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ここまでで ①人生を振り返り、②意識を費やしてきた時間が多いことは何か？を振り返った。どち

らもその「背景」があなたの本質になる。この本質からは絶対に逃げられない。 

そして勘違いしてはいけないのは、費やした意識の時間量は、「行動したこと」ではなく「意識して

いたこと」に費やした時間だ。分かるかな？ 

 

要は、「考えていた時間」ってこと？ 

 

それでもいいが、頭の中であれこれ考えていた時間ではなく、意識が関心を払っていた時間だ。スピ

リチュアル的に言うと「思考が停止して思考が無になった状態が多い時間」になる。 

 

あ、なるほど。でも、ちょっと難しい概念だな。 

 

「無」を語ると違ったトピックになるから、今は辞めて話を進めよう。 

 

あのさ、前から行動・実践が必要だって言ってたよね？ でありながら「行動したことではなく、意

識していたこと」が重要って、矛盾してない？ 

 

いい質問だね。でも単純だよ。 

「行動は意識の蓄積から起こること」だから。 

恋愛で考えるのが分かり易いだろう。誰かを観た瞬間に「好き！ 告白しよ！」ってすぐに告白する

（という行動を取る）ことは無い（稀にいるが、失敗するだけだ）。告白する背景には、意識の蓄積

がある。 

 

分かりやすい。 

 



今まで「行動・実践が重要だ」と言ってきたのは、意識は行動で実現するからだ。スピリチュアルへ

の傾倒は、「怖くて試合には出ないけど練習では完璧です」というのと同じだ。アウトプットがない。

ということは、エネルギーが流れない。よって、何も実現しない。 

ここで重要なのは、意識の方向性と行動が一致しているかどうか？だ。言い換えれば、意識の方向性

と夢・理想が合致していないと、行動しても何も実現しない。あなたが音楽で結果が出なかったのは

… 

 

音楽が自分の本質的な方向性では無かったってことか。 

 

優先順位がトップのことでないと結果は出ない。トップが実現できれば、下位の順位はおのずと実現

する。 

 

自分の理想が優先順位でトップなのか、下位なのかはどうやって判断したらいいの？ 

 

だから、①人生を振り返り、②意識が費やした時間が多いことを紡ぎ出して自分で理解することだ。

ここで間違えてはいけないのは、「やりたいこと」という基準だけで決めてはいけない。確かに本質

的な方向性（優先順位がトップのこと）と「やりたいこと」は大きく外れていないことが多い。だか

ら判断を誤ることも多い。その点については昔に話したよね？ 

 

実は、本来人間は優先順位が高いことから行動するようになっている。赤ちゃんを観ればよく分かる

だろう。ただ、色々な判断基準が付いてくると自分を強制するようになる。 

 

でもね、ま、俺の場合は音楽だったけど、本当に子供の頃から何かと音楽に時間を費やしてきたよ。

それがやりたかったことだから、音楽が優先だった。親父の楽器を隠れて弾いたり、レコード聞いた

り。８歳の時にギターを買ってくれてからはそればかりだった。 

 

本当に音楽が優先だったか？ 

 

ん… 

やっぱり宗教関連が優先だったな。睡眠、学校、宗教以外の「空き時間」のすべてを音楽に費やして

いたけど、あくまでも空き時間だったのは否めないな。 

 

そうだね。結局のところ魂の中では音楽は下位だったんだよ。ただ、宗教から解放されたときにその

下にあった音楽のランクが上がったから自分の中で重要になっただけだ。 

 

でもさ、それは親の意向で「付き合わされたから」必然的に宗教関連が優先だったのでは？ それは

俺の意志ではないのでは？ 

 

そういう親を選んで生まれたのは「あなた」だよ。 

 

なるほどね。それ言われちゃうと何も言えないな（笑） 

 

でもそれが、人生の目的を達成するために必要なプロセスだったから「それ」を体験した。 

こう考えてごらん。 



あなたの意志であろうがなかろうが、あなたの望んだことであろうがなかろうが、避けられないで体

験したことは「あなたの本質」の形成に必要なことなんだよ。 

 

要は「割り切れ」と。 

 

割り切りなさい。 

 

でも、割り切れないときもあるよね？ 

 

割り切れるまで悩み続ければいい。その間は、エゴ・プライド・ステータス・嫉妬心で自分の人生を

振り回すことになるが、結局は割り切らざるを得ないとこに行き着くから。 

何も「苦しめ」と言いたいのではない。ただ、そうなってしまうんだよ。もっと賢くなりなさい。 

 

賢く？ 

 

「賢い」とは「本質を見極められる」ことだ。それをまず「自分」に適用すること。そうすると人生

は展開できる。 

周りの成功者をよーく観察してごらん。知り合いでもいいし偉人でもいい。人生に展開を起こせる人

間は自分をわきまえている。割り切りが潔い。だったら、その賢さを先手で自分に適用すればいいん

だよ。 

 

なるほどね。分かりやすいや。 

割り切れない状況にハマっていると思うなら、割り切れなくてもとりあえず割り切ってみろ、と。 

 

そう。それこそ合理的な判断だと思うよ。 

 

面白いね。こんな話聞いたことないや。 

 

優先順位のトップが自分の目指す方向性と合っているかどうかを判断する。その時の自分にとってそ

れに食い違いが出てると展開は起きないから、だったら割り切って一度合致させていく。そうすると、

違った視点で自分が理解できるようになるし、現実的な展開・好転も起きる。人生とはそういうもの

なんだよ。 

 

魂の理想と自分の理想はズレていることが多いと。ただその理想の方向性は大きくズレていないから

見間違うことも多い。しかし、実態は「魂の優先順位」が優先されるし、そうなってしまう。 

 

そうだね。 

 

その判断は、（昔話してくれたけど）自分の与えられたポジション・役割から判断できるわけだ。 

 

そう。自分が目指したポジションではないよ。自分が与えられてきたポジションだ。そして、与えら

れた役割の内容と質だ。それを「今」の環境・ポジションで発揮していくこと。 

 



でも、ポジションが違うことってない？ たとえば、現場主義で現場で働くことが好きなのに現場デ

ィレクションを任されたり。その場合でも本人には「まとめ役」という本質は無いと思うのよ。でも

その地位が与えられたら「まとめ役」に特化しろと？ 

 

ポジションと地位は違うから。地位と自分の本質は連動しないよ。 

どんな地位であっても、生来持っている本質を発揮していけば大丈夫。バンドのプロデューサーだっ

て歌わなければいけないこと、演奏しなければいけないことだってあるだろ？ じゃあ「歌・演奏こ

そが俺だ！」と思うか？ 違う。あなたの好きなジョージ・マーティンやブッチ・ウィグを見習いな

さい（注：どちらも成功をおさめた音楽プロデューサー。数多くのセッションをこなすが、前面には

出てこない）。 

 

これも分かりやすい（笑） 

OK。 

で、次に取り組めることは？ 
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さてと、ここからが正念場になる。 

 

正念場？？ 

 

いよいよあなたの核心にせまる。 

覚悟した方がいいよ。人生エネルギーの流れを詰まらせている最大の感情的要因と向き合うことにな

るからね。おそらく、あなたとのこれまでの対話で一番重要な部分になるだろう。 

 

まだ俺にエゴがあるの？ 

 

大ありだよ（笑） 

人には必ず「感情にまつわるシコリ」がある。要は「エゴの中のエゴ」になっている要因のことだ。

それは人それぞれ違うが、ある程度生きてくるとその「最大のエゴ」と向き合わざるを得なくなるし、

もし何か大きな問題を抱えたら、そして、それを解決したいなら、最大のエゴと向き合って自分で解

消しなければいけない。要は、エネルギーの流れを詰まらせているものを取り除くこと。そして、最

大のエゴは理性によって深く隠れている。 

 

OK。で、俺にとっては何なの？ 

 

ところで、あなたは「神」を信じているか？ 

 

神？ どういう意味で？ 

 

信じているのか？ いないのか？ どっちだ？ 

 

信じているよ。もちろん昔の宗教時代に信じていた「神」は信じていない。あれは過去の話だから。 



でも、エネルギーがある以上はその根源があるわけで、根源は「ある」と思っているし、それを「神」

と言うならば、信じていることになると思うよ。 

 

まわりくどいな。ま、いい。 

さて、その宗教の神を捨てた後、あなたは色々な神を模索したね。 

 

色々な宗教の人と話したし、色々調べたよ。 

 

それで何を学んだ？ 

 

どの宗教も「言っていることは共通している」んだってこと。 

 

それで？ 

 

それで？ って何？ 

 

「宗教が言っていることは共通している」という理解は、宗教に対する客観的な結論だ。それはそれ

でいい。では、その結論とあなた・あなたの人生との関連についてどう洞察している？ 

 

さっき言ったような概念に落ち着いた。 

 

いや、そういうことを訊いているんではないんだ。 

質問を変えよう。 

あなたが至ったその結論は、宗教時代の「神」を否定する為だけだったなのでは？ 

その「神」について今どう思っているんだ？ 

 

それはもう昔の話だよ。正式に脱会したことでその神とはケジメつけたし、自分にとってはもう関係

ないんだよ。 

 

それは確信ゆえか？ それとも、エゴか？ 

 

エゴ？？ エゴなわけないよ（笑） 

これでも俺はあの宗教や神についてもの凄い調べて、「俺には必要ない」と判断した。感情的にも理

論的にも納得した上だよ。あの宗教や神に対してはいくらでも論破できる。 

 

「論破できる」と今言ったね。それはエゴではないのか？ 

言い方を変えよう。 

そう言うことで「自分を守っている」のではないのか？ 

 

守っている？ 分からないよ。勝手に分析すればいいじゃないか。 

 

ってことは、その神を否定したわけだな？ 

 

そうだね。否定した。 



 

今でも否定しているか？ 

 

俺にはもう関係ないこと。 

 

それが問題なんだよ。実に大きな問題だ。 

 

問題！？ 何が問題なんだよ！？ 

宗教をやめない方が良かったとでも！？ 

 

やめる・やめないなんて、どーでもいい話だ。 

結論から言えば、その選択はエゴでしかないのでは？ エゴはダメだよ。 

 

ちょっと待って。さっきも言ったように、俺は確信して「その神は必要ない」と判断したんだよ。 

 

確かにあなたは理論的にそう判断したと思うよ。でも、それとエゴとは別問題だ。 

そしてもう一つ。 

否定してはいかんよ。 

 

否定しちゃいけない？ 

OK。何が言いたいんだよ？ 

 

その神を「認めなさい」ってことだよ。 

 

認める！？ いやいや、それは無理だよ。もう答えが出ているんだから！ 

 

なぜそんなにその神を否定するのかね？ 認めて何を失うんだ？ 逆に、認めないで何のメリットが

あるんだ？ 言ってごらん。 

 

だから、その神と俺は「関係ない」ってことだよ。 

 

必要も無くて関係も無いなら、認めたっていいんじゃないのか？？ 

なぜそこまで意固地になるんだ？ なぜだ？ 

 

なぜ？ 

 

見方を変えてみようか。 

誰でもいいから、小学校の頃のクラスメイトを一人思い浮かべてごらん。 

 

OK。 

 

彼の存在を否定するか？ 

 

しないよ。 



 

なぜ否定しない？ 

 

関係ない、から。 

 

彼の存在を認められるか？ 

 

認められるよ。 

 

そうだろうね。その彼はあなたと関わりがあったが、特にあなたに感情的インパクトが無いからエゴ

も無い。悪く言えば「どうでもいい存在」だから、否定だの、認めるだの関係がない。実に「普通」

だ。ナチュラルだ。 

それが、その「神」となると事情が変わる。その神の話題になるとあなたのエネルギーが刺々しくな

る。それはエゴがあるから。わだかまりがあるからだ。 

 

でもそれは、その「神」という「対象」があるからであって、極論、致し方の無いことでは？ 

 

そこだよ！！ 

エゴには対象がある。対象がなければエゴは存在しない。分かりやすいのは、自分に迷惑をかけた人

間へのエゴだろう。そういう相手に対してはエゴが出る。なぜなら、感情が揺さぶられたからだ。感

情を込めた相手だからだ。 

 

ただ、そのエゴは「あなた」が抱えているものであって相手のエゴではない。つまり、今あなたを根

詰まらせている感情的フィルターは、①対象があるエゴなのに対象を認めていない、②そのエゴは自

分が抱えているものではないと理解している。つまりエネルギーが「どん詰まり状態」だ。 

 

そうなると、すべてを理性で「理解しよう」とする。理性での「自己処理」をしようとするわけだ。

でも限界がくる。そうなると他人を責め、他人のせいにする。そうしてしまうのは、単純に自分の感

情キャパを超えていることだから。エゴとは、自分の感情キャパを超えた処理できない感情的シコリ

のことだ。そうなってしまうのは、「相手を認めない」から。あなたの場合は「神」だ。 

いいか、「相手を認めること＝自分を受け入れる」ことなんだよ。わかるか？ この重大さが。 

 

どういう意味？ 

 

その相手（わたしの場合は「神」）もあなたの人生の一部だ。 

自分の人生に大きく関わった存在であること。そして、その存在を信じた（感情を割いた）自分がい

ること。その存在に時間を費やしたこと。相手のエネルギーが存在していること。そのエネルギーの

庇護のもとで生きた人生（時間）があること。 

相手に費やした感情を自分が認められないこと。それが最大のエゴだ。 

 

ちょっと待って、、、 

 

いいか、よく聞け。 



要は、まだ「わだかまり」が残っているってことだよ。そのわだかまりを理性で隠そうとしている。

「自分は間違っていない」と自分で言い聞かせようとしている。逆に言えば、過去の自分の人生・時

間・労力を「ムダだった」と思っているから認められない。時間を返せと思っている。でも誰の責任

にもできないから、自分で自分のエゴをもっともらしい概念で肯定しようと必死になっている。 

もしその神があなたにとって本当に関係なくて、必要もないのなら「あ、そんな神がいてもいいんじ

ゃない」って認められるはずだ。認められないのは、自分の過去を受け入れられないからだ。まだそ

の神を引きずっている。 

 

ちょっと待って… 

 

混乱するのは当然だろう。それは分かる。 

人生が膠着するのには原因がある。その原因があなたの場合は「神」であり、それに関係した自分の

人生を受け入れられないことだ。その神（というエネルギー）に感謝できたら、人生は変わるよ。 

もちろん、それをするかはあなた次第だが。 

強制はしないが、そろそろ過去の自分を受け入れてもいいんじゃないか？ もう少し時間がかかりそ

うだがね。 

 

「認める」とか「受け入れる」とかの意味がまだピンとこないな。 

俺の場合は「神」だけど、それは特殊な例でもあるよね？ 一般的な理解ではどうしたらいいのか。 

 

最大のエゴにまつわることは、いわゆる「先祖代々の意志を受け継ぐ」ことへの理解に大きくつなが

る。たとえば、宗派や檀家的な継承とどう向き合うか？ そもそもなぜ自分はあの両親や家庭、そし

て人生を選んだのか？への答えにもつながる。だが、今は他の話に移ろう。もう一つの感情と向き合

う必要がある。 

 

 

232 自分のカルマ感情を認める 

 

もう一つの感情？ 

 

さらに感情について突っ込みたい。あなたの人生の流れを詰まらせている感情について。 

さっきまで話していたのは「神」との折り合いを付けることの重要性だったが、もっとパーソナルな

ことに目を向け、それと折り合いを付けることが必要になる。 

 

さて、思い出して欲しい。 

人間が持っている魂は二部構成になっていたが、憶えてるかな？ 

 

意識魂と感情魂。 

 

そうだね。感情魂とは？ 

 

カルマ、だね。 

 

そう。その内訳は？ 



 

エゴ、プライド、ステータス。 

 

そうだ。そして、もうひとつある。それがあなたの最大の武器でもあり、最大の闇でもあり、最大の

ネックでもある。 

 

え、なに？ そんなのがあるの？ 

 

嫉妬心だ。 

 

あ、、、確かに。 

 

自分でどう思っている？ 

 

俺は、、、何て言うのかな、、、、 

 

素直に認めてごらん。 

 

俺は、嫉妬深いんだよ。尋常でないほどに嫉妬深いんだ。 

 

よく言えたね。とってもいいことだ。そう、あなたは異常に嫉妬深い人間だ。 

じゃあ、自分について少し考察してごらん。 

 

考察？？ 

ん、、、好きになった女性への嫉妬心がハンパないんだ。過去の恋愛もすべて嫉妬で壊してきた。 

 

たとえば？ 

 

具体的に言うの？ 恥ずかしいな。 

 

いいじゃないか、わしと二人だけの話なんだから。 

 

要は、束縛してきた。俺だけに気を向けてて欲しいんだ。だから、他の男との接触はどんな些細なこ

とであれ絶対にダメだった。付き合ってまずするのは、自分の携帯アドレスから彼女以外のアドレス

をすべて消す。そして、それを相手にも求めた。 

 

最もらしい言い方でな（笑） 

 

そう、だね、、、 

 

誠意の裏返しであり、信頼していない証拠でもある。 

嫉妬は恋愛だけか？ ビジネスやすべての人間関係でも嫉妬心はあるか？ 

 



恋愛だけだね。他の人間が出世したり成功したりすることには特に何も感じないけど、恋愛ではそれ

が持てない。 

 

既に成功している人間には？ 

 

羨望はあるよ。「いいなぁ」って。「でもなぜ俺はそうじゃないんだ？」と思う。 

 

それも嫉妬だな。だが、あなたの嫉妬の対象はプライベートな関係にあるってことだ。まだマシだ。 

 

不思議なんだけど、自分が信頼している男と彼女が接していることには嫉妬心が出ないんだ。 

 

ということは、「自分が知らない」ということが怖いんだな。 

 

そうそう。ま、極論すれば、「何でこんな男と連絡取り合っているわけ！？」という感覚なんだよ。

その相手が俺的に「さすがだ」と思える要素があれば納得できるけど、そう感じない相手と接触して

いると「え？ あなたってそんなレベルなの？」って思ってしまうんだ。 

 

ステータス、だな。 

 

そうだね。何て言うのかな、センスが無いことがキライなんだよね。何であれセンスを感じると許せ

るんだけど、センスを感じないことへの異常なイラつきがある。 

 

でも、それは「あなたのセンス」が基準になっている。もし「センスを感じない」と相手に思うなら、

それはイコール「あなたもセンスが無い」ことを意味しているよ。 

 

ま、そうなんだけど。 

 

だいぶ自分の恥部をさらけ出したな（笑） 

まとめれば、「嫉妬深くてステータスを気にする男」ってことだ。最低だな（笑） 

 

笑うなって、、、 

 

笑われたってイイじゃないか！ 要は「流せない」んだろ？ それは「こだわり」であり、こだわる

ということは、そこにエネルギーを割いているわけだ。客観的に判断してごらん。自分を守ることに

どれだけのエネルギーを割いていると思う？ 

 

ん、、、 

 

７５％のエネルギーをそこに割いているよ。 

 

そんなに？ 

 

つまり、エネルギーの流れのパイプがあるとしたら、7.5割も詰まっている箇所があるってことだ。ド

バって魂のエネルギーが流れているのに、そこで根詰まりを起こして 2.5割しか流れないわけで、残



りの７５％を常に他人から奪おうとするしかないわけだ。あなたは、どれだけ他人に迷惑をかけるの

かね？ 

 

しかも、仮に７５％を他人から奪えたとしよう。でも、それは補足であって根詰まりの「除去」には

ならないから詰まりはずっと続く。よって、いつまでも他人に迷惑をかけ、他人のせいにし、感情的

な自立もできず、人に認められないと落ち着かない人間だってことになる。そんな「あなた」を誰が

信頼するんだ？ 

で、今はどうだ？ 

 

自分で言うのも変だけど、嫉妬深いのはだいぶ自分の中で折り合いが付けられるようになってきた。

それは、家内のおかげでもあるから感謝してる。 

 

バランスが取れてきたわけだな。 

 

結局のところ、知らないことを勝手に妄想して、勝手にストーリーを構築して、勝手に結論付けてい

るだけなんだよ。その発想というか、俺の思考回路が原因なんだよ。だから、自分が「知らないこと」

は知らないでイイじゃないかって思うようにしたんだ。 

そして、仮に相手が（今で言えば家内が）知らない男と接触していたとしても、それは家内の（人生

の、魂の）都合で起きていることであって、そこは介入できないという見方を持っていることも影響

していると思う。 

 

「ご縁」での出逢いには必ず意味があるからな。 

 

そうだね。ま、今の俺の見方が良いか悪いかで人によっては異論・反論はある。でも、自分でバラン

スを取るには効果的な概念だってことに気付けた。そしたら、生きるのが楽になった。呼吸するのが

楽になったって感じかな。 

 

そう。何であれ、そうやって自分と折り合いをつけるのが大事だ。 

ただ、それが「本当の強さ」だと思ってはイカンよ。自分が持っている強さとは、社会・世間の反応

でしか判断できないからね。なんて言ったって、あなたが生きているのは「現実世界」だから。そう

なると、スピリチュアルな強さなんて関係なくなる。 

 

確かにね。 

そう、俺がスピリチュアルに関心を持ったのは、そこなのかもしれない。 

確かに「生きるとは？」「なぜ生まれたのか？」という大きな関心があって自分なりにスピリチュア

ルに傾倒した。でも突き詰めれば、スピリチュアルというツールを使って自分の強さを感じたかった

んだと思う。「俺は間違っていない」という自己安心。 

 

７５％の浪費の埋め合わせをスピリチュアルから得ていた。 

 

そう。 

 

強さを勘違いしちゃいかんな。 

自分のカルマ感情を「隠すための強さ」は強さではない。 



 

それって、どう自分で判断したらいいわけ？ 

 

だから、社会・世間が判断するから。要は、社会的な信頼を得ているかどうか？で判断するしかない。 

いいか、家族・友人の良い評価を真に受けてはいけないよ。そういう仲間の意見は「色々な事情が分

かった上での意見」であり、弱さも分かってくれた上での意見だ。でも、世間は弱さなんて配慮しな

いからね。そういう世界を生きているんだよ。 

 

そこでだ、各自の生き方にバリエーションが出てくる。 

世間の評価を気にしない生き方と、世間の評価を気にする生き方だ。 

前者を世捨て人と言い、後者を社会人と言う。 

もちろん、どちらを選択するも良しだが、どちらを選択しても人生では世間的な評価を痛烈に受ける

時がある。良い評価ならまだしも、ツライことならそれを最大の苦労だと感じるだろうし厳しいだろ

う。が、その評価は、これまであなたが培ってきたもの（カルマ感情を無視してきたこと）への評価

だ。 

突き詰めれば、それは、自分のカルマ感情との折り合いの付け方・バランスの取り方の成熟度合いへ

の評価でもある。病気もそうだ。ま、病気についてはここでは扱わないが。 

 

じゃあ、どうしたらいいわけ？ 

ぶっちゃけ言って、カルマ感情ってカルマでしょ？ それを完璧に無くすことなんて無理だと思うの

よ。 

そして、感情むき出しでも社会的評価を受けている人間もいる。それはどう説明するわけ？ 

 

 

233 カルマ感情の解消方法 

 

まずは、自分がカルマ感情を持っていると素直に「認めること」だ。 

私はエゴが強いんです。 

いつもプライドを保とうします。 

何よりもステータスを気にするタイプです。 

すぐに嫉妬します。 

 

自分で認めるだけなら誰にも迷惑かけない。認めないから迷惑をかける。 

認めないままだと、それを隠すために（つくろうために）対外的に嘘をつくようになり、それが態度

に現れ、嘘で自分をコーディネートするようになる。が、自分でそれを抱えきれなくなって自己崩壊

する。そして他人に迷惑をかけ、裸の王様になり孤立する。 

 

単純にこう自問してごらん。 

「エゴを守ったことで、これまで何か良いことがあっただろうか？」 

「ステータスを維持したことで、プラスになったことがあるだろうか？」 

「プライドを保ったことで、人間関係が改善しただろうか？」 

「嫉妬深いことで、相手からの信頼を得られたことがあるだろうか？」 

 

「カルマ感情を隠すことでこんな良いことがあった！」と言える人間などいない。 



性格とは、カルマ感情を隠して人間関係を上手く構築するために作り出した演出した自分でしかない。

でもそれはあくまでも演出であり、いずれは本性が露呈する。そういう時に信頼を失う。信頼を失っ

たら人生は終わったも同然だからね。だからこそ、自分の「負」も自分で認め受け入れるしかない。

それができて初めて本当の「自分の発揮の仕方」が分かる。 

 

カルマ感情を認めないことを喩えれば、野球は好きでもピッチャーの素質が無いのにエースにこだわ

るような感じだ。野手のほうが向いているのにな。でも転向できない。 

 

イチローや王貞治元監督みたいな。 

 

そう。彼らは本当は投手志望だった。でも周りから「向いていない」と言われてポジションを転向し

て偉大な業績を生み出した。もちろん努力も大事だ。でも、素質に向いていない努力をしても、それ

は結果と直結しない。ここがスピリチュアルの落とし穴になる。夢だの成功だの、常に「結果」にフ

ォーカスして「足下」にフォーカスしないから失敗する。たったそれだけの話なのに気が付かない。 

 

どうしたら、自分のカルマ感情を知れるの？ 自分のカルマ感情の知り方は？ 

 

それは自分で分かってるだろ？？ 

 

分からない場合は？ 

 

それは、無い。分かっているものだよ。 

ただ、９つの魂パターン別で、どのカルマ感情が強く出るか？はある程度決まっている。 

 

じゃあ、こう考えてごらん。 

カルマ感情には、①対外的に現われる傾向と、②内向的に現われる傾向という２つの側面で「独特な

思考回路」があり、それが言動に現われる。 

 

＜対外的＞ 

・エゴは他人を攻撃する。 

・プライドは他人を卑下する。 

・ステータスは他人を比較する。 

・ジェラシーは他人を疑う。 

※他人をどう観る傾向が高いか？を自己吟味してみること。 

 

＜内向的＞ 

・エゴは自分を正当化する。 

・プライドは自分を尊重化する。 

・ステータスは自分を基準化する。 

・ジェラシーは自分を潔白化する。 

※自分をどう観る傾向が高いか？を自己吟味してみること。 

 

すべては、自分がカルマ感情を持っていることを素直に認めること。ここから始まる。 

 



認めるだけ？ 

 

まずは認めること。そして、効果的なのは、それを公言してしまうことだ。 

 

認めると、どんなイイことがあるわけ？ 

 

自分と相手を愛せるようになる。 

 

愛？？ もう少し現実的なメリットはないの？ 

 

信頼されるようになる。 

そして、自分のカルマ感情を知るもう一つの方法は、他人に訊いてみることだ。「エゴ・プライド・

ステータス・ジェラシーの中で私が強く固執しているのは何だと思う？」と率直に訊いてごらん。そ

の返答は結構キツいだろうが、それが現実だ。他人はあなたのことをよく知っているものだよ。信頼

できる人に訊いてみな。 

 

それは分かる。家族は特に分かっているよね。 

 

たとえばだ、「あの人ってプライドが高いよね」と思う場合。カルマ感情は必ず表面化するから、他

人にはすぐに分かる。逆に言えば、もしあなたが「あの人ってエゴが強いな」と思うとしたら、相手

もあなたのカルマ感情が何かが分かっているということだ。それなのに、取り繕って「違う」という

態度を取る。弁護する。 

そういう人がいた場合、信頼できるか？ 逆に、自分がそんな場合、相手から信頼されると思うか？ 

 

それって、ズボンのチャックが開いていることをそっと教えてあげたのに、「いえいえ、開いてませ

んから。なぜならば…」ってあれこれ語るのと同じくらいに「恥ずかしい」ことだな。 

 

よく分からん喩えだな（笑） 

でも、言いたいことは分かる。 

ま、そういうことでもあるな。「カルマ感情に固執すること＝恥ずかしい人間」に映っているわけだ

から。 

 

OK。で、カルマ感情を認めて上手く付き合えたとしよう。それが信頼に反映されると。 

じゃあ、その信頼度合いは、どう判断できるわけ？ 

 

仕事が増えるかどうかだ。 

 

なるほど。そうきたか。 

でもね、正直言って、自分のカルマ感情を認めることで物事が変わるとは実感がないから分からない

んだよ。それが自分の苦労の原因になっていることは実体験から分かるけど、効果を実感していない

から。 

せいぜい言えるのは「呼吸することが楽になった」というくらいで、とっても抽象的なものでしかな

いわけ。 

 



そりゃそうだろう。本当の意味であなたはまだ自分のカルマ感情を認めていないから。だからさっき

「自分で（嫉妬深いと）言ってごらん」と言ったんだよ。その時、どう感じた。 

 

恥ずかしかったな。 

 

そう。それは恥ずかしいことだ。そしてツライことでもあるだろう。だからなかなか自分で認められ

ない。彼だって「投手を諦めるのはツラかった」って言っている（彼の自伝にも書いてある）。まず

は認めてごらん。今すぐでなくてもいい。 

少し前に話した「神」と折り合いを付けることも、自分の感情カルマを認めることも、いずれは「そ

うせざるを得ない」という気づきが起こるだろう。その時、もう一度真剣に考えてみればいい。受け

入れなさい。 

 

もう一つの質問。 

カルマ感情は「カルマ」なんだから、無くすことはできないよね？ 

 

確かに、カルマ感情はカルマだから完全に無くすことはできないし、無くす必要もない。カルマ感情

は良い武器にもなるからね（良い武器については、今は話さないが）。 

大事なのは、自分のカルマ感情を知り、折り合いを付ける術を知ってカルマ感情と上手く付き合う術

を取得していくこと。それが人間力の向上だ。そして、感情で他人に迷惑をかけないこと。 

よく「罰が当たる」という表現があるが、それは相手に投げた「感情」が還ってくることを意味して

いる。エネルギーの反動とは感情の反動だから。それをよく理解するように。 

 

冷静に「スピリチュアル」を理解すれば、カルマ感情が人生最大のネックであることが分かる。何度

も言ってきたが、人生の苦労は、カルマ感情を隠すために必死に取り繕うとするから起きるのであり、

「いい加減に気付きなさい」という魂からのサインが「苦労」だから。物事が進展しない、恋人がで

きない、結婚できない、人間関係が上手くいかない、仕事がうまくいかないなども、突き詰めればカ

ルマ感情を無視しているから起きる。すべては「自分次第」だ。 

 

でもさ、モロ感情むき出しで成功している人間もいるよね。エネルギーの反動すらないようにも思え

る。そうしたら、別にカルマ感情云々なんて関係ないんじゃないの？？ってなるよね。 

 

本当にそうか？ そういう人間は本当にエネルギーの反動もなく、カルマ感情に原因した苦労もなく

成功しているのか？ 具体的に言ってみて。 

 

つまり、何も知らないで言うなって？ 実は反動もあって、苦労もしていると？ 

 

そうだよ！ 因果関係を当人が（まわりの人間も）分かっていない、気付いていないだけだ。もしく

は、知ってか知らずかは別として、感情の反動を上手く避けているのかもしれないな。 

 

なるほど。そうなると、ぶっちゃけ「自分が良しとするなら、カルマ感情を気にしなくても・認めな

くても良い」ってことになるよね？ 

 

そうだ。それも「自分次第」だ。 



あなたが「気にしねぇ」と割り切るなら、それも有りだ。ただ、割り切ったからと言って、エネルギ

ーの連鎖反応が無くなるわけではないから勘違いしないように。 

そして、あくまでも「自己責任で」ということは忘れないように。まだ自分で認めたくないこと・納

得できないこともあるだろう。ただ、気づきがあったときは、一度素直になってみなさいということ。

それだけは言っておく。 

 

ま、そうだな。 

でも、それって「後は知らないよ…」ってことだろ？ 

 

ほら、それがカルマ感情だ。 

ま、いい。 

今はこれ以上 感情について扱うのは辞めておこう。 

 

＊ 

注）この一連の対話は、昨年 2014 年の晩秋〜年末に行われていたものになる。 

正直に言えば、この対話をしていた時はかなりの不満と苛立ち、疑念が入り交じった状態で対話して

いたため、素直に認められなかったのが事実になる。 

そこで当時の私は、「じゃあ、何かしらの気づきがあるというなら、それが起きてから考えればいい

や」と結論し、私の人生エネルギーの流れの詰まりであると言っていた「神」「カルマ感情」につい

ては考えないようにした。つまり、無視した。 

 

しかし、今年に入ってからというもの、「神」「カルマ感情」についての意識を改めさせる、あり得

ないようなことを数々体験したことで、当時では想像もしていなかったような心境に至った。もちろ

ん良い意味で（そのエピソードはいずれ公開するかもしれない。が、話しが長くなるので割愛する）。 

ま、祖父が言っていることが絶対とは言わないまでも、少なくとも私に関しては祖父が言っていたよ

うになってしまったのは否めない。要は、「身の程を思い知らされた」ことになる。 

 

つまり、これまでの私は、感情で他人に迷惑をかけてきたということ。 

学生の頃から「瞬間湯沸かし器」と揶揄されるほどに気が短く、すぐに感情を爆発させるタイプだっ

た。しかし今は、カルマ感情との折り合いをつけて、感情に振り回されないようバランスを保つこと

を意識して生活し、生きている。 

そうすることでの結果がどうなるのか？は、今は未知数でしかない。が、ひとつだけハッキリしてい

ることがある。楽になったこと。上手く表現できないが、明らかに「楽」になる。そうすると自然と

物事が動いていく。 

 

ちなみに、カルマ感情を受け入れたといって苦労が無くなることはない。悩み・不安がついてまわる

のは生涯変わらない。が、それは「建設的な苦労」になるので、解決できるものとなる。 

そもそもこの対話の始めの頃に書いた「無意味な苦労を避けられるか否かが人生の展開に影響を与え

る」ということが、この「カルマ感情の解消」になる。 

＊ 
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さて、質問したいことがある。 

 

なに？ 

 

あなたは、なぜスピリチュアルに興味を持っている？ 

 

なぜ？ 

 

一言で答えてごらん。 

 

んん、、、 

好きだから、かな。 

 

シンプルでいいね。 

そう、単純に「好き」なんだよ。 

ということは？ 

 

ということは？？ 

 

考えなさい。 

 

ちょっとヒントくれよ。 

 

「好き」ってことは、何と一緒だ？ 

 

趣味、か。 

 

そう、趣味だ。 

ということは？ 

 

まともに付き合うものではない。 

 

その通り！ 

 

ちょっと待って。 

「好きだ」と言ったのは本心だよ。なんだかんだ言って俺はスピリチュアルに興味があるし、好きだ

と思う。でも、「趣味だ」と答えたのは、これまでの対話を踏まえた上での答えであって、つまり、

本心ではなく、予測の答えになる。 

 

確かに『好き → 趣味と同じ → まともに付き合うことではない』という概念は筋が通っているよ。そ

れで「もういいや」と距離を置くこともできる。 

ただね、「好き」って、本質なんだよ。 

好きになる理由や意味が分からなくても、レベルが高かろうが低かろうが関係ない。それが原動力に

なることもあるのだから。要は、アプローチの仕方なのでは？ 



 

なるほど。 

つまり、『好き → 趣味と同じ → まともに付き合うことではない』という概念を否定すると？ 

 

否定じゃないよ。 

「好き」を素直に認めたら、それと付き合わざるを得ないってこと。 

 

正解。その通りだ。 

 

本質って、結局のところ「本人にとっての本質」なんだよ。でも、それを本質だと素直に認められな

いことが多い。それはなぜか分かる？ 

 

あはは、逆に質問された（笑） 

「比較」だよ。周り（世間・社会・仲間など）との「比較」と「評価」が原因だ。 

 

そう。何であれ自分が至った「答え」というのは、「その時の自分にとって」ベストな答えになる。

でも、自分が至る「答え」と「本質」が同じとは限らないんだよ。なぜか？ 

それは、「自分」とは自分だけでは認識できないから。他者がいて初めて自分が認識できる。そうな

ると、「他者にとっての自分＝自分」だと勘違いする。 

 

でも、これは避けられない。人生プロセスの一部だから。 

問題は、そのままでいいのか？ということ。 

いや、それでも別にいいんだよ。当人が「葛藤しない」なら。でも、何であれ「葛藤」を抱えていた

ら？ 

 

それは「対外的な評価を気にして自分のイメージを作る」から。 

 

そう。でもね、答えを出しても葛藤が残る。そこでまた答えを出す。でも葛藤が続く。結局、答え・

葛藤・答え・葛藤・答え・葛藤の連続なんだよ。 

ということは？ 

 

答えを出すことに意味がない。 

 

そう。そうなると？ 

 

「どーでもいいや」「成るようになれ」となるな。 

 

でもそれは、「考えないこと」とは違う吹っ切れだ。 

 

そうだね。 

 

そこで質問があるんだ。 

 

なんだ？ 



 

おじいちゃんにとってのスピリチュアルって何なの？ 

趣味？ 単に「好き」だから？ 

 

いや、違う。 

 

OK。よかった。 

「趣味だよ」って答えだったらどうしようかと思ったよ。 

 

なぜだ？ 

 

俺がおじいちゃんの趣味に付き合わされたことになるからだよ。 

つまり、おじいちゃんは「自分」を認識したくて俺と対話したんじゃないの？ 

 

嫌だったか？ 

 

嫌じゃないよ（笑）逆に楽しかったよ！ 

対話の始めはかなり辛辣だったけど、スパルタで良かったと思っている。俺が変われたのは事実だか

ら。自分で言うのも変だけどね。 

つまり、お互いに、各々が自分を認識できることに貢献できたわけだ。 

 

確かに、そうだ。 

 

で、おじいちゃんにとってのスピリチュアルって何なの？ 一言で答えて。 

 

…… 

 

スピリチュアルの定義を訊きたいんじゃないよ。「おじいちゃんにとって」のスピリチュアルって何

なのか？ 

まあ、そっちの世界がもろスピリチュアルな世界だから、難しい質問だとは思うけど。人間に対して、

「あなたにとってのヒューマニティって何？」って訊くのと同じだから。 

 

確かにそうだな。 

 

で、何？ 

 

答えられない。答えが分からない。 

 

そう！ 分かるはずがないんだよ。 

男は女がいて男を認識する。その逆も然り。 

つまり、俺がいておじいちゃんは自己を認識し、おじいちゃんがいて俺は自己を探求できた。お互い

様ってことだと思っている。 

 

わかった。よく分かったよ。 



で、あなたは何が言いたいんだ？？ 
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つまり、おじいちゃんは偉くないってことだよ。わかる？ 

 

分かる。よく分かるよ。 

 

誤解しないでね、非難したくて言っているんじゃないから。 

 

大丈夫だよ。 

 

スピリチュアルの落とし穴に陥る根本的な原因は、「上下関係がある」という潜在意識なんだよ。ス

ピリチュアルを絶対視してしまう傾向・人間は弱いんだという思い込み・助けてくれるのはスピリチ

ュアルにあるんだという勘違い・絶対的な真理があると「願いたい気持ち」などね。  

 

言う通りだよ。 

スピリチュアルに関心を持つなら、スピリチュアルにまつわるパラドックスを解かないと、何も変わ

らないってことだろ？ 

 

なぜスピリチュアルに関心を持つのか？ もし興味があるなら、その筋ならではの事情があり、独特

な落とし穴がある。それが、スピリチュアルを絶対視してしまうことなんだよ。 

そもそも物事や問題を解決したい場合、解決方法は他にもたくさんある。でもスピリチュアルでの解

決を模索するという選択肢を取ること自体が、スピリチュアルタイプなんだよ。 

 

他にも、なぜ？という疑問を考える時、そこでスピリチュアルな視点や解明を気にすることもスピリ

チュアルタイプだ。気にしない人間はスピリチュアルな背景など気にしないから。 

だから「スピリチュアルは趣味だ」という理論も間違ってはいないと思う。でも、それが本質になっ

ている場合は潜在意識に「上下関係」があるのよ。で、上下は無い。対等であるべきだと割り切って

いないと間違える。 

 

人間という生き物は、長い歴史の中で構築してきた意識の DNA の影響を受けている。それはパーソナ

ルなものから宗教的な意識へと変化した。要は「神と自分」という二元的な意識だ。 

 

太古の昔、生きるために乗り越えなければいけない課題や要素は今と比べて想像がつかないくらいに

多かった。夜寝るのだって命がけだった時代から、家をつくり、社会をつくり、侵略には力で対応し

てきた。そういう環境下では「理解に苦しむこと」「解せないこと」「人間にはどうすることもでき

ないこと」が多く、追い込まれる度に「何か理由があるはずだ」「何か原因があるはずだ」と「思わ

ざる」を得なくなる。そこで「神」という概念が出てきた。 

 

「神」とは、解せない理由を集約できる精神的な存在でしかない。もっと言えば、言い訳できる存在

だ。作りたくて作った存在ではなく、そうせざるを得なかった苦悩の末に生み出された精神的な拠り



所なんだよ。つまり、神とはスピリチュアル多重人格者だ。どこかに存在しているものではない。自

分の中にいて、「自分の中の二面性」になる。この二元性を持ち続けると、精神が乖離する。 

 

そう。 

 

精神が乖離すると、思考も二元性になり、「自分」と「他の影響」という概念に固定され、その視点

で世界と人生を観ることになる。それが純粋に楽しいならいいが、特に問題解決という目的がある場

合は感情と思考の調和が取れないからスピリチュアルを知れば知るほどに「スッキリしない」という

不安定な状態を続けてしまう。そこにカルマ感情が入ってくると「自分が悪い」ということにすら気

が付かない。 

 

でね、それって（自分と神という二元性のグロックを外すことは）難しいことだと思っていた。でも

難しくないんだよ。 

気にしなきゃいいだけなんだから。 

 

一般的な潜在意識のブロックとは「原因と結果」がある。が、スピリチュアルな潜在意識のブロック

は原因も結果も無いものであり、「ある」か「ない」かという「存在の意義」にまつわるものだ。自

分がどういう存在でありたいか、それを決めればいいだけだ。 

 

そこで、提案があって。 

 

なんだ？ 

 

もう、おじいちゃんとは対話しない方が良いと思っている。 

 

なるほど。わしも賛成だ。 

 

お互いの為に。 

 

そう、お互いのために。 

でも、なぜそう思った？ 

 

お互い次のフェーズに移行するべき頃だろうと思ってね。 

対話を始めてからそろそろ 4 年になるんだよ。始めは俺のヘタレ根性の矯正のためになったけど、途

中からおじいちゃんの為の対話でもあるなと思ってた。さっき言った通りだよ。 

ま、それも良いと思っていたけど、もうそろそろかなと。 

前に言ってたよね、「何かを変えなければ変化はおきない」って。 

 

それは、霊能からの自立か？ 

 

いや、自立ではないよ。 

それは、、、何て言うのかな、、、 

 

いや、説明しなくていい。それはそれで話が長くなるからな（笑） 



でも、あなたが言いたいことは分かる。 

 

霊能からの自立は無理だと思うんだ。霊能力ってスペシャルなものではないから。 

ただそれを持っている人間がいる・いないの違いだけであって、人それぞれに特別な能力がある。喩

えれば、100m を 10 秒切って走れる能力と何ら変わらない。相対的でしかない。 

 

そうだ。 

 

でも、それが本質でもあるから、否定だの自立だのはそもそも話が違う。 

ただ、どう使うか？は重要なキーになる。 

 

核心が分かったようだな。 

 

おじいちゃんのファンって多いんだよ。 

個人的な対話をブログで紹介し始めて以来、本当にたくさんの人にアクセスしてもらって、「おじい

ちゃんのことが好きだ」って言ってくれる人がとってもたくさんいるんだ。 

 

うれしいね。 

ただ、なんか寂しいな。 

 

俺も寂しいよ。 

おじいちゃんとの想い出はたくさんある。でも、俺が成人してからは会う機会が減ったし、会えても

何か恐くてさ（笑）、いろんな話をしたかったんだけど出来なかったんだよね。そんな時におじいち

ゃんは死んでしまった。「なんでもっとおしゃべりしなかったんだろう」って後悔したよ。 

だから、こんな形であれおしゃべりできたのは嬉しかったし楽しかった。 

 

おじいちゃんに会いたいな。 

 

死ねば会えるよ（笑） 

 

ま、そうだろうけど（笑） 

 

でも迎えには行かないぞ。自力で成仏しなさい。 

 

そう言うおじいちゃんって、成仏しているの？ 

 

してないよ。 

 

やっぱり。 

なんで？ 俺のせい？ 

 

違うよ。 

嫁（おばあちゃん）のことが心配だから。 

 



そうか、そういうことか。 

 

そういう意味でも、そろそろだろうと思う。 

 

あのさ、前に話した「すべては決まっているのか否か？」についてだけど、俺が思うにすべては決ま

っていないように思えるのよ。 

 

それは誤解を招く表現だな。 

 

たしかに。 

つまり、決まっていることと決まっていないことがあって、決まっているように思えることが実はそ

うではないことが多いのでは？と思ってて。 

 

なぜそう思う？ 

 

魂の事情ですべてが決まっているなら、浮遊霊っていないはずなんだよ。 

 

とっても重要なことに気が付いたね。 

で、どういうことだ？ 

 

たとえば殺人事件や自然災害や事故。 

よく言われる霊能の説明では、「魂の事情があって起こったこと。すべて事情がある」っていうスタ

ンスの解説が多い。でもね、本当に魂の事情で起きたことなら成仏するはずなんだよ。お互い了解で、

カルマが解消されるわけだから。でも、さまよっている霊が多過ぎる。 

 

中には自ら選んで成仏しないケースもあると思うよ。 

でも、意味が分かっていないというか、事態を理解していないケースが多い。ということは、すべて

明確な理由があって起こるわけでもないわけ。要は、アクシデントなんだよ。 

ということは、すべて決まっていない。 

 

その通り。でなきゃ「供養」という概念すら無いはずだ。 

 

そう！ 

人間が長い歴史の中で生み出し、受け継がれてきた意識の DNA や習慣をよく観察すると、「すべてが

決定されている」というのは違う。 

でも、決まっていることもある。ただ、決まっていることと決まっていないことの見極めが難しいと

ころでね。それが分からないと応用が分からないから。 

 

あとは、それを活用するのか否かは当人の問題だ。 

極論すれば、現実をよく観察していれば自ずと分かるものでもある。 

 

ところで、あなたは霊能を信じているのか？ 

 

スピリチュアリティは大事だと思っているよ。ただ、霊能という能力はあっても無くても問題ない。 



ま、難しいところだよね。 

そもそも「信じる」云々の問題でもない。「信じる」とは、さっき言った二元性の罠だから。 

 

その通りだ。かまをかけた質問をしたんだが、ひっかからなかったな。 

 

「あるものは受け入れている」という感じで、否定も肯定もしないという感じ。目の前にコップがあ

るなら、それはコップだと認める。でも、コップを「黄金の食器だ」と思うようにはしなくなった。 

 

分かりやすいね。 

しかし、だいぶ変わったな。昔は超ド級のバカみたいにスピリチュアルに依存していたのに（笑） 

 

超ド級って、もろ昭和な世代なのにそんな言葉使うの？ 

 

あなたの影響だよ。ま、いずれにしても死語だがな。 

 

ということは、そろそろわしらの対話も終わりだな。 

 

そうだね。 

で、最後に訊きたいことがあって。 

 

 

236 将来と今 

 

対話を始めたかなり初期の頃に、絶対にやってはイケナイ唯一のことが「霊に対する冒涜だ」って言

っていたよね？  

 

言ったね。  

 

その真意をずっと考えていたんだ。  

はじめは文字通りの理解として捉えていたけど、そのうち「おじいちゃんの言うことを絶対として受

け入れろ」という強制の意味なのか？とも思って。それだとしたら危険なのよ。  

 

もしそうだとしたら、あってはならない事だな。  

 

で、前にあるクライアントさんに言われたことがあるんだ。  

「霊に対する冒涜よりも、人間に対する冒涜の方が許されないことだ」って。   

 

その通り。その方はよく分かっているね。 

わしが言った意味はもっと単純だ。「自他の本質を冒涜するな」ってこと。 

何であれ、何をしても「賛同」と「批判」の２つを受ける。どんなに良いことをしたとしても「バカ

だ」と言う人間がいる。これは価値観の違いがあるから避けられないことだし、気にすることはない。 

もし、方法論が間違っていて、その間違いを指摘されたら謙虚に受け入れればいい。ただ、アイデン

ティティを否定することは絶対にしてはいけない。要は「尊重」だ。 

 



人の本質を冒涜するのがなぜイケナイのかというと、①冒涜するにはカルマ感情が原因するため、い

ずれ反動がきてしまうから（でも当人は自分に責任があるとは思っていないから負のスパイラルから

抜けられなくなる）、②人間関係での信頼を失うことになるからだ。 

ま、分かりやすいのは②だろう。そもそも生きているのは実社会だ。そこで信頼を失うのが一番大き

な損失になる。 

 

そして、どんなに経験を積んでいても、所詮は自分が知っていることでしか「良し・悪し」の判断は

できない。そこに自分が理解できないことがあった場合でも、人は必ず自分の過去の蓄積でしか判断

しない。その一分だけで自他を批判するなってことだ。 

 

しかし、もっと重要なのは、自分を冒涜する人間が多すぎることだ。分かりやすく言えば、「所詮自

分なんて…」という自己批判を持つ。自己啓発を求める人間は必ず自己批判性を持っている。 

要は、「霊に対する冒涜」とは「己を冒涜するな」ってことだ。自分の本質・感性・素質を大事にす

ること。  

 

次に。  

前に、やたら混線した情報が降りてくることがあって。それは降ろしてくる存在が違ったんだよね？  

 

違うね。  

 

なぜそういうことが起こるの？  

 

上には人間にアクセスしたいエネルギーが多いからだ。純粋な気持ちを持つ存在もいれば、欲の塊も

いる。  

 

それは勝手に降ろしてくるの？  

 

ひとつは、受ける側（あなた）の感情の具合いと連動する。要は、あなたが欲深かったってことだ。  

 

確かに、それは反省している。  

 

もうひとつは、人間側の都合を無視して強行に降ろしてくる場合もある。  

 

でも、そうなったら、その情報の真偽の精査はどうしたらいいの？  

 

人としての進化、人間力の進化、意識の進化など「成長」に繋がる情報か、単なる情報かの違いだな。

単なる知識レベルなのか、知恵レベルなのか。  

 

わかりやすい。  

 

わしとの対話の後も、何かの存在とやり取りしたいか？ 

 

いや、もういいわ。  



何て言うのかな、やっぱりエネルギーが消耗するし、そこにエネルギーを割くよりも現実的なことに

割きたい。  

ただ、欲深い存在のエネルギーって本当に特殊だし、「なんか狙われている」と感じる事も多いから、

そういうのと連動しないように注意していきたいとは思う。  

 

で、もうひとつ。  

昔、人生軌道論を教えてくれたよね。当時の俺にとっては必要な概念だったよ。  

そこで、さっきの「全ては決まっているのか・否か」にも繋がることなんだけど、、、  

 

人生のプランは立てるべきか？ 立てざるべきか？を訊きたいんだろ？  

 

そう。収入プランとかそういう意味ではなくてね。人生の戦略が必要なのか？  

 

人生の事象は、起こるべくして起こるもの。まずこれが基本だ。 

ただ、カルマ感情で招く問題がある。そして、自分が勝手に作った問題もある。どちらも結局は感情

に起因しているが、感情的な問題は自分次第でいかようにでも避けられる。前も言ったが、魂の初期

設定とは「特質・可能性・方向性」だけだから。 

 

でも、カルマ解消のための出逢いや学びがあるなら、それも初期設定だよね？ つまり、魂の初期設

定には「カルマ」が含まれるんじゃないの？  

 

そう思うのは分かるが、厳密には初期設定ではない。 

前にも言ったようにカルマ解消は感情次第だから、決して難しいことではないんだよ。絶対的なもの

ではないし、時間がかかるものでもなく、一瞬で解消できることもあるから初期設定には含まれない。

ただ、エネルギー作用でもあるから、逃げられないものではある。  

 

そこの判断基準が難しいんだよね。  

 

分かりやすく言えば、カルマ感情は人間関係で反映され、カルマ感情にまつわる問題も「人間関係」

で露呈する。そして、自分が作った問題は、物事への考え方・捉え方に反映され「認識」の面で露呈

する。ただ、自分が作る問題には「価値観」も影響してくる。いわゆる後天的問題ってやつだ。 

ま、各々に影響を与えるのが感情だから判断は難しいだろうが、整理すれば観えてくる。それが本当

の自己探求だ。  

 

でも、初期設定ではないアクシデントも起こることがある。  

 

「アクシデント」の分かりやすい判断としては、「人 対 人」という人間関係で起きる事件や問題は

魂の事情があって起こるから決まっていることだ。が、戦争や自然災害や事故などはアクシデントが

多い。その場合、魂レベルでのケアはしっかり行われる。 

 

突然に大金が入ってくる事例は？  

 

お金絡みは初期設定になる。  

 



病気は？  

 

初期設定だ。  

 

事故で半身不随になるのは？  

 

ほぼ初期設定だ。 

 

なぜ？ 「ほぼ」なの？  

 

生き残ったから。そこには何かしらの理由があることがほとんどだ。  

 

出逢う人間は？  

 

家族と配偶者、そして子供は初期設定で決まっている。  

そして、カルマ感情解消の為に必要だと判断された場合も出逢うようになっている。が、これは初期

設定で決まっているというよりも、人生の流れに合わせてマッチングされることの方が多い。でも、

そういう相手も魂のレベルではどこかしら繋がっているものだがね。  

 

前世でとか？  

 

ま、そうなるね。ケースバイケースだが、前世など知らなくてもいい。余計な情報だ。  

 

友人は？ クラスメイトとか同僚とか。  

 

関係性が濃いか薄いかで判断するしかない。  

前にも言ったように、出逢うべき人とは出逢うし、関係性が濃くなるのか・ならないのかは自然の流

れに任せればいい。出逢いの理由よりも、その関係性から何を学ぶか？だ。 

コミットメントするべき相手ならば、コントロールしないでも関係性が濃くなる。そしたら向き合え

ばいい。  

ただな、「知らなくて良いこともある」ってことを憶えていた方がいいよ。知ったがゆえに自らを縛

ることもある。自分に対しても他人に対しても。良かれと思って「こういう事情だから」って教える

のは越権行為だから。  

 

たしかに。  

 

話を戻そう。  

結論から言えば、「生まれる前に人生の事業戦略は済ませてきている」。「特質と可能性と方向性」

という面でね。  

 

分かりやすい。  

 

一度決まった戦略を、さらに「どうしようか？ こうしたらいいのか？ いやこうすべきだ」とか考

えると事業はおかしくなる。一度決めたなら、まずそれを遂行するのが前提だ。 



人生も同じだ。 

そもそも将来のことなど誰も分からない。分からないことはプランも戦略も立てようがない。立てた

い気持ちは分かる。が、それは自己安心のための言い訳でしかない。 

 

プランと実際の人生は違うことが多い。 

５年後のことがわかるか？ 誰も分からないよ。 

だったら、今の状況に取り組むしかない。そこでヒット＆エラーが発生する。そこから軌道修正して

いけばいいし、そうするしかない。 

 

ただし、中には５年後のプランが観えることもある。しかし、それは「現状維持を貫いたら」だ。 

それが良いならそれで良いし。でも「それは否！」と思うなら、今に身を委ねるしかない。 

ま、試しに人生の戦略を練って生きてみればいい。  

 

たぶん、そうならない、と？  

 

ならないだろうね。 

だって、未来を生きるのは「今」よりも進化した自分だ。でも、その未来にプランを立てようとする

場合の判断基準は「今」のあなただ。「過去の蓄積」でしか予想もできないしプランも立てられない。

未知のレベルと既知のレベルは違うから。何事も順序があり流れがある。 

 

ビジョンは誰にでも観える。自分の魂が持っている「可能性」は、色々な場面で感じたり観えたりす

る。ただ、それは「将来」のことだ。  

問題は、「今」の自分はまだその資格に適っていないということを忘れてしまう。  

 

同じ自分だが、同じ自分ではない。  

 

自分の可能性は、今の延長にしかないから。 

だから、「夢をどうしたら実現できるか？」という問いはムダなんだよ。  

 

不思議なのはね、いわゆる「成功している人たち」とセッションさせてもらうことがあるけど、彼ら

や彼女らは一様に「人生に関してはノープランだ」っていうのよ。それでいながら「自分は運がいい

タイプだ」と毅然とためらいもなく言うわけ。  

 

それが「運」であり「運勢」であり「開運」の真意だ。  

 

たしかに。  

 

全てが決まっているか否かは、決まっていると思えばそういう視点になるし、決まっていないと思え

ばそういう視点になる。結局それだけだ。自分で選択し、バランスを見極めていくしか無い。 

 

 

 

 

 



237 最後の対話 

 

で、おじいちゃんはこれからどうするの？  

 

わしか？ 嫁（おばあちゃん）が逝くまで、嫁のそばにいるよ。  

一緒に逝きたいんだ。  

 

それは、後悔で？  

 

後悔ではない。ただ、嫁が心配でね。  

 

おばあちゃんには愛人が二人いたって聞いているんだけど、本当なの？  

 

本当だよ。 

 

おじいちゃんはそれを許せたの？  

 

許せたんじゃない。ただ、理解した。  

 

なぜ？  

 

わしは、、、、、、  

 

（沈黙）  

 

他の男と婚約してた嫁と出逢って二人で夜逃げした。戦後すぐのことだ。  

でも結婚した後、あることがきっかけで嫁を殴ってしまったんだ。仕事が見つからなくて貧乏が続き、

ストレスで一時期は愚行を繰り返したことがあって。それが嫁の魂を傷つけた。  

だから、他の男にいく嫁の動機はわしの責任だと思っていたし、嫁なりに愛を求める行為だと分かっ

ていたから何も言えなかった。そん時はカルマだの分かっていなかったが、感覚的に嫁にも嫁の事情

があるんだろうと思っていたから、何も突っ込まなかった。  

 

それは、妥協なの？ 理解なの？  

 

最初はツラかったよ。妥協でもあり、理解でもある。  

 

それって一見すると深い愛にも思えるけど、何て言うのかな、、、  

単なる悔恨ではなくて？ もっと言えば、他の男に気を向かせないだけの器量やケアが無かったから

とはならないの？  

 

突っ込むねぇ（笑） 

何とでも言ってくれればいいよ。それは真実でもあり、そうでも無いかもしれない。ただ、わしはそ

うした。そういう人生を生きた。ただそれだけのことだ。 

 



ただ、これだけは言える。 

わしは自分の人生に後悔していない。 

ただ、嫁のことが気がかりなだけだ。これは後悔ではなく、サポートだ。 

 

ま、何であれ、おじいちゃんとおばあちゃんがいたから俺がいるんだし、それが歴史だし。  

 

さっき言ったように、人生には必要な出逢いがある。だから、人間関係に浸りなさい。そこでしか人

間力は磨かれないから。  

そして、相手が誰であれ、尊重するスタンスを持っていれば多くを学べる。そして、多くを得られる。  

 

俺はどうなのかな？  

 

カルマ感情との折り合いはかなり付けられるようになったが、まだ劣等感を持っているな。後悔の念

も残っている。そして、勝手に「世界の苦しみを背負おう」とする傾向がある。そこがネックになっ

ている。  

もっと楽に生きなさい。  

誰もあなたに期待などしていないから。  

 

深いね。  

 

それが、ゼロポイントフィールドな感覚だから。  

 

他には？  

 

一度、この対話を忘れなさい。  

 

なるほど。  

 

あなたとは本当に多くのやり取りをしたし、多くの情報を伝えてきた。しかし、それは知識でしかな

いし、やはり、実体験で経験していかないと知恵には昇華できない。つまり、知識だけで自分の取捨・

選択を計算して決めるなってことだ。自分を拘束してはいけない。 

そして、一度忘れることで本当の核心が観えてくる。 

気にしないでも気になることは心に残る。それが「あなたにとって」必要な情報であり哲学だ。 

喩えれば、今は、CDやおもちゃをたくさん持っているような状態で、もし無人島に１枚しか CDをも

っていけないとしたら何を持っていく？というような「取捨選択」が必要なわけで、それは、一度距

離を置くことで必要なことが分かる。自分の人生を生きるにあたって「これだけは大事にしたい」と

いう意識・哲学・核心を自分で把握し理解するためにね。そうすれば、カルマ感情を絡めないための

セルフ・コントロールの具合いも分かってくる。 

だから、あなたが対話しない方が良いと判断したのは間違っていない。わしもあなたと話すことは楽

しかったし、わしの都合で色々と接触したこともあるから、対話はわしのためでもあった。  

 

夜中にお墓に呼び出すなんて、完全におじいちゃんの都合だったよね？（笑）  

 

反省している。夜中に墓地に行くのは避けた方がいいしな。 



 

でも、あれはあれで面白い体験だったよ。  

 

これまでの長い対話を、現実的な視点で一言でくくるとしたら、「後悔するような選択はするな」っ

てことだ。  

 

もう後悔することは辞めなさい。 

後悔するくらいならチャレンジした方がいい。 

仮にもし、魂パターンと自分の選択したいことが矛盾したら、どちらが正しいのか？ではなく、どう

したら自分は後悔しないのか？だけを考え、行動しなさい。 

 

失敗したくない気持ちは分かる。だから計算して算段を付けて「これなら大丈夫だ」と思って行動し

たくなる。スピリチュアルタイプとは、その安心感をスピリチュアルから感じたいタイプというわけ

だ。でも、それが良い悪いは無い。 

 

だだ、その計算は、やるべきことが明確なら問題ないが、将来についての算段はできない。仮に計算

して進んでも、その通りにはならないから。 

そうなると、自分が今持っているカードを切るしかない。そこで、どのカードを切ればいいのか？  そ

れは、後悔するか？  しないか？でしか切れないし、それしかない。だって、どんな結果になっても、

結局は自分が納得するしかないし、誰も責められないから。だから、正しいのか？正しくないのか？

よりも、後悔しないかどうか？の方が実は現実的なんだよ。分かるか？ 

劣等感と後悔は、人と人生を醜くするから。 

 

最後にいい？  

対話の初め頃に、「究極の成功ノウハウがある」って言っていたよね？  

それって、何？  

 

自分で見付けなさい。これまでたくさんのヒントを与えてきたよ。  

 

まだ分からないんだ。  

 

考えてもダメだよ。感じられるものだから。  

 

ヒントくらい教えてよ。  

 

「愛」だよ。  

 

愛！？  

愛、、、？  

 

そうだ。愛はシンプルでありながらも深い。 

すべてを生み出してきたのは愛だから。 

現実を作るのも、変えるのも愛だから。  

 



うーん、、、「アナと雪の女王」みたいなことを言われてもね、、、  

 

あはは（笑） 

あなたはまったくもって愛を知らないからな。 

でも、それは恋愛の愛ではないぞ。恋愛の愛は、愛の灰汁のようなものだ。 

空気は無限にあるのに、リビングの空気しか知らないようなもの。 

 

本当の愛を感じれたら強力なパワーになる。 

感じれたら発揮する方法が分かる。 

そうしたら現実は変わる。 

そして、自分の存在意義も見出せる。  

 

愛が？  

 

そうだよ。  

 

それって、どこで気付けるものなの？ どうやって感じれるものなの？  

 

「出逢い」だよ。すべての出逢いに愛が隠されている。 

そして、愛を与えることだ。  

まずは、そこからだ。  

 

今はよく分からないけど、ひとつの指針にしてみるよ。  

でも、まさかおじいちゃんの口から「愛」という言葉が出るとは思ってもみなかったわ。  

 

極論すれば、愛があれば、カルマだの、感情だの、人生軌道などすべてが関係なくなる。努力せずと

もピタっと調整されて人生は変わっていく。 

 

そういうものなのかな、、、  

 

こっちの世界（魂の世界）に来て、それが分かったんだよ。 

 

愛があれば後悔しない、とね。  

 

 

 

 

（おわり） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ＜特別付録＞ 

             「恋愛・結婚・人間関係」の未公開対話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特典 01. 人間関係で悩む元凶とは？ 

 

実はね、ブログでダントツにアクセス数が多かったのが「090. 不倫・浮気は是か？ 非か？」だった

んだよね。やっぱり興味がある内容なんだろうなと思う。 

 

自身のカルマ感情を知るには、その関係性が究極の環境だからな。 

 

昔の対話では、人間関係の目的は自身のカルマ感情の解消のためにあるってことだったよね。そして、

カルマ感情の解消方法は、①自分のカルマ感情をしっかりと認識し、②感情との付き合い方を学び、

③感情に振り回されないことだと。 

 

そうだね。 

 

でも、「感情は使い方によってはパワーになる」とも言っていたよね？ どういうこと？ 

 

たとえば、プライドに振り回されるのはよくないことだが「自尊心」は大切だな。エゴをむき出しに

すると自滅するが、「欲」が必要な場合もある。 

大事なのは、カルマ感情で他人に迷惑をかけないこと。カルマ感情が目標達成のための個人的なモチ

ベーションになるなら問題ない。自己完結できるなら良い。 

 

なるほど。 

でね、このカルマ感情は対外的な面での注意だよね。つまり、人間関係において「自分が気を付ける

こと」になる。でも、相手からのこと（相手から言われたこと、されたこと）や相手が考えているこ

とや、していることへのイライラなどの場合はどうしたらいいの？ こちらはカルマ感情を介入しな

いで正しく対応しているのに向こうがまったく分かっていないとか。対応の仕方で悩むことも多いよ

ね。 

 

対応の仕方を考える前に、その見方・判断は本当に正しいですか？と考えることが必要になる。つま

り、相手が悪いかどうかではなく、勝手に「悪い」と思っているその見方は正しいのか？ 人は行動

の内容や言った内容だけで良し悪しを判断する。それだけで判断すると核心を見誤ることが多い。 

 

たとえば、お母さんが子供を厳しく叱りつけている場面に遭遇したとしよう。一見すれば「あんなに

怒らなくてもいいのにな…」となる。そうなると、そのお母さんへのあなたの評価はもう（悪い印象

に）決まってしまうよな。 

でも、その子供が友達のおもちゃを勝手に持って帰ってきて、「それはドロボーと同じなんだよ」と

道徳を説いていたとしたら？ 厳しく叱るのも理解してあげられる。 

ま、これは極端な例だが、人間関係がうまくいかない元凶は、こちらの勝手な誤解と思い込みである

ことが多い。 

 

一度相手の立場になって考えてみろ、と。何か事情があるのかもしれないし、単なる誤解というケー

スもあると思うよ。でも、いちいちそんな見方をしなければいけないの？ 

 

面倒なのはわかるよ。でもな、よーく考えてごらん。 



相手が原因での悩みがある場合、それを解決したいと思ったとしよう。で、大抵は「何でそういうこ

と言うの？」「なぜそういうことするんですか？」と指摘する。これは、相手に「あなたの言動を直

してくれ」ということだ。でも、そういう言動を取らせる内面に原因があるのだから、その原因を理

解しなければ本当の解決はできないんだよ。その原因を踏まえて解決しなければ人間関係の問題は解

決できないから。 

 

たしかに、そうだ。 

 

こう考えると良い。「相手の立場になって考える」のではなく、「この人の本質はなんだろうか？」

ともっと核心を知るようにしてみることだ。こういう視点で観れるようになると、①本質を見極める

判断能力が上がる、②問題解決の急所が分かるようになる。こういう視点は人間関係だけでなく、す

べての面に適用できる。 

前に言っただろ。人間は人間関係から学ぶようになっているのだから、人間関係から逃げず、面倒に

感じず、能動的に向き合うことだ。 

 

それでも相手が変わらないことってあるよね。で、こちらが悶々とする。 

 

それは相手の問題ではない、あなたの問題だ。 

 

でもね、こちらがちゃんと理解してあげたり、そのための努力をしても相手がまったくもって理解し

てくれなかったり、明らかに相手が悪い場合、それでも付き合えってこと？ 

 

それはあなたが決めることだ。「もう無理だ」と思ったら離れればいい。 

 

そこが難しいんだよ。物理的に距離を置けないこともあるでしょ。 

 

迷惑をかける人間は、必ず「同意と承認」を求めている。寂しがり屋なのに素直に表現できないだけ

だ。だったら、同意と承認を与えればいいんだよ。 

 

それは、こちらが相手に譲歩するかたちだよね。 

 

譲歩ではない。自分の方が相手よりもエネルギーを大きく持てばいいんだよ。「あいつ面倒だな」と

思って悩みになる時点でエネルギー的に負けているんだよ。だったら、相手の感情的急所を押さえて

大きく対応すればいい。 

そもそも、どんなにこちらが悶々としていても相手は何も感じてない。そんな相手に悶々とすること

にどんなメリットがあるわけ？ 何にもメリットはない。割り切るしかないよ。 

 

もっと訊くけど、もしそこに魂の都合や事情が介入していたら、「それは学びだから向き合うべきだ、

別れるべきではない」となるわけだよね？ じゃあ、どこまで我慢すればいいわけ？となる。 

極端に言えば、明らかに殺しに来た奴と対峙する場合、殺されるのが魂の学びなのか？ でも、人間

は本能的に自己防衛するわけだけど、そこに魂の学びがあったとしたら、本能に打ち勝ってでも「殺

されなければ」魂の学びにはならないわけだ。 

 



恋愛で言えば、魂は「別れるタイミングだ」と判断してても、当人が「どうしても別れたくない」と

したら？ 

もし当人が「結婚したい」と想いつつも出逢いもなければ結婚の可能性も無い場合。魂の事情では「タ

イミングではないから」となってても、当人からしたら明らかに悩みになるわけ。 

 

つまりね、現実世界という現場で生きている「自分」の都合・事情・気持ちと魂の事情とに大きな違

いがあった場合、選択権はあるのか？ 昔の対話では「選択権は無い」ということだった。選択権云々

の問題では無く、学びと落とし込みのレベルの問題だと言っていた。俺はね、選択権はあるべきだし、

行使すべき場合は魂の事情・都合よりも現実的な判断を下すべきだと思うんだよ。でも、魂的な理解

では「物事をコントロールするな」となるわけ。 

 

難しく考え過ぎだな。 

殺しに来ても魂を優先して自己防衛しちゃいかんって？ 

そんなバカなことあるわけないだろ。生命を奪うことなど絶対にあってはいかんし、暴力も絶対にダ

メだ。身の危険を感じるなら身を守ることを優先すべきだ。それは魂の事情云々の話しではなく、常

識で考えるべきだ。 

 

さっきも言ったが、「カルマ感情で判断するな」ってこと。この一点だけだよ。 

別れるべきタイミングでも「別れたくない」と思うなら、別れたくないと思う原因は何か？ 

結婚したいのに出逢いが無い場合、出逢いが無い理由ではなく、なぜ結婚したいと思うのか？ 

何かが欲しいと思った場合、なぜそれを欲しいと思うのか？ 

原因がカルマ感情にある場合、それで言動を決めるのを止めなさいと言っているわけ。カルマ感情で

判断しているうちは、それに関する問題に進展は起きないから。 

 

ってことは、物事や悩みが膠着状態にある場合の原因は、すべてカルマ感情へのこだわり、だと？ 

 

そう。だから、自分次第って言っているわけ。 

 

じゃあ、もし出逢いが欲しいのに出逢いが無い場合、その動機（カルマ感情）が無くなれば出逢いは

起きるってこと？ 

 

そうだよ。 

カルマ感情が原因の場合、物事の展開はストップする。そして、悩みが発生する。 

逆に言えば、何であれ悩みを抱えたら、「誰がいけないのか？ 誰のせいなのか？」と原因を他者に

求めるのではなく、「自分は勝手にどんな結論を下し、どんな思い込みを持っているのか？」と考え

てみればいい。 

 

でも、また訊くけど、相手に分からせようとしても相手が変わらないなら？ 結局、こちらがずっと

我慢しなければいけないよ。 

 

なぜ相手に分からせようとする必要があるの？ なぜ？ 

 

あ、確かに。そういうことね。 

じゃあ、その場合どうしたらいいの？ 



 

だから、割り切ればいいのでは？ 

 

割り切れないことだってあるでしょ？ 

 

なぜ？ なぜだ？ 

感情で判断しようとしているからだ。 

 

俺が言いたいのは、割り切るのも大変なんだよってこと。 

 

割り切ることが大変なのはよく分かる。そして、悩むことがイケナイとも言っていない。 

でもな、「悩む」ということは「解決したい」から悩むわけだろ？ その解決方法を言っているんだ

よ。 

 

でも、その判断を見誤ったら新しいカルマを生み出すことになる。ひとつのカルマが原因で悩みなが

らも、新しいカルマを生み出したら何も意味が無いわけで。 

 

あなたの言いたいことはよく分かるよ。でもそれを考え出したら負の連鎖で何も動けなくなるよ。 

 

じゃあ、どうしたらいいわけ？ 

 

割り切るための判断基準については前に話しよね。 

① ３年と１年の法則 

② 後悔しないことを選択する 

 

①は時間的な判断基準で、②は気持ち的な判断基準だ。 

少なくとも、１年間同じことで悩んでいるなら再吟味が必要だな。特に人間関係では。 

 

なるほどね。 

 

わしが「割り切れ」と言っていることには、合理的過ぎて感情的に追っ付かない感じもあるだろう。

「簡単にできたら苦労しないよ」とも思うだろう。でもな、「悩みを続けるかどうか？」の選択は自

分次第だ。そして、自分の人生への責任だ。 

もっと分かりやすく言えば、変化が起きないなら、今採用している行動・見方・価値観では「無理だ

よ」ってこと。そうしたら何かを変えなければ何も変わらない。ならば、心機一転で一度忘れてみな

さいと言っているわけ。相手との関連を裁ち切れというのではなく、過去の（今の）自分の価値観を

割り切って捨てなさいってこと。 

 

 

特典 02. カルマを引きずらない決断方法 

 

興味深いのは、理想を叶える方法と人間関係の質が大きく関連していること。ノウハウ重視になると、

まさか理想を叶えるキーが、すべて人間関係にかかっているとは気付けないからね。 

 



まさしくそうだね。 

物質的な成功であろうと精神的な成功であろうと、すべては人間関係と社会がキーになる。だから「人

間力の向上」と「努力」を説いてきたわけだ。 

 

つまり、おじいちゃんが言ってきた「理想の叶え方」を一言で言えば、「社会的な信用と信頼の構築」

だったわけで。それって俺が知る限り、どの自己実現ノウハウにも扱われていないものだと思うのよ。 

 

そうだよ。気付いていないタイプもいるし、確信犯として秘匿されている場合もある。 

 

気付いていないケースはわかるけど、確信犯として秘匿されている場合って具体的には？ 

 

「引き寄せの法則」とか「思考は現実化する」とかいう実践論は、成功の秘訣・核心をごまかすため

に提供された新しい宗教だから。核心に気付かせず、勘違いさせて無力感を抱かせるためにね。 

 

なぜ、そうする必要があるの？ 

 

個々人が自由に夢を叶えてしまっては既得権益が危ないからね。 

 

既得権益？ 

 

たとえば、本「思考は現実化する」は自己実現ノウハウ系では有名らしいが、それを提供するきっか

けを作った人間は誰だった？ 

 

アンドリュー・カーネギーだね。 

 

そう。カーネギーが著者に「ネタを提供した」のがスタートだったわけだ。 

で、彼は大富豪で財閥の主だった。 

 

え？ ってことは陰謀論ってこと？ 

 

「陰謀論」とは分かりやすい表現だが、要は「既得権益の保護とキャッシュフローの確保」のために

「思考は現実化する」というネタが一般人に提供されたわけ。 

 

でも、そんなことで既得権益は確保できるものなの？ 非効率的な手段のように思えるんだけど。 

 

アプローチの手始めだよ。現段階のテーマは「考えさせないため」と「情報を鵜呑みにさせるため」

のプロパガンダだ。迷い・困る状況に置かれた人間が増えた方が彼らのお金が増えるからね。 

 

お金が増えるって？ 

 

ならば、お金が流れるシステムの本質をしっかり学ばないといけないな。ま、それは追っていつかゆ

っくり解説するよ。 

 

そんな事実を一般人は知らない。 



 

「知らない」のではない。「気付かないだけ」だ。 

夢を叶えることだけに焦点が向かっているから、「夢が叶う方法」と謳われるとすぐに飛びつく。そ

して、結果を出すことよりもノウハウ知る行為に自己満足する。でも、冷静になれば誰でも実態・真

相は分かるものだ。 

 

今となっては、それはよく分かるよ。 

 

でね、恋愛・結婚・人間関係って、人生では大きな割合いを占める。 

たとえば、未婚者からすれば「結婚」が理想であっても、既婚者からすれば「ま、色々あるけどね…」

と現実的になってしまう。もちろん、俺の結婚生活を否定しているわけではないよ。ただ、どんな関

係性でも価値観の衝突とか、不満とか、異論とかが無いと言ったらウソになる。ま、そうであっても、

良きことに目を向けることもできるし。 

何を訊きたいのかというと、「我慢の境界線」について。 

 

でね、別れのタイミングは２回しかないという話があったよね？ 

その２回はどうやって判断したらいいの？ 

 

①価値観の衝突が激化する 

②すべてのタイミングがズレる 

 

①は、今まで特に問題にならずに落ち着いていたことが突然として噴出することがある。「我慢の限

界」とも言えるな。この時は冷静に話し合うこと。この場合、どちらかが譲歩するか、お互いが譲歩

し合うかしなければ解決しない。そのどちらも出来なければもう無理だ。 

②は、①の後も関係を継続した場合に起こることで、身体の相性、時間の過ごし方、コミュニケーシ

ョンの内容と質など、すべてにおいてズレが生じる。これは感覚的な問題でもあるが、問題なのは、

この時点になると「感情論」が噴出することだ。そうなると、ゆっくり話し合うことができなくなり、

とにかく感情的なもつれが酷くなる。そうなったら大変だな。 

 

昔、「離婚も手段だ」と言ってたけど、土壇場になった感情的な問題もカルマならば、離婚すること

でカルマ解消にはならないわけだよね。また、結婚関係での学びをしていなければ、離婚しても同じ

カルマを引きずる。となると、離婚がいいのか？ 継続してカルマと向き合った方がいいのか？ 簡

単な話ではないからね。 

感情で言えば、そんなカルマ云々で当事者が苦しむのは、愛とは思えないわけ。 

そもそも、愛を体現するために生まれてきているわけでしょ？  

 

全ては自己責任だ。 

 

それが感情的に納得いかないんだよ。魂の掟を知れば知るほど、何て言うかな… 掟に束縛されてい

ないか？ってね。 

 

まず、カルマを無視したらカルマが継続するのは事実だ。ただ… 

んん、、、もういいかな。 

 



なにが？ 

 

これを明言してしまっては、お前の為にならないから言わなかったんだが、カルマ感情を無視しても

カルマが発生しない方法があるんだよ。ま、前から言っていることなんだけどね。 

それは、「後悔するかしないかで判断するならば」だ。 

魂の事情を優先することで後悔するんだったら、後悔しないほうを選びなさい。 

 

なぜ、それがカルマを超えるわけ？ 

 

感情が絡んだ問題において「後悔をしない」ことを判断基準にして結論を出すのは非常に難しい。と

にかく思い悩む。 

この「思い悩むプロセス」においては、自分について色々なことにも気付くだろう。これは立派な学

びになるから。 

そうなると、覚悟が決まる。覚悟とは読んで字の如し「悟を覚える」と書く。つまり、ひとつのカル

マが解消された、悟ったというわけだ。 

 

確かに。それですべて合点がいったわ。 

 

もちろん、安易に、もしくは勝手な自己安心や自己肯定のために「後悔しないから大丈夫」と結論し

てはダメだよ。そうなると、カルマは再発するから。 

 

その判断基準はあるの？ 本当の後悔しない決断か、嘘の決断かについて。 

 

あるよ。 

それは、そこに「愛を感じるか？」だ。 

 

あ、なるほどね。 

でも、愛って言うと抽象的だな。 

 

前に愛の定義をしたが、それは何だった？ 

 

幾つかあったけど、「愛は敬意と尊重だ」って。 

 

そう。つまり、最終的に相手に対して「ありがとう」と言えるかどうか？ 

逆に言えば、苦々しい気持ちのまま、悪感情を抱いたままの別れ、結論、行動はカルマを超えないし

引きずる。 

 

「愛」か。なるほど。 
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