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2012 / 07 
1st 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： 
 
 
光の中のイメージ 
光の中にいる自分自身が見える。 
自分が光っている。 
全体的に赤。 
その周りに、シアン。 
心臓の周りは、黄色からオレンジ。 
 
それが自分を取り囲む様にだんだん大きくなってい

って、空間自体が同じ色に変化している。 
次々と蠢きながら変わっていく。 

空間が色々な４次元の形状に変化している。 
自分の体が感じられない。 
 
遠くの方に、自分の姿。 
 
炎。 
炎はずっと消えない。 
コーヒー・ショップの前で立ち止まっている。 
友人と、近所の人と話している。 
少ししてから、妻が慌ててやって来た。 
３人の息子たちは、それぞれが友達の家にお泊まりに

行っていていない。 
家のある同じブロックのスーパーマーケットが火事

になっている。 
（2年前の出来事） 
ものすごい煙が空に上っている。 
10台ぐらいの消防車が集まって来た。 
スーパーを取り囲む様にして消防車が道を塞いで、自

分の家の前も通れない。 
自宅には行かなくても大丈夫だろう・・・と、冷静に

考えている。 
心の中は、いたって穏やか。 
何が起こったとしても、自分は大丈夫だ・・・と、思

っている。 
火が燃え広がって、隣接している家にも火が回ってい

る。 
その隣に自宅がある。 
スーパーの裏手にも火が回っているので、消防隊員が、

自宅を通り抜けて裏庭に回ろうとしている。 
急いで自宅のドアを開放して、中に隊員を通す。 
その隙に、自分も自宅に滑り込んで、コンピューター

のハード・ドライブと、妻のエンゲージリングを掴ん

で飛び出した。 
 
  
妻との重要な思い出のイメージ 
ブルックリンの病院。 
何もできなくて、只その辺をうろついている。 
妻が痛がって、叫んでいる。 
妻を連れ込んだものの、助けがなかなか現れない。 
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早く誰か来てくれないかと望んでいる。 
彼女に一刻も早い手を差し伸べて欲しいのに、担当医

はランチ休憩で外出していると言われた。 
とんでもない病院だと、絶望感を抱いているけれど、

もうどうしようもない。 
そのうち、長男が誕生した。 
出産に立ち会って、息子が妻から出てくるところを間

近で見た。 
胸に歓喜が沸き起こった。 
大きな喜びと、穏やかな気持ちが広がる。 
妻への強い愛を感じた。 
彼女は逞しく美しい妊婦だった。 
この日の３日前に、2 人でブルックリン橋を歩いてマ
ンハッタンまで渡った記憶が蘇った。 
彼女と一緒に生きていく事で、自分の人生が素晴らし

いものになっていく事を確信した。 
 
 
妻と出会った時のイメージ 
ウィリアムスバーグのバー。 
彼女の事を見たのは、それが初めてだった。 
彼女はその友人と一緒に来ていた。 
常連も、バーテンダーも、彼女の事を知らなかった。 
自分は、いつもよりおどけて見せていた。 
当時の自分は、あちこち回って、色々なパーティーに

顔を出していた。 
ちょっとバカな振りもしてみたりしていた。 
一緒にいた友人にちゃかされて、彼女に声を掛けてみ

た。 
初めて口をきいた瞬間に、彼女を自分のものにしたい

と強く思った。 
友人 Dのロフトに彼女も誘って、話をする機会を得た。 
人生の体験や、アートの事を語り合った。 
同じ興味を持っている事を知って、嬉しかった。 
その時は、電話番号を交換しただけだった。 
でも、その瞬間に、自分は人生のパートナーと出会っ

た事を悟った。 
 
芸大の学生時代の思い出のイメージ 
何かとんでもなく大きい事を成就させてやろうと意

気込んでいた。 
心に平穏な気持ちを見付けるまでは、かなりの時間が

掛かった。 
その境地を感じた時、「何で今迄、この気持ちからず

っと遠ざかっていたんだろう？」と真剣に思った。 
いつも経済問題とストレスが掛かっていた。 
アート界は、薄汚く意地の悪い場所だと気付いた事で、

酷く落胆した。 
インスピレーションを得られなくなった。 
何かを成し遂げるのにやきもきするのを止めた。 
肩の力が抜けたら、すぐに Kにグラフィックデザイナ
ーとして雇われて、そこで何年も働く事になった。 
 
 
幼少期の思い出のイメージ 
祖母と、曾祖母と一緒に住んでいた。 
アパートの屋根裏で、キャンドルがそこら中にあった。 
1968年。 
4−５歳。 
祖母は温かい人柄で、とても好きだった。 
彼女が亡くなった時は、とても年老いていた。 
彼女の死は、自分にとって悲劇ではなかった。 
生前、とても強い絆で結ばれた、幸せな母性愛溢れる

人だった。 
 
 
トラウマの場面のイメージ 
“ビートル”が見える。 
青いヴォルクス・ワーゲン。 
車の事故。 
「余りに強烈で、普段の自分の記憶からは引っ張り出

せないのだが・・・」 
晴天。 
自分は裸足。 
３−４歳。 
車の中。 
父が怯えている。 
母は、自分の肩に手を伸ばして引き寄せた。 
母親にぎゅっと包み込まれている。 
強い衝撃。 
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（ガタガタと小刻みに震え始める） 
これ以上の事はもう思い出さなくていい。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
（この時の出来事は、遠い昔の事で、現在に自分とは

完全に乖離する。その事故によって、誰も傷付かなっ

たし、何も失くさなかった。只、体験を得る為に体験

し、感謝して手放す。） 
 
 
母親の胎内でのイメージ 
暗い。 
平和。 
居心地が良い。 
何も見えない。 
只、ここにずっといたい。 
その他の事は感じていない。 
ここから出たくない。 
 
（誕生直前・・・） 
暗い所から、青い世界に出た。 
自分の横を、何かが急速に通り過ぎた。 
  
誕生時のイメージ 
赤ちゃんのケースに入れられている。 
喜びを感じない。 
母は、とてもほっとした表情をしている。 
母が結婚した時、彼女は 16歳だった。 
母の出産は、とても大変だったらしい。 
父がどこにいるのかは分からない。 
あ、部屋の片隅にいた。 
父も幸せに感じている様子。 
自分は祖母から、沢山の祝福を受けている。 
 
僕は、この祖母も大好きだった。 
彼女は、早く亡くなり過ぎた。 
彼女は梯子によじ上って、ベランダに積もった枯れ葉

を掃いている時に、落ちて死んだ。 
そのヒューストンの家では、感謝祭とクリスマスを必

ず過ごしていた。 

自分は彼女が亡くなっても、ずっと泣かなかった。 
でも、葬儀の時、棺桶が開けられて、彼女の髪の毛が

見えた瞬間、涙が溢れた。 
彼女の顔を見る事はできなかった。 
祖父が自分を抱き締めながら、一緒に泣いてくれて、

自分に「おばあちゃんはお前の事を誰よりも愛してい

たんだよ」と優しく言ってくれた。 
 
 
母の胎内に入る前のイメージ 
只、空気を触っているだけかの様な軽さだった。 
自分を固体化する重さがなかった。 
雲の上の様な場所にいた。 
自分は白い軽やかな光でできていた。 
周りにも、同じ様な光の玉が沢山あった。 
只、そこに在った。 
平和と静寂。 
そのうち、目が眩んだ様になった。 
気付いたら、母親の中にいた。 
中ではあるけれども、同時に外にもいて、実際は色々

な事が感じられていたと思う。 
 
飲酒のきっかけになった場面のイメージ 
12歳の時に、叔父が人生初のビールをくれた。 
他に飲み物がないから、それを渡してくれた。 
14歳の時には、既にかなり深刻な程のアルコール依存
になっていた。 
リラックス感や、感覚がぼやけていく感じ、人生に於

ける色々な物事や結果から逃れられる感じが気に入

っていた。 
 
 酒との対話のイメージ 
 ビールは、彼にいい事も沢山齎した。 
 妻にも、沢山の仲間にも出会えるきっかけを

 作った。 
 ビールによって、社交の場が広がった。 
 気楽で他愛ない楽しい会話を導き出せた。 
 生きているか死んでいるかは、本来は、そん

 なに深刻な問題じゃない。 
 人生は楽しくてもいい。 
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 彼は“単細胞生物”みたいに生きたがってい

 る。 
 人生というものを意識しないで生きたいと

 思っている。 
 人生自体を感じたいと思っている。 
 自分は、その手助けができている。 
 
 【飲んだ挙げ句にはどうなる？】 
 彼は、意識がなくなる迄は、飲み続ける。 
 いつも必ず、暗黒の空間に落ちていく。 
 そこから戻ったら、罪悪感と、心の痛みと、

 不安と、羞恥心を味わう事の繰り返し。 
  
 
光との対話のイメージ 
 
【本当に、その様な感覚が必要？】 
つい最近、バーをオープンしたが、それは彼の本当の

プロジェクトではない。 
心の平穏に関しては、彼はもっと確実でより良い解決

を見付けねばならない。 
 
【アルコールを自分の意志でコントロールできない

のに、その様な場所に関わっている事の意味は？】 
彼は、少年の頃から、アルコールによって人生の逃避

を覚えてしまった。 
アルコールが入った自分の状態を、普通だと感じなが

ら成長した。 
彼は、いつも逃避している状態に身を置いてきた。 
でも、それは幻想に過ぎず、彼の人生との関わり方を

見直す時期にきている。 
彼が自分のバーで飲む時、飲み過ぎない様に、最近は

数杯ですぐに彼を暗闇に落としている。 
 
【それは誰がしている？】 
彼の潜在意識が。 
彼は、離婚の危機が迫ってきていて、正常な心の状態

ではその現状を上手く扱えないと勘違いして、逃避に

走る。 
その事に気付かせようとしている。 

酔って暗闇に落ちた時に起こっているイメージ 
真ん中に穴の空いている丸い絵画がある。 
自分の手を使って描いた。 
左の上部を黄色で塗る。 
右の上部を赤で塗る。 
下半分を青で。 
真ん中は白い穴。 
その絵画の、真ん中の穴に吸い込まれる様にして落ち

て行く。 
絵が球体になる。 
まるで水に浮いている様になる。 
入って来た所に戻れない。 
色が鮮やかに発色して浮かび上がってくる。 
浮かび上がった色が、光の空間の様になる。 
青い光の空間が広がる。 
自分は色と話ができる。 
 
黄色は「自分は有益（instructive）で、広大（vast）
だ。赤よりも明るい。リラクゼーション感覚を齎す」

と言っている。 
赤は「自分の心臓と血液を感じなさい。自分の霊的な

姿を見せなさい。赤と同化し、温かさを感じなさい」

と言っている。 
今、黒が現れ始めた。 
黒は「白の真逆で、全く同じもの。空間の可能性を示

しなさい」と言っている。 
青は、「自分はシアン程は美しくないが、周りにある

水、自分の中の水を強く感じなさい。水のエネルギー

を感じ取りなさい。自分はいつも一緒にいて、世界を

作っている。ここに沢山の情報がある事に気付きなさ

い」と言っている。 
 
自分の絵画の中にある空間は、もう絵画ではない。 
何だか、多次元の空間の様な感じ。 
それは、インスタレーション、パフォーマンス、ハプ

ニングの様で、只、そこに体の感覚を失くして浮かん

でいる。 
肉体を持った自分が存在しない。 
自分を見ると、確かに体がない。 
３次元世界の自分ではなくて、白い光の玉で、その玉
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に周りの光の色が反射されていてきれい。 
密度が殆どなくて、自由。 
 
近くに似た様な白い玉が飛んで来た。 
玉だけど、自分の祖母だという確信がある。 
祖母だ。 
自分に笑い掛けている感じ。 
オレンジ色の優しい光を放射している。 
 
 祖母との対話のイメージ 
 私は、とても元気で、大丈夫。 
 あなたの人生は、あなたが無理に作り出さな

 くていい。 
 只、今の様に、流れに任せて、あなたがどう

 受け留めるか次第なのよ。 
  
オレンジの光で包み込まれている感覚。 
何だか、今迄と同じレベルの存在感覚ではない。 
周りの空間が暗くなって来て、今は沢山の星が見えて

いる。 
宇宙空間を漂い始めた。 
周りの景色を見渡しながら、同時に頭の中？・・・フ

ラッシュバックみたいに人の顔が浮かんで来た。 
それは曾祖父の感じ。 
 彼はいつも怒りっぽくて人種差別主義者だ

 った。 
 彼は、軍の指揮官（chair of command）だっ
 た。 
 いつも高圧的で、人々を無視していた。 
 自分の中には、彼からの影響が沢山ある。 
 彼から、銃の撃ち方、スポーツ、喫煙を教わ

 った。 
 多分、自分の中に小さい頃からずっとある、

 空を飛びたいという欲求も、彼から受け継い

 でいると思う。 
 
	 【曾祖父の影響を、どうしたい？】 
いい思い出も沢山あるけれど、大概は、“強い男とは

こうあるべきだ”、“優れた人種であるアメリカの白人

男性としての誇り”、“誇りと優越感を持って、多人種

を見下す正当性”などを吹き込まれた気がする。 
それは、自分の本質ではないし、自分には不要。 
 
イメージで曾祖父に有益な資質以外は持ち去って貰

う。 
 
曾祖父は、いつも自分と一緒にいるので、自分の事を

思い出してくれて嬉しいと喜んでいる。 
“不必要な資質”というのは、自分が自分で大事にし

ているらしい。 
 
【では、クライアント自身の意志で、手放す自由があ

るという事？】 
そうらしい。 
もう手放した。 
気付けて良かった。 
 
曾祖父への愛情と感謝の念を送る。 
 
母の顔も浮かぶ。 
彼女の顔は、それ程幸せに見えない。 
母は、彼女の人生がとても不公平だと感じている。 
母は、今自分に、彼女の死の場面を見せたがっている。 
 
 母の死の場面のイメージ 
 母は、今、自分の腕の中で死んでいく。 
 病院。 
 母も自分も、これ以上の延命、蘇生治療は不

 要だと感じている。 
 妹は、病院には来ていない。 
 この時間には寝ている筈。 
 自分には、彼女の最後の時間が近い事が、な

 ぜだかよく分かっている。（涙） 
 自分の腕に、母を抱き締めている。 
 突然、母の瞼がまたたいて、動かなくなった。 
 母の最後の吐息が静かに聞こえた。 
 彼女の命が終わった事を悟った。 
 ぎゅっと強く抱き締めて、「ありがとう」と

 言った。 
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母は、大きな法律事務所で会計士として働いていた。 
普段から自分の体調に気を遣って、運動を良くしてい

たのに。 
彼女はこれ以上の困難に向き合う事から逃げて、リラ

クゼーリョンの為に体を脱ぎ去ったと思う。 
イメージの中で、若い姿の母が嬉しそうに微笑んでい

る様に感じる。 
自分に、大丈夫だよ、という声が聞こえる。 
周りが大きな眩しい光で照らされた感じ。 
 
 
光との対話のイメージ 
 
「あなたは誰？」質問してみた。 
その瞬間に自分の周りに、ものすごく巨大な白い雲の

塊が現れてあっという間に包み込まれた。 
次の瞬間には、空に浮かんでいる。 
ものすごく、無限ともいえる空間、永久の時間の中に

いる実感がする。 
浮いているけれど、同時に大地を踏みしめる足の裏の

感覚を感じる。 
実体のない、影の様な足跡がついている。 
ずっと歩いている。 
ものすごく身軽。 
体は感じないけれど、実体を持った確実な自分の存在

も感じる。 
鳥が沢山飛んでいる。 
きれいな声で、楽しそうに啼いている。 
雨。 
水滴の１つ１つが光りながら、スローモーションの様

に自分の周りを動いていく。 
キラキラ輝いて、とても美しい。 
下に木がある。 
ものすごく大きい。 
でも、どれぐらいの大きさかも分からない。 
ものすごいエネルギーを発している。 
緑の葉っぱの 1枚 1枚が、詩の様に揺れている。 
詩の様に・・・。 
オレンジ色の光の球体がある。 
オレンジ色の球体は、何だろう。 

中心が白くてキラキラしている。 
とてつもなく大きくて、輝いている。 
でも、眩しくなくて、心地良い。 
とても懐かしい。（涙） 
多分、自分は、あそこから来たんだと思う。 
ものすごい安心感。 
＜共生（coexistence）＞という言葉が浮かんだ。 
＜包容（embrace）＞という言葉も。 
＜ワンネス（Oneness）＞というのは、こういう感覚
だろうか？ 
とても自分の言葉では表現できない。 
自分が本当に表現していきたいのは、言語化できな

い・・・というか、言語では表し切れない世界の美し

さだった様な気がする。 
それで、きっと自分は写真を撮っているのかもしれな

い。 
 
セラピー	 ＋	 暗示 
（この感覚が、今後の人生を確実に支えていき、充実

させる。） 
 
 
 
時間がきて、次回へ続く。 
 
 
 
 
 


