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今回のセッションの目的： 
 
【解決、軽減、解消したい事項】 
自分のハイヤー・セルフに繋がる 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
セッションの記録： 
 
 
リラックスできる場面のイメージ 
日本か中国の庭の様な所。 
木製の橋が、池に架かっている。 
とても静か。 
蝶が飛んでいる。 
色々な鳥の啼き声がする。 
母の存在を感じる。 
でもこの母が、今生の私の生みの親ではない。 
その声が、「そんなに悲しむ必要なないよ」と言って

いる。（涙） 
「その悲しみは、もっと別の所から来ている」とも。 
私は木の下に座る。 
亡くなった筈の祖父が横に来て、一緒に座る。 

「お前は、常に愛されてきたんだよ」と言っている。 
どうして私は、いつもこんなに悲しいの？ 
 
最近の楽しい思い出のイメージ 
両親とベルリンにいる。 
 
両親の結婚記念日を祝って、皆で来ている。 
３ヶ月前。 
お互いの愛を感じながら、手を繋いで一緒に歩いてい

る。 
とても楽しんでいる筈なのに、胸の中に深い悲しみを

同時に感じている。 
 
【その悲しみは、何に根ざしていると感じる？】 
よく分からないけれど、常の心のどこかに、いずれか

の人生でレイプされた、虐待された、呪われた、殺さ

れたという漠然とした感覚を抱いている気がする。 
 
 
誕生時のイメージ 
ものすごく重たい。 
体も心もずっしりと重い感覚。 
始めは何も見えない。 
そして、両親の笑顔を確認した。 
シンプルに、愛と温かさを感じる。 
その時に、身軽に楽しんで生きようと思った。 
けれども、やはり重苦しい悲しみを感じている。  
 
母の胎内でのイメージ 
母はとてもナーバスで、心配して、ストレスを感じて

いる。 
母に、感覚的にとても近くて、いつもいつも彼女のス

トレスを感じ取っている。 
そのストレスが、私の胸に大きなプレシャーを与えた

のかもしれない。 
27歳の母は、私を欲しくなかったのかもしれないと感
じる。 
 
母の胎内に宿る前のイメージ 
この素敵なカップルの元に生まれたいと思っている。 
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彼らはとても愛し合っている。 
それに、ものすごく若くて美しい！ 
私は、この女性を癒したいと願っている。 
それなのに、今は、彼女が私に与えた傷の事で、彼女

を責めている・・・。（涙） 
彼らは、２人の、美しく、人生にファンタシーと夢を

描いた人達で、この人達と一緒に家族を体験したいと

思っている。 
私の父が、私の事を確かにずっと愛してくれていた事

を、今確信した。 
彼は、私と私の母の痛みを理解できなかっただけ。 
皆、お互いを誤解し合いながら、別々の方向を向いて

いるだけ。 
 
痛みの根本原因となる場面のイメージ 
人間でない何か。 
確かに自分の存在を感じるけれど、人間だとは思えな

い。 
何かの動物。 
追いかけ回されて、捉えられた感じがする。（涙） 
怖い。 
私を傷付けようとしている。 
とても怖い！ 
私を殺そうとしている。 
犠牲にしようとしている。 
人間が、私を痛めつけようとしている！ 
助けて！ 
「私もあなた達と同じよ！」 
「どうしてそれが分からないの！」 
誰も私の叫びが聞こえない。 
人間は、私のありのままの姿を見ようとしない。 
沢山の人間が集まっている。 
石がある。 
火が燃えている。 
怖い、助けて！ 
自分の足元見ると、ヤギの足が見える。 
私はヤギなの？ 
メスのヤギ。 
恐れに満ちた大きな目が見える。 
私自身の目！ 

恐怖で大きく見開かれている。 
喋れない。 
只、大きな目で起こっている事を見るだけ。 
「何で私を傷付けたいの？	 どうして？」 
 
輪廻転生について考えている。 
魂は、不滅。 
魂は本当に不滅なの？ 
ヤギの中にある同じ恐れを、今、自分の中にも感じて

いる。 
 
そして、意識が遠のいていく。 
煙が見えて、私はすぐに体を離れた。 
光に包まれた。 
 
庭の様な所にいる。 
喜びと幸せの庭。 
そこに、大きな逞しい女の人がいる。 
私は、小さな女の子。 
楽しそうに走り回っている。 
女性の仏	 –	 観音の姿。（涙） 
線香の匂いがする。 
それを感じながら、「私はあの様な強い存在になりた

い！」と思っている。 
 
目の前に、大きな金属製のピカピカ光る扉がある。 
それが開いていっている。 
巨大な満ち潮の波が、私に向かって押し寄せて来てい

る。 
私は身動きがとれないまま、それをじっと見ているだ

け。 
あっという間に波に呑み込まれて、地面に強く叩き付

けられた。 
波は、大勢の人間と、生き物と、様々な出来事できて

いて、とてつもない大きさ。 
その波が引いたら、死力を尽くして、石の地面に立ち

上がる。 
 
また、平和の庭に戻った。 
私が小さかった時に一緒にいた乳母の姿がある。 
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彼女はまだうんと若くて、幸せそうに見える。 
彼女は、「私は元気だから」と言っている。 
「私の人生は、殆どが、沢山の苦しみの連続だったけ

れど、それでも美しい人生を生きれたわ」と言ってい

る。（涙） 
私をかつてそう呼んでいた様に、私を“心の先っちょ

（tip of my heart）”と呼んでいる。 
私は、彼女に親近感を抱いていた。 
私が最も信頼できる人だった。 
彼女は私の母親代わりの様な人だった。 
美しくて、若かった。 
彼女は川で衣類を洗濯していた。 
私もいつも付いて行った。 
笑みを絶やさず、一緒にいて、本当に幸せだった。 
私は８−９歳。 
私はすっかり彼女になついてしまって、私の母は、娘

を失くしてしまった様な感じだったかもしれない。 
 
（クライアントは、急激に激しく咳き込む） 
 
大丈夫。 
出て行かねばならないから。 
 
 咳（５ヶ月前から、断片的に激しく咳き込む

 様になった）との対話のイメージ 
 【咳の症状によって、何をしようとしてい

 る？】 
 “古いもの”を体の外に出す為。 
 “古いもの”を掃除して、自分を愛し始めな

 ければならない。 
 自分自身を労っていないという事を教えよ

 うとしている。 
  
 【彼女はそのメッセージを受け取っている?】 
 彼女は耳を傾けない。 
 彼女はとても頑固。 
	 	  彼女は自分の体を気遣う事なく酷使し、疎か

 にしている。 
 彼女はその行為を、私が知る限り、ずっと長

 い間繰り返してきた。 

  
 【本人がちゃんとメッセージを受け取れて

 いないのに、あなたが咳として現れる事で、

 どんなメリットがある？】 
 もっと体に注意を払う。  
 
 【その他にも影響している事は？】 
 彼女に＜自立＞を教えようとしている。 
 彼女は、もう小さな女の子ではない。 
 自分自身の事は、自分で判断して、決断しな

 ければいけない。 
 
 彼女の人生に於ける全ての事と同じだ。 
 目の前に問題があっても、すぐに行動を起こ

 さない。 
 彼女は問題解決を中途半端にしたままで、彼

 女がしたい事、するべき事が山積みになるば

 かりで、それに気分が呑み込まれそうになっ

 ている。 
 彼女の問題は、行動を起こせない事。 
	  
 【それは、何か根本となる原因があるのか？】 
 もちろん。 
 私（咳）は、彼女を守っている。 
 以前は、彼女はヘビー・スモーカーだった(催
 眠者は、その事を聞いていない)。 
 だから、私の手助けによって、タバコを止め

 ねばならない事になった。 
 娘の肥満にも、何とかしようと思いながら、

 娘の要望に応えて、制限を設けない。 
 彼女は、何かが上手くいっていない事を敏感

 に察知しながら、彼女の行動は全く伴ってい

 ない。 
 私は、ここにいて、手助けしているんだ。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
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ヤギとしてのイメージを見せた理由 
彼女自身の体験だから。 
思い出して手放す為。 
 
【象徴的なイメージではなく、本当にヤギだった？】 
約７千年前に。 
いつ迄も引き摺っていても、前には進まない。 
魂は皆、進化していかねばならない。 
動物として、彼女は自分と人間の間にそれ程の違いが

ないと思っていた。 
実際には、人間には動物に対する同情心が欠如してい

る。 
しかし、彼女はその感覚をどこかで覚えている。 
命あるものに力の優越を与えるのは、本来、人間のす

る事ではない。 
彼女の抱いている、全ての命が同じものに根ざしてい

て、バランスを取り合って共生している感覚は、大事

にするべきであるが、あの経験を恐怖として記憶せず、

知恵として使うと、これ以上の苦とはならない。 
 
この時点で、彼女はそれを理解し、自分を傷付けた人

間を許し、手放す事で、自分の心を癒す事ができる。 
 
ハイヤー・セルフに関して 
彼女は、もう既に私の事をよく知っている筈だ。 
繋がっているのに繋がっていないと感じているのは、

彼女の不安や恐れが、感覚的に私との距離を作り出し

ている。 
 
恐れは、それにしがみつく為にあるのではない。 
全ては不完全だ。 
恐れを抱くのは、人間ならば自然な事だ。 
しかし、恐れを恐れていては、ずっとつきまとわれ、

ずっと囚われる事になる。 
恐れは静かにやって来る。 
もし誰かを傷付けたなら、誰かの中に作った痛みが自

分に故意に痛みを齎す。 
自分が覚えていなくても。 
“撒いた種は、自分で刈り取る”。 
そして言い訳している間は、永続的に誰かを傷付けて

く事になる。 
恐れだけでは、不十分になってくる。 
彼女が私を持った感じたいと願うのであれば、恐れと

向き合い、受け入れ、手放すしかない。 
 
何かの存在を感じる。 
光が差して、眩しい。 
女性的なものを感じる。 
上から優しく見下ろされている感じ。 
何となく私の母の様な、強くて、愛情に満ちていて、

純粋で、情け深い存在。 
子供を優しく世話する様な、世界に対する大きな慈愛

を感じる。 
母神（“Devine Mother”）！ 
 
 Devine Motherとの対話のイメージ 
 もしも彼女が私を呼ぶなら、恐れなくてもい

 い。 
 私の名を呼ぶならば、彼女は私をどこにでも

 見出す事ができるだろう。 
 瞑想によっても。 
 彼女の中には、小さな時から、沢山の“羞恥

 心”が詰まっている。 
 特に、親や先生に対して“十分ではない自分”

 の感覚が渦巻いて、自分自身を呑み込もうと

 している。 
 恐れず自分と向き合い、自分を心の底から許

 してあげなさい。 
 今日はその為に、あなたをここ（セッション）

 に連れて来たのだから。 
 
 
“羞恥心”の根本原因となる場面のイメージ 
７歳。 
友達の消しゴムを盗んで、手袋の中に隠し持っていた。 
両親に見付かって、父に何回もぶたれた。（涙） 
自分の満たされない思いが、友達を羨ましく思って、

つい、盗ってしまった。 
ごめんなさい。 
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 消しゴムを盗んだ相手の友人との対話のイ

 メージ 
 大事にしていたから、なくなった時は悲しか

 った。 
 でも、そんなに苦しんできたんだね。 
 
 【長年の苦しみを理解して、許してあげれ

 る？】 
 勿論。 
 消しゴム 1個で、こんな大きなインパクトに
 なっていると知って、驚いた。 
 
 【長年、羞恥心に耐えてきた友達（クライア

 ント）に、消しゴムをプレゼントしてあげて

 もいい？】 
 いいよ。 
 
嬉しい。 
とても嬉しい。（涙） 
もう隠さなくてもいいのね。 
大事な宝物にする。 
ありがとう。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
別の“羞恥心”の根本原因となる場面のイメージ 
５歳。 
幼稚園児。 
四川省の家で、祖父母と暮らしていた時の事。 
でも、この話は、今迄誰にもした事がない。 
余りにも恥ずかし過ぎる。 
 
私は、他人から、肉体的な侵害を受けた。 
私の祖父の事を知っている、10代の男性に。 
顔見知りだったので、誘われて彼の自転車の前に立っ

た。 
そしたら、私の恥部に手を掛けてきた。（大泣き） 
私はとても怖くなり、そして混乱した。 
 
 10代の男性との会話のイメージ 

 彼女に自分がした事と、彼女を怖がらせた事

 を申し訳ないと思っている。 
 小さなかわいい女の子の彼女を、とても気に

 入っていた。 
 そんな気は、全くなかった。 
 只、自分は思春期のまっただ中にいて、自分

 を模索中の時期だった。 
 性的な興味も含めて。 
 当時の中国では、まだ相当抑圧されていたの

 で。 
 本当に申し訳ないと思っている。 
 
５歳の私には、只びっくりして困惑するだけで、この

事があって、性的な事に対して、かなり過敏になった

と思う。 
事情が分かって、納得できた。 
今迄この体験を誰にも話せないでいる事で、恐怖心と

不快感と、男性への不信感と、自分への嫌悪感と、羞

恥心が自分の中で増幅して、怪物の様になっていた事

を理解できた。 
話す事ができて良かった。 
とてもほっとしている。 
今は、彼の事を許してあげようと思う。 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
温かな光を再び感じる。 
顔は見えないけれど、優しい微笑みが自分を包んでい

る様に感じる。 
Devine Motherを感じる。 
 
 Devine Motherとの対話のイメージ 
 【幼い事の辛い体験が、彼女の人生に齎した

 事は？】 
 辛い体験は、贈り物なのだ。 
 それらによって、強く、思いやりのある優し

 い人間に成長する事ができる。 
 彼女は、とても幸運だ。 
 このセラピーによって、彼女のトラウマが、

 今は、彼女を本来進むべき正しい方向へと導

 こうとしているのだから。 
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 それに、彼女は、“本当の危険”には 1 度た
 りとも晒された事はない。 
 彼女のした大変な体験は、彼女が思っている

 程は大した事がない。 
 彼女は常に、本当の犠牲者にならない様に、

 自分で回りに自分の居場所を確保でできて

 いる。 
 
 【クライアントが持ち続けているトラウマ

 は、彼女の心身にどの様な影響を及ぼしてい

 る？】 
 彼女は実のところは、無意識的に、自ら望ん

 で犠牲者である事（victimhood）を大切に
 している。 
 その意識を持ち続ける事によって同情と注

 目を得られるからだ。 
 皮肉な事に、彼女は愛はどちらかと言うと不

 要で、人に語れる物語として、手放さない様

 に犠牲者意識を大事にしている。 
 
 【その事が彼女の人間関係にどの様な影響

 を及ぼしている？】 
 彼女は、羞恥心の傘の下で、特別で、名誉に

 も似た点数（credit）を得、優越感さえ持つ
 事ができ、それが彼女を謙虚にしている。 
【羞恥心がないと得られない何か特別なものを得

るのに役立っている？】 
勿論。 
彼女は、随分昔に実際の痛みを学んだ。 
彼女がどれだけ特別な存在であるかを示す余分な

点数の為に、彼女は自分の意志でその物語を保持

している。 
 
【その余分な点数を持つ事は、実際に彼女を何か

から、または誰かから守るのに有効的？】 
はい。 
彼女は性的な境界線について、より意識的でいら

れる。 
彼女が幼かった時、彼女の父親が彼女を膝の上に

乗せていたら、母親が突然、彼女を父親から引き

離した事があった。 
父親似してみれば、只単に娘への愛情表現であっ

たにも拘らず、母親は、そこに暗黙の性的な感覚

を見出したからだ。 
この両親との緊迫した出来事が、幼い心にその意

味合いと影響について考えさせるきっかけを作っ

た。 
 
 父親との対話のイメージ 

 その日は、私の人生の中で、最も悲しい 1日
 の１つとなった。 
 その出来事の後、私の心は閉じられた。 
 私は、もしかしたら私の娘に注意を向け過ぎ

 ていたのかもしれない。 
 確かにその当時の中国では、安易に密接なス

 キンシップを持つ事は許されていなかった。 
 私の妻が娘を私から引き離した時、自分がす

 べきでない事をした事に気付き、自分を強く

 恥じた。 
 社会的常識でそれが間違った事だとしても、

 私は、父親として娘に掛ける愛情の自然な表

 現としては、間違った事はしたとは思ってい

 ないが。 
 弱く、脆い人間を演じるのは簡単な“逃げ”

 だと思う。 
 
セラピー	 ＋	 暗示 
（状況を理解し、受け入れ、許し、囚われていた観念

を手放す。 
自分自身も許し、自己愛に転じる。） 
 
Devine Motherの愛を感じる。 
その愛を、自分の存在への安心感に繋がる creditにす
る。 

 
 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 
【クライアントがハイヤー・セルフに繋がりたかった

真の目的は、達成された？】 
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少なくとも、今回のセッションで、人生の長い年月を

自分の中に封印してきた重要な問題について、体外に

出せた事で、彼女の意識は広がり、彼女の本来進みた

い道へ進み易くなるだろう。 
その事で、彼女が急を要する“自分を労る”事に、よ

り取り組み易くなる。 
 
【彼女自身が、本来あるべき自分らしい姿を思い描い

て、そうなると決心すればいい？】 
もう、セッション中に、その決心はついている筈。 
彼女には、方向性は見えている。 
 
【その他のアドバイスは？】 
もっと本音を語りなさい。 
他人の感情を勝手に想像して、それが真実だと思って

はいけない。 
同時に、他人が自分の思いを勝手に思い描いて、自分

という人間をその人の想像の産物として捉える事を

許す心の大きさも持ちなさい。 
ただし、誤解を最小限に留める為に、本音を恐れず語

りなさい。 
真実の思いであれば、本当に誰かを傷付ける事はない

から。 
真実を語らず、それを自分のうちに留めている事で自

分が受ける影響を、もう十分理解できた筈だ。 
 
 

喉の解放のセラピー 
 
暗示 


