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１．はじめに 

 

皆さん！こんにちは！ 

 

天心と申します。 

 

天心？、なんだか中華料理の肉まんみたいな名前だなと思われるかたもいらっしゃるかも知れま

せんね。（笑） 

 

簡単に私の自己紹介をさせて頂きますね。 

 

ブログ「守護霊が導く！スピリチュアル世界」の管理人、かつ運営者であり、守護霊や霊界などの

スピリチュアル世界についてお話させて頂く傍ら、多くの方の悩み相談などをメールを通じて伺わ

せて頂き、守護霊との仲立ちをさせていただいたりしているものです。 

 

守護霊？霊界？ 

 

なんだか不思議な言葉に感じられるかも知れませんが、実は私達の非常に身近な存在だったりも

します。 

 

私は守護霊を通し、自ら垣間見た霊界や守護霊などのお話を通して、スピリチュアルな世界へご

案内する役割を自らに課しているものでもあります。 

 

インターネットという媒体を使い、ブログを通して少しでもスピリチュアル世界について皆様の見識

を深める一助となれば幸いと思い、続けています。 

 

同時に皆様と同じ現代とうい時代を生き、同じように悩み、葛藤し、答えを見つけようとしている一

人の人間でもあります。 

 

私がブログやメールでのご相談を承る事を通して、求めているのは、一つには共に同時代を生き

る仲間として切磋琢磨し、共に向上していくことにあります。 

 

同時に少しでも私の発信するスピリチュアル世界の内容が皆様が人生を活き活きと生きるための

糧となるならば、これ以上の喜びはないわけです。 

そんな想いを胸に日々、現在もブログの更新やメールにてのご相談に明け暮れる毎日を送ってい

ます。 



 

さて、私の見聞したものやスピリチュアル世界の事柄を知るためには、現在、更新し続けている

「守護霊が導く！スピリチュアル世界」のブログを全て読んで頂くのが一番の近道かと思います。 

 

鋭意、更新中でございますから、ブックマークに登録して頂き、毎日、時間が在る時にでも読んで

頂けるとなお良いかと思います。 

 

しかしながら、現在、当該ブログは３００を超える記事数となっており、全てにすぐに目を通すのは、

中々難しいというのも事実です。 

 

また、ブログという特性上、毎日の記事が断片的に毎回、テーマを変えてアップされていくことにな

ります。 

 

私なりに一環した基本となる骨組みというものは常に意識して記事を書いているものの、やはり、

その骨子となる部分をしっかり伝えるためには、現在のブログという形態では難しいかなと感じは

じめています。 

 

そこで、ブログとは別に私が提唱するスピリチュアル世界の骨子となる基本的な考え方のエッセン

スを凝縮した小冊子を作ろうと考えた次第です。 

 

題して「守護霊が導く！スピリチュアル世界～エッセンシャルガイド」というものがここに誕生するに

あいなりました！ 

 

もちろん、基本的にはブログの方を全て読んで頂き、理解を深めて欲しいというのが前提にありま

すが、まずは基本的な骨子をこの小冊子で理解して頂くと、ブログの咀嚼も進むのではないかな

と思います。 

 

皆様方の学びと研鑽の一助になりますよう祈念しつつ「守護霊が導く！スピリチュアル世界～エッ

センシャルガイド～」の方を進めて参りたいと思います。 

 

それでは、しばしのお付き合いを宜しくお願い致します！！ 

 

天心 拝 

  



２．霊界ってなんだ？ 

 

さて！エッセンシャルガイドの本編が始まるわけですが、最初のお題は「霊界」についてお話して

みたいと思います。 

 

皆さんは「霊界」と聞いて何を思い浮かべますか？ 

 

霊の世界なんていうとなんだかオドロオドロしいイメージを持っていませんか？ 

 

特に一番多いと思われるイメージとしては死後の世界という奴ですね。 

 

人間が人生を終えていきつく場所がある。 

 

そこは肉体を捨て去った霊達が集い、活動する世界がある。 

 

数十年前くらいに故・丹波哲郎氏が大霊界という映画を作って配給されたことがあります。 

 

そのような影響もあってか、霊界は死後の世界というイメージが意外と強く持たれている方が多い

のではないでしょうか。 

 

また、他にもスピリチュアル系と呼ばれるカテゴリで分類される精神世界や宗教的な文献を観る限

りでも死後の世界について語っているものは沢山あります。 

 

霊界といば死後の世界。 

 

このような印象を持つのも無理からぬことであります。 

 

しかしながら、実は霊界イコール死後の世界というのは少し実情と違うというのが私の見聞したと

ころの意見でもあります。 

 

もちろん、死後の世界を否定しているわけではなく、霊界とは死後にかぎらずこうして生きている

間もずっと存在し、現世に生きる私達にも影響を及ぼしている存在であるということを言いたいだ

けなのです。 

 

「うそだ～！？霊界がどうやって現世に影響するっていうの！」 

 



このような感想を持つ方もいらっしゃることでしょうね。 

 

そこで、私の見聞したる範囲で霊界とは一体なんであるのかについてお話をしていきたいと思い

ます。 

 

 

【１】霊界とは心の世界 

 

 

私達の生きている世界を現世と呼ぶならば、私達が死んだ後に行く世界が霊界であると思うのは

自然な流れなのかも知れませんね。 

 

霊達が生きる世界が霊界であるわけです。 

 

しかし、そうなると霊界はあくまで死後の世界のお話であり、現世には関係がないというように思

われてしまいがちです。 

 

現世にも霊界との接点となる扉が用意されています。 

 

その扉とは「心」のことであります。 

 

私達には一人一人に心があります。 

 

心があるから思い、悩み、心があるから楽しく、幸せを感じることができるわけです。 

 

私達に与えられた心は眼には見えません。 

 

でも、一人ひとりの中に心を持っているということを疑う人はあまりいません。 

 

「霊や霊界は見たことがないから信じられない！」とおっしゃられる方も、「心は見たことがないから

信じられない」という方はほとんどいません。 

 

実はこの心というものが霊界と現世をつなぐ一つの扉となっているため、私達が霊界の影響を一

番受けやすい部分もこの心にあるといえます。 

 



さて、心が霊界への扉であるなんていきなりいわれてもピンとこない方もいらっしゃることと思いま

す。 

 

私達は心があることを疑ったりはしませんが、心というものをしっかりと見つめることも普段はあま

りしないのではないでしょうか。 

 

心を一度、冷静に見つめてみましょう。 

 

心の働きは本当に不思議です。 

 

例えば、私達はグアムに旅行に行きたいと思った時に通常は、旅行会社で飛行機の予約をしたり、

宿泊施設を押さえたりして旅行の準備を行い、時間をかけて航路を通じてグアムに向かう必要が

あります。 

 

もちろん、旅行費などの現実的なお金も必要になるでしょう。 

 

しかし、私達の心はひとたびグアムにいこうと思った瞬間には、既に心ではグアムに移動すること

ができるのです。 

 

青い海、砂浜、グアムのイメージは色々あるかと思いますが、そこに意識のカーソルが合わされ

ば、立ち所の内にグアムを感じることができることでしょう。 

 

もちろん、どれだけの臨場感を持って感じることができるかどうかは、その人の感性にもよることで

しょう。 

 

心とは自由自在です。 

 

心の扉を開けて飛び立てば、私達に行けないところは本来ありません。 

 

もちろん、霊界においてもです。 

 

私達現代人は、非常に物質的な次元のことばかりに意識を向け過ぎているキライがあります。 

 

でも、もともと、ギリシャ神話や古の伝説などは、実際には昔のシャーマンや霊的能力の高い人が

霊界を見聞して、それをモチーフに作られたものが多いのです。 

 



日本で言えば古事記や日本書紀なんかもそうです。 

 

神話や伝説というものは一見、荒唐無稽（こうとうむけい）に観えますが、実のところそれは霊界で

の出来事にヒントを得ているから、現実的にみるとありえないような描写になっているところもある

のです。 

 

霊界とは現世とは違い、基本的には時間や空間の制約がありません。 

 

ですから、現実的には無理と思われることでも、霊界では可能になるという一面があるのです。 

 

さて、心は自由自在であるというお話をしましたが、このことから霊界とは心の世界であるというこ

ともできます。 

 

私達の心で見て、感じて、味わっている世界そのものが霊界であるといえます。 

 

先ほど、グアムのたとえ話をいたしましたが、心で見ているグアムとは別の言い方をすればグアム

という名の霊界にアクセスしていることでもあるわけです。 

 

心にてグアムに行くということは、すなわちグアムの霊界に行くということと同じなのです。 

 

  



 

【２】人は皆、霊的存在である 

 

心が霊界の入り口だとするならば、人とは皆、霊的存在であるともいうことができます。 

 

私達の意識や自我というものもその実態は心にあります。 

 

私達は死ぬと肉体を脱ぎ捨て、意識だけの霊的な身体（霊体）だけの存在となります。 

 

現世にて生きている間は、肉体という制約を受けています。 

 

また、霊体も肉体から得られるフィードバックの情報を受けて様々な感覚を認識しているわけで

す。 

 

現世での生を全うする間は、肉体が主体となって活動することになりますが、同時にその奥には

霊体としての意識が存在しています。 

 

私達は生きながらにして、物質的な存在であると同時に霊的な存在でもあるわけです。 

 

霊体は肉体からのフィードバックの情報を受けているとお話しましたが、同時に霊界からのフィー

ドバックも受けています。 

 

この章での最初に「霊界は現世に生きる私達に影響を与えている」ということをお話しましたが、そ

れは、この霊体を形作っている心に対してでもあるのです。 

 

霊界からのフィードバックが明るくて発展的で幸せに物事を運ばせるようなエネルギーに満ちたも

のであるならば、心は晴れ晴れとして、活力に満ちてきます。 

 

心が活力に満ちてくるならば、自然と現世での肉体的活動も溌剌（はつらつ）として元気なものに

なってゆくことでしょう。 

 

そして、その行動や人生の歩み方の行き着く先として現実的な成果へと結びついてくることになり

ます。 

 

人は皆、心にある満ちているエネルギーによって、行動が決められてくることになります。 

 



明るくて発展的なエネルギーのことを正のエネルギーといいます。 

 

正のエネルギーを沢山、心で受け止めることができるようになると、心根が良い方向に変わってき

ます。 

 

これはすなわち、正のエネルギーに満ちた霊界に変化してきていることを意味します。 

 

そうなってくると自然と現世での環境もこの霊界のフィードバックを受けて変化をしてくることになり

ます。 

 

このようにして霊界は私達の心を通じ、霊体を通じて影響を与えてくるのです。 

 

  



 

【３】心によって霊界は決まる 

 

 

霊界は心の世界であることをお話してきましたが、では、昔から言われている死後の世界と何が

異なるのか考えてみましょう。 

 

死後の世界というと現実の世界を超越した現世とは無関係な世界というイメージがありました。 

 

でも、心の世界で霊界とのパイプがつながっていると考えると無関係ではないことがわかります。 

 

昔から言われている霊界のイメージとして、代表的なものといえば、天獄や地獄、あるいは極楽浄

土とかがあります。 

 

悪いことをして亡くなったら、地獄の法廷で閻魔大王に裁きを受けて、ふさわしい地獄に落ちるな

んていう説話が残っていたりします。 

 

あるいは、三途の川を渡るとお花畑が広がる風景に出て、そこにご先祖様や先に亡くなった親戚

縁者、友人等が迎えてにきてくれて、逝くべき霊界に連れて行ってくれるというものもあります。 

 

霊界の実相を描く、スピリチュアル的な書物として代表的なものは、エマニュエル・スウェデンボル

グの霊界日記や出口王仁三郎の霊界物語、他にも先にも引用しましたが、丹波哲郎氏の大霊界、

等、他にも色々ありますね。 

 

それぞれに特徴的な世界や霊界の在りようを紹介しています。 

 

仏教説話として用いられる地獄絵巻なんていうものも、血の池地獄や針の山、釜ゆで地獄、悲惨

な在りようを描いているものもありますね。 

 

実際、死後の世界といっても、世の中に伝えられている霊界観には共通点もありますが、固有の

ものも多くあります。 

 

これらの霊界知識を深めていくと「霊界とは一体どんな世界なのだろう。あの人はああといい、か

の人はこうといい。。」というように迷いが生じてくることもありますね。 

 



いろんな方がいろんな表現で霊界を語り、それこそ、千差万別であり、何が本当なのかわからな

いと思ってしまったとしても無理もない話です。 

 

しかし、これは霊界に対する一つの誤解が多くの迷いを生む原因となっているといえるでしょう。 

 

私達は、死後の世界を固定的で動かない永遠の世界だと思ってしまっているところがあるのでは

ないでしょうか。 

 

永遠に変わらぬ世界で、私達、人間が死んだ後にゆくべき永遠なる場所。 

 

このイメージを持って様々な霊界の実相をとらえようとすると、いろんな説が飛び交い何が何やら

わからないという結論に至ってしまうことになるのです。 

 

もう一度繰り返しますが、霊界とは心の世界なのです。 

 

私達の心は生きている間も、常に一定して定まっているわけではありません。 

 

感じること、考えること、思い描いていること、心の状態というものは、常に変化しています。 

 

つまりは、霊界も常に変化を遂げているというのが、霊界の実相に近い見解であるといえるので

はないでしょうか。 

 

このようにお話すると「では、昔から伝えらている天国や地獄というものは存在しないのでしょう

か？」という疑問が浮かぶかと思います。 

 

結論から言えば、存在はしています。 

 

しかし、それは一つの霊界の姿に過ぎないともいえます。 

 

昔から信じられてきた死後の世界のイメージは確かに今もれっきとした霊界の実相として存在して

いるのです。 

 

しかしながら、天国や地獄といったイメージを共有している人達の集まりによってできている霊界

においてはという条件付きではあります。 

 



例えば、無宗教、無信仰の人が亡くなられた時に宗教などで説かれているような天国に召される

かというとそうとは限らないということです。 

 

在る程度、宗教で説かれる天国のイメージを自分の心に持っているのであれば、可能性はあるで

しょう。 

 

でも、死んだら無に帰される、信じられるのはこの世の世界だけとかんがえている方は、死ぬと現

世に近い自分の心根にある心象風景を元に霊界が形造られているため、亡くなった後もその霊界

に籍を置くことになるのです。 

 

よくあるのは、現世で行っていた生活の模倣を霊界でも行うというパターンです。 

 

にわかに信じられないかもしれませんが、霊界でも現世と同じように会社に通い、家族を作り、同

じように生活している霊界もあるのです。 

 

霊界というとお花畑や雲の上でのんびり昼寝なんていうイメージや天使や神様がいらっしゃるとこ

ろというイメージとは異なり、自分の中にある心根が楽しく軽やかで明るいものならば、天国ともい

えるような素晴らしい霊界に行くことになります。 

 

逆に自分の心根が重くて暗くて、嫌な感じを持っていれば、その心の状態を反映した霊界に行くこ

とになるわけですね。 

 

天国や地獄というのも、結局は心根の反映した姿を現す一つの表現に過ぎないといえます。 

 

だから、単純に死んだら天国に行くというわけでもなければ、地獄に落とされるということもないの

です。 

 

全ては心の状態次第となるわけですね。 

 

死んで天国的霊界に行きたいと思うならば、心根を正しく持つ必要があります。 

 

・心が豊かになるように努める 

・愛や真心で心を満たす 

・いつも明るく前向きな気持ちで生きる 

 



このような心がけを持てば、いつだって心の扉の向こう側は天国のような霊界が広がっているわ

けです。 

 

逆に地獄的霊界に行ってしまう人というのは、心根に誤りがあったということを意味しています。 

 

・自分さえよければよいというエゴで心を満たす 

・不安や恐怖や悩みで暗く沈んでばかりいる 

・常にネガティブで否定的で発展性がない 

 

このように心が荒べば、誰が悪いでもなく自分の心は暗く地獄のような霊界が広がることになるの

ですね。 

 

だからこそ、私達は日ごろから心の状態に気を付けておく必要があるといえるでしょう。 

  



３．霊界と私達の関係 

 

霊界とはどのようなものなのかについてお話して参りましたが、霊界は現世を生きる私達とどのよ

うな関わり合いがあるのでしょうか。 

 

結論からいうと私達は常に霊界からのフィードバックを受けて現世を生きています。 

 

現世とは現す世界と書きますが、霊界のフィードバックを受けて投影された物質的、物理世界のこ

とを指しています。 

 

私達がこの現世で遭遇する諸々の出来事やあるいは形というものは、全て、霊界からの霊波動を

受けてつくられたものばかりなのです。 

 

霊界からの霊波動を受けて現世に形として現れることを顕現化（けんげんか）といいます。 

 

ある意味、霊界とは現世の設計図にあたるものだと考えると分かりやすいかもしれません。 

 

現世に形造られる前に霊界がまず形成されます。 

 

例えば、私達の人生というものも大体のアウトラインが霊界には既に存在しています。 

 

明るく楽しい人生を歩む人もいれば、困難苦難にあえぐ人生もあります。 

 

波乱万丈の人生もあれば、絵にかいたようなきっちりとした筋を通した人生もあるでしょう。 

 

私達は現世では自分の意志だけで生きているように考えていることが多いと思いますが、実は、

その背後には霊界の存在があるわけです。 

 

このように申しますと「人生を作っているのは自分だ！霊界なんて関係ない」と思われる方も多い

ことでしょう。 

 

確かに現世で人生を作り出しているのは人それぞれの行動であり、選択にありますよね。 

 

でも、なぜ、そのような行動をとっているのか、なぜ、そのような選択をしたのか、ここに霊界から

の影響が如実に現れているといえます。 

 



私達の行動や選択のもともとの根拠というものは、考えてみれば心の中にあります。 

 

もちろん、論理的に考えて、様々な状況や環境に応じて、理性的に行動したり、選択していると思

っている方もいらっしゃることと思います。 

 

しかし、良く考えてみると如何に論理的に理性的に考えているように見えて、最終的には心の中

にあるフィーリングで決めている場合が多いといえます。 

 

自覚はないかもしれませんが、心の中にあるフィーリングを元に決定をして、その上でそこに正当

性や理屈をつけて、確信に近づけていることが多いのではないでしょうか。 

 

この心の中にあるフィーリングこそが、霊界の影響を受けている部分でもあるわけです。 

 

そのように考えると私達の人生を形造る根本の原因となっている心の中のフィーリングが霊界か

らのものだとするならば、現世において大きな影響力を持っているといえるのではないでしょうか。 

 

私達の人生を実りあるものとするためには、その根本にある心と繋がる霊界を変えてゆくことが求

められてきます。 

 

なぜならば、霊界が曇った状態の暗くて重い人生を歩ませる筋書きが描かれた世界であったなら

ば、私達の人生はその影響にされされながら、暗く重い道を歩むことになるわけです。 

 

逆に明るく発展的で楽しく幸せの波動で満たされた霊界の影響を受けることができるのであれば、

自然と私達の人生も幸せな道へと導かれていくことになります。 

 

前章にてもお話しましたが、霊界は心の世界であります。 

 

心根を正すことで霊界を変えてゆくことができます。 

 

心根にいつも楽しく幸せなイメージを持ち続けることで、私達は心の中にある、あるいは背後に持

っている霊界を幸せなものに変えてゆくことができるわけですね。 

 

私はこれを「幸せ霊界」と名づけています。 

 

自分の人生がちょっとさえないもので、行き詰まりを感じる時には、自分の心根がどういう状態に

あるのかをチェックしてみましょう。 



 

もし、心が暗く重い気持ちになっているとしたら、それは霊界からのフィードバックの影響を受けて

いるのかもしれません。 

 

そんな時には努めて、自分の心に幸せ霊界を作るように心掛けてゆくことが大切です。 

  



４．霊について 

 

霊界の仕組み、在り様についてはお話してきました。 

 

でも、霊界というからには、霊が集う場所というイメージがありますよね？ 

 

もちろん、霊界には霊が集まって構成されています。 

 

しかし、先ほどの心の世界が霊界ということになると個々人がそれぞれ別個の霊界を持っていて、

その霊界に存在するのは自分だけということになりはしないかという誤解が生まれそうです。 

 

私達はそれぞれ個別の心を持っているわけなので、理屈で考えるとそうなってしまいますよね。 

 

そこで、霊界と霊についての関係を少しお話してみたいと思います。 

 

現世においても私達は様々な人間が集って国や社会を作って暮らしています。 

 

霊界においても現世と同様に霊が集って霊界を形造っています。 

 

但し、現世と異なる点としては、同じ波長を持つ霊が集まって一つの霊界を形造っているところで

す。 

 

現世ではいろんな性格や習慣を持つ人達が玉石混交といった具合に混ざり合って存在していま

すね。 

 

何が玉で何が石であるのかは置くとしても、文化や民族、思想や哲学も様々にあります。 

 

皆さんの身の回りを観て観るだけでも、気の合う方もいれば、あまり話が合わなかったり、そもそ

も考え方や趣味嗜好が異なる人もいるはずです。 

 

しかし、霊界ではこういった違いがなくなり、同じ波長を持つ人達だけが集まることになるのです。 

 

似た者同士が集まる世界であるとイメージすると分かりやすかもしれません。 

 

このように同じ波動を持つ人が集まる霊界は、現世においては霊界共有という現象によって現れ

てきます。 



 

気の合う人や同じ志や価値観を共有している人同士が同じ霊界に籍を置いている状態にあるの

を霊界共有といいます。 

 

ですから、同じような価値観や同じような霊波動を持つ人同士は亡くなった後も同じ霊界に存在し

ているという状態が生まれます。 

 

ここが、霊界は似た者同士が集まるという由縁でもあります。 

 

なので、特に顕著なのは同じ宗教を信じる人や同じ文化や風習を共有している国や故郷といった

地域によっても霊界共有が起こることになります。 

 

日本の霊界、欧米の霊界、中国の霊界、中東の霊界といった具合に霊界も多岐にわたっている

わけです。 

 

決して単一の霊界ががっちりと不動に定まっている世界ではないのです。 

 

逆に現世は、様々な霊界の在り様が一つに凝結された世界でもあります。 

 

霊界から観ると非常に希有な存在であり、ありがたい存在でもあります。 

 

横道に少しそれましたが、霊界にも現世と同じように霊が存在し交流を図っているということをここ

ではお話させて頂きました。 

  



５．守護霊と交流しよう！ 

 

さて、先の章では霊についてお話させて頂きました。 

 

いよいよ、私のブログのタイトルにもあるように「守護霊」という存在についてお話させて頂きたい

と思います。 

 

守護霊も「霊」と付く以上、霊的な存在であります。 

 

なぜわざわざ、「守護霊」と呼ぶのかといいますと、他の霊と違って現世に生きる人間をサポートし

教育するという使命感で行動する霊であるからです。 

 

私達、現世に生きる人間は、現世にて様々な事柄と遭遇し経験を積みながら多くのことを学び成

長し、進歩向上、進化を遂げていきます。 

 

私達がこの現世で生きる意味とは、自分の魂をより輝かせて向上させていくことにあるのです。 

 

魂の向上というのは、ある時は身体を鍛えることであったり、ある時はセンスを磨き多くを味わうこ

とだったり、ある時は学んだことを表現することだったりします。 

 

また、霊界にある自分の霊性というものを磨くことで、より幸せな霊界へと移動していくことだったり、

霊界の中でもより次元の高い霊層へと昇っていくことであったりもします。 

 

魂の向上といってもいろんな定義があるわけです。 

 

私達は本来は魂を持って生まれてきています。 

 

なので、自然と魂の声によって自らを磨こうとする行動に出るはずなのです。 

 

しかしながら、非常に荒い波動の現世に生まれおちた時に私達は本来の魂の意志をとらえにくく

なってしまっていることがあります。 

 

本来の現世での目的も忘れて、霊界をよりよいものにするどころか、さらに霊波動の荒い下部の

霊界へと落ちて行ってしまう人も現れたのです。 

 



そこで、神界に近い神霊界に籍を置く高い次元の霊人達は義侠心から、現世で修行し学ぶ人間

達を霊界よりなんとかサポートしようという運動が始まったわけです。 

 

いつからそのようなプロジェクトが始まったのかはわかりませんが、守護霊と呼ばれる位の次元の

高い霊人達は、自分が何かを得ようとか幸せになろうとかいうよりも、人の幸せ、他の霊人の幸せ

を考えて生きる霊人です。 

 

だからこそ、守護霊と呼ばれる霊人達は基本的に何も対価を求めずに私達をずっと導いてくださ

っているわけです。 

 

私達を本来の道からずれないように守護するから守護霊なんですね。 

 

もちろん、守護霊といっても万能でも完全でもありません。 

 

現世を生きる当人が滅茶苦茶な生き方を選択してしまえば、止めようがありません。 

 

いろんな警告や方便を用いて、守護霊は私達を導こうとされていますが、現世においての一番の

決定権を持っているのは私達、現世に生きる人間なのです。 

 

現世に一番影響力を持っているのも人間です。 

 

なので、守護霊はいつも苦労しながら出来るかぎりの方法で私達を霊界から導いてくださろうとし

ます。 

 

霊的な感性に優れた方であれば、ある程度、守護霊からのお諭しであるメッセージやサインを受

け取ることができます。 

 

しかし、現世に生きる人間は必ずしも霊的な感性が鋭い方ばかりではありません。 

 

そういった場合のために取次者（あるいは巷では霊能者とか超能力とか占い師とかヒーラーとか

様々な形態はありますが）を通してメッセージを伝えることがあるわけですね。 

 

守護霊は様々な努力をして私達のサポート、教育をしようとしていますが、肝心の私達が守護霊

に対して無関心だと守護霊の努力は片思いになってしまいます。 

 



そこで、私達にできる最初のステップとしては、守護霊と交流して仲良くなる！ということがあるわ

けです。 

 

守護霊との交流は様々な方法論がありますが、一番簡単なのは、「守護霊にいつも語りかける」と

いうものがあります。 

 

今まで意識していなかった分、最初はぎこちない感じにはなるかと思いますが、照れずに話かけ

るのです。 

 

漠然として最初は守護霊の存在を意識しずらい場合は、守護霊アドバイス※１などでコメントを頂

いたり、お姿や場合によっては霊名を教えて頂くことで、ぐっと身近な存在になることもあるでしょ

う。 

 

もちろん、そういったことをしなくても、ずっと語りかけて交流し続けていれば、少しずつではありま

すが、守護霊と仲良くなってきます。 

 

まずは、守護霊と仲良くなるためには、積極的に交流していくことがポイントになるわけですね。 

 

 

※１守護霊アドバイスなどのお申し込みについては下記ＵＲＬをご参照ください。 

 

☆守護霊アドバイスの鑑定依頼の条件・方法 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-3.html 

 

☆守護霊アドバイスとは？ 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-103.html 

 

  

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-3.html
http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-103.html


６．邪なる霊との関係を断とう！ 

 

守護霊についてお話させて頂きましたが、霊界には必ずしも守護霊のような高い志と尊い慈悲を

持った霊人だけがいるわけではありません。 

 

現世でも人の優しく心の強い方もいれば、どうしても人生で訪れるダークサイドにあらがえず、悪

の道に落ちていく人がいます。 

 

それと同じように霊界にも邪な存在としての霊がいるわけです。 

 

これら邪な霊（邪霊）というものは、様々なタイプがいます。 

 

積極的に害をなそうとする霊もあれば、自分が生前、現世にて執着を抱えたまま亡くなって今もな

お浮遊している不成仏霊などもいます。 

 

また、霊人だけとは限らず、動物系の霊物もあったりと多岐にわたります。 

 

邪な霊とは簡単に定義すれば、私達、現世に生きる人間にマイナスの要因となる霊波動を与えて

くる存在であるといえるでしょう。 

 

もちろん、私達には守護霊がしっかりと守ってくれているので、これら邪霊がいかにマイナスの影

響を及ぼしそうと画策しても大丈夫。 

 

・・といいたいところなのですが、守護霊の守護も完全なものではないのです。 

 

なぜならば、どんなに守護霊がもっとすばらしい霊界へと繋がれるように導こうとされていても、当

の本人が邪霊の霊波動に影響される道を選択してしまっていては守護霊もフォローしきれない部

分があるわけです。 

 

現世においてもいつも悪い友人関係や不良仲間とつるんでいる人は、何をやるにも悪い友人の

言動に影響されてしまいます。 

 

心ある良心的な人がなんとか悪の道から救おうと頑張ってみても、最後は本人がどちらを選ぶか

にかかっているわけです。 

 



悪友とつるむことから逃れられず、ずっと付き合い続ければ、いつしか本人自身も悪友のようなタ

チの悪い人格になり、それ相応の人生を歩むようになるのです。 

 

これと同じで邪霊との影響を断ちきらないかぎり、守護霊の守護も不完全で弱い状態になってしま

うわけです。 

 

邪霊との交渉を断つには、一つには霊能者などによる除霊、浄霊というものがあるでしょう。 

 

私のところにも時折、邪霊を除くための遠隔浄霊※２の取次依頼がくることがあります。 

 

非常に負担も大きく、時間も手間もかかることなので、あまり引き受け過ぎないようにはしているの

ですが、どうしてもという方には取次を行っています。 

 

しかしながら、本来は邪霊との交渉を断つために一番、気を付けるべきこととしては、「邪霊に意

識を向け過ぎない」ということにあります。 

 

霊との関係には様々な法則がありますが、一つには「意識を向けると感応する」というものがあり

ます。 

 

いつもいつも邪霊の存在を感じてしまっていたり、良くない霊波動を受けて具合が悪くなったりす

る人がいますが、これは、邪霊に意識が向き過ぎていることに起因する場合があるのです。 

 

いわゆる霊感体質、霊媒体質と呼ばれう方をつぶさに観察しているといつも霊的な事柄に気を配

り過ぎているフシがあるのです。 

 

「ここは霊がいっぱいいる」「ああ、なんだか肩が重く頭が痛い。何かの霊障か？」などと何か優れ

ない時にすぐに霊に意識を向けてしまうわけです。 

 

こうすると本来ならば気にしなければ、大した悪影響を受けずに済んだ霊的な障りであっても、わ

ざわざ自分で藪をつついて蛇に襲われてしまうようなものです。 

 

なので、何か空気の悪い霊がいそうな場所を通りかかったとしても、意識を向けずに淡々と通り過

ぎれば余計な霊の影響を受けることはありません。 

 

頭が痛くなっても単なる疲労から来る疲れかっもしれないのです。 

 



仮に霊障であっとしても「ああ、ちょっと風邪気味かな？」とあくまで現実的に考えることで霊に意

識を向けなければ、自然と霊も離れていくケースも多いのです。 

 

それゆえに、やたらと霊だ何だと騒ぎたてずに自分の意識をコントロールすることが本当は大切な

わけです。 

 

もちろん、それでもどうしても気になってしまうケースや解決しない場合もあるでしょう。 

 

また、定期的にお祓いなどをすることで、心身ともにリフレッシュできるというメリットもあるので、浄

霊やお祓いを受けることは悪いことではありません。 

 

ただ、意識の法則を知った上で霊的な施術も選択していくと、より活用することができるのではな

いでしょうか。 

 

 

※２ 遠隔浄霊については下記ＵＲＬをご参照ください 

 

☆遠隔浄霊について 

http://syugorei.web.fc2.com/otoritsugi2.html 

 

☆霊障に関する記事 

 

①憑依レベルについて 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-194.html 

 

②現世に留まる霊の居場所 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-185.html 

 

③浄霊の実際 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-166.html 

 

④その他の霊障関連の記事カテゴリ 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-category-4.html 

 

  

http://syugorei.web.fc2.com/otoritsugi2.html
http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-194.html
http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-185.html
http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-166.html
http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-category-4.html


７．天命と過去世 

 

霊の存在についてお話してきましたが、現世に生きる私達も肉体という衣を脱ぎ捨てれば、霊的

存在となります。 

 

なにより、地上に生まれおちる前は、私達も霊と呼ばれていた存在であったわけです。 

 

しかし、私達には霊界にいた時の記憶や現世に生まれてきた経緯というものを持っていません。 

 

すくなくとも通常は私達が現世に誕生する時にはまっさらな状態で生まれてきたはずです。 

 

私達が現世に生まれてきたのには理由があります。 

 

それは、私達の生きる目的であるともいえるでしょう。 

 

大きなテーマとしては魂の向上のためであるといえますが、もう少し細分化していくと私達一人ひ

とりは様々なテーマを持って生まれてきているわけです。 

 

例えば、芸術心を磨こうとか、人とのつながり、調和について深く考えるとか、あるいは、多くの人

を癒したいなどテーマは様々あります。 

 

こういったテーマのことを天命※３と言います。 

 

天命というと天職のことや何か成し遂げなければならない特定の事柄を指すと思われがちですが、

あくまで一つの普遍的なテーマなわけです。 

 

これらテーマを持って人生を全うすることで魂をより磨き、向上していくわけですね。 

 

また、天命を持って現世に生まれてくる経験は一度とは限りません。 

 

今生以外の過去にも現世に生まれて、その時代の一人の人間として一生を過ごした経験は誰に

でもあります。 

 

しかし、これも私達の記憶には残っていません。 

 



但し、現世の脳には記憶はなくとも奇魂（くしみたま）と呼ばれる魂の一部には過去世の霊界の一

部が蓄積されています。 

 

この奇魂の霊界を垣間見ることで、過去の人生すなわち過去世の一部を垣間見ることもできま

す。 

 

在る程度、霊界に通じたシャーマンや霊能者と呼ばれる方はこれらの霊界の一部にある過去の

情報を神仏や神霊の許しを得て観ていることがあります。 

 

私も取次鑑定を通して過去世をお伝えすることがあります。 

 

但し、あくまで天命に関連するもの限定にしています。 

 

なぜならば、いたずらに過去世にばかりこだわってしまうと今生での天命をおろそかにして、過去

世がどうであったのかばかりに意識がいってしまうからです。 

 

一番大事なことは、今生での魂の向上であり、天命であるわけなので、天命が主ならば過去世は

従である関係だといえるでしょう。 

 

天命や過去世を知ることで、今生の生きる一つの参考にするために取次という手法で知ることが

許されていると考えるべきでしょう。 

 

例え霊的な手法を持ちいなくとも、自分自身の心に問いかけ、一生懸命に志を立てて邁進努力を

続けていけば、いつの日か天命を悟る日も来ることになります。 

 

こういった自然な形での悟得（ごとく）するという道もだれにでも用意されているものです。 

 

その点をわきまえた上で天命や過去世の調査をされることが大事かと思います。 

  



 

※３ 天命・過去世調査に関する記事は下記ＵＲＬをご参照ください 

 

☆天命・過去世調査の鑑定依頼の条件・方法 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-3.html 

 

☆天命・過去世調査とは？ 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-103.html 

 

☆道名について 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-75.html 

 

  

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-3.html
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８．魂の向上こそが人生の目的 

 

いよいよ最後の章に突入いたします。 

 

今まで霊界のこと、霊のこと、守護霊の存在や邪霊の存在、天命に過去世について触れて参りま

した。 

 

かなりの駆け足での説明となってしまったため、若干、お話の内容に不足感があるのは否めませ

ん。 

 

でも、私の更新している「守護霊が導く！スピリチュアル世界」のエッセンスとしては一番コアな部

分を抽出できたと思っています。 

 

基本はブログを全部読んで頂きたいところですが、まずはここは押さえておいて！という部分だけ

抽出したエッセンスになっています。 

 

そして、今度の章では、一番大事な究極的な結論ともいうべき内容で締めくくりたいと思います。 

 

それは、ズバリ人生の目的についてです。 

 

もうすでに各章にて少しずつ触れていますが、私がブログやこの小冊子で霊界法則や守護霊との

交流、邪霊に対する対応、天命、過去世などについてお話しているのは、最終的には魂の向上に

つなげるためにあります。 

 

単なる霊界話で盛り上がりたいわけではありませんし、興味本位で守護霊との交流を進めている

わけではありません。 

 

オドロオドロしい怪奇話で、皆さんを脅かしたいわけでももちろんありません。 

 

占いのように「あなたの天職はこれです！」とか掲示して職探しのお手伝いをするためでもありま

せん。 

 

「過去世が凄い人物だから私は凄いのよ」とか、「ヒドイ行いをした人物だから今生不運なんだ。。」

とか一喜一憂するためでもありません。 

 



全ては、今生の目的である魂の向上※４のための方便の一つであり、一つ一つのテーマや事柄

は枝葉の部分に過ぎないわけです。 

 

スピリチュアルの世界という観点でさえも、人生で魂を磨く一つのメタファー（象徴）でしかないので

す。 

 

私達は現実に起こりうる様々な課題を通して、時には科学的に検証したり、歴史的に振り返って

学んだり、哲学的に思索にふけったり、守護霊との交流を通して感覚的に体得したり、本当に

様々な観点から学ぶ必要があります。 

 

仕事も生活の雑事も家庭のことも、趣味も恋愛も結婚もビジネスもボランティアも全部が学びであ

り魂の向上のための糧になるのです。 

 

全てはここに帰結されなければ、あまり意味はないと言っても過言ではないでしょう。 

 

私達の魂とは一重に「意志」のことでもあります。 

 

人は様々な意志を持って生まれています。 

 

これはすなわち魂を持つとは主体的な意志を持っているということでもあるのです。 

 

なので、私達は主体性を持って今生を生きていかなければならないといえます。 

 

よく「私が不運なのは霊のせいでしょうか？」といった質問があります。 

 

霊障が原因で起こっている不具合というものは確かに存在します。 

 

しかし、いかなることが原因であったとしても、それを乗り越え解決していこうという主体的意志を

みなぎらせて、人生を進めていくのでなければ、魂の輝く人生とはいえません。 

 

霊障を解決し、不具合がなくなったとしても、その後に主体的な意志を持って学んでいこうと思わ

なければ、意味がないのです。 

 

守護霊との交流においても、単にお願いばかりして守護霊に願いを聞いてもらおうと思ってもそう

はいかないものです。 

 



多少はアドバイスもヒントも導きもくださることはあります。 

 

でも、本人が主体的な努力と意志を捨てて、「期待」と「依存」で守護霊に向かおうとする時、守護

霊はじっと動かず、本人の主体的な行動を待っているのです。 

 

そこをわきまえた時に、霊界法則も守護霊との交流も天命や過去世を知ることも、あるいは邪霊を

浄霊することも生きてくることになります。 

 

自分が助かりたい、楽をしたい、自分だけが幸せになりたい、苦しいことから単に逃げたい。 

 

このような気持ちから「人生とは魂の向上である。全ては学びであり修行である」と気持ちを切り替

えて人生と向き合う時、本当の開運があなたの眼前に開けてくることになることでしょう。 

 

 

※４ 魂の向上のために参考になる記事は下記ＵＲＬをご参照ください 

 

☆ＦＧＳの会で魂の向上を目指しませんか？ 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-122.html 

 

 

http://syugorei.blog24.fc2.com/blog-entry-122.html

