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2013 / 09 
1st Hypnosis Session 
 
 女性 
 50 代 
 アメリカ人 
 ニューヨーク在住 
 画家 
 既婚 
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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】 
深いリラックス 
画家としての表現の可能性 
次男との関係 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
 
リラックスできる場所のイメージ 
外。 
大きな木の下。 
白いテーブルを囲んで、叔母と従姉達。 
明るい日射し。 
鳥の啼き声 
息子達は、地面を転がって笑っている。 
食事をしながら、沢山話して笑っている。 
一緒に過ごす時間を楽しんでいる。 
旅行の話。 

日没。 
子供達は、まだ外で遊んでいる。 
叔母の人生回顧を聞いている。 
 
その場面から、自分が絵画を仕上げているシーンへ。 
 
薄いオレンジ色の光が、深い緑の木々に射し込んでい

る。 
全体的に明るく、穏やかな色調。 
力強い幾筋かの金色の光線。 
それが絵画全体に放射している。 
木々、空、日没。 
とても大きく、高い値が付いている。 
美しく、スピリチュアルで、神々しい自然。 
光がぼやけていく。 
とても平和。 
ストレスが全くない。 
自分と自然の融合。 
とても満足。 
  
暗示 
 
 
次男との思い出のイメージ 
バスタブで、沢山のおもちゃを使って遊んでいる。 
次男の頭を湯の中に浸けて、シャンプーで髪の毛を洗

う。 
彼は、バスタブから出て行こうとする。 
目の中にシャンプーが入った。 
あと５分は入っていて欲しい。 
まだ小さくて、聞き分けもある。 
２歳。 
きれいになった。 
体にパウダーを付ける。 
小さな歯を磨く。 
ベッドで本を読んで聞かせる。 
私の声に、全神経を集中している。 
天使。 
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夫との思い出のイメージ 
クリスマス・イブ。 
彼のアパートに来ている。 
いわゆる、お見合い。 
私が思っていたよりも背が低い。 
白い歯。 
素敵な笑顔。 
「さあ、どうぞ！」と中に入れてくれる。 
隣り合って座る。 
緑のソファ。 
彼といると、心が落ち着く。 
緊張の気配がない。 
正直な人。 
彼は、全く何もしてみせようとせず、自然体。 
家族についての話をしてくれる。 
２人の姉と、２匹の猫の話をしてくれる。 
彼は、私を気に入ってくれていると感じる。 
クリスマス・イブの夜だけど、彼のアパートの近所は

ひっそりしている。 
１軒のスペイン料理のレストランだけが開いている。 
彼が、私の人生の伴侶になるのか分からないけれど、

彼を気に入った。 
翌日、彼はフロリダに行った。 
私は、自分の気持ちの高まりを気に入っている。 
真実みがあり、優しく、安全な気持ちを抱いている。 
 
 
幼少期の思い出のイメージ 
祖母が亡くなった。 
10月だった。 
自宅の２軒先に住んでいた。 
その家の玄関先に経って、廊下の先を見ている。 
全員がドレス・アップしている。 
誰も私に注意を払わない。 
私は、何が起こっているのか理解していない。 
そして、母が、祖母の死を教えてくれた。 
悲しくなった。 
私は祖母をとても愛していた。 
母は泣いていた。 
葬儀が始まった。 

自分の誕生場面のイメージ 
部屋の中をぐるりと見回している。 
何人かの赤ちゃんがいる。 
私の双子の妹も寝かされている。 
母は嬉しそう。 
彼女は若くて、髪の毛が黒い。 
母は、双子の出産に大喜び。 
私たちはとても小さいけれど、元気。 
妹の方が小さくて、彼女は保育器に入れられている。 
私は大人しく、健康で、ハッピーな赤ちゃん。 
 
 
今後の人生をより良く生きていく為に思い出すべき

場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
虹色の光の中にいる。 
全ては、そのままでいい、という声がする。 
ここでは、何もおかしな事はない。 
光が余りにも神秘的で美し過ぎるので不思議な気分。 
ここは、地球ではない？ 
自分のいる所は、どこかの神秘的な山。 
私は、その山と呼吸をしている。 
山の呼吸を感じて、それを全身に取り込んでいる感じ。 
自分が山の一部の様な感じ。 
山の呼吸を感じると、コミュニケーションができる。 
自分の姿は、あるけれど、見えない。 
私は光。 
とても強く輝いている光。 
私は宇宙の一部。 
私は宇宙の普遍的な光の一部。 
万物の一部。 
とても幸せで、満たされている。 
私は宇宙の一部でありながら、この山に属している。 
ここにいる事で、私は自分をとても強くする事ができ

る。 
素晴らしい力を手に入れられる。 
自分を強くする事を許される。 
そして、ここの一部である事を自覚する度に、私は何

度でも目醒める琴ができる。 
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私が今生持っている体と、光の私との関係性に於いて、

外と内での統合が起こる。 
今生の私の体が麻痺している様に感じる。 
私の体のエネルギーは、光でできている。 
 
上昇している。 
自分の光が更に強まる。 
宇宙を司る光の根源と同化する為に上昇する。 
光でありながら、どんどん足元から固まっていくのを

感じる。 
私を包括していた山全体を、私が持ち上げている。 
どんどん持ち上げ、どんどん大きくなる。 
どんどん重くなって、どんどん固まる。 
下半身が、石の様に硬く、重い。 
私は、宇宙の一部であるのに、“分離”のパワーを使

って、自己を形成していく。 
自己を持つ事は、成長に繋がる。 
成長を期待して、この形態を持つ事を許されている。 
どんどん大きくなって、何かに変化する。 
更に大きなものに。 
足の方からもっと成長していく。 
エネルギーとして、宇宙を助ける為に。 
私は光だった筈なのに、こんなに重くなってしまった。 
どうして？ 
石は重い。 
木になりたい。 
・・・と思ったら、木に変化する。 
ものすごく大きい木。 
とても大きな枝を沢山伸ばして、葉っぱが無数に付い

ている。 
私はその葉っぱの１枚１枚、その中の細胞の１枚１枚

に於いても、同等のエネルギーを行使する事が許され

ている。 
全てが同じエネルギーでできている。 
宇宙の、万能の。 
愛情深い、平和的なエネルギー。 
私は常に、宇宙の慈愛に満ちたエネルギーによって、

完全に守られていて、安全。 
・	・・急に視界が薄暗くなった。 

 

私は、人間の姿を持っている。 
周りにも人の気配を感じる。 
薄暗い。 
野外。 
草の匂いがする。 
足元で草が風にそよいでいる。 
裸足で立っている。 
草原が彼方まで広がっている。 
遠くに地平線があり、太陽が沈みゆくのを見ている。 
じっと立って、太陽に１日の恵みに感謝の言葉を捧げ

ている。 
私は男性。 
 Mで始まる名前。 
 細いけれど、頑丈な体付き。 
 鍛えられた、美しい筋肉のラインが浮かび上

 がっている。 
 健康。 
 34歳。 
 体全体が日に焼け、赤黒い。 
 髪が黒く、とても長い。 
 私達は、髪の毛に霊的なパワーが宿ると信じ

 ている。 
 鷲の羽飾りを付けている。 
 肌は殆ど露出しているけれど、革でできた簡

 単なものを纏っている。 
 インディアン？ 
今の時代は、まだ平和。 
1800年前後？ 
でも、私には先を見通す力が備わっている。 
空気の中に、異変を感じている。 
確信はないけれど、絶対に何かがおかしいと感じてい

る。 
平和は長続きしないと感じている。 
いつも太陽に、永遠の平和を祈っているが、太陽はそ

れを約束してくれない。 
人間が、自分達で未来を決めていかねばならないと言

っている。 
偉大な存在（高次の）が人間の選択しに介入する事は

許されていない。 
太陽は、只、見守っているだけ。 
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そして、私は常に、不安を感じている。 
向こうの方に、自分の部族のコミュニティーがあり、

ティーピーが見えている。 
 
この人生での重要な場面のイメージ 
他の部族が私達の土地に入って来た。 
彼らは好戦的。 
自分達はもっと平和的に暮らしている。 
彼らは戦士。 
今迄もよく馬を盗みに来た。 
馬は、お互いにゲームの様にして盗み合った。 
彼らは、スー族の戦士。 
自分達は・・・、アプサロカ？ 
私達は戦いを好まない。 
だから、彼らは私達が弱いと思っている。 
実際、私達は大地との繫がりが強く、土地を守り、耕

し、種を蒔いた。 
トウモロコシや、タバコ・・・。 
彼らは征服者となろうとしている。 
私は、このコミュニティーのリーダー的存在で、チー

フに信頼を得ている。 
私は、秀でた予知能力を持っていて、ずっと前から予

言できたので、この日が来る事を心配して来た。 
私は部族の皆に自分の予言を知らせ、部族の中には心

構えができていた。 
会議の場で、チーフや仲間達と、争いを避ける解決策

について話し合って来た。 
仲間のうちの１人、彼は私の幼なじみの男だが、彼は

しばらく前に自分の妻が別の部族に連れ去られてい

たので、私達の決定に腹を立てた。 
彼は、妻が連れ去られて以来、ずっと怒りに満ちて、

以前とは全くの別人の様になっていた。 
皆が止めたが、彼の怒りは余りにも激しく、数人の仲

間を連れて、敵に挑みに行ってしまった。 
私は、彼らの悲しい結末を予言できたのに、彼らは助

言に従おうとせず、私は止める事ができなかった。 
そして、戦った全員が皆殺しにされた。 
敵は、殺された仲間の馬を全部連れ去って、コミュニ

ティーには来なかった。 
結果的に、彼らが命を掛けてコミュニティーを守った。 

その人生の最後の場面のイメージ 
私は 70代。 
色々な戦いがあったが、私の予知能力が役立って、部

族が酷い被害に遭う事はなかった。 
私は全幅の信頼を得ていて、チーフとなった。 
私はもう、バッファローを狩りに行ったりはできない

が、このコミュニティーを仲間達とともにとても良く

纏める事ができている。 
大自然の中で生き、他の部族との関わりの中で、平和

的な問題解決の為の交渉や、話術を身に付けた。 
私は、部族の若者達を教えている。 
自分の体験と得た知識を、余すところなく伝えようと

している。 
とても満足していて、幸せを感じている。 
チーフとして、ティーピーにいる。 
最後のタバコを吹かし終えた。 
タバコは私達の大事な儀式の一部で、特に私は立場上、

よく口にした。 
自然との繫がりを感じる。 
煙が肺を満たして、とても満ち足りた気分で横たわっ

ている。 
仲間や家族が私のティーピーに集まって、静かに私の

最後を見守っている。 
全く痛みがない。 
私は太陽が沈む頃合いに、自然に身を委ねた。 
去る時が来たのが分かった。 
ゆっくりと目を閉じ、体から浮き上がった。 
 
この人生を終えて・・・ 
自分の体を仲間が取り囲んでいるのを見ながら、とて

もリラックスして上昇する。 
コミュニティーのティーピーが点々の様に遠ざかる。 
夜の筈なのに、スポットライトに照らし出された様に

明るく緑の大地を見下ろしながら昇り続けて行くと

宇宙空間に来た。 
ひときわ明るく輝いている光の中に吸い込まれる様

にして入った。 
求心力を感じ、委ねていた。 
殺された幼なじみがいる。 
ニコニコ笑いながら出迎えて、自分に、「お互いにす
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るべき事をした」と言った。 
彼は、私のアドバイスによって、沢山の気付きを得て、

いい人生を送る事ができたと言ってくれた。 
彼は、今生の次男だと思う。 
嬉しい。 
光から、「とてもいい人生を送れた」と言う声が聞こ

えた。 
 
 
光との対話のイメージ 
この人生は、自分への確固たる信頼、自身を得る事が

できた。 
自分の直感を信じて従い、多くの人の為に能力を発揮

できた。 
どんな時も動じず、平和的に解決する能力を培った。 
色々な事への理解を深める為に、エゴを離れて、全体

的な流れに最も適切だと思われる最善の選択肢を選

ぶ努力を常に怠らなかったのは良かった。 
 
【この人生からクライアントが最も影響を受けてい

るのは？】 
自然との結び付き。 
彼女は自然に身を委ねる事で、自然からのエネルギー

を何のブロックもなく、体に取り込める。 
自然との一体感。 
自然の中での深い安心感、安らぎ、平和な気持ちが、

彼女のアートの活動をする上で、とても役に立つ。 
彼女は自然のエネルギーを感じて、その感覚を抽象的

なイメージで作品に取り込んでいて、それはとてもい

い事だ。 
 
【人間関係に於いては？】 
彼女は、幼なじみを止められず、その結果彼や仲間が

殺されたのは、どこかで自分の責任の様に感じてきた

が、それは彼らの学びの為に用意された選択肢であり、

その選択をしたのは彼ら自身だった事を、認識せねば

ならなかった。 
その状況が起こった時に、リーダーとしての選択肢が

用意されていたが、最善の決断を下せたのは良かった。 
全体の平和的解決の道を選んだのは、懸命だった。 

【幼なじみが今生の次男だとクライアントは感じた

が、それを認識する事で、どういう利点がある？】 
近い立場の人間を思いやり、その人物の幸福を願い、

自分がベストを尽くしたとしても、その人物にはその

人物なりの自由に基づく選択を許されていて、最終的

には第３者としてのコントロールは許されていない

と言う事。 
次男がやんちゃで手に負えないと感じても、それを無

理矢理に型に嵌めてみようとしたところで、結局は思

い通りにはならない。 
彼の自由選択を見守り、自分の最善のサポートを惜し

まない事。 
只、愛して、彼の選択を喜び、支える事。 
流れに委ねる事で、無理な摩擦を生じず、彼が成長す

るに従って、心配しなくても良くなる。 
その人の選択が故に親しい者を失った悲しみと責任

感を今生にまで持ち越しているが、これを思い出す事

で、癒しに繋がる事だろう。 
もっとリラックスして良い。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
その他に、今後の人生をより良く生きていく為に思い

出すべき場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
魚を釣っている。 
私は漁師？ 
 男性。 
 40歳。 
 長くてカールした髪の毛だけれど、てっぺん

 が禿げている。 
 尖った高い鼻。 
 くぼんだ目。 
 背が高い。 
 頑固で辛口。 
 働き者。 
 ハッピーで、辛い感情は感じない。 
 名前は、ジョー。 
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マサチューセッツの港町。 
小さい町。 
1910年頃。 
寒い。 
冬。 
独身。 
早朝に起き出す。 
重い荷物をいつも運んでいる。 
 
どこかの陸地からそう遠くない沖に出ている。 
網を使って漁をしている。 
カレイ、ブラック・シーバス、タウトグ、サバ。 
顔に夕暮れの太陽が当たっている。 
耳の中が、塩でシャリシャリしている。 
まあまあの収穫。 
大満足ではないが、充足感はある。 
釣った魚を町に持って行く。 
町のスクエアで売る。 
ここでいつも、自分の釣った魚を売っている。 
沢山の人が、色々なものを売っている。 
私は良識のある善良な男。 
くたびれたシャツ、ゴムパンツ、汚い格好をしている。 
ブーツとオーバーオールが一緒になったものを履い

ている。 
休日はない。 
疲れ果てて、家に帰る。 
両親は、どこかにいるが、自分は１人暮らし。 
とても単調で、シンプルな生活。 
 
特別な場面のイメージ 
晩ご飯を食べる場所。 
近くの大衆食堂。 
そんなに大きくない。 
多くの漁師仲間が集まる。 
皆で毎日飲み交わす。 
沢山話す。 
漁の事、魚のいる場所の事、その日の漁獲高の事、潮

の満ち引きの事。 
 
社会で起こっている事はよく知らないけれど、海の事

はよく知っている。 
この町で生まれ育って、ずっとここで過ごしてきた。 
この町から出て行った事はない。 
13歳の時から船に乗っている。 
父が漁師で、手伝いながら漁を覚えた。 
父は、今生の母の様な気がする。 
瞳の奥に、同じ魂が見える。 
厳しいけれど、優しく見守られた。 
漁師の仕事は、生易しくはない。 
いい加減な気持ちでしていると、いつ何時命を落とし

かねない・・・と、いつも言われ続けた。 
一緒に網を引く時、父の力強さに憧れ、とても頼って

いた。 
とても物知りで、尊敬していた。 
母親は、私が小さい時に、既に亡くなっていた。 
父がよく、サバをトマトソースで煮た料理を作ってく

れた。 
ニンニクが効いて、とても美味しい。 
 
この人生での重要な場面のイメージ 
沖に出ていたら、風が強くなってきて作業を止めた。 
かなり波が高い。 
天気は朝からよくなかったけれど、いつも通り漁に出

た。 
雲行きは、それ程怪しそうではなかった。 
少し雨になる様な気がしただけ。 
他の漁師も船を出していた。 
魚を追って、少し沖に出過ぎた。 
気が付いたら、あっという間に大雨になっていた。 
父が網を畳んで、港に向かう準備をしている。 
今は 17歳。 
風が強い。 
雲が流れる様に押し寄せて来る。 
父と２人で船底に身を伏せて絶えている。 
早く戻りたい。 
波が高くて、気持ちが悪い。 
父も絶えている。 
釣った魚を失わない様に、ボックスを縄でしばってい

る。 
父が、私にも縄を投げてよこし、それで体を縛って船
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のフックに括り付ける様に言った。 
揺れが酷くて、なかなか思う様にできないけれど、何

とかできた。 
父も、漁の網を体に巻き付けて、別のフックに欠けて

いる。 
大波がどんどん来る。 
陸地が見えない。 
少しずつ恐怖心が湧いて来る。 
こんなに怖いのは初めて。 
早く戻りたい。 
今日は、漁に出て来るべきではなかった。 
ものすごい大波。 
風がすごい音を立てている。 
体中に雨と飛沫が当たって、水の中にいるみたい。 
急に、何かがぶつかる様な衝撃。 
大波に、船が傾いて、水が大量に入った。 
船の縁に、海面が近付いている。 
父がいない！ 
周りを見渡すけれど、どこにもいない。 
父を呼んでみるけれど、応答がない。 
網も見当たらない。 
縄を緩めて、探そうとするけれど、波と雨が酷くて、

自由が利かない。 
父を呼び続ける。 
周りは暗くて、強い雨と飛沫で視界が悪く、よく見え

ない。 
寒さで体も凍えている。 
心のどこかで、父は強いから、絶対に大丈夫だと信じ

ている。 
信じなければいけないと自分に言い聞かせている。 
恐怖と寒さが極限になった感じ。 
そのまま、気が遠のいた。 
 
夜になって、雨が上がった。 
暗くて何も見えない。 
マッチが湿気って、ランプやキャンドルが使えない。 
父を呼ぶ。 
返答がない。 
急に父を失った悲しみが襲ってきた。 
声を上げて泣いた。 

何時間か泣いた。 
自分は暗闇の中、波に揺られて１人。 
あんなに酷い嵐だったのに、星が見えている。 
夢を見ていたのかもしれないと思う。 
でも、自分の体にはロープが巻かれていて、船体に海

水が沢山入っている。 
やっぱり父は、船から放り出されて、死んでしまった

のかと思う。 
同時に、あんなに強い父が死ぬ筈はないと考えている。 
明日の朝目覚めたら、絶対に父は、戻って来ているに

違いない。 
塩に匂いがいつもよりきつい。 
縮こまりながら、眠りに落ちた。 
 
翌朝目覚めたら、ものすごい晴天。 
近くにカモメが 3羽飛んでいる。 
父を捜してみたが、どこにも見当たらない。 
もしかしたら、陸に辿り着いたかもしれないと思って、

船を港に戻す決心をした。 
ものすごく流されていて、なかなか陸に辿り着けなか

った。 
 
結局、父はずっと戻って来なかった。（涙） 
でも、きっと自分は父がもう戻って来ないだろうと分

かっていた。 
何となくそんな感じが家の中に漂っていたから。 
 
その人生の最後の場面のイメージ 
海で死んだ。 
52歳。 
沖に船を出していた。 
魚が掛かった網を引き上げていると、普段なら絶対に

あり得ないのにめまいを感じた。 
手っ取り早く全部網を引き上げて、腰を下ろした。 
頭痛がした。 
あっという間に頭が割れそうなぐらいの痛みが襲っ

て来た。 
直感的に、大きなダメージを受けたと感じた。 
脳へのダメージ。 
意識が遠のいていくのを感じた。 
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船の上で死にたくないと思った。 
完全に意識がなくなる前に、自ら海に身を投げた。 
そのまま沈んだ。 
何も見えないまま、沈み続け、気が付いたら体を離れ

ていた。 
海の中で死ねるのは、嬉しかった。 
海で生きて、海で死ぬのは、本望だった。 
海との一体感、自然との一体感。 
 
この人生を終えて・・・ 
１人切りになって寂しい人生だった。 
海の上で、人生の殆どを費やした。 
漁をする以外に、特に変化のない人生だった。 
もっと人と交流を持ちたかった。 
 
【もしもこの人生に何か変化を持てたとすると、どん

な事ができた？】 
もっと積極的に人と関わる。 
漁の仕事の後は、いつも決まった場所に出て行くか、

自宅でのんびりしていたけれど、違う場所に社交の場

を求める事もできた筈だった。 
自分は漁師だから・・・と、自分で自分に制約を設け

て、もっと色々な人との交流を避けた。 
自分の家族を持ちたかった。 
 
【この人生が今生に与えている影響は？】 
１つの事を集中してやり遂げる能力。 
仕事に対して諦めない性格。 
家族の事を細かい事まで心配し過ぎる事。 
家族を全員失ったので。 
自分の父は、今生での母だと思う。 
それで、今生はいつも仲良く、離れず、お互いを深く

愛し合いながら素晴らしい時間を沢山共有できた。 
 
暗示 
 
 
 
時間がきて終了 


