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まえがき

豊かさの天使、アバンダンス・エンジェルとは

豊かであること。それは、私たち人間のごく自然な、そしてスピリチュア
ルな意味でのあり方にほかなりません。私たちはまた、人間を守り育みなが
ら、一人ひとりの能力を最大に表現させようとする聖なる存在によって、常
に取り囲まれています。さまざまな名前を持ち、さまざまな役割を果たすこ
うした聖なる存在を、私たちは天使と呼んでいます。

豊かさ、あるいは豊潤という言葉の本当の意味は、安全であること、そし
て守られていることの実感です。銀行口座の残高や、個人的な経済状態とは
何の関係もありません。裕福であるのに、いつもお金の心配が絶えない人も
いるでしょう。

豊かさとは、現在そして将来の人生に関し、金銭面で心配がない事実を意
味します。安全であるという実感の価値は、純金のそれに等しいでしょう。
そしてもちろん、月々のさまざまな支払いを問題なくこなしていけることも
含みます。

豊かさという言葉は時間やアイデア、自信、愛、そしてポジティブな思い
にも直結します。豊潤の流れに触れることで、人生のさまざまな側面が豊か
になります。

私たちの創造主はすべてを豊かな形で生み出し、さらに新しい形の豊かさ
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を創り続けてくれています。神が生み出す豊かさはあまりにも自然な形なの
で、流れを止めようと思うなら、大変な努力が必要となるでしょう。この本
では、神が生む豊かさの流れを止めようとするような行いについても明らか
にしていきます。こうした行いを避ければ、愛する人たちと共に豊かさの流
れを分かち合い、自分で選んだチャリティー活動に協力することができます。
聖なる存在との契約に基づいて生きれば、ライフパーパス＝人生の目的を達
成する過程において、さまざまな形で支えてもらえる事実についても学んで
いただけるでしょう。

ほかの人たちと同じく、あなたにはあなただけの大切な役割があります。あ
なたは、今の人生でほかの人たちを助けることに合意した上で肉体を持って
生まれてきました。それが人生の目的です。あなたの目的は、ごく自然に心
から楽しむことができて、かつ満足できる仕事や活動です。昔から抱いてい
た夢や、憧れの人物に直結するものが多いと言えるでしょう。

世界中を旅してきた私たちは、ヒーリングやアート、そして自分の知識を
伝えることを通じて夢を実現しようとしている多くの才能ある人たちと知り
合いました。子どもや環境、そして女性を助けること、あるいは信念を実現
する生き方を夢見る人たちです。

対象が何であれ、助けるという理念に燃える人々は、生きるためにしてい
る仕事に向ける時間やエネルギーが無意味に感じられ、仕事そのものが害で
あるとさえ思ってしまうことが少なくないようです。仕事は生活費を生み出
す手段でしかないと感じてしまうのです。
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加えて言えば、世界の富の配分は極めてアンバランスな状態にあり、富裕
層の一部が、持てる経済力をほかの人や動物、そして環境を傷つけるような
形で使っているのも事実です。

私たちが心に留めるべきことは、スピリチュアリティを尊重し、倫理的で、
ほかの人々や動物、そして環境を救う手段に投資できる経済的余裕がある
人々の愛に満ちた姿勢です。私たちが思い浮かべるのは、個人的な利益では
なく、世界をよりよい場所にすることに価値観を見出す人々です。

自分の家族を養いながら、チャリティー活動に募金できる経済的余裕があ
る生活を想像してみてください。二度とお金の心配をしなくて済む生き方を
想像してみてください。経済面で安心できて、守られている状態を想像して
ください。すべて実現可能です。多くの人たちが実現していることは、あな
たにもできます。

それぞれの人が宿す人生の目的のすべてを実現するため、必要な支えを手
に入れる方法はないか。私たちは、これについてみなさんと一緒に考えるた
め、この本を書きました。お金を得るために苦しむ必要はありません。他者
に対する奉仕に集中しながら、経済的な責任を果たすことができるのです。
欲しいものがお金であっても、時間であっても、自信やアイデア、コネク
ション、あるいはチャンスやそのほかのものであっても、そもそも与えられ
ている豊かさとつながることができるのです。　
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〝豊かさの天使〟＝アバンダンス・エンジェルは、何かが足りないことが原
因で私たち一人ひとりが宿す聖なる使命が物質世界で妨げられないようにし
てくれる天使たちです。天使たちは、物質的な意味での支えがなければ人生
の目的が達成されないことを理解しています。彼らは、私たちを支えてくれ
る存在にほかなりません。他者を助け、癒すため、天に対して経済面や物質
的な救いを求めるのは、決して間違いではありません。

私（ドリーン）がアバンダンス・エンジェルと初めて会ったのは、コロラ
ドでのワークショップでリーディングをしているときでした。クライアント
の女性が立ち上がり、人生の目的に向かっていくにはどうしたらよいか尋ね
ました。満足できず、ただ生活費を稼ぎ出すためだけの仕事に追われ、プロ
のヒーラーになって活躍するという夢に充てる時間もエネルギーも足りない
と訴えるのです。

次の瞬間、私の目に天使の一団が映りました。このクライアントがヒーリ
ングに打ち込めるよう、経済的な支えをもたらそうとしていることを知らせ
ています。忙しく動き回りながら、クライアントのエネルギー場にたまって
いる心配の数々を取り除いているようでした。その姿は、リンゴ畑で働く人
にそっくりです。ただ、摘んでいるのは果実ではなく、油っぽく、汚れてい
る何かです。天使が語るには、絶えることのない心配や不満のエネルギーが
こうした汚れとなってたまっていくそうです。こうした天使たちが精神的な
汚れを取り除くエキスパートであることを悟った私の脳裏に、〝アバンダン
ス・エンジェル〟という言葉が浮かびました。クライアントに豊かさがもた
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らされるよう願っていたので、ぴったりの名前だと思いました。
私の脳裏に浮かんだもの、響いた言葉、そしてアバンダンス・エンジェル

の仕草によって、クライアントの経済状態が悪い原因は浪費であることがわ
かりました。クレジットカードの支払額もかなりかさんでいましたが、これ
は、何かを買うという行為で心配を紛らわそうとしていたからです。クライ
アントに確認してみると、事実であることがわかりました。アバンダンス・
エンジェルは、彼女が自分のうつろな部分を衝動買いで埋めていることも知
らせてきました。うつろな部分が生まれるのは、人生の目的に沿って生きて
いないことを自覚している彼女が、〝満たされない〟という気持ちをぬぐえな
いからです。その上、まったく楽しくない仕事を通じて生活費を得ることを
強いられていました。そんな仕事にやりがいや満足を感じられるわけがあり
ません。

彼女は、私の言葉にうなずきながら涙を流し始めました。彼女もまた、ほ
かの人たちと同じように（誰しもそうですが）、すでに天使のメッセージを耳
にしていたのです。衝動買いが自分でもどうにもならないレベルになってい
ることは気づいていました。そして支払金額の金利に身動きできない状態に
陥りながら、決して心を満たされることのない仕事を黙々と続けざるを得な
かったのです。

彼女はまず、債務救済のカウンセリングを受けることを約束してくれまし
た。そして、必要ではないものを買ってしまうことを防ぐ意味で、かなりの
数のクレジットカードをハサミで切って使えないようにしました。自分の内
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側の、うつろな部分を埋める方法については、天使から導きを得ることがで
きました。祈りの言葉や瞑想、自然の中や何かを創り出すことに充てる時間
を確保し、決してプロではないもののヒーリングにかかわっていくこと。そ
れが答えでした。

このリーディング以来、私はクライアントや生徒さんたちを通じてアバン
ダンス・エンジェルと頻繁につながるようになり、多くを学びました。学ん
だことはすべてこの本の中で語っています。私は、根深い怒りや経済面での
心配が放つエネルギーを浄化する天使の姿を目の当たりにしてきました。こ
うしたものは油でできたボールのようで、車の下に溜まっているものにも似
ています。自分のエネルギー場に置いておきたいと思う人はいないでしょう。
それに、一番恐れるものを引き寄せてしまう性質があります。

アバンダンス・エンジェルの力を借りれば、毒性のエネルギーを解き放ち、
金銭面での心配をしなくて済むようになります。ほかにも、救いの手を差し
伸べてくれる大天使がいます。

●	 	大天使ラファエルは癒しの大天使として知られ、肉体・感情・精神という
それぞれの面で健やかさを保ち、人生の目的に費やすための十分なエネル
ギーを得られるようにしてくれます。ラファエルはまた、ヒーラーとして
活躍している人たち、ヒーラーを目指している人たちを守護し、学びの過
程やプロとなった後も見守ってくれます。
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●		大天使ミカエルは人間を守護しながら、恐れと心配の影響を浄化してくれ
ます。ミカエルはまた、それぞれの人間が宿す人生の目的を熟知しており、
次のステップへ進んでいくための具体的な導きを与えてくれます。

●		大天使メタトロンは、森羅万象のエネルギーについての理解を助け、うま
く使いこなしていくことを教えてくれます。瞬時に起きるマニフェステー
ション（ものごとが実現すること）や、時間を自分の意のままにする方法
も含まれます。

●		大天使ラジエルは、過去世の記憶に基づく無意識の恐れ、そして人生の目
的のさまたげとなるものをすべて浄化してくれます。

●		大天使ジョフィエルは、私たちが最も美しい体験を引き寄せることができ
るよう、思いを高め、美しくしてくれます。

この本は、アバンダンス・エンジェルから与えられた学びと導きについて
つづったものです。私たちが学んだものを、みなさんにもお伝えしたいので
す。決して難しいことではありません。誰もが身に付けることができ、すぐ
に実践できるものです。

この本に記されている情報は、すべての人間が生まれながらに知っている
ことです。すべての人間はこの知識を携えて生まれますが、時間の経過と共
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に忘れてしまいます。ただ、忘れるスピードは人によって異なります。瞑想
や祈りを通じて想い出したり、学び直したりすることもできるものです。そ
れに加え、子どもたちの姿や昔から伝わる書物を読んで、新しい角度の知識
を通じて得ることもできます。教義という決まった形から離れたほうが受け
容れやすいという人もいるでしょう。私たちは、こうした方法でお伝えでき
るよう努力していきます。

大切な事実が一つあります。望む豊かさを実現する力は、私たち自身に
宿っています。誰であろうと、貧しさに苦しみ、悩むべきではありません。誰
もが欲するものを手にすることができるのです。そしてその過程で、自分の
本意に反する行いを強いられることもありません。富を手にするために悪事
を働いたり、非人道的行動に走ったりする必要もありません。健やかではな
い方法で得た富が留まることはないでしょう。

貧しさが圧倒的に支配する文化では、こうした考え方に触れる機会がまっ
たくないかもしれません。正しい知識を知らせようとしても、よい暮らしな
ど実現できるわけがないと最初から信じ込んでいる人ばかりの社会も存在し
ます。この本で紹介していく数々の原理を実践していく過程で得る富を、多
くの人々と分かち合っていただくことを願っています。あなたの周りには、
あなたほど恵まれていない人がいるかもしれません。分かち合うこと、共有
することも、アバンダンス・エンジェルが与えてくれた学びの大切な一部分
です。

この本には、神や天国、創造主、森羅万象、宇宙、そして聖なる魂という
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言葉が出てきます。こうした表現については、ご自分の宗教的信念に基づい
て、好きな言葉に置き換えていただいてもまったく問題ありません。どのよ
うな表現であっても、愛という根本的な意味が変わることはありません。

この本は、自分にとって毒にしかならない仕事や人間関係、状況から離れ
て、癒しと救いの行いに集中できるようになる方法を紹介するものです。

値段が高すぎると思う人もいるはずです。しかし、そういう人にこそ読ん
でいただきたいのです。読み終わる頃には、何かが足りないという感覚や、も
のごとの限界に関する概念は消えているはずです。こうした言葉を使うこと
もなくなるでしょう。

ここから始まる旅が、あなたに多くの祝福をもたらすことを心から願って
います。このまえがきを読んでいる今のあなたは、あとがきを読む頃には別
人になっているでしょう。自らの望みを実現するための方法は、ひらめきと
いう形でもたらされます。今は信じられないでしょうが、とにかく読み進め
てみてください。今まで待ち望んでいた自信と知識を得ていく過程を実感で
きるはずです。
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救いを求める

第１のメッセージ



アバンダンス・エンジェルからの第１のメッセージは、救いを求めること
です。当たり前すぎると感じられるかもしれませんが、こうした姿勢を忘れ
てしまうからこそ、決して必要のない苦しみを強いられる人が多くなるので
す。自ら進んで求めなければ、誰も（神でさえも）あなたを助けることはで
きません。自分で人生の道筋を選ぶ権利である自由意志の法則により、神と
天使は、あなたの許しがなければいかなる形でも介在することができません。
つまり、欲するものは自ら進んで求めなければならないということです。

求める救いがどんなものであれ、神と天使は常に支えてくれます。救いに
関しては、大きすぎるものも、小さすぎるものもありません。いかなる場合
にも、愛に満ちた導きと支えをもたらしてくれます。あなたがすべきは、神
や天使に向かって助けを求めることだけです。

神に直接話しかけたほうが簡単なのに、天使にも救いを求める理由につい
て尋ねられることがよくあります。私はいつも、こう答えることにしていま
す。神と天使は一体であり、両者の間に明確な境界線はありません。天使＝
angels という言葉の意味は〝神の遣い〟です。神の思い、御心が形となった
姿が天使である。そう考えればよいでしょう。神に話しかけ、神の言葉を耳
にするとき、あなたは神との間で天使をやりとりしているのです。神はまた、
あなたやイエス、聖人たち、そしてすべての人と一体です。

天使に救いを求める方法はさまざまです。あなた自身が正しいと思い、信
じる方法で行ってください。天使は特定の宗教や教義、物質世界的な限界に
縛られることなく、人間に対して無条件の愛を向けてくれる存在です。聖職
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者であり、仲介者であり、神が抱く安らぎの意思を運んでくれる存在です。
助けを求める人々のため、物理的な法則を変えてしまうこともあります。
『大天使ミカエルの守護パワー』（武田ランダムハウス / 絶版）と『ラファ
エルの奇跡』（ＪＭＡ・アソシエイツ）という２冊の本を書いていたとき、私

（ドリーン）は数多く寄せられた真実の奇跡体験に胸を打たれました。一つひ
とつのお話に、窮地に追い込まれた人の心に生まれる天使に助けを求める気
持ちがあますところなくつづられていました。病気や事故、あるいは周囲の
人たちや状況に押し込まれてしまうことに対する恐れを抑えるため、人々は
救いを求めて祈ります。

私は、こうした人たちに称賛を惜しみません。恐ろしい状況に囚われたら、
叫び声を上げたり、罵り言葉を口にしたりするほうがはるかに簡単なはずで
す。しかし彼らはまず気持ちを落ち着かせ、聖なる存在の介在を求めました。
そして、自ら進んで求めたからこそ、救いがもたらされました。

自分には資格がないと思い込んでしまい、救いを求めることを躊躇した人
たちもいます。天からの救いを得るためには、聖人のように生き、完全な人間
でなければならないと感じたのでしょう。聖人のように生き、完全な人間であ
ることが条件なら、天の救いを得られる人など存在しません。救いは報酬では
なく、効果です。因果関係とは、したこと（原因：この場合は祈ること）に対
して起きる効果（この場合は救いがもたらされること）という意味の言葉です。

天に救いを求める方法は、どのようなものでもかまいません。大切なのは、
自ら救いを求めるという行いそのものです。祈りの言葉を向ける対象は神、イ
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エス、聖人、アセンデッドマスター、そしてもちろん天使などが考えられま
す。伝統的な祈りの文言や瞑想、アファメーション、ビジュアライゼーショ
ン、音楽、文章、そのほかの芸術的表現を通じてもよいし、あるいは天に向
かって思いのすべてを自分なりの言葉で伝えるのもよいでしょう。こんな祈
りはどうでしょうか。

神、そして天使たち、［今置かれている状況］について助けてほしいのです。

私は、［あなたの正直な感情］と思っています。この状況にかかわるすべての

人たちも含め、助けてください。ありがとうございます。

神はあなたが欲するもの、あなたが感じていること、そしてあなたが助け
てほしいことをすでに知っています。あなたが祈る理由は、浄化と解放を得
るためです。天に向かって感情を解き放てば、たまりきったストレスのエネ
ルギーを減らすことができます。これは、膨らみきった風船から空気を抜く
のに似ています。自らの感情について語ることで、精神的動揺の原因につい
て深く理解し、解決へのひらめきがもたらされます。

救いを求める祈りは、自由意志の法則に基づく行いでもあります。自由意
志の法則は、すべてのものごとを司る森羅万象の法則のひとつです。私たち
人間には、学び、成長するために選択の自由を与えられています。

祈りの言葉は正式なものでも、伝統的なものでも、あるいは思いのままに
流れ出るものでもかまいません。口に出して言っても、脳裏に浮かべるだけ
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でもかまいません（天国は、人間の思いを聞くことができます）。神や天使へ
の手紙という形で書いても、歌にして届けてもよいでしょう。思いを込めて
祈りの言葉を叫んでもかまいません。

明確な意図

祈りに対する答えがすぐにもたらされるのは、怒りを覚えているときです。
求めるものへの意識が、不満によって集中するからです。アバンダンス・エ
ンジェルは、〝明確な意図〟を持つことの大切さを伝えてきました。自分が求
めるものを知る、という意味です。

いつも気を変えていては、マニフェステーションがさまたげられてしまい
ます。自分が幸せを感じられる対象がわからないという人もいるでしょう。あ
るいは、自分は何かを与えられるに値しない人間であるという感情と戦う人
もいるでしょう。マニフェステーションそのものが信じられないという人も
いるはずです。願いが現実になることなどないと最初から思い込んでしまう
のです。さまざまなさまたげを癒す方法について考えてみましょう。

望みが何なのかわからない

望みが具体的でなくても、問題はありません。どう感じたいか。それを望
みにしてもよいのです。安心したい。金銭面での心配をなくしたい。尊敬さ
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れたい。満ち足りた気持ちになりたい。いずれも望むことができます。こう
した感情を生み出す状況は、神の無限の英知によって導かれるため、あなた
が細部について心配する必要はありません。

誤った願いをしてしまう恐れ

誤った願いをしてしまうのではないかと思う人がいます。こうした恐れに
対しては、〝これ、あるいはよりよきもの〟という祈りの言葉が効果をもたら
すでしょう。この言葉は、あなたが自分で行うよりも間違いなくよいものを
もたらしてくれる神の意志を受け容れることを意味します。あなた自身の思
惑もあるでしょうが、神―無限の資源とあふれる愛情であなたを育む存在で
す―の御心はあなたが完全な安らぎを手に入れることにあります。

望むものを求めましょう。でも、最終的にもたらされるものについては、神
の御心に委ねてください。導きを求める祈りに対しても、すばらしい答えが
もたらされます。何に関しても祈りを捧げてください。助けが欲しいときも、
祈りを捧げましょう。

天に助けてもらえる資格がないという恐れ

こうした考え方は、恐れと罪の意識を前面に押し出して教義を展開する組
織的布教に見られることがあります。神に気に入ってもらえるのは、特別で
聖人のようなごく一部の人だけであるという信念の下に育てられたなら、ま
ずは祈りの言葉を神に向けるよう心がけ、その後気持ちを固めてください。神
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との直接的なつながりは、私たち人間が持って生まれた権利にほかなりませ
ん。神は100 パーセント愛で満たされた存在であり、無条件であなたをいた
わります。神の愛や救いは、勝ち取るものではありません。求めれば、いつ
でも、誰であっても与えられるものなのです。

自尊心の低さから、自分を卑小化してしまう人がいます。ほかの人たちの手
を煩わせることを極端に恐れるのです。自分のために神の手を煩わせること
も避けようとするので、結果として、黙って一人で耐えてしまいます。神が
遍在する（同じ瞬間にどこでも、誰とでも一緒にある）という事実を知れば、
少しだけ気が楽になるのではないでしょうか？　自分の願いごとで神を〝煩
わせる〟ことなどありえないという事実を知れば、少し気が楽になりません
か？　神の英知は無限であり、全知（すべてについて熟知している）なのです。

自己中心的になる恐れ

自分だけのための頼み事は慎むべきであると教えられてきたなら、天に救
いを求めることを躊躇してしまうかもしれません。このように考え直してみ
てください。新たな豊かさを手に入れることで、どれだけ多くの人や動物に
恩恵がもたらされ、どれだけ多くの問題が解決されるか。あなたは、受け容
れれば受け容れるほど、より多く与えることができるのです。

あなたが受け容れることで、ほかの誰かから何かが奪われるわけではあり
ません。すべてのものが無限に供給される。それがスピリチュアルな真実で
す。富の平等な分配を助け、実現させるのはあなたかもしれません。
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