


無料Ｅブック 「人は思った通りの人間になる」フレンドリー・バージョン 

翻訳者からのメッセージ 

 

 

この無料Eブックは、株式会社コスモボイスによって製作され、セミナーズ 

http://www.seminars.jpによって配布されたものです。 

 

内容を変更したり、販売したりしない限り自由に転送、印刷してくださって結

構です。 

自分に役立った！と感じていただけたなら、どんどんお友達、お知り合いに転

送してあげてください。 

 

ただしこの無料 E ブック「人は思った通りの人間になる」フレンドリー・バー

ジョンの著作権は HappyJinsei.Com、株式会社 MSI Japan にあります。 

 

このＥブックの原書は「As a Man Thinketh」というタイトルでイギリスのジ

ェームス・アレンによって１９０２年に書かれたものです。 

以来１００年以上にわたって、世界中の成功者たちのバイブル的な存在となっ

て読まれ続けています。 

 

このフレンドリー・バージョンは、基本的には原書に即した訳ですが、オリジ

ナル・バージョンのような難しい単語、言い回しはありません。 

つまり、中学生、高校生でも難なく読める内容になっています。 

 

なぜわざわざ同じ本を、別訳でつくったのか？ 

という疑問も出てきそうですが、それには非常に大きな意味があります。

この意味について、ウェブサイトで説明していますので、ぜひご覧ください。 

→ http://www.seminars.jp/user/product_d.php?pCD=183 

＊必ず何か感じていただけると思います。 

 

井ノ原 卓 

株式会社コスモボイス 
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第１章 

心と人格 

 

 

「人は、心で思っている通りの人間である」という言葉は、人間のあり方を説

明するだけでなく、人間のすべてに当てはまることです。人は、心の思いでつ

くられた存在です。そして人格は、すべての思いが集まったものなのです。 

 

種がないと植物の芽がでないように、すべての人の行いも、心の奥にある、思

いという種なしにはあらわれないのです。これは、自分が理解する、しないに

かかわらず本当のことです。 

 

行いは、心の種から生まれる花であり、喜びや苦しみはその果実です。そうし

て人は、自分の甘い果実、苦い果実を手に入れるのです。 

 

心の中の思いが私たちをつくったのです。 

今の自分は、心によってつくられたのです。 

もし人が悪い心を持っているならば、 

間違いなく苦しみがやってきます。 

もし人がきれいな心でいるならば、 

喜びは自分の影のようについてきます。 

 

人は、人工的につくられた存在ではなく、法則によって成長する存在です。そ

して原因と結果の法則は、目に見えない心の世界、また目に見える世界におい

ても変えることのできないものです。 

清らかな、神様のような人格は、恵みでも偶然でもありません。それは、正し

い心や、清らかな思いを長い間持ち続けた自然の結果なのです。 

同じように、意地悪い人格は、悪い思いを持ち続けた結果なのです。 

 

人は、自分自身によって自分をつくることもできれば壊すこともできます。心

の工場で、人は自分を壊す武器をつくります。また人は、喜び、力、そして平

和に満ちた天国の家もつくるのです。 

心を正しく使うことによって、人は神様のような存在にまでなります。しかし

間違った心の使い方によって、人は最低のレベルにまで落ちぶれます。 
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この２つの例えの中に、人格のレベルがあり、人は自分の製作者であり主人で

あることを示すのです。 

 

心の美しい事実の中で、これほどに清らかなものはありません。その事実とは

こういうことです。 

 

「人は心の主人であり、人格の作者であり、環境、未来の製作者なのです。」 

 

力、頭脳、愛情、そして心の主人として、自分に起こる出来事の責任はすべて

自分にあり、なりたい自分を作る材料を心の中に持っているのです。 

 

人は、落ちぶれていても自分の主人なのです。しかし、そのような状態では、

家庭で間違ったことを教えるダメな主人です。環境を見つめ、自分がつくられ

た法則を真剣に研究する時、人はかしこい主人となり、心を正しく使うことが

できるでしょう。 

心の法則を発見することによって、人はかしこい主人となるのです。またこの

発見は、自分の行い、反省、そして経験の結果によるものです。 

 

金とダイヤモンドは、努力して山を掘ることによって得られるように、人は、

自分の心の山を深く掘ることによってのみ、自分自身を発見することができる

のです。 

もし自分の心を観察し、管理し、変えるなら、また毎日の出来事・・・たとえ

それがちっぽけな出来事であっても、自分の勉強のために利用するなら、人は、

自分自身が人格、人生、未来の作者であることを間違いなく知るでしょう。 

この方法によってのみ、「求めよ、そうすれば与えられる」「扉はそれを叩くも

のに開かれる」という言葉が本当になるのです。 

我慢、行動、そして粘り強さによってのみ、知恵という、清らかな扉を開くこ

とができるのです。 
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第２章 

心が環境に与える影響 

 

 

人の心は花壇のようなもので、きれいに手入れするか、荒らすかどちらかです。

しかしいずれにしても、その結果は必ずでるのです。もしよい種が放り込まれ

ないと、役に立たない雑草の種がたくさん落ちて、雑草が増え続けるのです。 

 

花壇の主人が土を耕し、雑草を取り除いて花や果物を植えるように、人は心の

花壇を育て、すべての間違った心を取り除き、正しい心の花や果物をつくるた

めに耕すのです。この流れに従うことによって、人はいつか、自分自身が心の

花壇の主人であり、人生のリーダーであることに気づくのです。 

人はまた、自分自身の心の間違いに気づき、今まで以上に、心の力がどのよう

に人格、人生、未来をつくっていくのか理解するのです。 

 

心と人格は１つのものです。そして人格は、環境そのものであり、いつもその

人の心の状態と同じなのです。これは環境が、いつでもその人のすべての人格

をあらわすという意味ではありません、しかし環境は、人の心の状態と深く関

係しているので、自分の成長に必要なものなのです。 

 

すべての人は、自分自身の法則によって今があるのです。人格の中にある心に

よって今の自分がつくられたのです。そして人生には偶然はなく、すべてはこ

の法則の結果なのです。これは、自分の環境が気に入らない人、気に入る人ど

ちらにも言えることです。 

 

進化する存在として、人は成長することを学ぶでしょう。そして、どんな環境

も過ぎ去り、新しい環境に置き換わるという大事な教えを学ぶのです。 

 

人は、自分が環境にコントロールされていると信じている限り、環境に打ちの

めされます。しかし、自分自身の力で、環境が育つ、自分の隠れた土と種をコ

ントロールできると理解する時、人はかしこい自分の主人となります。 

 

自分を管理し、心をきれいにしているすべての人は、環境が心から生まれるこ

とを知っています。なぜなら環境を変えることと、自分の心の状態を変えるこ
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とが同じだと気づくからです。人が自分の人格の欠点を、素直に直そうとする

時、環境の変化に惑わされなくなります。 

 

心は、いつも思っていることを引き寄せ、愛しているもの、また恐れているも

のも引き寄せます。心は、自分の願いの高さまでのぼりつめたり、不潔な欲望

にまで落ちぶれたりします。そして環境は、心を受け入れる場所なのです。 

 

心にまかれた、もしくは落ちたすべての思いの種、そしてそこに根をはった種

は芽を出し、いずれ行動の花が咲き、チャンス、状況という果実になるのです。

よい思いはよい果実になり、悪い思いは悪い果実になります。 

 

目に見える環境は、目に見えない心の世界をつくります。そして目に見える楽

しい出来事、嫌な出来事も、最終的にはよいことにつながっているのです。自

分の収穫者として、人は苦しみと喜びを学ぶのです。 

 

人は、自分の心の願い、欲望、思いによって、最終的には人生の目的地に到着

するのです。原因と結果の法則は、すべての状況においてつきまとうのです。 

 

人は、人生の厳しい現実によって貧乏に苦しんだり、刑務所に入ったりするの

ではありません。悪い思いや欲望の結果なのです。きれいな心の人が、ストレ

スやちっぽけな出来事によって、突然犯罪者になることはありません。悪い思

いは、長い間心の中で育ち、たまりたまった力が、チャンスを見て外にあらわ

れたのです。環境は人をつくりません、環境はその人そのままをあらわすので

す。悪い思いなしに、悪い習慣や苦しみを経験すること、またよい行いを積み

重ねることなしに、すばらしい人格や幸せを得ることはありません。ですので、

心の主人である人は、自分自身、また自分の環境もつくる製作者なのです。 

生まれた瞬間に、目に見えない心はこの世界にやってきて、この世界を移動す

るすべての場所で、きれいなもの、汚れたもの、また強さ、弱さといった自分

自身を表現するのです。 

 

人は、自分が欲しいものを引き寄せません。自分と同じのものを引き寄せるの

です。気まぐれや幻想はいつでも防げますが、心の中の思いや願いは、それが

汚れたものであってもきれいなものであっても、食べ物といっしょに取り込ま

れます。人は自分自身によってのみ縛られます。思いと行いは、人生の監視役

として冷たく人を牢屋に送り込んだり、自由の天使として清らかに解放したり

します。人は、自分が望むもの、祈るものを手にするのではありません。自分
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自身のあり方そのものを手にするのです。望みや祈りは、自分の思いと行いが

調和する時にのみかなうのです。 

 

この事実において、環境と戦う意味は何なのでしょうか？その意味とは、人は

結果に反抗し続けながら、いつも結果を生む原因を育て、守ろうとしていると

いうことです。その原因とは、自分で気づいている悪い習慣、または自分で気

づいていない弱さかもしれません。しかしいずれにしても、人の努力を邪魔す

るため、解決する必要があると大声で叫ぶべきなのです。 

 

人は、環境を変えようと一生懸命になりますが、自分自身を直そうとしません。

だから何も変わらないのです。自分を犠牲にすることを恐れない人は、心に持

つ目標を達成できないことは絶対にありません。これはこの世界でも、天国で

も事実です。たとえたった１つの目標がお金持ちになることであっても、目標

を達成する前には自分を犠牲にして努力しなければいけません。 

 

ここに不幸に苦しむ人がいます。この人は、自分の環境や家庭がよくなること

を強く願っています。しかしいつも仕事をさぼり、また仕事をさぼる理由は、

給料の低さだと言い訳するのです。このような人は、本当の豊かさの基本とな

る簡単な原則を理解していないのです。そして不幸から抜け出すどころか、だ

らしない間違った心を持ち、行動することによって、新たな不幸を引き寄せて

いるのです。 

 

ここに、食べ過ぎによって病気に苦しむお金持ちがいます。このお金持ちは、

病気を治すためにたくさんのお金を使いますが、食べ過ぎの習慣を直そうとし

ません。このような人は健康になる資格はありません。なぜなら健康的な生活

の基本を学んでいないからです。 

 

ここに、自分のお金儲けのために、社員の給料を減らす社長がいます。このよ

うな人は、お金を手にする資格はありません。そして自分が失敗して信頼やお

金を失う時、自分自身が失敗の原因であることを知らずに、環境を責めるので

す。 

 

ほとんどの場合気づかないうちに、自分が環境をつくりだした原因であること

をあらわすために、ここに３つの例えを紹介したのです。そして人は、よい結

果を望みながら、望む結果と調和しないような思いや欲望を持ち続けるのです。

そのような例えはたくさんあり、種類もさまざまでしょう。もし読者が、心や
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人生の法則を研究する決意をするなら、細かい環境の変化を調べてもあまり意

味がありません。 

 

しかし人の環境は本当に複雑で、思いは深く心の中に入り込み、幸せの状態は

さまざまなので、人の心の状態は、目に見える環境だけでは判断できません。 

 

ある面で正直な人が貧乏に苦しんだり、ある面でずるかしこい人がお金持ちに

なったりすることはあります。しかし、ある人が正直さによって失敗するとか、

別の人がずるかしこい性格によって豊かになる、というのは間違った判断です。

それは、ずるかしこい人は完全に悪く、正直な人は清らかな人だと考えること

です。今までの経験によると、そのような判断は間違っていることがわかりま

す。ずるかしこい人が、正直な人にないよい習慣を持っていることも、正直な

人が、ずるかしこい人にない悪い習慣を持っていることもあるのです。 

正直な人は、清らかな思いと行動によってよい結果を生むのです。また、自分

の悪い習慣によって苦しみも経験するのです。ずるかしこい人も同じように、

自分自身の苦しみや幸せを経験するのです。 

 

人は、自分の清らかさによって苦しむと信じることは、自分の知識を自慢した

い人にとってはうれしいことです。しかし、弱く、間違ったすべての思いを心

から取り除かない限り、自分の苦しみは、自分自身のよい習慣の結果であり、

悪い習慣の結果ではないと宣言できないのです。そして人は、最高のレベルに

成長するまでに、心と人生の失敗を繰り返しながら、よい習慣が悪い結果を生

まず、悪い習慣がよい結果を生まないという、正しい法則を発見するのです。 

人はこのような知識を身につけ、多くを知らなかった過去を振り返り、人生は、

過去も今も正しく、調和のとれたものだと気づくのです。そしてすべてのよい

経験、悪い経験は、成長している、またこれから成長しようとする自分そのも

のであったと理解するのです。 

 

よい思いと行動は、決して悪い結果を生みません。悪い思いと行動は、決して

よい結果を生みません。これは、トウモロコシからはトウモロコシしか生まれ

ず、雑草からは雑草しか生まれないということです。人は、自然の世界におい

てはこの法則を理解していますが、心の世界においてはほとんど理解していな

いのです。 

 

苦しみは、いつも何か間違った思いの結果なのです。たった１つの、また最高

の苦しみの利用方法は、すべての汚れたものをきれいにし、燃やしてしまうこ

 
Copyright © 2005 by Cosmo Voice Co.Ltd. All rights reserved. 

9



無料Ｅブック 「人は思った通りの人間になる」フレンドリー・バージョン 

とです。苦しみは、清らかな人にはやってきません。完全に清らかな人は苦し

むことがないのです。 

 

人が、苦しみを経験するのは、心が乱れている証拠です。人が、恵みを経験す

るのは、心が落ち着いている証拠です。目に見えない恵みは、正しい心の結果

です。物がたくさんあるのに不幸なのは、間違った心の結果です。人は、恨ま

れながらお金持ちになるかもしれません、また恵まれて貧乏になることもあり

ます。お金が正しく使われる時によってのみ、恵みと豊さはいっしょになるの

です。そして貧乏な人は、自分の人生が不公平なものととらえる時にのみ、不

幸になるのです。 

 

貧乏とがめつさは、不幸の最低の状態です。どちらも同じように間違っていて、

心の病気による結果です。人は、自分自身が幸せで、健康で豊かになるまでは、

バランスがとれているとはいえません。そして幸せ、健康、豊かさは、自分自

身の内側の心と外側の環境のバランスによる結果なのです。 

 

人は、泣き言や悪口を言うのをやめて、正義を求め始める時、はじめて人間ら

しくなり始めるのです。そして人は、自分の心を正しくしようと努力し、自分

の環境が他人のせいであると責めなくなるのです。また環境に反抗することを

やめ、自分自身を強く清らかな心によってつくり上げ、隠れた自分の能力を引

き出すために環境を利用するのです。 

 

混乱でなく、法則が宇宙をコントロールする原則なのです。不公平でなく、正

義が人生の基本なのです。みだらな行為でなく、正義が心の世界をつくり、動

かす力なのです。そうであるとすると、人は、自分自身を正しくすることによ

ってのみ宇宙は正しいと理解するのです。そして自分を正しくする途中で、物

や他人に対する心構えを変えることによって、物や他人が変わることを知るの

です。 

 

この事実は、すべての人の中にあります。それは、きちんとした反省によって

簡単に理解できるのです。自分の心を一気に変えてみましょう。そうすれば、

目に見える環境がすばやく変化することに驚くでしょう。人は、自分の心を秘

密にできると思っていますが、それはできません。心はすぐに習慣となり、習

慣は環境となるのです。冷たい心は、お酒に溺れたり、みだらな欲望の習慣に

なり、貧乏と不健康な環境を生みます。汚れた心は、弱々しい習慣になり、戸

惑った環境を生みます。恐れ、疑い、そしてあいまいな心は、弱い、だらしな
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い習慣になり、失敗、貧乏、奴隷のような環境を生みます。怠けの心は、不潔

で素直でない弱い習慣になり、汚らしい（きたならしい）貧乏な環境を生みま

す。憎しみと不満の心は、暴力の習慣になり、苦しみといじめの環境を生みま

す。自己中心的な心は、自己満足の習慣になり、不幸な環境を生みます。 

 

それに比べて美しい心は、恵みと優しさの習慣になり、温かい環境を生みます。

きれいな心は、規則正しい習慣になり、落ち着きと平和の環境を生みます。勇

気、自立、決意の心は、男らしい習慣になり、成功、豊かさ、自由の環境を生

みます。エネルギーに満ちた心は、清潔さと努力の習慣になり、楽しい環境を

生みます。優しい思いやりの心は、穏やかな習慣になり、守りの環境を生みま

す。愛情に満ちた心は、長く続く豊かさ、お金を生みます。 

 

１つの思いを続ければ、よくも悪くも、その結果が必ず人格と環境にあらわれ

ます。人は、直接環境を選ぶことはできません、しかし自分の心は選ぶことが

できるのです。そして間接的に、でも確かに自分の環境をつくるのです。自然

は、思いが生む喜びが得られるよう応援してくれます。そしてよい心でも悪い

心でも、それがすぐに環境としてあらわれるのです。 

 

悪い心を控えましょう。すべての世界は自分に優しくなり応援してくれるでし

ょう。弱い、不健康な心を捨てましょう。力強い決意を支えるチャンスがやっ

てくるでしょう。よい心を育てましょう。どんな厳しい人生も自分自身を不幸

によって縛りつけないでしょう。世界はあなたの万華鏡です。そして、すべて

の瞬間に映し出される１つ１つの色の組み合わせは、あなた自身の移り変わる

心なのです。 

 

あなたは、なろうとしている自分になります。 

失敗は、その原因を“環境” 

という言葉の中に発見します。 

しかし心はそのことを認めず賛成しません。 

 

心は時間に打ち勝って、空間を支配します。 

そして心は偶然といううそつきを怖がらせ 

環境に置き換わるのです。 

 

目に見えない力、消えることのない心から生まれた人の思いは、 

問題が起こっても、目標を達成するために 
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道を切り開くことができるのです。 

 

ゆっくりとしたスピードに耐えなければいけません。 

理解ある人のように、 

心が命令を下す時、 

神様は心に従う準備ができているのです。
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第３章 

心が健康とからだに与える影響 

 

 

からだは心の召使です。気づく、気づかないにかかわらず心の働きに従います。

法則に反する心の指示によって、すぐにからだは病気になります。きれいな心

の指示によって、からだは若々しさと美しさで満たされます。 

 

病気と健康は、環境と同じように心と深く関係しています。不健康な心は、不

健康なからだとなってあらわれます。恐れの心は、鉄砲の弾のようなスピード

で死をもたらすことが知られていますが、今も何千という人に、スピードは遅

くても確かに死をもたらしています。病気を恐れる人は、病気になります。不

安がからだ全体を壊し、病気の入り口に居座るのです。また汚れた心は、たと

えそれがからだにダメージを与えていなくても、すぐに神経を台無しにしてし

まいます。 

 

力強く、清らかで、幸せな心は、エネルギーと恵みに満ちたからだをつくりま

す。からだはデリケートで素直ですので、心にそのまま反応します。 

 

人は、汚れた心を育てている限り、汚い血液を流し続けるのです。きれいな心

からは、きれいな人生ときれいなからだが生まれます。汚れた心からは、汚れ

た人生と弱いからだが生まれます。心は、行動、人生、そして自分そのものが

流れる川です。川をきれいにしましょう、そうすればすべてがきれいになりま

す。 

 

食べ物を変えても、心を変えない人には意味がありません。人が心をきれいに

する時、汚れた食べ物を欲しいと思わなくなるのです。 

 

きれいな心は、きれいな習慣をつくります。清らかな人であっても、自分のか

らだをきれいにしないような人は本当に清らかとは言えません。自分の心を強

くし、きれいにする人は、悪いことなど考える必要がないのです。 

 

もし健康になりたければ、心に気を使いなさい。もし元気になりたければ、心

をきれいにしなさい。うらみ、やきもち、暗い心は、からだの健康、恵みを奪
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います。冷たい顔つきは偶然にあらわれません。冷たい心から生まれるのです。

顔を台無しにするしわは、プライドや欲望によって生まれます。 

 

私は、少女のようにきれいで輝いている９６歳の女性を知っています。また、

バランスの崩れた顔の若い男性も知っています。女性の顔は、優しく輝くよう

な性格の結果です。男性の顔は、欲望と不満の結果です。 

 

空気や太陽の光が部屋に入ってこないと気持ちよくないように、強いからだ、

輝くような幸せ、穏やかな顔は、心の中へ喜びやよい思い、穏やかな思いが入

ってこない限り生まれないのです。 

 

歳をとった人の顔にはしわがあります。ある人は同情によって、ある人は強く

きれいな心、そしてある人は欲望によってしわが生まれます。しわを見分けら

れないことはありません。正しく生きてきた人にとって、歳をとることは、太

陽が沈むように穏やかで、静かで、美しいものです。最近私は、ある哲学者が

亡くなるのを見ることがありました。彼は、歳以外に老けてはいませんでした。

彼自身が人生を生きたように、穏やかに亡くなったのです。 

 

明るい心ほど病気を軽くするお医者さんはいません。思いやりほど、悲しみを

癒すなぐさめはありません。不健康な心、批判、疑い、そしてねたみの思いを

持ち続けることは、自分を牢屋に閉じ込めるようなものです。しかし、誰に対

してもよいことを思い、笑顔で接し、我慢強く人のよいところを見つけるよう

な愛情は、まさに天国への入り口です。そして、毎日優しい心ですべての生き

物に接する人には、あふれるような平和がやってくるでしょう。 
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第４章 

思いと目的 

 

 

思いは、目的とつながらない限りすばらしい結果を生みません。思いのほとん

どが、人生の海の中で迷っているのです。目的を持たないのは悪い習慣です。

人生の失敗を避けたい人は、目的を持つべきです。 

 

人生に明確な目的のない人は、心配ごと、恐れ、問題を抱えて自分を好きにな

れないものです。それは弱さであり、失敗、不幸、貧乏につながります。なぜ

なら弱さは、常に発展する宇宙と調和しないからです。 

 

人は、心に正しい目的を持ち、それを達成するために行動すべきです。そして

その目的を、心の中心に置くべきです。その時の状態によって、目的は心の理

想かもしれません、また一般的なものかもしれません。いずれにしても人は、

目的を最も重要なものととらえ、気まぐれな思いつき、願い、想像にまどわさ

れないよう、目的達成のために努力すべきなのです。それは言い換えれば、自

分を管理すること、心を集中することです。たとえ何回失敗しても、努力や試

練は、自分の弱さを乗り越えるまでは避けることができず、最終的には人格の

強さが成功につながるのです。 

 

大きな目的のない人は、どんな小さな仕事でも一生懸命行うべきです。そうす

ることによってのみ、心が１つに集中し、力とエネルギーが生まれるのです。

それができれば、達成できないことは何もなくなるでしょう。 

 

自分の弱さを知っている心は、自分を信じることによって努力し始めるのです。

そして積み重なる努力と努力、我慢と我慢、力と力が決して弱くなることなく、

最終的には清らかなレベルにまで成長するのです。 

 

からだの弱い人が、我慢強い訓練によって自分自身を強くするように、弱い心

の人も、正しい心を育てることによって自分自身を強くできるのです。 

 

自分の弱さを乗り越え、目的を持って考え始めることは、失敗は単に成功への

通過点と考える人の仲間入りをすることです。このような人は、環境をコント

 
Copyright © 2005 by Cosmo Voice Co.Ltd. All rights reserved. 

15



無料Ｅブック 「人は思った通りの人間になる」フレンドリー・バージョン 

ロールし、力強く考え、恐れなく行動して、すばらしい仕事をする人なのです。 

 

自分の目的を持ち、人は一生懸命その達成のために前進すべきです。疑いや恐

れは、完全に取り除くべきです。このような心は、努力の邪魔をして失敗につ

ながります。疑いと恐れの心で、達成できることは何もありません。いつも失

敗につながるだけです。疑いと恐れが入ると、目的、エネルギー、行動力、そ

してすべての力強い心は消えてしまいます。 

 

行動は、できるという思いから生まれるのです。疑いと恐れは行動の敵です。

そしてそれらを取り除こうとしない人は、行くところすべてにおいて壁にぶつ

かるのです。 

 

疑いと恐れを乗り越えた人は、失敗を乗り越えた人です。思いは力といっしょ

になり、すべての問題に勇気をもって取り組み、解決するのです。目的はタイ

ミングよく植えつけられ、花を咲かせ、果実になるのです。 

 

目的とつながった思いは、力となります。このことを知っている人は、あいま

いな思いや感情を取り除き、力強い存在になる準備ができているのです。この

ような人は、心の支配者となるのです。 
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第５章 

達成と思い 

 

 

人の達成、また失敗は、自分の思いがもたらした直接の結果です。完璧な調和

の宇宙において、バランスが崩れることはすべての終わりを意味するように、

自分の責任は絶対でなくてはいけません。人の弱さや強さ、心の清らかさや乱

れは、自分の責任であって他人の責任ではありません。そしてそれらは、自分

によってのみ変えることができ、他人には変えることができないのです。自分

が抱えている状況も自分の責任で、他人の責任ではありません。自分の苦しみ

や幸せは、心から生まれるのです。人は、思い続ける通りの人間になるのです。 

 

強い人は弱い人を助けることはできません。弱い人自身が助けを求めなければ

いけないのです。またそうであっても、弱い人は自分自身に強くならなければ

いけません。自分自身の努力によって、他人が驚くような力を身につけなけれ

ばいけないのです。他人でなく自分だけが、自分の状況を変えることができる

のです。 

 

「１人の支配者によって多くの人が奴隷になっている、支配者を責めよう！」

多くの人はそう言ってきました。しかし今、それに対して、「多くの奴隷がいる

から１人の支配者がいるのだ。奴隷を責めよう！」と言う人もいます。 

 

本当は、支配者も奴隷も協力し合っているのです。そして、お互いに苦しめあ

っているように見えながら、実際は自分自身を苦しめているのです。支配され

る人の弱さと、支配する人の間違いを理解すべきなのです。両方の苦しみを理

解する完璧な愛情は、どちらも責めません。完璧な思いやりは、支配する人、

支配される人両方を抱き寄せるのです。弱さを乗り越え、すべての自己中心的

な思いを取り除いた人は、支配する人、支配される人のどちらも責めないので

す。このような人は自由です。 

 

人は、自分の心を成長させることによってのみ前進し、弱さを乗り越え、すば

らしい仕事を行うことができるのです。そして心の成長が止まることによって、

弱々しく、落ちぶれ、みじめなままでいるのです。 
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人が何かを達成する前に、たとえそれが一般的なものであっても、間違った心

を直し、心を成長させなければいけません。成功するために、自己中心的な性

格をすべて取り除く必要はないかもしれません。しかし一部は少なくとも犠牲

にしなければいけないのです。心がいつも冷たい人は、しっかりと考えること

も、計画を立てることもできません。このような人は、自分の隠れた能力を発

見することもできず、どんなことにも失敗するでしょう。勇気を持って心を管

理しないで、人は出来事をコントロールし、大事な責任をこなすことはできま

せん。責任感をもって行動することができないのです。しかし人は、自分が選

ぶ心によってのみコントロールされるのです。 

 

犠牲なしに達成はありません。そして人の成功は、間違った心を直して、責任

ある仕事を行うことで手に入れることができます。高いレベルに心を成長させ

ればさせるほど、人の成功はもっと身近になり、すばらしいものになるでしょ

う。 

 

宇宙は、がめつく、ずるかしこい、意地悪い人を好みません。素直で、明るく

すばらしい人格を持つ人を好みます。昔の教育者たちは、このことをいろんな

方法で教えています。それを理解するために、人は心を成長させ、すばらしい

人格を持たなければいけないのです。 

 

学業の成功は、自然の美しさ、本物の研究の結果です。そのような達成は、自

慢しているように感じるかもしれませんが、そうではありません。長い間の努

力、清らかな心による自然の結果なのです。 

 

心の成功は、人間の最終目的です。清らかな思いの中に生きる人、思いやりに

満ちた人は、燃える太陽や満月のように、かしこく美しい人格を持ち、影響力

と恵みを与える仕事をするでしょう。 

 

すべての達成は努力の結晶、育てた思いの結果です。自分を管理して、決意、

清らかさ、正義を持つことによって人は成長し、不潔な欲望、だらしなさ、汚

れた心によって人は落ちぶれます。 

 

人は、最高の成功を手にするかもしれません。清らかな心の世界に行くことも

できるでしょう。また、自己中心的な思いが支配することによって、弱い状態

や不幸を経験するのです。 
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正しい心で勝ち取った勝利は、自分で守らなければいけません。多くの人は成

功を手にすると油断して、大きな失敗をしてしまうのです。 

 

ビジネスであっても、学校であっても、心の世界であっても、すべての達成は

正しい心の結果なのです。すべては同じ法則が支配しています。達成する目的

だけが違うのです。 

 

小さなことを達成する人は少しを犠牲にする必要があります。多くを達成する

人は、多くを犠牲にしなければいけません。高いレベルを達成する人は、大き

なことを犠牲にしなければいけません。 
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第６章 

夢と理想 

 

 

夢を持つ人は世界を救う人です。目に見える世界は、目に見えない世界によっ

て支配されているように、問題、罪、苦しい仕事のすべては、孤独に夢を持つ

人によって支えられているのです。世界は、夢を持つ人を忘れることはありま

せん。彼らの夢が消えるようにはさせないのです。世界は、彼らの夢の中に生

き、いつかは夢が現実になることを知っているのです。 

 

作曲家、彫刻家、画家、詩人、預言者、教育者は、後に続く世界の製作者であ

り、天国の建築家です。この世界が美しいのは彼らがいるからです。夢を持つ

人なしには、世界はおかしくなってしまうでしょう。 

 

美しい夢、清らかな夢を心の中で育てる人は、いつかはそれを実現できます。

コロンブスは、別の世界を夢見て、それを発見しました。コペルニクスは広い

地球や宇宙を夢見て、それを明らかにしました。釈迦は、清らかな美しさと、

完璧な平和に満ちた心の世界を夢見て、その世界に入っていきました。 

 

夢を育てましょう。心の音楽を育てましょう。心の中でつくられる美しさ、き

れいな思いを飾る愛情を育てましょう。そこから、すべてのすばらしい状況、

天国のような環境が生まれるのです。そしてもし、それらに素直に従うなら、

最終的に自分の世界がその上につくられるでしょう。 

 

願いを持つことはそれを得ることです。夢を持つことはそれを達成することで

す。間違った欲望から真の喜びを得ることができるでしょうか？清らかな夢か

ら生活に苦しむことがあるでしょうか？そのような法則は存在しません。 

 

清らかな夢を持ちましょう。思いめぐらした夢の通りの自分になるでしょう。

自分の夢は、いつかなる自分との約束です。あなたの夢は、最終的に正体を現

すあなた自身なのです。 

 

すばらしい達成も最初は夢だったのです。かしの木はどんぐりの中で眠ってい

るのです。鳥は卵の中でうまれるのを待っているのです。そして、最も清らか
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な夢の中で天使が動き始めるのです。夢は現実の苗木です。 

 

あなたの状況は今、よくないかもしれません。しかし夢を持ち、達成しようと

努力するなら、そのような状況は続かないでしょう。夢の中を歩きながら、そ

の外で何もせず立ち続けることはできないのです。ここに、貧乏とつらい仕事

に苦しむ若者がいます。不健康な工場に長い時間働かされ、学校にも行けず、

楽しみは何もありません。しかし若者は、よい世界を夢見るのです。知識や、

恵み、美しさを願うのです。若者は、理想的な人生を願い、心の中で夢の世界

をつくりあげるのです。 

 

自由と、大きな夢がこの若者を支配します。つらさが若者に力を与え、空いて

いる時間を使って、自分の隠れた力を開発しようとするのです。心が変化する

と工場に縛られることはなくなります。工場は、自分の心とあまりにも調和せ

ず、若者の人生から離れた存在になってしまうのです。そして、チャンスがや

ってくると同時に、工場をやめるのです。何年か後に、この若者は立派な大人

になります。心の力を支配した人として世界的な影響力を持ち、彼に匹敵する

人がいないほどです。手元にはとてつもなく大きな仕事を抱え、彼が話せば、

聞いている人たちの心は変わります。男性も女性も彼の言葉を聞き、自分の人

格を直すのです。若者は、多くの可能性が生まれる、動かない太陽のような輝

く存在となるのです。彼は、自分の夢そのものとなり、理想と合体するのです。 

 

あなたも若い読者として、それが汚れたものであっても、美しいものであって

も、またそのどちらも含まれたものであっても、単なる願いでなく、心に存在

する夢が外にあらわれるのです。なぜなら、あなたはいつも自分が愛するもの

を引き寄せるからです。あなた自身の思いの結果が手元にもたらされるのです。

自分の人格そのものを手にし、それ以上、またそれ以下のものは手にしないの

です。自分の状況がどのようなものであっても、夢、理想という自分の思いと

ともに落ちぶれたり、前進したりするのです。あなたは、自分の欲望に流され

てちっぽけな存在になったり、自分を支配する大きな夢のようにすばらしい存

在になったりするのです。 

 

頭で考えることのない、だらしない人、目の前の結果しか見ず、原因そのもの

を見つめない人は、幸運、偶然という言葉を口にします。お金持ちになる人を

見て彼らは言うのです。“なんて幸運なのでしょうか！”また才能を持っている

人を見て叫ぶのです。“なんて恵まれているのでしょうか！”そして、清らかな

人格や、影響力を持つ人を見て言うのです。“いつもチャンスに恵まれてなんて
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幸運なのでしょうか！”彼らは、成功の裏にある苦労を知らないのです。犠牲

や恐れない努力、また不可能なものを乗り越え、夢を現実にする強い思いのこ

とを知らないのです。彼らは、心の痛みを知らず、喜びの部分だけを見て、“幸

運”と呼ぶのです。同じように、苦しい努力を見ないで、輝くような結果だけ

を見て、“幸運”“偶然”と呼ぶのです。 

 

すべての人間の活動の中に、努力、そして結果があります。努力の大きさが結

果にそのまま映し出されます。そこに偶然はありません。目に見える結果、目

に見えない結果は、努力の果実です。それらは強い思いであり、達成された目

標であり、現実になった夢なのです。心の中で踊る夢、理想こそがあなたの人

生をつくり、その通りの自分になるのです。 
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第７章 

静けさ 

 

 

心の静けさは美しい宝石です。それは、我慢強く努力し、自分を規則正しく管

理した結果です。静けさは、心の働きや法則をよく理解しているから生まれる

のです。 

 

人は、自分が心の思いによって生まれたと理解すればするほど穏やかになりま

す。そして他人も同じように、心の思いから生まれた存在だと理解するのです。

そして心の原因と結果の法則を通して、騒いだり、怒ったり、心配したり、悲

しんだりしなくなるのです。このような人は、冷静で、穏やかなままでいるこ

とができるのです。 

 

自分を管理することを学んだ穏やかな人は、他人と調和することを知っていま

す。そしてその結果として、人は彼の心の力に尊敬の気持ちを持つのです。彼

から学ぶことができ、信頼できると感じるのです。人は穏やかになればなるほ

ど、成功、影響力、愛情は大きなものになります。たとえ平凡なサラリーマン

であっても、自分を管理することや穏やかさを育てることによって、お金を手

にすることができるでしょう。なぜならお客さんは、素直で堂々とした人から

商品を買いたいと思うからです。 

 

力強く穏やかな人は、いつも愛され尊敬されます。彼は、涼しい日陰を与える

大きな木や、嵐を避ける岩のような存在なのです。穏やかな心や、美しいバラ

ンスのとれた人生を好まない人はいるのでしょうか？雨でも天気でも、またど

んな変化がやってきても関係ないのです。なぜならこのような人は、いつも静

かで穏やかだからです。静けさという、人格のゆったりとした穏やかさは理想

の姿です。それは、人生の花であり、心の果実です。それは心と同じように大

切であり、金よりも魅力があるのです。本物の海、嵐も届かないような深い波

の下で、永遠の静けさの中に住む人生に比べると、単にお金を追いかけること

は、なんてつまらないものに見えるでしょうか！ 

 

自分の人生を難しくし、短気な怒りですべての美しいものを台無しにする人、

人格のバランスを壊す人がなんて多いことでしょうか！自分を管理できないで、
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なぜ多くの人が人生や幸せを台無しにしているのか、という質問なのです。バ

ランスのとれた、完璧な人格の特徴である、ゆったりとした穏やかさを持った

人がなんて少ないのでしょうか。 

 

そうです。世界はおさえられないような感情や、我慢できない悲しみで揺れ動

き、心配や疑いの心で打ちのめされているのです。かしこい人、心を管理し、

きれいにした人だけが、心の風や嵐を自分に従わせることができるのです。 

 

嵐に揺れている心よ、どこにいようとも、どんな状況にいようともこのことを

知っていなさい。 

人生の海では、恵みの小鳥が微笑み、太陽に照らされた海岸があなたを待って

いるのです。しっかり心の舵を握りなさい。心の中心には、休んでいる船長が

いるのです。彼はただ寝ているだけなのです。起しなさい。自分を管理し、正

しい心を持つことは勝利です。静けさは力強さです。心に向かって言うのです。

“静けさよ。そのままでいなさい。” 

 

 

お勧め教材、情報 

 

 このジェームス・アレンの究極の成功哲学がオーディオに！？ 

この E ブックはお役に立てましたでしょうか？ 

もしそうであれば、ぜひオーディオ・プログラムのご購入もご検討くだ

さい。世界の成功者の共通習慣の１つは、オーディオ・プログラムを聴

くことです。１００年以上も、世界の成功者が愛し続け読み続けられる

成功哲学をあなたの体にしみ込ませるチャンスです。 

→ http://www.seminars.jp/user/product_d.php?pCD=183 

 

 あのセミナーがオーディオに！？ 

セミナーズは、“あなたの「学びたい」がここにある”、というコンセプ

トでスタートしました。人気セミナー講師がライブセミナーだけでなく、

どんどんオーディオセミナーとして登場しています。定期的に新しい商

品をチェックされることをお勧めします。 

→ http://www.seminars.jp/ 
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