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ルーンアレイ ペオース 

 

ルーンアレイ・ペオースはダイスカップをシンボルとします。 

物事の流れの人知が及ばぬ部分、時の運、そして、“天のみぞ知る”といった、森羅万象と個人の運命の関わ

りあいを示すルーンアレイです。 

 

人は、人事を尽くした後は結果に執着せずにそれらを手放して、天の流れに任せる事も必要である事を示し、

あなたがその状態でいられる事を助けます。 

 

ダイスカップは天。ダイスはあなたが人事を尽くした何らかのもの。 

人事を尽くす事によって、あなたはダイスカップに放り入れるダイスを持つ事が出来るのだと、ペオースは

教えます。 

それが何であれ、あなたが心を尽くす事・自分を尽くすものは運命のダイスとなり、ダイスカップである天

へ委ねられ、その結果をあなたは得る事が出来ます。 

ダイスカップを開けた時に出るダイスがどんな目であったとしても、それはあなたに必要な目であり、そこ

から何かを収穫する事になります。 

 

 

また、物事の結果を知りたい・得たいと焦る時は、「必要な時に必要な事が起きるよう、宇宙の調和に則り

つつ天の采配で進められることもある。（だから安心してお待ちなさい）」と、ルーンアレイ・ペオースは

教えます。 

 

 

 

正位置 

 

逆位置 
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★ルーンアレイ・ペオース正位置 

ペオースアレイ正位置の中に入ったり写真にグリッディングすることで、 

どうにもならないことをどうにかしようとしがみつくことで生まれている、不自由さ/頑なさ/拘束/意識の

狭さ/恐怖心に気付きを得ることを促します。 

また、それらを解放し、「どうにかなるさ」という、天にゆだねる気軽さがあなたの中に生まれるよう助け

ます。 

もし、あなたが「どうにならないことをどうにかしようとしている」と自覚しているならば、それを小さな

紙にテーマとして書き、インナーセルフのホームでペオースアレイ・正位置のファイルを読むことで、その

状態が起きている原因とその解放の方法を調べることが出来ます。さらに、その原因があなたの中のなんら

かのブロック/トラウマから生じている場合は、その情報と、癒す方法を知ることが叶います。 

 

「全てが計画通りに進まないと安心できない」という緊張の状態を和らげ、「信頼してゆだねる」状態へと

変容していくのを助けます。 

この場合も、前述と同じように、ファイルを読むことでさらに詳しい原因と癒しの方法を探ることが出来ま

す。 

 

「〇〇が分からない」「〇〇を知りたい」（例えば、相手の気持ちが分からない、未来を知りたい、など…）

という思いが、不安や恐れからくるものであなたを苦しめる時、それを和らげ、それらがあなたにとって健

全な状態の感情として味わえるよう変化を助けます。 

また、それがあなたに危険を察知させるものであるなら、それを明確に感知できるように助け、あなたが適

切な行動に移れるようサポートします。 

或いは、「〇〇が分からなくても構わない」という気楽さがあなたに必要な場合は、あなたがその思いを手

放し、信頼の元に、気楽にいられるよう、変化を促します。 

 

あなたに何かしらの“委ねるべきもの”が有る時、それを“委ねる時に、委ねるべき対象へ、委ねられるよう”、

あなたの人生体験でシンクロニシティが進むように助けます。 

 

あなたの人生とあなたが暮らす世界にある未知の可能性を受け入れられるよう、そして、“次の瞬間に何が

起きるか分からない”事をあなたと世界の可能性として捉え、人生を楽しめるようにサポートします。 

加えて、「何が起こるかわからないからこそ、奇跡が起きるのだ」という、奇跡の楽しみ方を教えてくれま

す。 

 

あなたが天に守られ、愛されているという、信頼と安心の中に生きることを助けます。 

同時に、守られ愛されているという安心の中に生きられない時は、その原因となっているブロックと癒しの

方法を調べることが叶います。 

 

「どうなるかわからない状況」によって、一時的に不安/ネガティブさ/迷いが生じた時に組むと、落ち着き

を取り戻すことと、今の自分に集中することを助けてくれます。 
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運を味方につけたい時、ルーンアレイ・ペオース正位置をレイアウトしましょう。 

 

天で進んでいること/目に見えない部分で起きていることを感知する力が育つよう助けます。また、それら

のセンスにブロックがある場合は、その原因と癒しの方法を探ることが叶います。 

 

ペオースのダイスカップの中に入れるダイスを創るために、今の自分がやるべきことを調べることと、それ

らをダイスカップ（天）にゆだねるタイミングを知ることが出来ます。ただし、それらを「あなたが知らな

い方が上手く事が進む」場合は、その情報は天の秘密にされたままでしょう。 

 

あなたが秘密にしておきたい計画がある時、ペオース・正位置をグリッディングすることによって、適切な

時に開示するまで、秘密にしておくことを助けてくれます。 

 

 

 

★ルーンアレイ・ペオース逆位置 

ペオースアレイ逆位置の中に入ったり写真にグリッディングすることで、 

あなたが人事を尽くした物事で、この先にどんな結果訪れる事が予測されるのかを調べることが出来ます。 

また、その予測される結果の情報が好ましないものならば、それらを現実化させたあなたの中のブロックと

癒しの方法について調べることと、今のあなたが出来る訪れるであろう結果の好転の方法を調べることが叶

います。 

予測される結果の好転の方法の一つとして、上記ワークで手に入れた「“予測される好ましくない結果”をラ

ッキーハプニングへと転じる」と紙に書き、ルーンアレイ・ハガルラッキースターを組むと、好転への助け

となります。しかし、この場合、あなたの中に上記ワークで調べた時に分かった「予測される好ましくない

結果を現実化させたブロック」が残っていると、ハガルラッキースター（ラッキーハプニング）がハガル（ト

ラブル）として現実化しやすくなりますので、癒しのプロセスを踏んでいくことをお勧めします。 

もしも、「予測される好ましくない結果」が、「訪れるべきもの（好転させようがない）」であるという情

報をペオース・逆位置で得たならば、ハガルアレイを組んで、「予測される好ましくない結果の中にある恩

恵」を調べることが出来ます。 

 

あなたの人生に訪れたある出来事が、果たしてどうして起きたのかというその因縁/因果について知りたい

時に、ペオース・逆位置で調べることが出来ます。 

 

ある物事の結果について、あなたが受け入れること/次へ進むこと/解決することが困難な場合、あなたがそ

の状態である理由を調べ、必要であれば癒しと解放を促すことを助けます。 

 

「掴みどころのないものごと」の「掴みどころ」を気付かせます。あるいは、「掴みどころがないことを楽

しむ」状態へと変容を促します。 
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「あなたが知るべき隠されたもの」を明らかにします。また、今、それらがあるかないかを調べることも叶

います。このワークによって、思いがけない秘密が明らかになる出来事が訪れた場合、そして、それがトラ

ブル/ネガティブなものであった場合は、そのテーマに沿った他のルーンアレイを適宜行いましょう。 

 

ペオース・逆位置の「隠されたものを明らかにする」作用によって、あなたが自覚していない、あなたの内

のブロックやトラウマについて調べる事が出来ます。ただし、どんな自分との出会いも受容できるよう、あ

なたのインナーセルフに頼んでおきましょう。 

物事の上辺だけでなく、その本質に気付くのを促すため、ネガティブな体験が訪れた時、その体験の本質の

愛の部分を明らかにして、あなたがそこに辿り着く（多くの場合、愛の学びと収穫が伴います）のを助けま

す。 

 

あなたが自分に正直になりたいとき、自分の本当の気持ちを知りたいとき、ペオース・逆位置が助けとなっ

てくれます。また、自分自身を含めた「嘘のない人間関係」を築く事を助けます。 

 

あなたがまだ自覚していなくて、でも、出会うべきあなたの一面/要素があるかないかを調べ、あるならど

んなものかを知ることが叶います。 

 

あなたが明確さを得たいことに、明確さをもたらしてくれます。 

 

あなたが受けている「天の恵み」「天の助け」（天は、人知を超えた森羅万象の動き、あなたが認知してい

ない人々の動きや意図の影響を指します。）について知りたい時、ルーンアレイ・ペオース逆位置でそれを

知ることが叶います。 

 

 

 

 

★ペオースアレイ：正位置  

 

手順  

＊「今、自分の現状の中で、天に委ねるべきものはあるか。あるならそれは何か。そして、それを安心して

天に委ねるにはどうしたら良いか。」  

 

※あなたが天に委ねたいけれど委ねられないもの…ある未来の結果に不安や心配或いは執着していたり、他

者の自由意思を手放せなかったり、など…が具体的にある場合は、以下の質問にします。 

 

「○○（あなたが天に委ねたいけれど委ねられないものを具体的に入れます。例えば…試験の結果、A さん

からの返事、他者に委ねた仕事などなど…。）を、安心して天に委ねるにはどうしたら良いか。 

それを天に委ねた後、自分はどうすれば良いか。」 
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＊「今、自分の人生に関する事で、天で遂行しているものはあるか。あるなら、それは何で、今どうなって

いるのか。自分はその遂行の間、どうすれば良いか。」 

（※ここでいう“天”とは、“人知の認識を超えた宇宙全体の流れ”を指しています。） 

 

＊「○○を隠しておくことは、全ての存在の自由意思と愛に基づいているか。愛に基づいているなら、それ

をどう隠しておけば良いか。」 

 

（※○○にはあなたが隠しておきたいと思う事を具体的に入れます。この質問で、テーマにした隠しておき

たい事を明らかにするべきという情報を得たら、ルーンアレイ・ペオース逆位置を行って、明らかにする方

法を調べます。 

同時に、“あなたの体験の全てはあなた自身に対して何一つ隠せないのだ”という事を、ルーンアレイ・ペオ

ースは教える事も心に留めていて下さい。） 

 

上記の内から、自分が調べたいテーマを一つ選んで、小さな紙にそれを書く。 

一枚の紙に一つのテーマ。 

 

・上記の中からワークをしたいテーマを選び、クライアントはそれを小さな紙に書く。 

・プラクティショナーは、ワーク場と石の浄化、石と自分をチューニング。 

・クライアントとプラクティショナーで一緒にセンタリングする。 

・ファーデン或いはスーパーセブンを使ってお互いをチューニングする。 

（LOVE-IS-IN-THE-EARTH に出てくる、他のチューニングに適したクリスタルでも良い。） 

・レーザーワンド或いは MGM を使って、クライアントのシャクラをベースからクラウンに向かって開く。 

・クライアントにサーキュラーブリージングを促す。その間に、クライアントの身体に対しペオース正位置

のクリスタルアレイを組んで、エネルギーフローを発生させる。テーマを書いた小さな紙は、ファーデン或

いはスーパーセブンの下に置く。 

・クライアントの左側について手を添え、誘導する。 

・意識をファーデンのスレッドを通してから、インナーセルフホームへ入れていく。 

・インナーセルフに、ルーン文字ペオース正位置のファイルを出してくれるように頼む。 

・ファイルを渡されたら、ファイルの内容を読む。小さな紙に書いた事柄に関する情報が書かれている。 

・クライアントがファイルを読んでいる間、眠らないように声をかけるが、カウンセラーのように色々聞き

出さないようにする。 

・クライアントがファイルの内容を全て読んだら、ファイルを元の場所に戻し、インナーセルフにお礼を言

うよう促す。 

・インナーセルフホームから出て、ファーデンのスレッドを通ってから、意識を頭に戻す。 

・クライアントに得た情報を紙に記録してもらう。 
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★ペオースアレイ：逆位置  

 

手順  

＊「私が行った○○に対し、必然的に起こるであろう結果を知りたい。」 

（※○○には、あなたが過去から今現在までの間に行ったもので、まだ結果が訪れていないある行動を具体

的に一つ入れます。例えば…私が行った試験勉強に対し、私が行った計画に対し…などなど。まだ行動を起

こしていないものではなく、既にあなたが行動を起こしたもの、或いは、今自分が置かれている状況をテー

マにします。）  

 

＊「○○に対する、最善の対応策を知りたい。」 

（※○○には、今現在起きている、或いは、これから起きる予定がある物事を、具体的に一つ入れます。例

えば…来月の引っ越しに対する、会社で起きている問題に対する、喧嘩した友人に対する…などなど。）  

 

＊「○○を明らかにすることは、全ての存在の自由意思と愛に基づいているか。愛に基づいているなら、そ

れをどう明らかにすれば良いか。」 

（※○○にはあなたが明らかにしたいと思う事を具体的に入れます。例えば…自分に自分の隠された感情を

明らかにすることは…、A さんに対して自分の気持ちを明らかにすることは…、個人的なコンプレックスを

明らかにすることは…などなど。 

この質問で、テーマにした明らかにしたい事を隠すべきという情報を得たら、ルーンアレイ・ペオース正位

置を行って、隠しておく方法を調べます。） 

 

 

＊「私の人生にある天からの祝福を、教えて下さい。」 

 

＊「○○の原因と、それを体験している私の中の真の理由を明らかにしたい。」 

（※○○には、ポジティブでもネガティブでも良いので、あなたが過去に体験した、或いは、今現在体験し

ている物事をテーマにして具体的に一つ入れます。物質的体験でも、感情的体験でもどちらでも大丈夫です。

例えば…A さんとの喧嘩の原因と…、病気になった原因と…、A さんと結婚した原因と…などなど。 

あなたが体験している事は全てあなたが創造します。このワークは、その創造のあなたの内に在る真の理由

を明らかにします。そのため、時に、あなたに受容性と覚悟が必要となります。 

ワークの始めに、クライアントのインナーセルフに受容性が高まるよう頼むように、クライアントを促しま

しょう。） 

 

 

上記の内から、自分が調べたいテーマを一つ選んで、小さな紙にそれを書く。 

一枚の紙に一つのテーマ。 

 

・上記の中からワークをしたいテーマを選び、クライアントはそれを小さな紙に書く。 
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・プラクティショナーは、ワーク場と石の浄化、石と自分をチューニング。 

・クライアントとプラクティショナーで一緒にセンタリングする。 

・ファーデン或いはスーパーセブンを使ってお互いをチューニングする。 

（LOVE-IS-IN-THE-EARTH に出てくる、他のチューニングに適したクリスタルでも良い。） 

・レーザーワンド或いは MGM を使って、クライアントのシャクラをベースからクラウンに向かって開く。 

・クライアントにサーキュラーブリージングを促す。その間に、クライアントの身体に対しペオース逆位置

のクリスタルアレイを組んで、エネルギーフローを発生させる。テーマを書いた小さな紙は、ファーデン或

いはスーパーセブンの下に置く。 

・クライアントの左側について手を添え、誘導する。 

・意識をファーデンのスレッドを通してから、インナーセルフホームへ入れていく。 

・インナーセルフに、ルーン文字ペオース逆位置のファイルを出してくれるように頼む。 

・ファイルを渡されたら、ファイルの内容を読む。小さな紙に書いた事柄に関する情報が書かれている。 

・クライアントがファイルを読んでいる間、眠らないように声をかけるが、カウンセラーのように色々聞き

出さないようにする。 

・クライアントがファイルの内容を全て読んだら、ファイルを元の場所に戻し、インナーセルフにお礼を言

うよう促す。 

・インナーセルフホームから出て、ファーデンのスレッドを通ってから、意識を頭に戻す。 

・クライアントに得た情報を紙に記録してもらう。 
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ルーンアレイ ペオース・正位置 クリスタルアレイ図 

アレイのエネルギーフローを保つために必要な

石の最小数：１２個 

石がくっついているよ

うにする。 

ファーデンは

サードアイに、

スレッドが体

の中心線に平

行であるよう

に配置する。 

肩より外側、頭と同じ高さ。 

肩より外側、足と同じ高さ 
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ルーンアレイ ペオース・逆位置 クリスタルアレイ図 

アレイのエネルギーフローを保つために必要な

石の最小数：１２個 

石がくっついているよ

うにする。 

ファーデンは

サードアイに、

スレッドが体

の中心線に平

行であるよう

に配置する。 

肩より外側、頭と同じ高さ。 

肩より外側、足と同じ高さ 


