
RAS を超えた先に見える
本当にやりたいこと
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備 考本当にやりたいことはどこにある？

もうおわかりですね。やりたいことはここにあります。

本当にやりたいことの居場所

やりたいことはRASの先スコトーマに

やりたいことはコンフォートゾーンが広がった先に
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遮断された情報＝ビリーフにより

スコトーマ
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現実 世界

ビリーフに基づいて
行動と選択を常に繰り返す

このスパイラルに陥っては
外の世界は見えない
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やりたいこと

やりたいこと

やりたいことはRASの先
コンフォートゾーンの外側にある

やりたいことが見つかっ
ていない場合それは、ス
コトーマになっていると
ころ、これまでのコン
フォートゾーンの外側に
あります。ということは、
やりたいことを見つける
にはスコトーマを外し、
コンフォートゾーンを広
げていく必要があります
ね。



備 考やりたいことはどんどん昇華していく

ビリーフワークでも意識してみよう

やりたいことがどんどん次元上昇していく仕組み

やりたいこと

やりたいこと

目の前に
見えるもの

RAS（ビリーフ）

スコトーマを外す度に
新たなやりたいことが現れる

どんどん抽象度を上げていけば
どんどん新たなやりたいことが出現する

スコトーマ

＝

抽象度を上げてスコトーマを外し続ければ
どんどん新たなやりたいことが現れてくる

いよいよビリーフを書き換える

STEP3

STEP3

親の仇

お金は悪だ

ぽい♪

STEP4

STEP4

入れる

STEP5

STEP5

変性意識状態を手に入れるには・・・

変性意識を意図的に作るワーク

STEP1

STEP1

STEP2

STEP2

温かいものを
感じたらOK

　　　　まず、手と手を合わせて、てのひら
の熱を感じます。次に、てのひらの熱を感じ
たり、空気の反発を感じたりしながら、手を
少しずつ離していきます。

　　　　てのひらの間に、ふわふわした空気
の玉をイメージしながら、熱を感じたり、空
気の反発を感じたりしてみてください。慣れ
るまでは、風船のように飛ばしてみたり、体
にその空気の玉を入れてみたりして、遊んで
みてくださいね。

　　　　まず、STEP１～２のワークでつ
くった空気の玉（気の玉）をつくります。こ
の気の玉の中に、自分の脳と心にあるすべて
の情報が入っています。（ビリーフもこの中
にあります。）

気の玉の中にある「書き換えたい」と思うビ
リーフを、片方の手でグッとつかんで、ポイッ
と捨てます。捨てる場所は、どこでもOKで
す。好きなところに捨ててください。

　　　　ビリーフを捨てただけでは、ホメオ
スタシスの働きで、元に戻りやすいので、「こ
んなビリーフにしたいな」と思うビリーフを、
片方の手で気の玉の中に入れていきます。

　　　　　気の玉にビリーフを入れたら、「そ
のビリーフだと、こんな自分になれるな！」
ということをイメージしてみて、その状態を、
できるだけリアルに感じていきます。

そのときの自分が感じているであろう感情
を、感じることが大切です。

てのひらの間に空気の玉（気の玉）を感じら
れたとき、変性意識状態になっています。こ
のワークをする前の準備として、ゆっくりと
深呼吸をするのがおすすめです。（３～１０
分くらい）そうすることで、より空気の玉を
感じやすくなります。　 ビリーフワークを繰り返す

 ビリーフを書き換えるとストコーマが
外れるので自動的にやりたいことが現れる

変性意識状態のときに、
私のビリーフって何だろう？という質問から、
ビリーフの外にあるやりたいことって何だろう？
という質問に変えてワークを行う

ポイント

やりたいことが一つ見つ
かっても、また、その次
のやりたいことがスコ
トーマになっているとこ
ろにあります。これを
知っておくと、一つ目の
やりたいことが見つかっ
たときに起こりがちな暴
走（周りが見えなくなる
こと、自己洗脳）を止め
ることができます。



やりたいことを見つけるためのワーク

普段の生活でも・・・

STEP3

STEP3

STEP4

STEP4

変性意識状態を手に入れやりたいことを見つける

変性意識を意図的に作るワーク

STEP1

STEP1

STEP2

STEP2

温かいものを
感じたらOK

　　　　まず、手と手を合わせて、てのひら
の熱を感じます。次に、てのひらの熱を感じ
たり、空気の反発を感じたりしながら、手を
少しずつ離していきます。

　　　　てのひらの間に、ふわふわした空気
の玉をイメージしながら、熱を感じたり、空
気の反発を感じたりしてみてください。慣れ
るまでは、風船のように飛ばしてみたり、体
にその空気の玉を入れてみたりして、遊んで
みてくださいね。

　　　　まず、STEP１～２のワークでつ
くった空気の玉（気の玉）をつくります。こ
の気の玉の中に、自分の脳と心にあるすべて
の情報が入っています。

そして、「私のやりたいことは何？」と自分
の脳に問いかけます。

　　　　想像したやりたいことを実現してい
る自分をイメージしてみて、その状態を、で
きるだけリアルに感じていきます。

そのときの自分が感じているであろう感情
を、感じることが大切です。

てのひらの間に空気の玉（気の玉）を感じら
れたとき、変性意識状態になっています。こ
のワークをする前の準備として、ゆっくりと
深呼吸をするのがおすすめです。（３～１０
分くらい）そうすることで、より空気の玉を
感じやすくなります。　

やりたいことは何か？ということを常に意識していく



備 考やりたいことはまずは確信がもてなくてもやってみることが重要

やりたいこと

やりたいこと

目の前に
見えるもの

RAS（ビリーフ）

スコトーマを外す度に
新たなやりたいことが現れる

どんどん抽象度を上げていけば
どんどん新たなやりたいことが出現する

スコトーマ

＝

とにかく何かをすると
新たなRASができる

どんどん行動していくとやりたいことの抽象度が上がっていく
この状態になるとやりたいことは目の前に勝手に出現するようになる

そのためにはとにかくRASを作らないと外のスコトーマは見えないので、
まずはやってみて新たなRASを作ることが重要

今のやりたいことは違うんじゃないか・・・はチャンス。

それを感じて初めて新しいやりたいことの発見につながる

一番もったいないのは、何もやらなくて結局、RASも作らず
現状の生活と何も変わらない状態を過ごしてしまうこと

抽象度が上がっていくと
やりたいと思っていたこ
とが、実はやりたくない
ことだったということに
気づいたりすることもあ
りますが、新たなやりた
いことを見つけるチャン
スだと捉えて行動し続け
ましょう。



備 考最初の一歩を踏み出すことがやりたいことを見つけるカギ

やりたいこと

やりたいこと

今の生活

RAS（ビリーフ）

スコトーマ

＝

何も変えることなく今の生活を続けている状態

これが私のやりたいことなんじゃないか？という予感が
することをやってみた状態（視点が外側に移動する）

今までに見えていないRASが出現する

そのRAS( ビリーフ )の外側に視点を移す、スコトーマを外すと
新たなやりたいことが出現する

　の行動に移すことできるか？ここができないと抽象度は上がらない
やりたいことをどんどん昇華させていくことができない
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備 考
これが私のやりたいことなんじゃないか？という予感が
することをやってみた状態（視点が外側に移動する）

２

をするためにできること

自分のRASを壊したくなるための行動を阻害する要因

１、知識を増やす　をしていない

無知だと受け取れる情報が極端に限られてしまう

５、明確なゴールを設定する　をしていない

ゴールを設定することによって
自分にとっての重要な情報が変化するが
それができない、すなわちスコトーマ、
盲点が大きくなる

４、今まで一緒にいなかったような人と付き合う　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をしていない

人は近くの人を真似る習性があるがその習性が
使えずRASがほぐせずますます強固になる

２、初めてのことをする　をしていない

３、今まで行ったことのない環境にいく、変える　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をしていない

強固で凝り固まったRASを形成する

逆に５つのことを行えば見えなかった情報が
全て宝の山となり、あなたの自己実現を強力に応援する



備 考

自己実現のための行動からの逆算

ビリーフさん

思考 現実社会
親から培われたRAS
（ビリーフ）の中で
同じような人生をたどる

親からの洗脳によって
人生が進んでいる

思考が現実化する

DNA 人体
エラー がん

対処療法
西洋医学

予防医学
東洋医学

情報（遺伝子） 物理（体）

影響を受けあっている

影響を受けあっている

フラクタル構造

赤色の矢印を動かせば情報が書き換わる

今までは黒の矢印の方向
からのアプローチをお教
えしてきました。

ですが、どんどん現実を
変えていくには、赤の矢
印の方向からのアプロー
チも大切なんですね。



備 考

人生の次元上昇の仕組みと起こし方

ビリーフさん

思考 現実社会
親から培われたRAS
（ビリーフ）の中で
同じような人生をたどる

親からの洗脳によって
人生が進んでいる

思考が現実化する

影響を受けあっている
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昇
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次
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ホメオスタシス

コンフォートゾーン

ストコーマ

RAS、ビリーフ

人生の次元上昇の仕組み




