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2012 / 12 
3rd Hypnosis Session 
 
 男性 
 ４０代 
 アメリカ人 
 ニューヨーク在住 
 写真家、グラフィック・デザイナー 
 バー経営 
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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】 
飲酒 
喫煙 
夫婦関係 
仕事に関しての自信 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
前回かのセッションに引き続き、絵画の中の世界のイ

メージ 
４次元空間の中で、自発的に空間自体に囲まれていく。

自然な流れを持ったオブジェに変化していく。 
白黒の強弱は、昼と夜のトーンを示している。 
その背景に、黒がある感じ。 
黒がオブジェに滲み出てきて、そのうち規則的な黒い

点々が現れる。 
黒い点々が穴に変化する。 
バランスが良くて、面白い。 

黒い穴の中に、白い点が出てくる。 
全ての鮮やかな色は、まだそこに保たれている。 
自分の体の感覚は、全く感じない。 
只、存在しているだけ。 
全ての色彩やパターンが、だんだんと、映画などに出

てくる様な豪邸か城の窓に嵌ったステンドグラスの

様になってくる。 
自分は、部屋の中にいる様な気がする。 
とても懐かしい感じ。 
とても落ち着いた感じ。 
 
その部屋の中のイメージ 
薄暗い。 
図書室の様な感じの所。 
周りの壁に、背の高い本棚がずらっと並んでいて、き

れいに蔵書が並べられている。 
大きな立派なテーブルがある。 
その上に、沢山の物が置かれている。 
ビーカーもある。 
自分は茶色い革靴を履いている。 
茶色いズボンに、白いシャツ姿。 
30代後半〜40代の年齢。 
現在の自分に似た体型をしている。 
今よりも少し背が高い。 
名前は、“アーチボールド（Archbold）”？ 
1700年代。 
イギリスのスコットランド。 
発明家か、科学者？ 
部屋の中が明るくなってきた。 
机の上がはっきり見えてくる。 
沢山の書類、地図、計測する為の道具、技術的な図面、

沢山の色々な道具・・・ 
図面を見ると、それは、タービンの設計図面らしい。 
自分はいつもこの部屋で仕事をしている。 
ここは自宅。 
 
仕事部屋を出ると、右側に階段がある。 
カーブの美しい滑らかな手摺り。 
階段を上った所に大きな部屋。 
そこに豪華なテーブルのセットがされている。 
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白いテーブルクロスが掛かっている。 
椅子が８個ある。 
重厚で洗練された美しいデザインの調度品で飾られ

ている。 
日中は部屋の中が明るくなる。 
この部屋からの庭の眺めは素晴らしい。 
 
その隣の部屋は、娯楽室になっている。 
金箔で仕上げられた額縁に母親の肖像画が嵌ってい

て、壁に掛けられている。 
大きな寛げる椅子がある。 
美しいピアノがある。 
グランドピアノ。 
母親が弾いている。 
この部屋は、少し今生の祖父の部屋を彷彿とさせる。 
 
そこから浮き上がって、別の部屋に入って行く。 
 
別の部屋のイメージ 
母の実家。 
家族全員が留守。 
自分と親しい人の気配。 
妹。 
「ああ、今は現在の自分」。 
8−9歳。 
外でよく走り回っている。 
祖父母はどちらも健在。 
母がピアノを弾いている。 
父もどこかその辺にいる。 
 
自宅はヒューストン。 
その家では、１人で過ごす時間が多かった。 
自分の“悪業”を沢山した。 
家族の皆は、裏庭にいる気配。 
両親は、売りに出されている隣の家のペンキ塗りを手

伝っている。 
13歳頃。 
ベスト・フレンドは黒人。 
近所には、溢れるぐらいの数の子供がいた。 
その日その日に何をするのかいつも探していた。 

電話を掛けて、自転車で出掛けて行った。 
14歳の頃から、アルコールを沢山飲み始めた。 
仲間からのプレッシャーも加わって。 
地元の友達と。 
自分の性格からして、“おたく（nerd）”になる傾向が
あった。 
でも、多分そうならない為に、よく友達と自発的に行

動していた。 
そのおかげで（苦笑）沢山の楽しい事、女の子、ハイ

な経験、精神的な開放感を得られた。 
でも、もっと開放感や自由が欲しくなった。 
マリファナを吸い始めた。 
それは、集中力を高め、楽しく、意識の拡張を齎した。 
でも、同時にストレスや鬱を助長させたかもしれない。 
半年の間に、鬱の状態が 2−3回はやってきていた。 
 
体が浮き上がって、違う空間に吸い込まれていく。 
 
その空間のイメージ 
革のサンダル。 
古代ギリシャか、ローマ？ 
男性。 
30歳過ぎ。 
白いローブ姿。 
中肉中背。 
髭面。 
名前：マーカス（Marcus） 
紀元前 80年頃。 
石造りの街並。 
ギリシャ。 
兵士。 
アテネで勉学にも励んでいる。 
沢山の事をしている。 
とても健康。 
 
自宅は,中庭のある石造りの家。 
中庭で人々が衣服を洗濯している。 
妻が余り興味をそそらない物を料理している。 
控えめで、酷い試練も起こらない生活を送っている。 
平均的な家庭環境だと思う。 
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余り大きくない家。 
沢山小さな似た様な家が並んだうちの 1軒。 
4−5人が住んでいる。 
街の中心からは遠い。 
自分の子供らは、言語を学んでいる。 
彼らに、勉強の進み具合について尋ねたら、まあまあ

との事。 
 
（時間が進んで・・・） 
小さな小競り合いが起こっている。 
身を守る物を装着していない。 
手に槍だけを持っている。 
10−12人の人間が言い争っている。 
街中。 
政治的な揉め事。 
自分の判断で、1人の男を殺した。 
ローマの上院議員（Roman senator ）だった。 
彼の自治のおかげで、沢山の問題が起こっていた。 
彼は間違っていた。 
とにかく、近頃、自分はこの地域で政治的に関与して

いた。 
 
（時間が進んで・・・） 
山の中。 
座って、街を見下ろしている。 
50歳ぐらい。 
ギリシャ圏外の深い谷間。 
沢山の木々。 
今でも、政治的な関与をしている。 
 
（時間が進んで・・・） 
60代後半〜70代。 
ギリシャ。 
アテネ近郊の自宅。 
ベッドに横たわっている。 
自分の家族が、ベッドを取り囲んでいる。 
自分の意識はハッキリしている。 
病状が悪い。 
少し相反する思い（ambivalent）がある。 
自分が作り上げた自分の人生が、本当にベストであっ

たか定かではない。 
倫理、道徳、宗教の問題について。 
沢山の闘いがあった。 
方向転換が難しかった。 
生き残る為の苦しい生活。 
政治的な関わり。 
指揮官としての立場では、成功したと言える。 
でも、必ずしも自分に対する誇りは抱けない。 
義務や目的、多くの過激な動き、流れ。 
それは、家族にとっては少しもいい事はなかったと思

う。 
彼らは、自分の地位や存在を誇っているけれど・・・。 
 
最後の息を吐いた。 
皆が泣き崩れている。 
自分の気分は極めて良い。 
只、体を離れて、浮かび上がっていくだけ。 
身も心も軽い。 
自分は長い間、この瞬間を待ち望んでいた事に気付く。 
暗い所に吸い込まれていく。 
流れ星の様に上昇する。 
星になった感覚。 
光に入る。 
 
 
光との対話のイメージ 
人間としての、実践的な成功を讃えよう。 
正誤に関わらず、明確な意識を持って、この人生を生

き抜いた事を讃えよう。 
この時代は、個人、家族、組織、国、あらゆる枠組み

に於いても、非常に困難な時代だった。 
只、もっと倫理的な自己に意識を向けて生きるならば、

あなたのこの人生はより充実し、違った体験となって

いただろう。 
しかし、与えられた環境や状況の中で、自分の責任を

しっかりと自覚して果たす事は、最も重要な事だ。 
どこか中途半端な時点で、その責任を辞退する事はで

きない。 
なぜなら、それは自分の人生を拒否する事になってし

まうから。 
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何か自分が行っている事が自分の心を晴れやかにす

るならば、その気持ちが、その行為と人生を守るだろ

う。 
 
今生に於いても、この＜倫理観を自分の中ではっきり

と自覚しなさい＞。 
 
あなたが生まれ育った環境は、偶然の産物ではない。 
自らが、自分の霊的な成長の手段として選んだ事を知

りなさい。 
その目的を忘れたのなら、今、それを思い出しなさい。 
あなたが“悪業”と呼ぶ行為を恥ずかしく思っている

のならば、それを＜成長の為にどう生かせるのか＞考

えなさい。 
パズルのピースに善し悪しはない。 
全て、この人生をあなたらしく完結する為に必要な事

だと知りなさい。 
そのピースの呼び方に囚われてはいけない。 
もっと自由に楽しんだらいいのだよ。 
 
暗示 
 
 
白いトンネルを滑り降りて行く。 
白い洞窟の中に出た。 
壁には銀色のパールが散りばめられている。 
それから、湧き水の中に飛び込んで、深い底に向かっ

て進む。 
無重力。 
白い場所に来た。 
その水の底にある白い洞窟の中で、虎が自分の体の中

を通り抜ける。 
次の瞬間、浮かんだ考えが、自分を白く染め上げる。 
 
沢山の彫刻作品が並んでいる。 
糸杉の並木。 
白っぽく輝いていて、円錐形をしている。 
トスカニー？ 
全てが光でできている。 
まるで、繊細な鉛筆画の様な景色。 

黒いトーンを、その景色に戻さねば！ 
 
・・・と思った瞬間、全てが緑と茶色に変化。 
花、鳥、虫が全て、金属質に見える。 
その空間の中を歩いている。 
誰もいない空間。 
平たんな草原。 
誰もいないし、建物もない。 
金属質の木々に、緑の葉っぱが揺れている。 
金属質のイルカが泳いでいる。 
地面は地面でない。 
全てが全ての世界。 
全ては金属の様に硬くて、均質化していて、凍ってい

る。 
この場所にいると、血液を必要としないかも・・・。 
凍えそう。 
でも、無感覚。 
雨が空気の様に存在している。 
自分と草だけが呼吸をしている。 
花さえも存在していない。 
右の方向に、アートのインスタレーションがあるのに

気付く。 
アーティストは、・・・・自分だ！ 
 
同時に、アートギャラリーの空間に、この様な情景を

どうやって再現しようかと考えている。 
こんなに生き生きと再現するのは難しい。 
ギャラリーに芝生を敷き詰めよう。 
訪問客に、芝生に座らせよう。 
芝生に寝そべらせてみよう。 
壁には何を掛ける？ 
空間で何かを起こす仕掛けがあるのがいい。 
 
公平さ（fairness）！ 
絵画や芝生の代わりに、何を仕掛ける？ 
ラフな形の黄金の三角？ 
ものすごく小さい物。 
生理学的に、出会いに適した完璧さのある物

（physiologically suiting for meeting）。 
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金の三角形に何かが映し出される。 
それを見ていると、自分がハイウェイの真ん中を歩い

ている姿。 
黄色い線が、真ん中にずっと伸びている。 
8輪駆動（eight-wheeler）が、黒い森の側を走り去る。 
その黒い森の側に立っている。 
沢山の木々と、花々。 
 
ここで、誰か女の人と待ち合わせている。 
彼女は、金髪で、“G”というイニシャルの美人。 
自分は彼女に恋をしている。 
自分は、ジョン。 
18歳。 
黒髪で、少しひげが伸びている。 
ものすごく古い時代。 
“アーサー王”の時代。 
 
でも、今は金髪がブルネットの巻き毛になっている。 
“G”が“K”に変わった！ 
“K”にはテキサスに行った時に会った。 
もう結婚していた。 
彼女は不妊に苦しんでいた。 
自分と彼女は 6−7年付き合った。 
今でもお互いを愛し合っている。 
彼女とは別れたけれど、時々あちこちで会っている。 
最後に会ったのは、妹の結婚式で、自分の妻も参列し

ていた。 
“K”といると、自分が生き生きと感じられる。 
気楽で、オープンになれる。 
彼女と別れた事に後悔していないかと言うと、嘘にな

る。 
彼女と作り上げたものが沢山あった。 
彼女の瞳を見ていると、彼女が言いたい事が手に取る

様に理解できる。 
彼女は決して多くを語らないけれど、瞳が話し掛けて

くる。 
多分、それは本当はもっと深いレベルでのコミュニケ

ーションだと感じる。 
でも、当時の自分には、それは言葉の賦課（imposition 
of words）に感じて、物足りなかった。 

そんな時に、妻に出会った。 
彼女は対照的に、燃える様な情熱の人生を生きていた。 
アートと人生を謳歌していた。 
一緒にクリエイティブな活動をするのが楽しかった。 
夜の生活も情熱的だった。 
純粋とは程遠かった。 
でも、人生がとても複雑になっていった。 
自分たちへのダメージが大きくなっていった。 
音楽を聴きながら、「何でもしよう。何でもできるさ」

と、ポップスの軽い乗りで流れていた。 
情熱に身を委ねていれば、人生は自分を満たすに違い

ないと勘違いをしていた。 
妻と出会ってからの人生は、“完全なる調和の状態”

からは程遠く、いつも小さな竜巻が家の中に存在して

いた。 
“心の平穏”をすっかり忘れて、忙しく時間だけを過

ごし、気が付いたら、“実”と、心の奥底の充実感や

安定感を伴わない“身勝手な情熱”に、長い年月を費

やしてきた。 
 
“K”は、いつも心に平穏を齎した。 
彼女の非言語的なコミュニケーションに疲れた自分

が、今になっては、それを望んでいる！ 
彼女は、当時の自分には成熟し過ぎていた。 
自分は、もっと人生の冒険が欲しかったんだと思う。 
 
（体が浮き上がって、別の場面へ・・・） 
非現実的な空間。 
でも、バーの様な場所。 
絵が描かれた風船が沢山浮いている。 
その風船の上に椅子が乗っていて、ぐるぐる回ってい

る。 
カーニバルみたい。 
特定の誰ともない相手と酒を飲んでいる。 
ここは・・・、“不安と恐れと逃避”で強く結ばれた

コミュニティー。 
ここに入る為の資格は、“何かを諦めた事のある人間”。 
おかしい！ 
自分は、自分らしい自分でいたいのに！ 
「その思いは、全人生を通して持っていただろう？」
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と誰かに言われた。 
そのうち、ものすごくバーが混んで来た。 
あと少しで、とんでもない事が起きる予感。 
・・・と思っていたら、いつの間にかたった１人だけ

になっている。 
目の前の壁に、何か書いてある。 
「全ての思考を止めよ。自分の本当に話すべき事以外

は、掃除しろ」、と。 
「習慣に関係する、繰り返ししてしまう事と後悔につ

いて」・・・。 
 
OK、もう迷いはなく、心の準備はできている。 
 
最初のアルコールは 12歳の時。 
曾祖父の所で、スコッチウイスキーとパイプで煙草を

吸った。 
美しい時計があった。 
20年代の“クログラフィック”。 
パイロットだった叔父のMが、ウイスキーをくれた。 
グラスを全部、一気に飲み干した。 
飲み終えた瞬間、目が回って、横になった。 
皆に笑われた。 
  
14歳で本格的に飲み始めた。 
祖父が飲ませてくれた。 
始めの頃はすぐに酔っぱらっていたのに、16歳に頃に
は、どれだけでも飲める様になっていた。 
アルコール依存症だったと思う。 
地元の公園でよくたむろした。 
地面に寝そべって、足先をブランコに掛けていた。 
友人と、よくそこでそうしながら、５−６本のビール

を飲んだ。 
非行行為だけれど、どことなくかっこいいと思ってい

た。 
自分ではアルコールを買えないから、年配の男達に

$30を渡して、代わりに買って貰っていた。 
ビールを手に入れると、自転車でまっしぐらに公園に

向かった。 
両親とも働いていたから、やりたい放題できた。 
両親は、自分たちのアルコールを上手く人目に付かな

い場所に隠していたつもりだったろうけれど、全部在

処を知っていた。 
でも、どことなく、自分が飲酒行為をしている事を察

知していた筈だ。 
なぜだか、飲酒について問われた事は 1度もなかった。 
信頼の問題ではなかったと思う。 
多分、単純に、この問題をどう扱ったらいいのか分か

らなかったと思う。 
というのも、自分は勉強は好きで、成績もとても良か

ったから。 
ヒューストンやルイジアナに引っ越してからは、もっ

とよく勉強した。 
 
【これらの事を振り返って、その情報を今後どう扱い

たい？】 
起きてしまった出来事や自分の行為は、不幸な事に、

もう変えられないけれど、これも自分の一部だと素直

に認めて受け入れるしかないと思う。 
今だったら、“こうじゃない人生”を望むし、自分の

息子たちにも、こんな人生は送って欲しくないけれど、

少なくとも、“こんな人生”だけれど、“こんな人生”

を肯定する事で、自分をやっと認めて許せる気がする。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
【その事に気付いた事で、今後の人生はどう変わって

いく可能性がある？】 
誰かがロッキング・チェアーに座っているのが見える。 
モントークの砂浜。 
つま先だけが、水に浸っている。 
バスローブの様な物を羽織っている。 
彼の中に、別の見えない存在を感じる。 
自分だ！ 
 
もう少し年をとっている。 
50半ばの感じ。 
昔を思い返して、メランコリーになっている。 
家族が周りに１人もいない。 
長男は、大学生になって、心理学を勉強している。 
自分よりも、遥かに人生と真面目に向き合っている。 
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その姿に、大きな安心感を抱いている。 
自分も何か大きな事を目指している。 
肉体的にも、今よりもずっと健康的。 
タバコはずっと前に止めている。 
飲酒も殆どしない。 
問題としっかりと向き合って、逃げていない。 
善し悪しは別として、適切な解決をし、後悔をしてい

ない。 
体験や思考を楽しんでいる。 
とても身軽で、気楽で、自分の中の光が見えている。 
何でもできると信じている。 
自分の中に統合された、幾重にも重なった数々の人生

体験や人物像を、全て誇りに思っている。 
 
暗示 
 
 
 


