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○ はじめにお尋ねします。 

 あなたは、ちょっとしたことで落ち込むマイナス思考な方ですか？ 

そんな自分に、ほとほと嫌気が差していませんか？ 

 

 そんなあなたが私の知った“ある真実”を知れば、 

⇒ 肩から力が抜け、ホっとするでしょう。 

⇒ すなおになれ、ラクに自分を出せるでしょう。 

⇒ 自分の魅力に気づき、モテるようになるでしょう。 

⇒ ムダな勉強をしなくて済むようになるでしょう。 

  

 もし私の言うことを知れば、私のようなバカな遠回りをしなくて済むでしょう。その遠回りと

は…… 

 

３０年と５千万円。 

 

いくら何でも学びにそこまでかけた人はいないでしょう。たくさんの教えを学び倒し、これで

もか、これでもかと試してきたのです。まぁ金額だけで言えば、経費で落とすなどして、私以上

に使った人もいるかも知れません。でも私は、ヒラのサラリーマンの身で、給料のほとんどをつ

ぎ込み、教えを学ぶことに人生を費やして来たのです。 

 

それがある日のこと“ある真実”に気づいてからは、 

☆ ２千５百人の聴衆の前でも、まっ先に手を上げ堂々と発言でき、 

☆ 銀座で働き、英語をペラペラに話す手の届かなそうな女性をカンタンにランチにお誘いし、 

☆ １６冊本を出し、ゼロから数十億の起業コンサルをしている人からコーチを求められ、 

☆ セミナーをやれば、参加者から「目からウロコが落ちた」と絶賛されるという…… 

 

「自分でも信じられない状態」になっているのです。 

 

そう言うと、あなたはこう言うかも知れません。 

「ひろさんは才能もあったし、たくさん教えを勉強した。だからうまくいってるんでしょ」と。 

 

 いいえ、そんなことはありません。 

 

 

私は、いまでも何か言われるだけで傷つき、ネットで日記を書いてコメントがないとよくない

のかと気にする男です。話しかけて反応がないと嫌われているのかもと落ち込み、自己主張の強

い人には劣等感を感じるんです。そんなノミの心臓しか持たない男です。 
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 以前と何も性格は変わっていないです。その私がいまでは信じられない結果を出せるようにな

り、 

 

もしかすると成功哲学で言われていることと実際とは違うのかも知れない。 

「信じれば成功する」というのは単なる成功者の思い込みでは？ 

 

そう思い、この小冊子を発表することにしました。 

 

 

～なぜ「マイナス思考
．．．．．．

」なまま
．．．

うまくいきはじめたのか？ 

 

 ではなぜ、「マイナス思考」のまま、うまくいきはじめたのか？ その理由を探っていきまし

ょう。 

 

それには、まず既存の成功哲学から入る方がわかりやすいでしょう。 

 

いわゆる“成功哲学”と呼ばれる教えでは、よく「思考を変えよ。思考を変えれば行動が変わ

り、現実も変わる」と説いています。 

 

わかりやすくするため、図にしてみました。下の図をご覧下さい。 

ちまたの成功哲学では、「思考パターン」を変えることにより、現実も変わると説いています

よね。 

 

         あなた 

 

         思考         現実             
                          変化 

 

 

       ※【行動】 
※行動の外側の枠【 】は、その人の「思考の枠」＝「思考グセ」＝「思考パターン」（パタ

ーン化された思考）によって行動が制限されていることを示している。 
 

成功哲学では「思考を変え、ポジティブになれば成功できる」「前向きな態度でいればうまく

いく」と言っています。これが常識とされている。 
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ですがちょっと待ってください。そんなにカンタンに思考パターンって変えられるのでしょう

か？ 

 

百歩譲って、仮に思考パターンを変えられたとして、そうスンナリ現実も変わっていくでしょ

うか？ 

 

私にはそうは思えません。いいことを思おうとした途端、悪いことも起きるんじゃないかと想

うものだからです。それが自然な反応です。 

 

それに、これはやった人ならわかることですが、単に思考を変えても現実は変わりません。思

考が直接現実に影響しているわけではないのです。（※ここは非常に重要なポイントなので後で

詳しくお話しします。） 

 

また、多くの人はポジティブでい続けること自体難しいのではないでしょうか？ 嫌なことが

あるとすぐイラっとする。そうなるとかえってできない自分が気になりはじめる。 

 

そう、ポジティブにならなければ成功できない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

と思ってしまう副作用もあるのです。こういう

思考パターンに陥ってしまう。 

 

「思考が行動を制限してしまう」のです。それがあなたを動けなくし、現実が変わらない最大

の理由です。（前の図※【行動】参照） 

 

このことに気づいたのは、教えという教えをさんざんやってみた後でした。 

 

信念が奇跡を呼ぶ○○、念じれば叶う、潜在意識がどうのこうの、思考は現実化する――とい

った成功哲学系。信頼すれば豊かさがやってくる、感謝すれば返ってくる――といった精神世界

系。そのほかありとあらゆる教えをかたっぱしからやってみたのです。 

 

ところが、 

いくら信じて
．．．

やってもうまくいかなかった。 

 

これがなぜだかわからなかった。 

 

これだけ教えを学び、かつ、やってきた……にもかかわらずうまくいかない。その理由がどう

してもわからなかったのです。 

 

自分のやり方が間違っているのか……そんなことも考えました。 
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ほかの人はある程度勉強したらカウンセリングの資格とか取ってすぐデビューする。それに対

し私は、こうした教えを学び、自ら試しつつも答えを見出せないまま、30 年の月日が過ぎ去ろ

うとしていたのです。 

 

少しでも教えと違う事例が見つかると疑問が湧く。それがわだかまりとなって先へ進めなかっ

たのです。 

 

そんな想いをあなたにはさせたくなかった。だからこの小冊子を書きました。 

 

この小冊子を読めば、私のような遠回りをせずに済む。ぼう大な時間とお金を節約できる。多

くの人の助けとなる。そう思い、発表しました。 

 

～ある、知られざる真実  

私は、手はじめに、自分が気づいたことを一人ひとりに教えていきました。すると、その人た

ちも“モヤモヤが晴れた”“気持ちがスッキリした”と言って来ました。そのうちに、ある、知

られざる真実があることに気づきました。 

 

これは誰も気づかなかったし言わなかったことです。逆に言えば、この真実に気づかなかった

ために、ずい分遠回りをさせられていたのです。それは次の点です。 

 

１ 思考は現実化していなかった。 

 

２ 世の中に「教え」は多い。だが、その人に合った“使い方”まで言及したものは、

まずない。 

 

この真実に気づいて以来、マイナス思考なのにうまくいきはじめました。さらにその事実を公

表しはじめました。メルマガを発行し、ブログを書き、セミナーをやってみたのです。 

 

するとどうでしょう。予想とは 180゜異なる感想をもらいはじめたのです。その一部をご紹介

すると…… 

 

・「マイナスな自分ではダメだと思っていました。だけどこれでいいんですね。これまで成功法

則のテープに高いお金をかけていたのがバカらしくなりました」とセミナーに参加し、開始

早々に号泣。スッキリとし、見違えるようになりモテ始めた女性。 

 

・「成功法則を学び、自分でもやれると思い、いままで勤めていた会社を退職。ところが貧乏の

どん底。あげくの果てに引きこもり状態に。でもこの教えを知って以来、希望が持て、家から

出られるようになりました」と言ったメルマガ読者。 
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・「いままでいいときと悪いときのムラがあったんですわ。それが“マイナス思考でええ”とい

う教えに触れ、気がラクになったんです。それまでどこかかけ引きをしていたことに気づき、

その後ビジネスパートナーといい関係が築けるようになりました。 

 

ストレス無くてムリが無い。こんな気楽でエエンやろうか、と思ったほど。ビジネスもいい形

で話が進むからえろう助かっとります。８年間断絶しとった兄キから連絡もあって今後一緒にビ

ジネスやろうかという話にもなりました。ありがたいことです」と言った教育関係の本を 16 冊

出している事業家。 

 

こんなふうに感謝の声を次々といただきました。そんなこと言われるなんて想像もしないじゃ

ないですか、ふつうは。だからにわかには信じられなかった。 

 

ところがさらにその状況に追い討ちをかけるように、東京、名古屋、大阪あたりからも九州の

私に逢いにくる人が続出しました。その現実を目の当たりにしたとき、自分の立てた仮説を信じ

ざるを得ない、そう観念したのです。 

 

そこで私はあることを決めました。私自身が「成功法則の常識」に反することを声高らかに宣

言しようと思ったのです。それは…… 

 

『マイナスでもいい』、なんて言うのはとても怖い。でも誰かが言わなきゃ。そうしないと路頭

に迷う人が出続けてしまう……。 

 

そう思ったのです。 

それがこの小冊子を世に出した最大の理由です。 

 

ほかにも私が気づいた真実はたくさんあります。ですがそれをいっぺんに紹介すると混乱する

でしょう。そこで、よく言われる成功法則の常識のうち代表的なものを取り上げました。 

 

ここは大事なところなので、注意深く検証しながら読んでください。批判し、疑いながら読ん

でもらっても構いませんので……。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
All Rights Reserved ©2006-2013 hiro kensaku 

7

○ 私が気づいた、誰も言わない「驚くべき真実」 

１ プラスことばを言えば、いいことが起きるのウソ 

・いいことを言うのに悪いことが起き、悪いことを言うのにいいことが起きる。 

 

２ 相手の気を引くトーク術のウソ 

・相手が関心・興味のある話をしても動かせない。 

 

３「想えば叶う」「思考は現実化する」のウソ 

・信じてもうまく行かず、信じてなくてもうまくいく。 

 

一つひとつ解説していきましょう。準備はいいですか？ ではいきましょう 

 

１ プラスことばを言えば、いいことが起きるのウソ 

・いいことを言うのに悪いことが起き、悪いことを言うのにいいことが起きる。 

 

 ことばは言霊（ことだま）と言われます。こうした教えでは言ったことが現実になるかのごと

く教えられます。 

 

たしかに「いいことばを言ったらツイた」と言う人もいます。ですがはたしてそう断言できる

のでしょうか？ 全部が全部、そうだと言い切れるのでしょうか。私にはそうとは思えません。

逆に悪くなったと言う人もたくさんいるからです。 

 

たとえば、街のオバちゃんから芸能界まで、口の悪い人のほうが元気で、ウケてるってこと、

ないですか？ 

 

お笑い芸人や、不平・不満をしょっちゅう吐くオバちゃん。彼らの方がやたらと元気じゃない

でしょうか？ 

 

その一方で、やさしいことばをかける品のいい人は線が細く、やたらと病気がち、とか、まじ

めで人のいい芸人が早く消え、毒舌を吐く芸人は生き残る――こうした光景を見かけませんか？ 

 

 そうなるのは、しごく当然のこと。なぜなら、ムリしていいことを言おうとしているから。ヘ

タに教えを信じると、悪いことを言っちゃいけないとムリする。だからうまくいかないのです。 

 

 ではなぜ、うまくいかなくなるのでしょうか？ その理由はカンタンです。 

 

それって、超不自然だから 
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不自然な行動だからうまくいかないのです。怒っているのに「ありがとう」。これじゃ変です

よね。ネガティブな気持ちなのにムリにポジティブに持っていこうとする。だからきつくなるの

です。 

 

え？ まだよくはわからない？ 

 

わかりました！ 

では、もう少し理論的に解説しましょう。 

 

 たとえば、ムリに「ありがとう」と言っている場合、レントゲンのようにからだを透かして観

ると…… 

 

「自分の中で
．．．．．

マイナスことばをつぶやいて
．．．．．

いる
．．

状態」になっています。 

 

 外側でいいことを言っても、内側では気づかないうちにマイナスことばをつぶやいている、こ

んな状態に陥っているのです。 

 

 図解すると…… 

 

外側＝からだの外  【内側＝からだの中】 

ツイてる 
感謝します     

ありがとう 
⇔ 

そんなこと言ったってムリがあるよ 
チクショー負けた、今度こそは 
なんだかイライラするなぁ 

＋ことば  ／ ▲マイナスエネルギー 
 
嫌なことが起きても、外側の口ではいいことを言おうとする。でもほんとうは嫌なことだと感

じている。体の内側ではマイナスことばをつぶやいている。 
 
このように外側でムリしていいことを言っても、内側ではイライラがたまっているのです。 

 
 これは「ありがとうございますっ！」って、怒りながらムキになって

．．．．．．．．．．．
言ってる状態。 

いわば、マイナスエネルギーに乗ったプラスことば（＋／－＝－）。 

 

結果的にマイナスなエネルギー（雰囲気）でメッセージを発していることになるのです。 

 
これでは、マイナスに帯電した状態となるため、次々とマイナスな現実を引き寄せてしまいま

す。 
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メッセージがマイナスの想い（音）に乗って発せられるからです。 
 
各種の成功法則では、ここまで言及し、解説してくれないため、私たちは戸惑ってしまうので

す。 
 
ただ、ムリして言っている人はすぐにわかります。口もとが引きつっていますから（笑）。 

 
 さきの図で言えば、 
内面でイライラしながら外側で「ツイてるなぁ、ありがとう」と言えば、からだの内側と外側

で、 
 
 「温度差」が生じる、というわけです。 
 
 内側でマイナスことばをためているわけだから、外側でいくらプラスことばを吐いたところで、

くすぶったエネルギーをためるだけなのです。 
   
 また、ここも知られていないことですが、外側でいいことを言うより、内側で悪いことをつぶ

やくほうがはるかに影響を及ぼします。その影響力の差は１：９から２：８くらいあると言って

いいでしょう。 
 
だって考えてもみてください。 
思ってもいないことをただ単にそのまま言ってもウソ臭く感じるだけ。体験的にあなたもそれ

はわかるでしょう？ 
 
成功者のように教えをスンナリと受け入れることができない私たちは、まずこの内側のつぶや

きをどうするが「先決」なのです。 
 

外側のことばをどう変えようか？ とあれこれ考えいじくり回すより、内面を隠さずにいたほ

うがいい。内側のイライラ感を出したほうがはるかに早く結果が出ます。なぜなら、口にしたほ

うが早くモヤモヤした想いはキャンセルされ、ラクになっていくからです。 
 
 暗く、ボソボソと「いいことば」を吐くくらいなら、明るく、堂々と「悪いことば」を吐いた

ほうが正直。自分の中にあるゴミをため込まず外に出すのは、お掃除することになります。する

と内面がスッキリとし、元気が出て、ツイてくるようになるのです。 

 

続いて、よくあるご質問にお答えしましょう。 
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Ｑ マイナスなことを言えば、マイナスな現実が引き寄せられるような気がする
．．．．

が…… 

 

Ａ そう思ったままでＯＫですから、まずはやってみてください。やってみればだんだんとわか

ってきます。予想とは違う現実が出てきますから。 

 

ただ、ほとんどの人はやる前から諦めます。どうせムリだと思うのです。 

仮にやったとしてもチョロチョロ、ボソボソと低いエネルギー（音量が小さく聴こえるか聴

こえないかの声）でしゃべるだけ。これではあまり現実は変わりません。 

 

 

例をあげましょう。友人にワイン好きで高級ワインを海外から直接買い付けている人がいま

す。そこで「美味しいワインをいただこう」と、レストランを借り切ってワインパーティーを

企画しました。そこにやって来たある男性は、「初対面は苦手」とばかり、恥ずかしさを隠し

ながら女性と接していました。 

 

それはマイナスなことを言うと悪い現実が
．．．．．．．．．．．．．．．．

引き寄せられると
．．．．．．．．

信じて
．．．

いたから
．．．．

です。 

 

当然、そういう態度では女性とうち解けることは難しい。 

 

  そこで私はこう言いました。「初対面は苦手だ」という想いを正直に語るようアドバイスし

たのです。すると女性たちからは、次々と 

 

 「へぇー、そんな風には見えませんでした。でもかえって正直にそう言ってくださったほうが

ほっとします。だって変にカッコつける男性って多いですから……」 

 

  と言われたのです。その瞬間彼の好感度がググーンとアップ。彼の、「恐れていた現実」と

「実際」とが 180 度違った――思考は現実化しなかったのです。その光景を観て彼も目からウ

ロコが何枚も落ちたようでした。 

 

Ｑ （そうは言っても）誰に自分の想いを言えばいいのか？ 

 

Ａ 「正直な想いを言えばいい」と言っても誰に言えばいいかは迷うところですよね。そこでた

とえば、行きつけのお店のオバちゃんとか、仲のいいカフェの店員、同じ趣味の仲間、ネット

上のサークルなど、まずは利害関係がなく安心して話せる人がいいでしょう。自分の内面を出

しても受け止めてくれそうな人。そういう人から徐々にいろんな人に言ってみたらいいのです。 

 

ポイントとしては、「いま自分が感じていること」を言うこと。そうすれば本当に言いたい

ことが何なのか、だんだん観えてくるでしょう。 
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２ 相手の気を引くトーク術のウソ 

・相手が関心・興味のある話をしても動かせない。 

「会話術」「説得術」の本を読むと、「まずは相手の興味を引く話をせよ」とあります。「そうす

れば相手を意のままに動かせる」というわけです。たしかに相手の趣味に合わせて話せば、当然

相手の関心を引くでしょう。 

 

ところが実際にやってみると思ったようには動かせないもの。本の通りにはいかない、という

経験は一度や二度ならずあなたにもあるでしょう？ 

 

かくいう私も「人を動かすその手の本」を読み、試しました。ですが相手は一時的に反応する

だけ。本の上では、さも効きそうに書いてあるその方法も、まったくと言っていいほど使えなか

ったのです。 

 

かつて、ある快活でポジティブな女性とつきあっていたことがあります。当時の私は本で教え

られる通り聴き役に徹し、彼女の趣味・趣向に話を合わせていました。初めのうちは彼女も喜ん

でくれ、私も満足でした。ところがある日のこと、耳を疑うひと言を言われたのです。 

 

 「なんだか、ツマんないわ」 

 

 えーっ？！ 相手の興味に話を合わせていたのに どーうして！ って思いました。 

 

 なぜそうなってしまったのでしょうか？ それは、相手に合わせてばかりいたから。 

自分の意見がなかった。その場を取り繕ってばかりいて、私に個性が感じられず、他人行儀にな

っていたのです。 

 

 もちろんセールスや会議、プレゼンなど「ごく限られた時間」でのトークなら相手に合わせて

いればいいでしょう。「○○について」というテーマで引っ張り、自分のことを話さなくても済

むからです。 

 

 また人と知り合う場合など、「初めの段階」では話を聴く、ということも必要でしょう。「聴き

役」に徹するのも一つの優しさだからです。 

 

でも大事なのは、その人と付き合い始めてから――。 

 

友人や彼氏彼女、夫婦、ビジネスパートナーといった「一緒に過ごす時間が長くなった段階」

で自分を隠して付き合っていたらきつくなってくるでしょう。いつ素の自分がバレるかと気にな

ってしょうがなくなる。 
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そのうちだんだんすれ違ってくる。それは、自分の気持ちや日々感じていることを言えていな

いから。言うと相手との関係が壊れ、離れていくような気がして、なかなか自分を出せないので

す。 
 

 でも、ちょっと考えてみてください。大事な人に素の自分を出せていないのなら、まだ本当の

意味では出逢っているとは言えないのではないでしょうか？ 自分を出せてこそ、お互い理解し

合えるのですから。 

 

○ 人を動かすための強力な方法 

 元々私は不器用な男です。かけ引きが苦手で、話もうまくない。人づきあいもヘタ。これをど

うにかしたいと思っていました。だから何とかして人を動かそう、動かそうとしていたのです。 

 

人を動かすには「感謝してお願い」すればいいのか、「軽く楽しく」伝えればいいのか。アノ

手、コノ手考え、やってみたのですが、うまくいきませんでした。 

 

それどころか、 

 

『何だかアイツは変わってる』 

 

 という評判が立ち、今度は敬遠されはじめたのです。これじゃいかんと思い、何とか関係を打

破しようとして泥沼にハマる。どうしていいかわからなくなり、そこから抜け出せなくなったの

です。 

 

仲良くなりたくて、何か言われても反論しないでいると、今度はズケズケ悪口を言う人が現れ

ました。そんなある日、その後の人生を変えることになった、人生の師とも言える人との出逢い

があり、こう言われたのです。 

 

 「きみはほんとうの想いを言っていないね。だから人と出逢えないんだよ」。 

 

 そう言われ、ハッとしました。痛いところを突かれた気がしたのです。それからです。ビビリ

ながらもほんとうの想いを言い始めたのは。 

 

「人が怖い」「嫌われたかと思っていた」「ホントは苦手に思っていたんだ」などと、ふつうはな

かなか人に言わないことまでさらけ出していきました。するとどうでしょう。向こうも自分の想

いを言ってくるではありませんか！ 

 

 さらに不思議なことが起きました。これを言ったらぶつかると思っていたのにぶつからなくな

り、お互い考えていることがピタっとわかるようになったのです。それだけではありません。あ
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れほど願っていた「人を動かす」ことができるようになった。人にすぐ動いてもらえるようにな

ったのです。 

 

あんなに動かすのに四苦八苦していたのがウソのようです。こちらが困った顔をしていると助

けてもらえるまでになったのです。 

 

 これは私にとって奇跡。なぜなら「マイナスのことを言えば言うほど、プラスのできごとが次々

と起きていった」のですから。 

 

 さらに今度は、女性との雑談が楽しめるようになりました。思いついたことをそのまま話すも

のだから、話題に詰まることがありません。自分をさらけ出しながら話すのでストレスなく話せ

る。その場その場でいくらでも話題が見つかるのです。 

 

 仮に苦手な人に当たっても取り繕わなくなったので落ち着いていられる。行き詰まる原因もわ

かるので、とても気がラクなのです。 

 

たとえば、苦手なタイプと人間関係を作る場合、折を見てその苦手な気持ちを言っていけばい

いことを知っています。ビクビクする自分を出していけばビクつかなくなる。そんなふうに自分

のことが観えてくると、どんどん心が落ち着いていくのです。 

 

３「想えば叶う」「思考は現実化する」のウソ 

・信じてもうまくいかず、信じなくてもうまくいく。 

 

これもさんざんやって効果がなかった方法です。 

 

……というかそういった教えは、元々そういう風に考えられるタイプか、成功した人がきれい

にまとめた内容です。泥臭さがない。そのためピンとこないのです。わかったような、わからな

いような解釈になる。だからやみくもにやってもうまくいかなかったのです。 

 

前に走る車に乗れば、「どういうことを考えていても」前に進みます。 

  

反対に、後ろに走る車に乗れば、後ろに走るのです。どんなに前向きな態度をして、いくら前

に進んでいると信じていても。 

 

何をいまさらそんな当たり前のことを――と思うかもしれません。でも、こと自分の成功とか

自分の恋愛のこととなると、とたんに、その当たり前のことがわからなくなるのです。 

 

 たとえば、かつての私は好きな子に好かれる、好かれていると想い、念じていました。でもそ
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の願望が現実化することはありませんでした。どんなに潜在意識で信じていても――です。 

  

なぜなら向こうにも選ぶ権利はあるから。当たり前の話ですが、こちらの好意は勝手な都合。

いわばこちらの一人よがりです。ということは自分と相手の想いは５０：５０。よく見積もって

２分の１です。好意の伝わる確率は。 

 

逆に言えば相手の想いも聴く必要がある。でないと、好みもわからない。相手のことがわかっ

てはじめて、好かれるきっかけもつかめる、というわけです。 

 

このことがわかって以来、自分がどう思っていてもあまり影響がないとわかりました。 

 

「どうせ嫌われるさ、声をかけても……」と思っていても、素直に自分を出しながら声をかけ、

話のギアさえかみ合えば、デートの約束を取り付けることができたのです。 

 

思っているほど難しいことではなかったのです。 

 

さらにその後あるセミナーで、人生を変えた人との出逢いがありました。その人はこう言いま

した。 

 

「心とか潜在意識とか信念とか、どこにあるんだい？」 

  

そう言われ、ほかの参加者は頭や胸を指さしました。自分なりに考えて指したのです。ですが、

皆、微妙にさす位置が違っていたのです。 

 

するとその人はこう言いました。 

 

「きみたちが言っているのは、全部想い。概念・観念論。想ってるだけじゃ１００年たっても想

ってるだけ。それじゃ結果は出ない。行動することで結果は出る。想いと行動は別のことなんだ

よ。マイナスに想ったままでもいいから言ってみな、結果が出るから」 

 

 そう言われキツネにつままれたような気になった私は、疑いながら
．．．．．

言ってみました。どうせダ

メだろうと想
．
い
．
ながら
．．．

、どんどん人に声をかけてみたのです。 

 

美しく高嶺の花と思える女性。初めて逢う人。苦手な人やちょっと声をかけづらいコワもての

人まで声をかけたのです。嫌われているかもと思いながら、、、。するとどうでしょう？ 驚くべ

きことが起きました。 

 

 想っていたことと正反対の結果が出たのです。 
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これには私もビックリしました。なぜなら、かつて潜在意識の法則を信じ、うまくいくと想っ

てもそうはならなかった。なのに、法則を無視して疑いながら思い切った行動をとったら、逆に

うまくいきはじめたからです。 

 

それまで、夜寝る前に「ボクはイケる、ボクはイケる――」って念じながら寝て、信念が固ま

ってから気になっていた女性に告白していました。けれどもそんなことをしていた時はまったく

相手にされなかった。 

 

ところが疑ったまま、自分のほんとうの想いを素直に言い、思い切り行動したらうまくいきは

じめたのです。 

 

当時 50対 50 のお見合いコンパというのがありました。そこで、どうせダメだろうと想いなが

ら声をかけた。清水の舞台から飛び降りるような怖いことをあえてやってみた。 

 

とびきりカワイイ子で、相手すらしてもらえなさそうな２人組に、あえて
．．．

声をかけたのです。

「お話をしたい」、と。すると、その２人は驚きの返事をくれたのです。 

 

 「ええ。いいですよ♪」 

                                  

 えぇーっ！ ウソーっ！ 何で自分なんかの相手をしてくれるんだろう……？ そう思いま

した。そしてすかさずほんとうの想いをそのまま言ってみました。 

 

「いやぁ、声かけるのどうしようかなって。でも一番いいと思った人に、怖いけど声をかけてみ

ようって思ったんです」。 

 

するとその２人はクスっと笑いました。そしてなんと２人が私の相手をしてくれるではありま

せんか！ １対２です。しばらくすると１人の子は「その会場の一番人気」ということで別ステ

ージに呼び出されました。 

 

それは声をかけられない人のために事前に用意された指名カードでした。そのカードを使って

男性たちが彼女を呼んだのです。その指名、何人だったと思います？ ８人指名だったんですよ、

８名！ 

 

 私はそんな人と話せただけで胸が一杯でした。マイナスに思っていて、マイナスなことを言い、

超プラスな結果が出ている。こんなウソみたいなことがあっていいのか？ そう思いました。 

 

残されたもう１人もこれまたカワいく、生い立ち、父に対する想いなどふつう初対面ではしな
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い身の上話までしたうえ、連絡先を交換、後日逢う約束までこぎつけました。携帯電話の無い時

代でしたから、自宅の電話番号を教えてもらったのです。 

 

 私が何を言いたいか、わかりますか？ 

 

 私はここで女性を口説く方法をお話しているのではありません。そうではなく、マイナス思考

でも結果が出せる――という証明をしたかったのです。それはあなたにも希望を持って欲しいか

ら。 

 

実を言えば、私はいまでも、ちょっと何か言われたり、愛想がなかったりするだけで、気にす

るタイプです。ちょっとしたことが気になり、前へ進めなくなる。でもその性格を直す必要はな

かった。その想いを言いながら進むと進めたのです。ポジティブシンキングなんかマスターしな

くたってこれだけやれる。 

 

このことをあなたに知って欲しくて、お話ししているのです。 

 

 では、「なぜ、マイナス言葉を言っているのに、プラスの現実を引き寄せるのか？」。そのから

くりをもう少し解説しますので着いてきてください。 

 

○ なぜ、マイナスな思いを言うのに、プラスの結果が引き寄せられるのか？ 

もう一度、最初の図を見てみてください。 

 

       あなた 

          

   フラットな感情         現実             
      真っ白                 変化 

 

クリアリング 

          自由な行動 
 

 この図で左側は、マイナスな想いを外に出している状況を表します。これによって自分の内側

がどんどんすっきりと浄化される――というわけです。いわばゴミ出しをした日のようにクリー

ン、真っ白なキャンバスのような状態になっていくのです。 

 

 すると気持ちがラクになり、行動が自由になります。 

 

マ

イ

ナ

ス

な

想

い 
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 ポジティブ思考なんかしなくても、軽くお友だちとランチを食べるような感覚で行動できるよ

うになるのです。 

 

 いわば、プラスマイナスゼロのフラット状態。その状態になると執着が消え、とらわれがなく

なります。すると、望むものにスッと手を伸ばせるようになるのです。 

 

もちろん、すぐにうまくいき、すべてがバラ色――というわけにはいきません。何ごとも段階

がありますから。最初は頭でばかり考え、頭でっかちな状態になるでしょう。うまくいくことに

慣れてないため、うまくいくとわかってもすぐブレーキを踏んでしまう。そのためなかなか行動

まで結び付かないのです。 

 

 そんなときこそ、「思考パターン」はそのままに、その想いのままでいいから、望む方向に動

いてみること。ただやってみるだけでいいのです。そうすればマイナスな想いがあるにも関わら

ず、予想外にいい結果が出たりする。すぐにはうまくいかなくてもやっているうちに光りが観え

てくる。道がひらけてくる。 

 

するといかに自分が思い込みにハマっていたのかわかる。想いにとらわれ、行動を止めていた

ことに気づくのです。 

 

○ よくある質問 

 ではここで、よくある質問を２つ取り上げてみましょう。 

 

Ｑ そうやってかえって状況が悪くなったのですが…… 

Ａ それは本質をつかんでいないからです。一人よがりになっている。 

 

たとえば、自転車に乗り慣れないとき、いきなり乗るとこけますよね。乗らないほうがうま

くいっているように感じます。それと一緒です。 

 

単に慣れていないだけ。新しい行動をしはじめたばかりで、ビクビクしているだけです。 

 

  そんなときはやりながら流れに身を任せることです。起きていることに一喜一憂し過ぎない

こと。そのうち慣れます。ときには利害関係のない友人や知人に自分を出すこと。そうすれば

ラクになり、前に進めますよ。 

 

Ｑ ……ということは、結局行動ということですか？ 

Ａ いいえ、そうではありません。単に行動すればいいと言っているわけではないのです。行動

だけでいいのなら私も昔からやっていましたから……。でも結果は出なかったのです。 
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単に行動すればいいわけではないのです。想っていることが現実となってはいなかった。思

考と現実は違う――このことに気づいていなかったため行動できなかったのです。 

 

実際にやってみたり、人に確かめてみたりしたからわかった。想っていたことが現実とはな

らない――この真実を知ったことでいままでの固定観念をぶち壊せたのです。 

  

○ ひろ健作という人間のエピソード 

 最後に、かつての私がどういう男だったのか、お話しましょう。 

 

会社に入社して間もない頃のことです。当時の私は、超が２コ付くほどのマイナス思考でした。 

 

たとえば、買ってきたアメを職場の後輩の女の子に１個渡すだけなのに、ためらっていた。断

られるんじゃないか――とおびえていたのです。「これイラない」とか「これキライ」とか言わ

れるんじゃないか、と恐れ、３日間ずっと悩み、渡せなかったのです。 

 

また、親友から「面白い話があるんだ」と言われると、自分にはそんな話ができないや――と

しょっちゅう落ち込んでいました。休みを取りたくて、朝「休暇届」を出したくても、上司が怒

るんじゃないかと思い、出せない日が続いていたのです。何も起きていないのに恐れてばかりい

たのです。 

 

 よく、モテる人のエピソードで「女性にいくら告白してもダメ出しを食らい続けた」とか、起

業した人のエピソードで「収入が月３万円を切り、嫁さんにもバカにされていた」などどいう話

をウリにしている方がいますが、私の場合それ以下で、 

 

何もせず、何も起きていないのに、悪いことが起きるとビビりまくっていた 

 

 のです。そんな男どこにいるのでしょうか？ 何かやってダメだったと言うのなら話はわかり

ます。ですが私の場合、何もしていないのに最初からダメだと思っていたのです。 

 

それが最近になってようやく自分を出せるようになりました。そのほうが気はラクだしうまく

いくと知ったからです。すると私のことを聴き付けた方から「実は私もです」と言われはじめま

した。 

 

それだけではありません。何億も動かす事業家や、一流クラブとかで働く女性からも「癒され

た」「救われた」などと言われたのです。その現実を目の当たりにしたとき、 

 

“あれ？ これまで教えられてきたことと違うぞ。ダメな自分を出しているのに次々といいこと

が起きるじゃないか。 
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ふつうはいいことを言えばいいことが起きる、悪いことを言えば悪いことが起きる――と言わ

れている。しかし私の場合はなぜ、ネガティブなことを言っているのに反対のポジティブな結果

が出るのだろうか？” 

 

最初はそうなる理由がわからず、私も首をひねっていました。 

 

 これが巷の成功法則に疑問を持ったきっかけでした。 

 

その後、次の真実に気づいていったのです。 

 

①成功者も自分とそう変わらなかった 

②うまくやろうとするからかえってぎこちなくなる 

③ダメな自分を隠さないから、相手との距離が縮まる 

 

 成功者とか美男美女とか、カリスマな人は、自分とは全然違う――なんて思っていませんか？

ですが実際に会ってみると本質的な部分では意外と変わらないのです。 

 

表で見せる顔とふだんの顔は違う。演出された姿しか知らないと、自分とは違う――と思って

しまいます。 

 

 ですがこの事実を知らないことが成功できない大きな原因なのです。 

 

成功者と言われる人たちと逢ってみると、彼らもささいなことで悩んでいたり、私たち以上に

ナーバスだったり、ナイーブだったりすることがありました。なかにはかなりムリにポジティブ

な態度を取っている人もいたのです。 

 

そういうところは何らふつうの人と変わりない。ところが成功者の物語は結構脚色されていた

りするため、私たちは距離を感じ、自分にはできないと思ってしまうのです。 

 

本当の姿を知らないまま、ムリに成功者のマネをしようとする。だからうまくいかないのです。

そんなことをするヒマがあったら、もっと自分を出していった方がいい。そのほうがよっぽどラ

クだし、成功も早い。なぜならそうするほうが自分らしさは出るし、オリジナル性もあるからで

す。それに第一ムリがありません。 
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○ 私の想い 

 私は元々ささいなことを気にするマイナス思考の男でした。何の取り柄も無いと思っていたの

です。そんな私でもここまでやれたのです。であれば、あなたならもっとやれる――そう思い、

この小冊子を発表しました。 

 

でも、正直怖かったです。 

 

なぜならちまたの成功法則と正反対のことを言っているから。出す前の私は、何か言われるん

じゃないか、否定されるんじゃないかと正直怖かった。それでも出した理由は、 

 

私みたいに道に迷って欲しくなかったから。 

マイナスな自分を喜んで欲しい、そう思ったのです。 

 

私は、成功に関する教えを 30 年以上学びました。家が二軒買えるほど身銭を切りました。あ

まりにも長い間変わらない状況が続き、人生このまま終わるんじゃないかという想いに何度もか

られました。 

 

それが学びはじめて 15年たったときのことです。ある人から、 

 

「きみは箸にも棒にもかからない男だが、可能性だけはある」 

 

と言われました。そのことばだけを頼りにここまできました。 

 

もしかするとあなたも、私と同じところで立ち止まっているかも知れません。思い通りになら

ない人生を投げ出したくなっているかも知れません。 

 

でもあきらめないでほしいのです。こんな私でもやれたのですから。 

 

これは何も気休めで言っているんじゃありません。 

 

私はこれまで、多くの人にこの教えをお話していますが、マイナスな想いが強い人ほど、気づ

きが大きい。プラスに転じる力は強い。だからいったん気づけば大きく人生は好転していくと訴

えたいのです。 

 

なぜなら、自分の思い込みや認識のズレに気づいたときの振り幅は大きいから。法則を間違っ

て解釈していたと気づけば、それまでの学びが一気に昇華する。その結果、自分の可能性に目覚

めはじめる。私自身そうだったし、多くの人々を導いてきたからこそ自信を持って「マイナスな自

分でいい」と断言できるのです。 
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もしあなたが私の言わんとしていることを少しでもつかみ、自分に生かせば、ものごとがスム

ーズに動きはじめるでしょう。 

 

 

○ ここまで読んでくださったあなたへ 
ここでのお話は、まださわりです。 
 
もし私の話に少しでも共感する部分があれば、続編を読んでみてください。さらに理解が深まりま

す。２作目では、1 作目で書けなかったエピソードを。３作目では、具体的実践方法をお話していま

す。続けて読んでみてください。私の言わんとするところがわかります。 
 
 

○『マイナス思考』の“成功”哲学２＜特別編＞  

～ネガティブなのに勝手にうまくイク方法２ 

→ http://1muryoureport.com/?5496 
  

〔目次〕 

『マイナス思考』の成功哲学で書けなかった５つの秘密 

 １ この小冊子を書いたきっかけ 

 ２ マイナス思考を直さず、奇跡を起こして行く方法 

 ３ マイナスな自分でも好かれるコツ 

 ４ ポジティブ思考の罠 

 ５「マイナス思考」で「ポジティブ思考」以上に成功する方法 

 

 

○『マイナス思考』の“成功”哲学３＜実践編＞  

～ネガティブなのに勝手にうまくイク方法３ 

→ http://1muryoureport.com/?5590 

 

〔目次〕 

１ かつての私 

   ～何をやってもうまくいかなかった私の人生 

２ うまくいきはじめたきっかけ 

   ～うまくいきはじめたきっかけとその理由 

３ 人生の扉を開く魔法のカギ 
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○ おわりに～ひろ健作からあなたへ 

いかがでしたか？ 
「『マイナス思考』の成功哲学」～ネガティブなのに勝手にうまくイク方法。 

 
これは、私の原点となる作品です。 

  
このタイトル「『マイナス思考』の成功哲学」を思い付いたのは、私がソファに寝っ転がってい

たとき。これだ！ と叫び、わずか３日で書き上げた作品です。 
 
 それまでふつふつと湧き上がっていた想いの丈をぶつけたのがこの小冊子なのです。 
 
 ところが、書いた後、怖くなった。 
 発表して世の中に受け入れられる自信が無かったのです。 
 
 しかし奇跡は起きました。 
 
 『マイナス思考』の成功哲学で教える法則そのままに、自分がダメだと思っていたのに多くの

人たちに支持され、無料レポートランキングの１位、２位を独占したのです。 
 
 いまあなたが手にしているのは、そのバージョンアップ版。元の味を生かしながら７年かけて

かき直し磨きをかけたものです。 
 
私はいま、パートナーのれいこと「誰にでも可能性はあり、愛される資格がある」をテーマに

未来を変えるお手伝いをしています。他にもたくさんの小冊子や各種イベントのご案内がありま

すので、一度私のページに、遊びにきてください。 
 
■ ひろとれいこの公式ホームページ（「健作堂」で検索） 

 → http://www.kensakudo.com/ 

 

◆ ひろとれいこの公式ブログ「幸せのカタチ」 

 → http://ameblo.jp/hiro-reiko/ 

  
◇ご意見・感想をお待ちしています。 
お返事はできないかもしれませんが、お便りはすべて読ませて頂いています。励みになります

ので、ぜひ送ってください。ご紹介させて頂くこともあるので、匿名がいい方は、ニックネーム

でお願いします。 
 
◆ お便り宛先 kensakudo@yahoo.co.jp  
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