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HEAD TRICKS 

BY JOEL DICKINSON 

 

（本書裏表紙の言葉） 

この「HEAD TRICKS」の中にあるのは、JOELが実際に使っているレパートリーの中から

厳選したメンタリズムのルーティンです。 

これ等の収録されたルーティンは、元々は他のマジシャンに販売する目的で考案されたもの

ではありません。そうではなくてこれらは JOEL自身が使うための、まさに長年にわたって

見直され、数え切れないほどの実演を通して磨かれてきた、強力なルーティン達です。 

もしあなたが、第一級のメンタリズムのルーティンを探しているなら、本書を見過ごしては

いけません。 

 

（訳注：JOEL DICKINSON は 20 年以上のキャリアを持つイギリスのプロマジシャンで、

NORTH WEST MAGIC CHAMPIONSHIPで、クロースアップとステージの両分野で受賞

している実戦派のマジシャンです。メンタルマジックもスライハンドもこなします。 

なお、この本に収められたルーティンのいくつかは、これまでにイギリスの PENGUIN 

MAGIC からそれぞれ単独の商品として販売されているものです。例えば、本書の 1 番目と

2番目のルーティンは、まとめて「VOLITION」というタイトルで販売されています） 

 

 

THIS、THAT ＆ THE OTHER 

 

（現象） 

折りたたんだ 1枚の予言の紙片を客に渡して持っていてもらいます。3つの品物が示されま

すが、客は「どの品物をどこにしまうかを決めてもらう」と言われます。 

客はこれ等の品物をどこにしまうかを決めますが、その後気を変えてもかまいません。 

そしてマジシャンの予言が、最後の選択の結果と完全に一致します。 

どの品物をどこにしまうかを決めるのは間違いなく客自身ですが、予言はその 3つの自由な

選択に一致するのです。 

 

私の個人的意見としては、このやり方は「FREE WILL」原理の最も優れた応用例といえます。 

（訳注：「FREE WILL」は客がしまう 3つの品物の在処を予言する、DEDDY CORBUZIER
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の有名なメンタルマジックですが、数多くのヴァリエーションが考案されています。FTマジ

ックでも、「FREE WILL」に関する商品（「FREE WILL」など）や本（「TOTALLY FREE 

WILL」など）をいろいろ販売していますので、ご興味ある方はお問い合わせください） 

このやり方では、この現象をよりディセプティブ（だます）なもの、またクリーンなものと

するための追加的な要素やサトルティーを加えています。 

これは極めて簡潔なものであり、妙な道具や EQUIVOQUE（マジシャンズチョイス）も使い

ません。 

客は、エフェクトが始まる時に自分のする選択について言われますが、それは全くのフリー

チョイスなのです。 

 

（必要なもの） 

全部で 5枚の名刺が必要です。 

そのうちの 3枚に「その他」と書き、もう 1枚に「これ」、最後の 1枚に「それ」と書いて

おきます。 

-以下省略- 

 

 

（演技） 

演技を始める準備が出来たら、ポケットから封筒を取り出します。 

封筒から予言を取り出してテーブルに置きながら、 

「これには最後になるまで触りません」 

と言います。 

-以下省略- 

 

 

（補足） 

・名刺に書く「これ」、「それ」、「その他」という表現は、予言ととてもうまくマッチしてお

り、秘密を隠すのに一役かっています。予言を読む人は誰でも、不自然さや違和感を感じる

ことはありません。 

予言の文言は正確に上記の通りにする必要はなく、あなたがやりやすい文言でかまいません。 

・ここで使う名刺のスイッチはとても簡単で、一瞬で終わります。私が 2015年に初めてこ

の「THIS、THAT ＆ THE OTHER」を発表して以来、多くのマジシャンがスイッチを他の

道具を使ったやり方などに置き替えようと試みて来ました。しかし、私は説明したやり方を
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何回もやって来ましたが、見破られたことは一度もありませんので、このやり方を強く薦め

たいと思います。スイッチのための動作は、口頭での客への指示に伴って行われるのであり、

とてもフェアな動作です。よく言われる通り、「追われてもいないのに、逃げなくても良い」

のです（堂々とやれば良いのです）。 

このエフェクトを是非試して見てください。少しずるいですが、易しく出来て満足すべき結

果が得られます。 

-以下省略- 

 

 

 

VOLITION 

この「VOLITION（意志の力、決断力）」は、文章で読む限り、前のエフェクトととてもよく

似ています。しかし実際の演技においては、観客に与える効果は大変異なります。 

これは私の大変お気に入りの名刺のエフェクトであり、ユニークで不可能性が高いことから、

相手の客と観客に忘れられない効果を与えます。私の演じる「VOLITION」には演技環境の

制限もありません。クロースアップでもストローリング（歩き回って演じるスタイル）でも、

テーブルでもサロンでも演技可能です。 

 

（現象） 

3 枚の名刺を裏向きで客に渡してミックスしてもらいます。客がどの名刺をどこにやるかを

決めますが、その選択の内容が事前に予言されているのです。 

客には、事前に 3枚の名刺は異なる場所に置いてもらうように指示しておき、それに従って

客が完全に自分の意志で決めます。まったくフェアな展開です。 

これには特別なギミックなどは使いませんし、即席で出来て、客は合理的説明が出来ないも

のです。 

 

（必要なもの） 

これには 5枚の名刺あるいは両面ブランクのカードを使います。 

-以下省略- 

 

（準備） 

-以下省略- 
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（やり方） 

-以下省略- 

 

（補足） 

・このエフェクトを私の友人とシェアした時、その友人は予言の書かれた名刺を永持させる

ためにラミネート加工をしていました。 

・このエフェクトをステージで行う時は、必ずポケットのある服装をした客を選ぶようにし

てください。私はかって、ある女性客をステージに上げたのですが、なんと彼女の服にはポ

ケットがなかったのです。大失敗でした。注意してください。 

 

 

FORSEEN 

これはメンタリストやマジシャンが演じるのに理想的な、不思議さが湧いてくるミラクルで

す。客が、どの手に 1つの品物を持っているかを推測するゲームですが、５回やります。メ

ンタリストの予言がその結果を全て当てているので、観客は驚きます。客がする選択のすべ

てをメンタリストが知っていたことが明らかになり、相手の客は啞然とします。しかも、そ

の予言はずっと客のポケットに入っていたのです。 

これは必ず大受けするエフェクトであり、すべてが考え抜かれた、予言ベースのユニークな

ルーティンです。なんのギミックも使わず、演じるのが易しいです。マグネットなども使い

ません。 

また、必要な TIP（演じる際のコツ）やサトルティー、さらに最後に素晴らしいボーナスルー

ティンも解説してあります。 

「FORESEEN」についてのMARC PAULの寸評です； 

「JOELは『WHICH HAND』のプロットを、間違いなく前進させました。これはよく考え

られた、効率的なルーティンであり、『WHICH HAND』のとても素敵な解決策です」 

 

（「FORESEEN」について） 

この「FORESEEN」は、メンタリストが品物のある手を正しく当てるという、伝統的な

「WHICH HAND」ルーティンではありません。 

これは KUROTSUKE（訳注：MAX MAVENの名作です）へうまくつなげることも出来ま

すし、また単独のルーティンとしても演じられますし、演技のフィナーレを飾ることも出来

ます。クロースアップを得意とするマジシャンやメンタリストに理想的なものではあります

が、またサロンやステージで大きな演技を展開することも出来るものです。 

私は「FORESEEN」をいつも歩き回りながら行う演技の中で演じたり、またステージででも

定期的に演じています。これはとても強力な演目であり、あなたの好みに応じて調整する余
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地の大きいものなので、このルーティンをマスターすることを私はお薦めします。以下の解

説にも、あなたの演技スタイルとタッチを持ち込む余地を十分に残してあります。 

 

（必要なもの） 

4 枚の名刺が必要です。ただし、必ずしも名刺でなくても両面ブランクのカードや、紙を適

当な大きさにカットして使ってもかまいません。 

ペンが 1本要ります。 

 

（準備とハンドリング） 

ハンドリングについては、あなたが名刺を使っているものとして説明します。POST-ITノー

トを使っても出来ますが、それについては、追加のサトルティーを後で説明します。 

準備はとても簡単です。 

-以下省略- 

 

（ラウンド１） 

両手をまた背後に回したら、密かに後ろのポケットからもう 1つの予言の名刺を取り出しま

す。これは簡単に取れて、時間もかからないでしょう。左右の手に予言を 1つずつ持って握

り、両手を身体の前に出します。 

「では、第 1ラウンドです。私はどちらの手に予言を持っているでしょうか？」とたずねま

す。 

客がどちらかに決めたら、メンタリストは客が選んだ方の手だけを開いて、確かに予言の名

刺がある事を示します。もちろん、もう一方の手は握ったままです。 

「素晴らしいです。では、スコアカードの『１』に丸をしてください。次に進みましょう」 

と言って、また両手を背後にまわします、この時に客にもう 1つの予言が見えてしまわない

ように注意します。 

（訳注：前のセリフの中で、「少しスピードアップしますよ」と言っているのは、一方の手を

握ったまま中を見せずにまた背後に回すのを正当化するためです。つまり、「スピードアップ」

のために客の選んだ方の手だけを開けて見せて、すぐ両手を引っこめて次のラウンドに備え

る、という作業の流れを作るためです） 

 

（ラウンド２） 

「あなたはこのゲームがうまいですね」 

などと言いながら、背後で予言の名刺を右に左にとやり取りしているふりをしますが、実際
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には、2 つの予言ともに密かに後ろのポケットに入れてしまいます。そして空の両手を握っ

て体の前に出します。 

もし後ろのポケットが深いものの場合には、予言の名刺を（完全にポケットの奥にまで入れ

ずに）単にポケットのヘリに引っかけておくだけでもかまいません。これは簡単に出来ます

し、後で再度手に取るのも楽です。 

 

「あなたはとてもうまくやっています。さて、今度はどちらの手に予言の名刺があるでしょ

うか？指差してください」と言います。 

客がどちらの手を指さしても、メンタリストはその手を開けて空である事を見せます。もう

一方の手は握ったままです。 

「残念でしたね。では「２」に 1本線を引いて消しておいてください・・・もう一度やりま

しょう」と言います。 

メンタリストは両手を握ったまま、また背後に回します。 

 

（ラウンド３） 

メンタリストはまた背後で予言の名刺を両手間でやり取りしているかのふりをしますが、実

際には何もしません。そして両手を握ったまま、身体の前に出します。 

「今度はどちらにあるでしょうか？」とたずねます。 

客がどちらと言っても、その手を開いて、もう一方の手は握ったままにしておきます。 

「残念でしたね。スコアカードの「３」を一本線で消してください・・・さあ、続けましょ

う」と言います。 

 

（ラウンド４） 

観客の前で空の手を開けないように注意して、すぐまた両手を背後に回します。後ろのポケ

ットから 2つの予言を取って、左右の手に 1つずつ持って手を握り、両手を身体の前に出し

ます。 

「今度はどちらの手にあると思いますか？」 

とたずね、どちらの手であれ客が選んだ方の手をゆっくりと開けて見せます。もう一方の手

は握ったままです。 

「素晴らしい、当たりです。スコアカードの『４』に丸を付けてください。では、今度」が最

後の回ですよ」などと言います。 

 

（ラウンド５） 
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メンタリストは予言の名刺を背後でやり取りしているかのようなふりをしますが、実際には

何もしません。そして左右の手に予言の名刺を握り込んで、両手を身体の前に出します。 

「さあ、最後です。どちらの手にあるでしょう？」 

とたずね、どちらの手であれ客が選んだ方の手をゆっくりと開けて見せます。そして、手の

平の上の折りたたんだ予言の名刺を見せます。 

「スコアカードの『５』に丸を付けてください・・・お疲れさまでした。あなたは大変良くや

ってくれましたが、いくつ丸が付きましたか？」とたずねます。 

客は「3つです」と答えます。 

 

「ということは、3 つが正しくて、2 つが間違ったという訳ですね。さて、あなたは私がこ

れが予言だと言ったのを覚えていますか？」 

（少し図々しいように思えるかもしれませんが、私はここでもう 1つの予言を握って隠し持

っている手の人差し指で、開いている方の手の平の上にある折りたたんだ予言の名刺を指差

して）こう言います； 

「どうぞこの予言を手に取ってください。そして、それを開いて書いてある事を声に出して

読んでください」 

 

客が予言を声に出して読んでいる時に、メンタリストは隠し持ったもう 1つの予言を処理し

ます。予言を持った手を何気なく下ろして、手をズボンのポケットに入れます。観客の注意

は予言を呼んでいる客に向いているので、慌てずにやってください。客が予言を呼んでいる

間は、手はポケットの中に入れたままにしておきます。そして手をポケットから出す時に、

持っていた折りたたまれた予言をポケットの中に置いてきます。人によっては、これは大胆

過ぎると思うかもしれませんが、まずやってみてください。繰り返しですが、すべての注意

は予言に集中していますので大丈夫です。 

 

ここでこう言います； 

「私はどうにかゲームの結果を予言することが出来たようです。しかし、もし私がゲームの

結果をもっと詳しく予言していたらどうでしょうか？それは人の行動というものが、実は予

測し得るものだということを示していることになるのです。ひょっとして、あなたはお忘れ

かもしれませんが、このゲームを始める前に私は 1枚のカードをあなたのポケットに入れて

おいてもらいました。では、そのカードを取り出して、あなたスコアカードと比べてみてく

ださい」 

客はポケットからカードを取り出して、スコアカードと比べてみます。見事に結果が一致し

ます。 

 

（補足） 
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-以下省略- 

 

（練習） 

-以下省略- 

 

（テーブルホッピング） 

あなたがテーブルホッピングをしている時でも、このルーティンを演じることは可能です。

その場合、後ろのフラップ（裾）がついたような、通常のスーツの上着を着ることが必要で

す。そして、後ろ手での予言の名刺の取り扱いは上着のフラップの下で行うようにします。

これで、あなたの後ろにいる客からの視線を遮ります。 

（POST-IT ノート） 

この手順は POST-IT ノートを使っても行うことが出来ます。その場合、始めに客のズボン

のポケットに入れておいてもらう予言は、POST-ITの裏面（糊の付いた面）に書いて、客の

服のどこかに貼り付けておけば良いです。 

 

（最後の予言） 

皆さんの中には、最後の予言を見せるのは余計だと思う人もいるかもしれませんが、そうで

はありません。逆にエフェクトを強化してくれます。2 つ目の予言が客のスコアカードと完

全に一致していることは、相手の客と観客を本当に驚かせます。驚異的なことに見えます。

手の中の最初の予言は弱い予言で、「秘密の予言」こそがルーティン全体を締めるビッグフィ

ニッシュとなるのです。 

（最初に見せる予言について） 

演技の最終段階で最初に見せる予言（手に握っていたもの）について、人によっては気に入

るかもしれないやり方のオプションを挙げておきます。最初に「3つが正しい。そして 2つ

が間違い」と書く時に、観客にはその内容を見せるのです。相手の客には見せません。ゲー

ムのラウンドの進行を観客は驚きながら見守るという訳です。そして、「秘密の予言」が開示

された時は全員が驚くことになります。 

このやり方はまた、観客にメンタリストが予言をスイッチしたりしていないことを判らせま

す。あるいは観客の 1人に見せて、予言がスイッチされていない事の証人になってもらう手

もあります。予言が 1つしかないということは、エフェクトの効果をとても強化することに

なります。ただし、2つの予言の文字を全く同じように書くことを忘れないでください。 

 

（ラウンド５の後） 

最終ラウンドの後でもう 1 つの予言を隠し持っているのが心配な人もいるかもしれません。

しかし実際には、あなたの手の上から相手の客が読むために予言を取り上げた時から、観客

の注意はあなたから離れるのです。したがって、予言を隠し持った手が気になるのはあなた
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の心理的な問題ですので、リラックスしてください。何かを隠し持っている時、我々はマジ

シャンとして不安を覚える時もありますが、心配は無用です。この場合も、観客は使われて

いる予言の名刺は１つだけだと信じているので、心配することはありません。 

（リセット） 

-以下省略- 

 

 

COIN FORESEEN 

BY JAY ROLLINS 

JAYを知らない人のために言っておくと、彼はメンタリズムとマジックの驚くべきクリエー

ターであり、また素晴らしい演技者でもあります。 

 

ここでは名刺の代わりに同じ 2 枚のコインを使います。使うコインの裏にマーカーで「３」

と書いておきます。ゲームの各ラウンドのハンドリングは前記のやり方と同じですが、違う

点は客から同じ種類のコインを借りて出来ることです。 

裏に「３」と書いたコインは後ろのポケットに入れておきます。客に持たせておく「秘密の

予言」を書いておきます。 

 

ゲームを次のようにスタートさせます； 

「これからゲームをやろうと思います。コインを 1枚お借りしたいのですが、お持ちの方は

いませんか？・・・有難うございます。このコインの裏に予言を書いておきたいと思います。

その予言は、あなたがこのゲームに何回勝てるかというものです。あなたにはその予言は見

せません。はたして私のどちらの手にコインがあるかを何回当てられるでしょうか？」 

こう言うことで、コインに書かれた「３」という数字は単なるメンタリストの推測ではなく、

「予言」となります。 

このエフェクトをコインで行う場合は、コインに書かれた数字を常に見せないようにしなけ

ればなりません。 

（訳注：原文ではイギリスの「１０ペニーコイン」を使っており、これは裏と表の感触が明

らかに違うので、親指先の腹の部分で感じることが出来る、としています。実際にはそんな

ことをしなくても、コインを握る時に裏表に気を付けておけば、背後でコインの裏表がひっ

くり返ってしまうことはまずないと思います。ズボンの後ろのポケットに入れておく対のコ

インの向きも頭に入れておく必要があります。なお、コインの場合には 500円のような大き

めのコインを使ってポケットではなく、背後でベルトにはさんだ方がやり易いかもしれませ

ん） 
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5回のラウンドが終わったら、予言の「３」を見せます。そして最後に「秘密の予言」を見せ

て終わります。 

このエフェクトはコインだけではなく、キーリングやポーカーチップ、小さな装身具その他、

多くの物が使えます。ただし、予言を書く場所があるものに限られますが。いろいろな物を

使って見てください。 

 

（クレジット） 

私は出来る限り調べてみましたが、客が品物があると思った手を「外れ」にするために品物

をズボンの後ろのポケットに入れるやり方をした「WHICH HAND」のルーティンは見当た

りませんでした。 

JAY ROLLINS：対のコインを使うといううまいやり方を考えてくれました。 

BOBOの「COIN MAGIC」：BOBOの名著「COIN MAGIC」の中に、対の品物を使ったル

ーティンがあります。 

MARC PAUL：彼は「A COIN IN THE HAND」という予言のルーティンを発表していま

すが、それは「FORESEEN」と似た部分があります。ただ、それはまったく違うルーティン

であり、それの収録されている彼の DVD[MIND2MIND]を強くお薦めします。そこでMARC 

PAULが解説しているすべてのことをチェックしてください。参考となりますので。 

MAX MAVEN：彼は「KUROTSUKE」のルーティンを発表しています。「FORESEEN」

にはMAX MAVENのハンドリングと共通性はありませんが、彼のその素晴らしい作品は是

非チェックしてください。 

TED KARMILOVICH：彼は、「当たり」、「外れ」をコントロールする大胆なやり方を発表し

ています。 

 

 

TRIVEAL 

これはクロースアップでも、ストローリングでもステージででも出来るもので、十分に試さ

れテストされた強力なルーティンです。とてもディセプティブ（だまされる）であり、メン

タリストにもマジシャンにも向くものです。 

 

（現象） 

演技が始まる前に 1つの予言が客に手渡され、以後それには誰も手を付けません。1組のカ

ードがシャフルされ、その中から 3人の客にそれぞれ何枚かのカードが渡されます。それぞ

れの客は各自のパケットの中から、1枚のカードを心に思います。 

 

メンタリストは客に何の質問もすることなく、最初の客と 2番目の客の心に思ったカードを
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当ててしまいます。 

最後はまさにキラーエンディング（びっくりさせる終わり方）です！ 

３番目の客が予言を開けて書いてあることを読むように言われます。その予言ははじめから

ずっと置いてあったにもかかわらず、そこにはその客の思ったカードが描かれているので

す！ 

 

この、クロースアップからステージにまで適した「TRIVEAL」は、マスターするのも易しい

とても良く考えられたルーティンです。 

いくつかのサトルティーが、このエフェクトをとても強力なマジックにしています。幸いな

事にそれらは覚えるのも簡単で、エフェクト全体も易しく演じられます。 

私はこの強力なルーティンをあなたのレパートリーに入れることを強くお薦めします。決し

て後悔しないでしょう。クロースアップからステージまで対応範囲のとても広いものです。 

このエフェクトの準備が出来たら、あなたは 1つのミラクルを手にしたこととなります。 

 

（準備） 

-以下省略- 

 

 

 

 

（最後に） 

この本を購入していただき、有難うございます。この本の中に、あなたのレパートリーに入

れることが出来て、それを演じることを楽しめるルーティンが見つかる事を望みます。 

最後に・・・ 

自分を信じてください。 

あなたがやる事に自信を持ってください。 

あなたの観客を信頼しましょう。 

 

親愛なる読者に感謝を込めて 

JOEL 

―以上― 
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