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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】 

経済面に関して 

仕事（息子 2人を含め、従業員 5人の配管工事の会社
経営）に関して 
糖尿病 
腰痛（ヘルニア） 
花粉によるアレルギー性鼻炎 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
青い光の中を上昇。 
更に上昇すると、大きな明るい金色の光に変わる。 
体は感じる。 
温かい。 

 
クライアントにとって、今後の人生を充実させる為に

必要な情報がある時空のイメージ 

 

明るい場所。 
ギリシャ神話の様な雰囲気の所。 
建物の中にいる。 
神殿の様な場所。 
花が沢山ある。 
花は白とピンクで、小さいけれど、いい香りがする。 
水が流れている。 
天使が沢山飛んでいる。 

天使以外には自分 1人だけ。 
裸足。 
白い布を纏っている。 
羽が生えている。 
自分を含めて皆天使。 
自分以外は皆小さい。 
ここは天国？ 
とても居心地がいい。 
歩き回ってみる。 
そこら中に水が流れている。 
土の所もあり、所どころに苔も生えている。 
水は、宮殿の様な建物の中に造られた大理石でできて

いる溝の中を流れている。 
人気がない。 
でも天使は一杯。 
心地良い。 
いい気分で、落ち着く。 

 
 天使と対話のイメージ 
 ここは、心の中。 

ここはこの人（クライアント）の心の中にあ

る場所。 
こういう美しい場所に心が住んでいる。 

 
【この場所から、次にどこに行けば良い？】 
もう“現世”に戻っていいよ。 
ここに休みに来ている。 
しばらく休んだら、戻らないといけないよ。 

 
しばらく休む。 
流れている水は冷たくて清い。 
飲んでみると、味はしないが、美しい。 
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（飲みながら、体に浸透し、体を癒していく水を実感

する。） 
とにかくここにいたら、とても気持ちがいい。 
石の上に腰掛ける。 
リラックス間を楽しむ。 

 
この場所でリラックスしながら、別の思い出すべき時

空へ・・・ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
明るい。 
森の中にいる。 
川が流れている。 
大きい石、岩がある。 
木が沢山生い茂っているから、光が遮られているが、

所どころに木漏れ陽が射し込んでいて綺麗で、心地良

い。 
自分は石の上に座っている。 
 裸足で、白い何かを羽織っている。 
 黒い髪の毛は長い。 
 男性。 

 20代で、健康。 
 肌は白い。 
 目は青い。 

今は 1人。 
ここにはいつも 1人で来る。 
“自分の場所”で、癒されるから、ほぼ毎日来る。 
ここで休憩している。 
非常に気持ちがいい。 
ここにはよく来ている。 
ここからちょっと離れた所に住処がある。 
この後、また住処に帰って、皆と会って、それから狩

りに行く。 
だいたい鹿を狩る。 
その前に、森の美しいエネルギーを感じながら、新鮮

な空気を取り込む。 
ずっとここにいたい気分。 

 
森を出て行く。 
少し行ったら、集落がある。 

テントみたいなのが建っている。 

全部で 20個ぐらいある。 
手造りで、三角形に見える。 

大きさは人が 2－3 人ぐらいは入れる感じで、それが
沢山あちこちにある。 
ここが自分の集落で、ここに自分の家族や血縁の人た

ちが沢山住んでいる。 
ずっとここに住んでいる。 
テントは木製。 
森から木を倒して来て、枝を集めて造っている。 
枝を組んで三角形の形に仕上げている。 
自分のテントは、少し離れた所にある。 

1人でここに住んでいる。 
自分はまだ独身。 
両親は別のテントにいる。 
中に入ると、真ん中に支柱の木が立っていて、周りは

木で覆われている。 
地面は土で、その上に武器がある。 
ナイフや盾、弓などが見える。 
狩りに使ったりする為の物。 
テントは居心地が良い造りになっている。 

この辺りには、自分たちの集落が 1つだけある。 
周りの人の格好を見ると、鎧を着ている人もいる。 
鎧は薄い鉄板みたいなのでできている。 

 
（時間を進めて・・・） 
会議をしている。 
自分の父親は、その集落のリーダー的存在。 
自分はその息子であるのもあって、同じ年代ではその

リーダー的存在になった。 
会議の内容は、どうも敵が攻めて来るから、それに備

えて何をするべきか・・・という事を話し合っている。 
若い者は若い者同士、年配者は年配者同士で話し合っ

てから、集まって皆で会議している。 
どうやって戦うか、と。 
今日の話は、若手の意見は「攻めて来られる前に攻め

よう」と。 
それに対して、親連中は「攻めて来るまでは待ってい

ないとダメだ」と言っている。 
若手と年配の間で言い争いの様になった。 
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「そんな事をして、村を潰す気か？」 
「そんな風に指を咥えて待っていても仕方ないだろ」 
「攻めて来ないかもしれないだろ？」 
「でも、今迄の状況を見ていたら、絶対に攻めて来る

に決まっているだろう」 
「危険を冒してまでこっちから行く事はないかもし

れないけど、みすみす村を潰されるかもしれないのに、

じっとしてられるか！	 よし、明日の朝、すぐに出発

するぞ！」という事で決まった。 
結局は年配の意見を無視して、若手だけで敵に攻め入

ろうと決めた。 
“敵”というのは、よその集落。 
戦いの理由は、そうしなければ、自分たちの村を潰さ

れてしまうから。 
潰された村の人たちは、奴隷として引っ張っていかれ

てしまう。 
結構厳しい。 
年配の人たちは、自分たちの決意を知っているけれど、

自分たちの意志が強いから、もう諦めてしまっている。 

 
翌日になって、早朝に皆が鎧を着て、馬に跨って出発

する。 
皆だいたい黒っぽい馬に乗っている。 
自分の馬は黒茶色。 

20人ぐらいの同年代で行く。 
行くべき方角は知っている。 
向こうもあちこちに来ているので、どの村なのかは知

っている。 
そこに狙い撃ちして。 
この村との戦いは初めて。 
この村の連中が、今迄に色んな集落を潰してきている。 

6個はある。 
潰されてきている集落の人々は、自分たちと同じ様に

普通の生活をしていて、例えば狩りをして獲って来た

獲物でまかなったりしてる。 
でも、“敵”の村の奴らは、村を潰して、住人を奴隷

として連れ去って行く。 
行先でピラミッドみたいな建造物を造らせている。 
道中、「やったるぞ！」という気分。 
怖気付いている仲間はいない。 

今、戦いが起こっている。 
自分たちよりは年上の奴らだけれど、ものすごく強い。 

人数は自分たちの 20人に比べて 50－60人はいる。 
彼らの村に辿り着く前に、自分たちの所に向かってい

た奴らとばったり出くわした状況。 
すぐに戦いが始まってしまった。 
馬に乗って、剣を振りかざして戦う。 
自分たちが戦っていると、集落の年配の人たちが駆け

付けてくれて、一緒に戦ってくれている。 

そのお陰で自分たちは 1人の死傷者も出す事なく、向
こうは退散して行った。 
向こうの何人かを殺めた。 
今回の戦いでの“敵”への打撃は確信していて、退散

して行く相手を追って行く必要もないと感じている。 
この後は村に帰って、飲んで騒ぐ。 
楽しい。 
ものすごい充実感がある。 
責めに行って良かったと思う。 
長時間、楽しく飲んで騒いでいる。 

 
ここはギリシャのどこか。 

紀元前、2000年以上は前の、だいぶ前の時代。 
 
この人生の重要な場面のイメージ 
結婚して、子供が生まれた。 
息子はかわいくて、ものすごく幸せ。 
自分の毎日を充実させてくれている。 

 
毎日、仲間と狩りに行っている。 
だいたい鹿。 
自分は狩の名人で、腕前はトップクラス。 

 
（時間が進んで・・・） 
息子が成長して、大きくなった。 

20代の若者になった。 
自分は年老いてきて、“守り”に入ってきている。 
昔自分が若かった時に「攻めるべきだ」と言っていた

様な事を、今度は息子が自分に言う様になった。 
逆に自分は息子の意見に反対したりしている。 
「その考え方はダメだろ」みたいに。 
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“守り”に入っている自分がいる反面、怖いもの無し

の息子がいる。 
昔の自分にそっくり。 
歯痒いと同時に頼もしく感じる。 
まあ、息子の経験不足というのもある訳で。 
自分は今まで沢山の経験をしてきたから。 

 
結局は、息子の言っている事が正しくて、息子が攻め

て行って危機を回避した。 
幾つもの小競り合いが繰り返されてきて、息子の攻め

の姿勢のお陰で自分たちの集落が生き残って、息子は

英雄の様になっている。 
その息子を認めてあげようと本心から感じている。 
息子の瞳の奥には、今生の長男の魂が映る。 
自分と息子は元々とても仲がいいが、自分に認められ

て、彼は非常に喜んでいる。 
この人生の 後の場面のイメージ 
自分は横になっている。 
息子とその嫁と、孫と、息子の友達たちに見守られて

いる。 

80代になっていて、老衰が原因で死を目前にしている。 
長い人生だった。 
振り返ると、この人生で印象深かった事は、沢山の戦

いを繰り返したが、勝利した時の喜び。 
孫もなついているし、家族の絆も深められて良かった。 
今、ここに自分の為に集まってくれている顔ぶれの中

に、今生での子供全員、孫たちの魂を感じる。 
嫁は感じない。 
とても充実したいい人生だった。 
別れの言葉を交わす。 
「自分を信じて頑張れ。とにかく自分を信じてやって

いったら大丈夫」と言った。 

 
後の息を吐き切って・・・ 

体を離れる。 
浮いている。 
自分の下の方に、死んだ自分を惜しんで泣いている家

族たちを見ている。 
それを見届けて、そのまま上の方に昇って行く。 
どんどん浮いて行って、今は宇宙にいる。 

（セッションの） 初に見た青い光を見ている。 
そこに入って行って・・・、 
宮殿の様な所に戻った。 

 
終えた人生を振り返って 
戦いばかりの人生だった。 
自分の信じた通りに行動したら、事が上手く運べた。 

チームワーク、仲間が 1番大事だと痛感した。 
一緒に団結して行動する仲間がいなかったら、ここま

で満足した結果を出してはこられなかった。 
年配の方々の存在とサポート。 

とにかく自分 1人では絶対に生きてはこられなかった。 
 
今生の自分へのアドバイスなど 
ぐちぐち悩むな。 
とにかく自分の直感を信じてやれ、動け、と言ってあ

げたい。 
自分はずっと直感に従って生きていた。 
【直感に従わなかったらどうなった？】 
殺される。 
村が潰れる。 
自分の直感に、周りの皆がそれを信じてついてきてく

れた。 
自分はリーダーだったので。 

 
【それ程、直感に従うか従わないかは、全体の死活問

題に関わっていた？】 
そう。 
厳しい問題だった。 
＜直感の先には、勝利がある＞。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
この人生をクライアントに見せた理由 
昔は自分の直感に従って、夢に向かって行動していた

のに、今は「あれやったら、こうなるんじゃないか」

みたいになっている。 
現実に家庭があって、孫もいる訳で、動きが鈍くなっ

ているのはあるけれど、今決断している事があって、
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決断しているにも拘らず、躊躇している自分がある。 
だから、自分のもっと本質に近いところを思い出させ

る為に、この時代の、迷い無く直感に従って生きた時

代があった事を見せた。 

 
【クライアントは、決意した方向に進んで行けばいい

のか？】 
もう、決意した方に進むしかない。 
躊躇している場合ではない。 
どちらかというと、ぬるま湯の方に・・・、というか、

ぬるま湯にどっぷり浸かって、なかなか抜け出せない

様な感じになっている。 
選択肢があったら、楽な方に、楽な方に・・・と行く

生き方をしている。 
要は、平和ボケしてしまっている。 
彼は、思い切った行動に出るのがいい。 
どちらかと言うと、気が小さいから。 
彼は、生まれた時の 初から気が小さい。 
弱虫で、意志も弱い。 
体がデカいだけで。 
それは、今迄の色々な人生を繰り返してくる中でそう

なってきてしまった。 
いつ頃からか、そういう自分を“強く見せよう”とい

う思いが湧いてきて、やんちゃをしてみたり。 
喧嘩１つするのも本心では嫌なくせに。 
それなのに、喧嘩ばっかりしてみたり。 
とにかく自分を大きく見せよう、大きく見せようとし

てきた。 
そういうところがある。 
只、自分が「これだ」と思って決めた事に対しては、

周りが「こいつ、何考えてんねん」と思う位の決断力

がある。 
その部分を生ぬるい湯に浸かってすっかり忘れてし

まっているから、見ていて歯痒かった。 
そこを何とか思い出させないと、と思った。 

 
【気が弱いのに、自分を大きく見せようとし始めた根

本原因は？】 
今の人生の中でもある。 
それを見せる事で、本人の自分への理解が進む。 

自分を大きく見せようとする根本原因になった場面

のイメージ	 （１） 

 
団地の中の一室。 

部屋の中に 10人ぐらいの子供がいる。 
自分は小学校 2年生。 
引っ越しして来て、上級生が転校して来たばかりで、

体が他の子よりも大きいという事で自分に目を付け

た。 
上級生が、「プロレスをしよう」と言ってきた。 
自分はそんな事をしたくないのに、「かかってこい」

と言われて、今、すごくイヤ～な気持ちになっている。 
プロレスなんかしたくないし、した事もない。 
結局、拒否して、しないでいると、「何や、お前～！」

と言われている。 
それを聞いて、「くそ」とも思わないで、とにかくイ

ヤ～な気分。 
そんなに蔑まれた事が今迄ずっとなかった。 
これが初めての経験。 
普通に断って、その後は、自分たちも同級生たちと他

の遊びを始めた。 
他の事をしていても、イヤ～な気持ちをずっと引き摺

ったままいる。 
歯痒い気持ちで一杯。 
上級生に、自分の本音を言った事はない。 

 
上級生に対して本音を言うイメージ 
やりたくない。 
自分はそんなに強くないんだ。 
やりたくないし、強い弱い関係なく、とにかくやりた

くない。 
それどころか、強い弱いってどういう事なのかも、自

分は何も分かっていないし。 
なんせ、友達とかにもバカにされた事なんてなかった

し、何でバカにされないとないとあかんねん。 

 
（それを聞いた相手の反応のイメージは） 
やっぱり「かかって来い」と。 
相手は“アホ”だから、自分が何を言っても、同じ事

ばかり言ってくる。 
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只、自分が小 6ぐらいになった頃には、立場は逆転し
ていく。 
眼中にないし、自分にもこの引っ越し先で友達もでき

ているし。 
でも、ずっとこの時のイヤ～な感情がいつも自分の中

に居続けた。 

 
イメージの転換・暗示 

（その相手に、小 6になった自分の姿を見せ付けるイ
メージ：	 相手は“びびって”いる。 
肉体的な事だけで、強い弱いは判断できないし、個人

の資質には関わらない。 
とにかく、相手の要求に左右されず、意志を貫き通せ

た自分を褒める。 
“アホ”な相手の衝動的な要求に、いつまでも囚われ

ている価値はない。 
イヤ～な気持ちは“アホ”な相手と共に団地の一室に

置き去って、そこを堂々と出て行き、清々しい気持ち

で団地を後にする。 
今後、賢明な決断と行動をした自分を誇りに生きる。） 

 
 
自分を大きく見せようとする根本原因になった場面

のイメージ	 （２） 

 
長い階段がある。 

アメリカ（父親の仕事の関係で、ニューヨークで 2－7
歳の 5年間を過ごした）。 
自分は幼稚園児。 
そこに友達といて遊んでいる。 
長い階段の途中にある、植え込みの様な場所で。 

階段の下からアメリカ人の子供が 5－6人上って来た。 
「お前ら何してるんだ」と言われた。 
友達は駆け上がって逃げて行った。 
自分はなぜだか駆け上がらずに、その連中に絡まれた。 
非常に恐怖を覚えている。 
相手は大きいから、余計に怖い。 
プラスチックのフォークやスプーンで土いじりをし

て遊んでいたのが、それを折られた。 
怖いまま、じーっとしていたら、上から母親と友達と

その母親が降りて来たのをを見て、奴らが逃げて行っ

た。 
自分はすごく恥ずかしい気分になった。 
母親たちは一部始終を知らないけれど、友達は知って

いる。 
友達は「オレみたいに何で逃げなかったん？」と言っ

ている。 
その時に、やっぱりイヤ～な気分を味わった。 
でも、自分が体験した事や感情を、誰にも説明しなか

った。 
情けな過ぎて、ちゃんと言葉にして説明できなかった。 

 
イメージの転換 
「絡まれて、よう逃げれなかった」と言ってみる。 
すると、皆が自分を慰めてくれている。 
慰められてホッとする。 
言って良かった・・・と思う。 
スプーンが折られた事は、もう忘れた。 
もう、どうでもいい。 
感覚的に、本能的に、どういう訳か足が竦んで動けな

かった。 
友達が逃げる姿が見えているのに、自分は動けなくな

った。 
とにかく、親に言えて良かった。 
言ってみたら、意外と取るに足らない出来事だった。 
その現場にこの時の感情を置いて立ち去る。） 

 
暗示 

 
 
どういう訳か、体が竦んで動けなくなる根本原因のイ

メージ	 （３） 

 
3歳の時。 
そこそこ大きいプールがある。 
家のマンションの近所にある。 
飛び込み台もある。 

4mぐらいからジャンプする事もできる。 
自分は水泳を習っていたので、普通に高い所からジャ

ンプして、５－６ｍまで潜れる様な楽しいプール。 



 

 7 

家族でそのプールで遊んで楽しんでいたら、プールの

外が騒がしい。 

海パン履いている 2人の男が、ナイフで刺し合いをし
ている。 
血だらけになって。 
そのうちプールの外に救急車が来ている。 
プールの柵越しに自分はそれを見ている。 
「久し振りにそれを思い出したけれど・・・」、今、

鮮明にその様子を見ている。 

刺し合っているのは、20－30 歳ぐらいの“外人”の
大人たち。 
恐怖心で一杯。 
自分は、喧嘩している 中から、警察が来て、救急車

で運ばれて行くまで、ずっと一部始終見ている。 
すごい騒ぎで、野次馬も一杯。 

自分の親は自分の近くにいなくて、1人で目撃した。 
この出来事は親は知らないと思う。 

3歳だったし、説明した事もない。 
あの 2人が何でそんな状況になってしまったのか、全
く分からない。 

 
 刺し合いをしていた人との対話のイメージ 
 只の喧嘩。 

  
 【只の喧嘩に、ナイフを出したのは？】 
 殺してやろうと思って。 
 そこまで頭にきたから。 

でも、自分は刺したら相手が死ぬから、“切

りつける”つもりでいた。 
だから、“切り合い”をしていた。 

 
【大勢の人が見ているが？】 
何とも思わない。 
自分の感情で頭が一杯だから。 

 
【小さい子供も見ているが、そんな喧嘩を見

た子供に、どんな影響があると思う？】 
トラウマになるぐらいの大きな記憶になっ

て残るのかな？ 

 

【沢山の人にトラウマを与えたとは？】 
思うし、今は、流石に後悔してるよ。 
その時は何しろ、頭に血が上っていて、周り

の事まで気が付いていないし。 

 
【その後どうなった？】 
かなりひどい怪我をした。 
些細な事からナイフを取り出した事によっ

て、自分の人生は悪い方へと傾いた。 

 
【3歳のクライアントへ伝える事は？】 
単純に、「すまんかったな」と。 
自分の様な大人にならない為には、・・・と

にかく、自分の家庭環境は相当悪かったから、

そこを大人がしっかりとしなければいけな

いと思う。 
子供には安心できる家庭環境が大事だと。 

 
おじさんが自分に誤ってくれてホッとした。 
彼らは無言で刺し合っていたから。 

 
【3歳の自分から見て、“あの様な”大人はどう？】 
絶対にイヤ。 
頭に血が上ってすぐに相手を攻撃する事は、絶対ダメ

な事。 
ああいう大人には絶対になったらダメだと思う。 

 
【3歳ながらにして、大事な事を学べた？】 
そう思う。 
恐怖しかだけなかったけど。 
だいぶ恐怖だった。 

 
インナーチャイルドの癒し 

（大人の自分が、1人で耐えた 3歳の自分の横に来て
話を聞いてあげるイメージ： 
とにかく足が竦んで、じーっと見ているしかなかった。 
親にも、余りにも怖過ぎて、言う事もできなかった。 
「かわいそうだったな」 
「普通だったらあり得ない様な状況なのに、よく頑張

って耐えたな」 
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（3 歳の自分がこの修羅場を乗り切ったお陰で、今の
自分が在る事を念頭に・・・） 
「今は怖いだけかもしれないけど、大丈夫だから。そ

んなに怖がらなくてもいいよ」 

それを聞いて、3歳の自分はホッとしている。 
「よく頑張ったね」と、ギューッと抱き締めてあげる。） 

 
【この経験から、どの様な肯定的な学びを得た？】 
頭に血が上っても、取っ組み合いの喧嘩をしない。 
けし掛けられても、相手に乗らない。 

 
ヒーリング	 /	 暗示 
 
 
関連してその他に思い出した出来事のイメージ 
アメリカでサマー・スクールに行っていた時の事。 

5歳ぐらい。 
野外活動的な感じで全員が集まって広い食堂で晩ご

飯を食べている時に、そこでの自分の担当の先生と、

よその担当の先生が、先生同士で喧嘩になった。 
よそ担当の先生が、どういう理由でか自分の先生をプ

ラスチックのフォークで刺し始めて、びっくりした。 
その時の自分の先生は、「子供たちのフォークがなく

なるじゃないか！」と言っている。 
自分の記憶では、そこ迄しか覚えていない。 
それもものすごく怖かった。 
何とも言えない気持ちだった。 
自分も皆も、只、じーっと見ているしかできなかった。 
自分の先生とは仲が良かったから、その先生がやられ

ているのに、何にもできない事に対して、イヤな気分

だった。 

 
【イヤな気分にならない為には、何ができた？】 
うーん、何もできないからね。 

 
セカンド・チャンスのイメージ 
【イヤな気分に一生囚われない為にする為に、何かの

行動を起こすとしたら？】 
先生に話し掛けてみる。 
「大丈夫？」と。 

すると先生は、「全然、大丈夫」って言ってくれた。 
「何も気にする事ないよ」って。 
そして、「じゃあ、ご飯を食べようか」と。 
良かった～。 
すごく安心する。 
話し掛けてみて良かった。 
ご飯、美味しい。 
（ご飯を食べながら、イヤな思いも一緒に完全に消化

してしまう） 
もう大丈夫、すっきりした。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
こういう事が原因だったと思い出せて良かった。 
思い出す事によって、手放せる。 

 
糖尿病について 

（診断されてから 12 年経過。5 年前から検査をして
いない） 
自業自得だね。 
量も考えないで好きな時飲んで、好きな時食べてして

いたから、そうなった。 
自分（ハイヤー・セルフ）が、そういう風に仕向けた。 
「このままでいたら、死んでしまうぞ」という、自分

からのメッセージ。 
このメッセージは、与えた時はちゃんと受け取らなか

ったけれど、もう少し時間が経って、受け取る様にな

った。 

 
【その後の変化について】 
もう、すごく変化している。 
お酒も控えた方がいいけれど、バカ飲みさえしなけれ

ば、まあ許容できる。 
トレーニングを始めたので。 

過去20数年間は、腹が減っこんだ事がなかったのに、
今は減っこんでいるし、言ってみたら、25年ぶりの快
挙なので。 
よく頑張ったと思う。 
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【糖尿病の影響のある体の部分は？】 
足が冷え出している。 
年々冷え性になっている。 
間違え無しに、血流が悪い。 
その他には、立ちが悪かったのが、トレーニングを始

めたら、覿面に改善されている。 
今のトレーニングを続けていくと、カロリー消費にな

るので大丈夫。 
他の症状はない。 
病院への通院を止めた時に比べたら、断然症状が良く

なっている。 

 
【糖尿病に繋がる根本原因は他にある？】 
やっぱり、全てに対する自分の罰。 
全てというのは、生活態度、嫁に対する態度、仕事に

対する態度。 
全てに対しての罰。 

 
【罰として糖尿病を与える事のメリットは？】 
意識の中で、食事や飲酒の量を減らすなど、＜自分の

“コントロール”＞を促す。 

 
【妻に対しての“コントロール”では、どこが問題だ

ったのか？】 

以前は、例えばおかずを 10 品以上作らなかったら機
嫌が悪いとか。 
従業員を家に連れて来て、帰ってから「鍋してくれ」

と言ったり。 
好きな事言って、好きなものを食べて、好き勝手にし

ているという生活をしていた。 

 
【それに対して妻は？】 
イヤだけど、しょうがない、という感じ。 

 
 妻との対話のイメージ 
 毎日が地獄だった。 
 根本的に私はデブとハゲは嫌いなのよね。 

それなのにうちの人はデブになってきたし、

生理的にイヤになってきた。 
毎晩の様に従業員を連れて帰って来るし。 

それでご飯食べたと思ったら、その従業員を

連れて外に飲みに行くし。 

 
【家計は大丈夫だった？】 
その頃はまだ大丈夫だったけど。 
でも、だいぶ使ってしまったね。 
もう、湯水の様にどばどば使ってしまったね。 

 
【それを見ていて、どう思っていた？】 
「このおっさん、いずれ罰当たるわ」と思っ

て見ていた。 
本当に罰が当たったと思う。 
でも、罰が当たって、ちょっとは改善してい

るかなとは思う。 

 
【子供との関係は？】 
この人は、子育てには一切参加しなかったで

すね。 
自分の好きな野球を子供とやっているぐら

いかな。 
あとは何もしていない。 

3 人の子供のおむつも替えた事がないと思う。 
 

【それに対して、夫に文句を言った事は？】 
一切ない。 
子育てに関しては、今更言っても仕方ないと

思う。 
終的に、長男は家を離れて自分の家庭を持

ったし、娘も今年 20 歳で就職して、2 人に
なるんだけれど、離婚をしたくなかったら、

もうちょっと改善してくれと言いたい。 
今迄ずっと耐えてきたからね。 
この結婚生活の為に、全てを犠牲にした。 

 
【この人と結婚していなかったらどうなっ

ていた？】 
結婚していなかったらしていなかったで、も

うちょっと悪い人生になっていたと思う。 
だから、結婚した事に関しては、それなりに

良かったと感じる。 
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元々結婚願望が強かったし、子供も 3人でき
て、しんどかったけど、それは良かった。 
まあ、その点ではこの人のお陰ではあるけど、

もう次はこの人とは結婚しないけどね。 

 
【夫が介入しなかった分、子供との絆は強

い？】 
強い。 
今でも仕事一緒にしている。 
昼間はずっと一緒にいるから、よく話をして

くる。 
仕事の話は息子の方からしてくる。 
父親に言えない話なんかは、よくしてくる。 
嬉しい。 

 
【夫に言っておきたい事は？】 
いつ楽させてくれるの？ 
好きな服買ったり、旅行行ったり・・・。 
・・・っていう約束で結婚したんだけどね。 
そんな事はまだないね。 
今はお願いしてもこの時期は無理だけどね。 

 
クライアント 
今の話を聞いて、その通りだな、と思う。 

 
【子育てに介入しなかったのは？】 
仕事が忙しいというか、まあ、協力というのをしなか

った。 
理由は、面倒臭いから。 
子供はいいんだけど、おむつを替えたり、夜泣きとか

は、面倒臭かった。 
家事とか。 

 
【自分が面倒臭いんだから、妻にも面倒臭い筈では？】 
その通りだと思う。 

嫁が 1人で全部しないといけなかったから、しんどか
ったやろうなと思う。 
感謝ですね。 

子供も上手く育ってくれたし、ぐれた子は 1人もいな
いのは、ちゃんと嫁が育ててくれたからだと思う。 

【糖尿病に関して、仕事面での“コントロール”の問

題点は？】 
従業員に任せっきり。 
朝はゆっくり起きて、モーニングを食べに行って、書

類なんかをちょちょろっとやって、後は同期の社長な

んかと飲みに行く事の繰り返しだった。 
飲んで食べてしながら家庭も仕事も任せっぱなしだ

った。 
常にお金の心配をしていた。 
従業員が辞めたら、経済的にしんどくなる・・・とも

考えていた。 

辞めた従業員は、10人以上いる。 
 
【辞められたくなかった従業員は？】 

2－3人はいる。 
その中の 1人は M君。 
 
 M君との対話のイメージ 

I さん（クライアントの名前）が怖かったら
辞めた。 
もう、機嫌悪い時は悪いし、どつかれる事も

あったし。 
でもその分、よくしてくれるのは分かってた

んやけども、とにかく怒られるんは、怖くて

イヤやった。 
僕も仕事ができへんかったから、よく怒られ

た。 

5－6 年は I さん所におってんけど、5－6 年
にしてはこれだけか、っていう。 
そういう感じで働いてたから怒られたんも

あるんやけど、やっぱり怖さの方が勝手しも

うて・・・。 
ある日、逃げた。 
山梨にお姉ちゃんがおったから、そこに逃げ

た。 

 
【逃げるという事は、覚悟して姿を消す様に

去ったという事？】 
そうそうそう。 
僕に辞めて欲しくないと思ってそうな事は、
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おる時からずっと分かってた。 
一緒に旅行に連れてってもろうたりしたし。 
とにかく、怒られるんは、仕事の時だけで、

仕事から離れたら、何にもないねんけど。 
とにかく、仕事に関しては怖かった。 

 
【なぜ、それほど怖かったと思う？】 
うーん、自分のせいもあるんやけど、どっち

かというと、まあ、その、はよ終わらせなあ

かんしね。 
はよ終わらす為には、やっぱり、はよ仕事が

できる様になっとかなあかんしね。 
手ー抜いてしもうたりしとったとこですか

ね。 
手ーは抜きました、はい。 
元々、自分の性格はええ加減なんでね。 

 
【その割に、なぜクライアントに好かれたと

思う？】 
うーん。 
あの、・・・一緒におって、楽しいからちゃ

うんかな？、結構アホも言うし。 

仕事離れたら、僕も I さんに気軽にアホー言
うとったし。 
仕事離れたら平気なんやけど、とにかく仕事

中は怖かった。 

 
【自分の経験から、従業員が I さんの会社で
長く働ける為のアドバイスは？】 
うーん。 
もっと楽しく仕事をして欲しい。 
そしたら、現場の雰囲気が変わる。 
逆に、若い衆がおどおどしてる部分があるか

ら、それがなくなると思うよ。 

Iさんは 初は現場に顔出しとったんですよ。 
初は全部、“頭で”やっとったんですよ。 

段々と I さんに変わる人間が加わっていった
ら、現場に出んでいい様になったんかな。 
それは、あかんかったと思うね。 
それで、僕はだいぶ手ー抜いたからね。 

自分はええ加減やし、若かったから、厳しい

のんは耐えれんかった。 

 
【そうなると、余計に仕事の効率も悪い？】 
そう、すごい悪いんよねー、これが。 
手ー抜いてやるもんやから、出来も悪いし、

その分やり直しもあったりとかで、経費も余

計出るし、だいぶ効率悪いな。 

 
丁度ね、（クライアントが）スーツ着て出歩く事が多

くなったんですよ。 
淀屋橋の界隈に営業行ったり、仕事をくれるもんだか

ら、接待したり。 
元受けの社長とか、現場担当の監督とかをね。 

20代そこらでね。 
そういう事が多くなって、その辺からおかしくなって

いった。 

 
【仕事をしていて 1番良かった事は？】 
ようけ飲みに連れてってもろうた事とか、旅

行に連れてってもろうた事とか。 
 それは楽しかったな。 

 
【もう少し楽しく仕事がしたかったと知って・・・】 
そうやな。 
プレッシャーでおどおどしながら仕事していたらダ

メなんやね。 

 
【怯えながら仕事していると、持っている能力を発揮

できず、制限してしまう？】 
そうやね。 
マイナスになってしまってるね。 
手も抜いてしまうかな。 

 
【今働いている従業員は？】 

息子 2人と、Kと T。 
Kは一緒に仕事して、21年になる。 
 
 Kとの対話のイメージ 
 【21年間働き続けられた理由は？】 
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 何かやってくれそうな気がする。 
つい 近も（クライアントと）喋ったんやけ

ど、久し振りに I さんの家行って、奥さんと
3 人で飲んどったんやけど、やっぱり、何か
自分にとっては居心地が良い。 
楽しかった。 

I さんはめちゃめちゃ怖いんですけど、久し
振りに楽しかった。 

 
【クライアントがそんなに怖い理由は？】 
もう、仕事に入ったら、とにかくスイッチが

目の前にしか見えてないんちゃうかな。 
右、左、前、後ろ、もう何も見えへん様にな

ってしまうと思う。 

自分は I さんのそういう所はよう分かってる。 
上手く合わせられる。 

僕も Iさんは怖いし、おどおどする。 
I さんがおったら、普通にできる事ができへ
ん様になってしまう。 

 
【クライアントにどう変わって欲しい？】 
今は・・・、変わってる。 
そやから、今は大丈夫。 

只、今問題なんは、もう１人の Tと一緒に現
場に行ってるんやけど、その Tが辞めたがっ
てる事。 

Iさんもその事を知ってる。 
その現場の雰囲気、悪過ぎるんですね。 
人間関係が。 
ある工場に毎日行ってて、そこの配管をやっ

てるんやけど、そこに屑みたいな人間性の奴

がおるから、人間関係キツイ。 

それに Tがかなり参ってしもうとる。 
Tと仕事するのは、元々、自分は嫌いやしね。 
結構マイナス思考の高い奴で、愚痴や不平不

満ばかり言っとるから、今いち好きになれな

い。 

けど、T を辞めさせたら、また I さんに怒ら
れるから、まあ、上手い具合に“よいしょ”

して、毎日何とか続けさせてるけど、正直、

自分はそれもしんどくなってきてる。 

 
【その上で、クライアントは何をしていけば

いいと思う？】 

I さんは、まあ結論を出したんやけど、とに
かく 2人じゃないと本来は仕事ができへんの
やけど、とにかく Tをそこから外して、別の
現場に行かす様に、今色々と考えていると思

う。 
その決断はいいと思う。 

自分も楽やし・・・、1人になるからね。 
マイナス思考の人が一緒におらんで、1 人の
方が、正直自分はいい。 
一応、その現場の職長になってるんで、融通

が利くから、1人でもまあ、大丈夫やから。 
今迄も 1人っていうのを２－３年経験しとる
からね。 
仕事自体もだいぶできる様になったしね。 

 
【クライアントの所で働いて、どんな事を

も学べたか？】 
とにかく仕事がすごいできる様になった。 
右も左も分からん時に、現場の職長として現

場にポンと放り込まれた時に、もう、荒療治

じゃないけど、仕事を覚えなあかん状態にな

ったからね。 

もう、200％の力を出さんと乗り切られへん
現場やったんで、結局その現場も赤字になっ

てしもうたんやけどね、それはすごい下地に

なっていると思う。 
それは、今となったら感謝してる。 

Iさんが成功するのを待ってます。 
その場面に、自分もいる。 

 
Tとの対話のイメージ 
【どんな不平不満がある？】 
うん、一杯ある。 
とにかく現場の雰囲気が悪くて、皆が皆、他

人の愚痴を言ってる。 
訳の分からん事で怒ったり、自分の作った製
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品を放られたり、「こんなもん製品ちゃうわ」

って怒られたりしとったんで、今は、そんな

んが積もり積もった様な感じです。 

 
【別の現場に変わったら、状況は変わると思

う？】 
全く変わると思う。 
【今の現場は悪過ぎだから？】 
そう言われたら、僕にも悪い所があると思う。 

Kさんは割と自分を気に掛けて、色々とやっ
てくれるんやけど、一応 Kさんは職長やから、
結構きつい事を言われた。 

Kさんの事も、自分は余りええ様には思うて
ないから・・・。 

Kさんは仕事しか見えてないから。 
自分はもっと楽しく仕事がしたい。 

 
【楽しく仕事ができる環境だったら、もっと

自分の実力が発揮できると思う？】 
すごい思います。 

 
【自分は本当は仕事に長けてると思う？】 
長けてはいない。 
いつもびくついて、結構不満抱えた今迄きた

から、実力がどれほどになっているのかも、

分からん状況やしね。 
多分、仕事ができるっていう実感を持つ機会

がないまま、今に至ってると思う。 
でも、僕は本来人を笑わすのが好きなんやね。 
元々いじめられっ子やから、いじめられん様

にするには、人を笑かすしかないと思って、

初めは無理に笑ったり、笑かしたりしとった。 

 
【それが今は自分らしさになっているとい

う事は、いじめの様な辛い経験も、その事に

気付く為に大切な経験だったと思う？】 
うん、そうやね。 

 
【今の仕事も続けていったら、好転すると思

う？】 

それはないと思う。 
いい様にはいかんと思う。 
もう、仕事だけの付き合いで、これが仕事抜

きやったら、こんな奴と絶対に知り合ってな

いと思う様な奴が多い。 

  
現場変わる事については、I さんには本当に
悪いと思ってる。 

僕 1人が入る事によって、色んなもんを掻き
回さなあかんからね、人間の配置とか、その

辺が大きく変わるからね。 
ちょっとまあ、悪いと思ってるけど、僕も限

界やったから・・・。 
気分転換みたいなのは必要な時期。 

 
【長く働ける為にクライアントに知ってい

て欲しい事は？】 
僕は、結構しんどい事は何でも我慢できるん

やけど、それに加えて現場の雰囲気まで悪い

となると、倍消耗して疲れるんでね。 
しんどい事はなんぼでもやれるんやけど、せ

めてその中にも幾らかの楽しさがあると全

然モチベーションが違ってくるから、嬉しい

し、もっと頑張れると思う。 

 
【上に立つクライアントがもっと楽天的で

明るかったら、会社全体に伝播して仕事がし

易いと思う？】 
それは絶対そうだと思う。 

今の I さんは怒ったりせえへんけど、やっぱ
り上から変わるのが 1番いいと思う。 
従業員同士じゃ難しい。 

Iさんの事は信用できる。 
 

【上に立つ者としての態度をもう少し考慮して改善

する事について・・・】 
そうやね。 
近はそれでも、だいぶ改善してきている筈。 

まあ、とにかく仕事が入ったら、それしか見えなくな

るからね。 



 

 14 

例えば、夏のくそ暑い時にチンタラされてたら、「何

をしとんじゃー！」って、普通に声がすぐに出てしま

う。 

 
今は大丈夫やけどね。 
ちょっと前に考え方を変えましてね。 

仕事以外でも何でもそうやけどね、“1 つ怒ったら、1
つ不幸が来る”って思う様にしている。 
だから、無理に怒らない様にしている。 
無理ではないか・・・、自然に勝手に怒ってしまうと

ころを、逆に無理して怒らない様にしている。 
無理して怒らん様に・・・（苦笑）。 
深呼吸して。 
いったん無視する。 

	  
【自分の観点から仕事が上手くいかなかった時の心

理状況は？】 
まずは、むかーってくる。 
「いつまで掛かってんねん！」と怒鳴る。 
自分は、不思議と仕事の能力はすごいから、それを完

璧にできるからね。 
同業者にも絶対に負けない自信がある。 
従業員の仕事に持て出しをしている。 
一緒に仕事をしている。 
何しろ、仕事に対しての金額が端から決まっている場

合とか、例えば 3日で 30万の仕事とか。 
3 日で 30 万だと 1 日 10 万、で、1 人 2 万としたら、
1日 5人までしか雇えない。 
それを、6人必要だと感じる時なんかは相当焦る。 
要はお金が掛かるから怒るんやけどね。 
まあ、とにかく「いつまで掛かってんねん」と怒鳴っ

たりしたら、仕事が終わってから「言い過ぎたな・・・」

と思うから、飲みに連れてったりする。 

 
【自分の中では“罪悪感による罪滅ぼし”をしてい

る？】 
“罪滅ぼし”・・・、うーん、そうそう、そうやね。（苦

笑） 

 
【飲むのにも罪悪感は伴っている？】 

あー、そういう風に言われたら、かなり伴っていたね。 

 
【そういう飲み方って、どう思う？】 
あんまりいい事ないなあ。 
まあ、飲んだら忘れるんだけどね。 

 
【従業員も自分と同じ様に忘れると思う？】 
いや、覚えているんだろうな。 
分かるわー、バレバレやー、ホンマやー。（苦笑） 

 
再び	 “むかー”	 の場面のイメージ 
（“むかー”とした瞬間に、「自分は何で“むかー”と

しているのか？」と冷静に考える） 
早くできないから。 

 
【仕事が難しいから？	 それとも従業員の能力不

足？】 
仕事が難しいからかもしれないね。 

 
【そんな難しいかもしれない仕事を任せているのは

自分では？】 
そうですね。 

 
【では、任せたからには、もっと信頼してあげられな

いのか？】 
それやね。 

 
【例えば、仕事が“早い”という時の“早い”は、ど

れぐらいの時間の事？】 
何分単位？ 

 
【例えば 5分遅いと思って“むかー”としたとすると、
“それで従業員を傷付ける－飲みに連れて行って自

分は忘れる－でも従業員は引き摺り続ける”というい

つものパターンになる。それが、たったの“5 分”の
為であったりすると？】 
そうやね、時間の感覚を変えた方がいいかもしれない

ね。 
「はよせー！」、「いつまで掛かっとんねん！」という

代わりに、今は一応、心掛けて「そんなはよせんでも
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ええよ」「ゆっくりでもええよ、そんなに慌てんでも

ええよ」って言っている。 
今は、そうしてる。 
でも、むかっとくる時はよくある。 
自分ができてしまうからね。 
皆が皆、自分の様にはできないんやぞ、と自分に言い

聞かす様にしている。 

 
【自分は“できる人”だから、“リーダー”をしてい

る様に、“できる従業員”は、いずれは自分が“リー

ダー”になれる道を選ばない？】 
そうやね。 

 
【催眠者は、“親方＝親”として、“人を成長させてい

く立場”かな、と勝手に想像するが、例えば、自分の

所で仕事の経験を積んだ従業員が、将来、“仕事ので

きる人間”になっていくその姿を今後見届ける時、ど

の様に思える？】 
実際、辞めて欲しくないのに辞められて、独立した従

業員もいたからね。 
遅かれ早かれ辞めて行ったかな、と思うしね。 

 
【それは、クライアントの下で実力を培って、そこで

の修行を終えたという事だと思う？】 
そうそう、そうだと思う。 
自分が気付かないだけで、知らない所で独立しても大

丈夫だと思ったんやね。 

 
【親方として、「いい仕事をしているのでは？」】 
うん、そうかな。 
うちでの仕事の体験を通して自信がついたんやった

ら、素直に喜んであげた方がいいね。 
喜んであげた方が、皆にとっていいね、それは・・・。 

 
【「従業員に辞められて残念」ではなく、「従業員の成

長が嬉しい」と素直に捉えられるようになる事で、自

分自身はどの様に変わっていける？】 
そうやね。 
自分は、今、変化が必要なんやね。 
その変化は、自分の考え方が根本から変わるところか

ら？ 

 
【その考え方は、どこから来る？】 
自分の中やね。 
潜在意識？ 

 
 
ランチ休憩を挟んで・・・ 

 
 
クライアントにとって、今後の人生を充実させる為に

必要な情報がある時空のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
明るい。 
砂漠しか見えない。 
手足は動く。 
カラフルなエジプトの様な服を着ている。 
半袖、短パン状態の。 
余りいい質の物ではない。 
帽子の様な、ターバンの様な巻いてある物を被ってい

る。 
肌は茶色い。 

16歳の少年。 
1人で旅をしている。 
今、コンドルを見ている。 

1羽だけ飛んでいる。 
「空が飛べていいなあ・・・」という羨ましい思いで

見上げている。 
家族も友達も全くいない。 

いつから 1人なのかな？ 
1人で生きているのかな？ 
ずっと旅しているみたい。 
何か目的がある。 
その目的を果たす為に旅を始めた。 

 
目的を持って旅を始めた場面のイメージ 
お父さんとお母さんと家の中にいる。 
お父さんが攫われた。 
コンドルに。 
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足で掴まれて、そのまま空を飛んで行ってしまった。 
それでお母さんに、父親を捜しに行くと話して、 初

は反対していたけれど「連れて帰って来て」と言われ

た。 
お父さんは絶対に生きているという、強い根拠があっ

て、探しに行こうと思っている。 

 
（旅を続ける・・・） 
旅の途中、怪獣みたいなのが出て来て襲われたり・・・。 
羽が生えていて、緑色っぽいドラゴンの様な？ 
逃げて助かって・・・。 
行く先々になぜかいつもコンドルが出てくる。 
どっちに行ったらいいのかなあ・・・という時に、な

ぜか出てくる。 

 
 コンドルと対話のイメージ 
 自分たちは誘導している。 

「正しい方向に進んでいる」とか、「そっち

ではない」と言ってあげたりしている。 
この人には、行くべき所があるから。 

 
今はラクダに乗って、ずっと砂漠を行ってる。 
もうそろそろ喉が渇いてきて、水分も尽きてきて、こ

のままではどうしたらいいのか・・・、とにかく水が

飲みたい。 
水場はまだ遠そう・・・。 
蜃気楼も見えてきている。 
もう倒れそう・・・。 

 
と思っていたら、向こうからラクダに乗った人が自分

を見付けて近付いて来た。 
助けてくれそう。 
意識朦朧の自分をラクダの背中に乗せて、自分のラク

ダを引いて、どこかに向かっている。 
辿り着いたのは、その人の隠れ家？ 
食料も水もあって、助かった。 
食べ物と水を貰って、元気を回復した。 
「どこに行くのか？」と訊かれて、コンドルの話など

をしている。 
その人は、その事情をなぜかすぐに理解している。 

自分の父親が攫われた理由も分かっていそう。 
今は訊いても、その理由を教えてくれない。 

 
 その人との対話のイメージ 
 自分の知っている事は・・・。 
 コンドルを操っている男の奴がいる。 

そいつは悪い存在で。 
悪魔みたいな感じの奴。 
この子のお父さんは、その悪魔の滅ぼす為の

何かを持っているみたいで、それをどこかに

隠しているらしい。 
それが何でどこにあるかは誰も知らない。そ

の悪魔は、洗脳したコンドルを使ってお父さ

んを誘拐して、悪魔の住処に今監禁している。 
でも、そのコンドルだけが操られているだけ

で、他のコンドルたちは、何とかこの子の道

標になってあげようと協力している。 
なぜかというと、お父さんを助けられて、悪

魔を退治できるのも、この子だけだから。 
自分はこの悪魔の居場所はだいたい目星を

付けている。 
自分も別の場所からここにこの悪魔を退治

しようと思って辿り着いたけど、途中で色ん

な人から情報を得てきたから。 
うちの家族も殺されたからね。 
復讐の機会を伺っていたら、この子が来た。 

 
【悪魔の正体は？】 
人間ではない。 
見た事はなくて、話しか聞いた事がないけど、

結構この悪魔の犠牲者は多い。 

自分の家族は 3年ほど前に殺された。 
うちの親も、その悪魔を滅ぼす為の活動をし

ていたら、目の上のたん瘤になってきて、や

られた。 

 
この場所は砂漠の中に、ちょっとした緑の生

えているオアシスがあって、そこの岩の後ろ

の所に小屋を建てて住んでいる。 
ここからは悪魔の場所は近い。 
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1日掛けて行ったら着く場所にある。 
自分も、コンドルに導かれてここまで来て、

詳しい場所を知っている。 

 
今は、ものすごく昔。 
何千年、何万年前？ 
一応、人間だからね、でもものすごく昔。 
場所はエジプトで間違えない。 

 
この後は 2人で乗り込みに行く事に決めた。 
もう決めた。 
覚悟はできている。 

2人だけど、もう、行くしかない。 
ナイフを持って行くし。 

 
悪魔退治の日のイメージ 
ここは、崖みたいな、岩みたいな所。 
ここを登り切らないと、辿り着けない。 

今、2人で登っているところ。 
結構大変だけど、何とか辿り着けそう。 
人伝てに聞いて、絶対ここで間違いないと確信してい

る。 
昔からずっと、この崖の上には“邪悪なもの”がいる

と噂されていた。 
悪魔が恐れている物を、自分が知らないうちに持って

いるらしい事が分かった。 
父親が、お守りとして自分に持たせてくれていた。 
実はそれを持っている。 
石。 
只の青い綺麗な石。 
それを首からぶら下げている。 
それを今もぶら下げている。 
で、その石をかざしただけで悪魔が亡びるらしい。 
悪魔はその石を目当てにお父さんを攫ったらしい。 
悪魔は自分を滅ぼす石を、何とかして壊してしまわな

いといけないと思っているらしい。 
で、自分はそれを知らないで、どうやら首からぶら下

げている。 

 
今だいぶ高い崖をまだ上っている 中。 

周りの景色は茶色い山というか、登っている様な岩し

かない感じ。 
そこら中に悪魔の手下みたいなのがいて、自分たちを

崖から落とそうとしてきている。 
悪魔の手下は、鳥で、鷹みたいな、黒い鳥が一杯いる。 

 
で、・・・落ちた。 
もうダメかーっと思っていると、コンドルが助けに来

た。 
それから、コンドルに乗って上に行って、自分は自分

の持っている石の使い方も何も分からないから、コン

ドルと一緒に戦っていたら、その石を悪魔に見られ

た！ 
悪魔は、・・・何て形容したらいいのか、まるで映画

に出てきそうな感じで、怪獣みたいで羽が生えてい

て・・・。 

うーん、相手はどうも悪魔 1人と、鳥かな。 
見られた石を悪魔が取ろうとしているけど、コンドル

がまた助けてくれている。 
で、その助けてくれた人が笛を持っていて、それを吹

き出したら、悪魔に操られていたコンドルも催眠が解

けたみたいになって・・・。 
結局は、そのコンドルが石の使い方を知っていて・・・、

どこかに嵌め込んで・・・、あ、悪魔が消えてなくな

った。 
悪魔が消えたと同時に岩が崩れ出した。 
そしたら、お父さんの監禁されていたところも崩れて、

お父さんが出て来れた。 

 
その後は、2羽のコンドルに乗って、3人で脱出した。 
コンドルは人が乗れるぐらい、かなりデカい。 

で、地上に降りて、また旅しながらお父さんと 2人で
家に戻って来れた。 

 
 消える前の悪魔との対話のイメージ 
 【そこで何をしていた？】 
 この世の中を暗闇にしようとしていた。 

暗闇になれば、悪魔が増えてくる。 
仲間が増えてくるから。 
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【元々どこから来た？】 
どこかから。 
人間の邪念が固まって自分を形作った。 

 
【それを自覚している？】 
している。 
人間の邪念でできているもんだから、もっと

この世の中を貶め様と、もっと暗黒にしてや

ろうと思って出て来た。 

 
【だとしたら、志半ばで屈した訳？】 
・・・、ふん。 
無念やな。 
まあ、姿は消えたけど、自分の存在がなくな

った訳ではないからな。 

 
【ではどこに存在している？】 
何か、どこかの世界に閉じ込められた。 
今もずっと閉じ込められて、そこから抜け出

せない。 

ここは 4次元の世界？ 
 
【では、なぜ 3次元化が可能だったのか？】 
人の邪念が沢山でできて、それが自分に都合

良く作用してプラスになった。 
だから、人を捕って来て殺すと、自分はパワ

ーアップする。 
人間の中に善と悪があって、殺すと善がなく

なって残った悪だけを自分が吸収する。 

 
【殺して残る“悪”とは？】 
ものすごい恐怖心、ものすごい不安、憎しみ、

命への執着とか。 
それを自分が吸収して力を得る。 
で、大勢を殺めた。 

 
【悪魔の中には“善”はないのか？】 
善はない。 
だから自分らしい。 
これは、地球上の話。 

自分みたいな存在はあちこちにいる。 
自分に従っていた鳥たちも、元々は人間の魂

を持っていたけど、“悪”の要素を一杯持っ

ていた人間が、あの鳥になっていた。 
捕って来た人間で“悪”の強い奴らは、殺さ

なで、手先の鳥にした。 
そいつらも、今一緒にここに閉じ込められて

いる。 

 
【閉じ込められていてどんな気持ち？】 
自分に今のところはまだ、明るい未来はない

な。 
恨みが増えているだけ。 
自分がもし出て行けるんだったら、また地上

を滅ぼす。 

 
【その繰り返しをしていて意味はあるの

か？】 
自分はこのやり方しか知らないからな。 
これしか自分らしくいる方法がない。 

 
【他の方法で自分を生かせないのか？】 
ない。 
あるとしたら、悪魔としての存在価値がない

からな。 
元々、邪悪な想念が固まってできたもんだか

ら。 
人を殺して強力な“悪”を自分に取り込むの

が生きがいだからな。 
【元々、自分の意志で“悪魔”と呼ばれる存

在になる事を決めた？】 
自分の意志ではない。 
勝手にできた。 
宇宙のバランスの為に“悪”もいるという事

は聞いている。 
自分は閉じ込められているが、自分の存在自

体はなくなりはしない。 
このまま閉じ込められているのは嫌で、外に

出たい。 
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【「多分誰も許してくれないと思う」】 
そうだろうな。 

 
【自分の存在価値って？】 
邪悪なところ。 
恐怖のある存在でいる事。 
幸せを断じて好まないところ。 

 
（少年として）自分のした事を、今は自覚している。 
いい事をして良かったと思う。 
自分がこれを成し遂げていなかったら、世の中が滅ん

でいたと思う。 
お父さんが石を持っていたのは良かった。 
お父さんが持っていたのは、だいぶ前にも同じ様な事

があって、「何かあったら、これを使え」と言われて

いたらしい。 
で、自分がそれをぶら下げていた。 
役に立てて良かった。 

 
その後の人生は、普通にひっそりと暮らした。 
もう、同じ様な事はそれ以降起こっていない。 
特に変わった事もなく平穏に、砂漠で一生を送った。 

 
人生の 後のイメージ、及び振り返り 
姿かたちはそのままで、生きているのに死を迎えてい

る様な感じ。 

70歳ぐらいで。 
でも、姿かたちはそのまま。 
今死んで、宙に浮いて、光に吸い込まれて行ってる。 
後に残した亡骸とかがなくて、体ごと光に吸い込まれ

ている。 
そのまま上昇して、光の中に・・・。 
すごく輝いている。 
その光自体が、迎えてくれた感じ。 
只、光り輝いている中に包まれて、やり尽くした、ほ

っとした感じでいる。 
いい人生だった。 
悪魔も倒したし、両親とも仲良く過ごせたし、色んな

冒険もできたし。 

両親が亡くなってからも、沢山の 1人旅を重ねて、色々

な経験や知識を得たし、また元の家に戻ってから 期

を迎えられもした。 
両親が光の中で出迎えてくれた。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
今のイメージはなぜ見せた？ 
父親が攫われた時に、“助けに行くという決断ができ

るかどうか”という設定のある人生。 
結局は助けに行って、正解というか、 善の選択をし

たと。 
前もって、絶対に勝つ事のできる“石”という武器を

与えていた。 
それなのに行かない選択をしたら、只の泣き寝入り、

で後悔の募る惨めな人生となった。 

 
【自分の設定した課題をクリアーした例として見せ

た？】 
その通り。 

 
【つまり、今生のクライアントの人生は泣き寝入りの

状態が続いていたという事？】 
そういう事。 

 
【今生は、“石”の様な物を与えている？】 
与えている。 
それは、この人の“潜在意識”。 
多くの人生を体験して培ったその体験と知識。 
・・・というか、潜在意識自体が、“石”と同じ。 

 
【これがあるという事は、今の人生の課題はクリアー

できる範疇という事？】 
そういう事。 

 
【このセッションを受ける事によって、より潜在意識

の情報にアクセスできるから、人生の課題をこなして

いき易くなった？】 
その通り。 
そう、今からは、潜在意識を意識する事によって、も
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っと積極的に人生の課題をこなせていける。 
そうなる。 

 
暗示 

 
 
生まれ育った家庭環境について 
（両親とも高学歴、「勉強しろ」とひたすら言われ続

け、高圧的に育てられた記憶。2－7歳の NY暮らしの
後、戻った日本では引っ越しが多く、なかなか環境に

なじめず、中 2で父に文句を言った事を期に“弾けて”
ヤンキーになる。その後、父と同じ全寮制の高校に入

れられるも、ひと夏のイギリス留学から戻ると高校を

高 2で退学させられ、予備校通いしながらアルバイト
生活に入り、１人暮らし、２０歳の時に１６歳の妻と

知り合い結婚に至る・・・） 

 
この家庭は、自分の設定内。 

 
（誕生の時のシーンを思い出して）今、生まれた。 
赤ちゃんになって。 
只、何も感じていない、無心。 
周りにはお父さんとお母さんがいて、すごく喜んでい

る。 

 
 両親との対話のイメージ 
 【この子の人生に何を与えてあげたい？】 

勉強して、いい大学に入って、いい会社に入

って欲しい。 
 ２人共同感。 

 
【息子が生まれた時に、本当にそれを１番願

った？】 
 はい。 

 
【この後のこの子の人生では、そういう風に

はなっていかないと知ったら？】 
え、そんな事になるなんて知りませんでした。 

 
【もしもそうでないとしても、息子として誇

りに思って育てていける？】 
・・・。 
誇りには思うと思う。 

 
父との対話のイメージ 
【どうやって息子と接してきた？】 
ちょっと厳し過ぎたところはあるな。 
例えば、勉強しないで寝てたら、叩き起こし

たり、そこまでやったからなー。 

 
【そのやり方で、勉強に励んだと思う？】 
いや、全く正反対の事をしとったな。 
逆に勉強を大っ嫌いにさせてしもうて、悪循

環やった。 

 
【自分もそういう育てられ方をした？】 
そうやな、厳しい親でした。 
自分はまあ何とかやらないとダメだった。 
辛かったけど期待の方が大きかったから。 
うちは５人兄妹で、女４人の男１人だったか

ら・・・、それなりに自分の意志も強かった。 
だから、まあ自分が育てられた様には育てた

な。 

 
【そのやり方しか知らなかった？】 
本当にそうやな。 
あと、そういう時代やったからね。 

 
【息子の時代は、また違った？】 
そうやね。 
途中で息子はヤンキーになってしまって、あ

の時は相当悩みました。 
息子とそういう話をした事は１回もないで

すね。 
気が付いたら、いつの間にか自分とは全く喋

ってくれない様になってしまってたし。 

 
【今振り返って、どうすれば良かったと思

う？】 
もっと伸び伸びと育ててあげたら良かった
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なあ・・・と。 
 息子には、悪かったなあと思う。 

 
【イギリス留学はとても楽しかったらしい

が】 
そうやね。 
本人から、イギリスに居続けたいみたいな話

はあったけど、頭ごなしに「何をアホな事を

言うてるねん」と怒った。 
海外で生活したいとは言ってたな。 
でも、そんなん、現実離れした話とか思えな

かった。 
本人にとっては、そうじゃなかったと思うけ

ど、その時は理解してやれなかった。 
本人の言う事を聞いておいてやったら良か

ったと思う事も、今振り返ればあるね。 
 あの時は、息子の目が真剣やったからね。 

   
 【ところで、糖尿病で目が悪い？】 
 そう、もうほぼ見えないね。 

  
 父のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

現実をしっかり見ないで、怒り過ぎてきたか

ら。 
 何に対しても、怒りんぼだった。 

自分の狭い考えが全て正しいと思って、頑固

にそれを通す性格。 
人の気持ちなどを無視して、勝手に怒り過ぎ

ていて、罰が当たった。 

 
【頑固に、自分のエゴに執着し過ぎたという

事？】 
そう。 
全然悪い人ではないけど、要はそういう事で、

とにかく怒り過ぎた。 

 
【怒りと上手に付き合って、もっと周りや、

周りの人の事も見ろというサインとして与

えた？】 
そう。 

怒りに埋もれて、周りが全然見えないから。 
とにかく部下にも怒っていたし、母親にも怒

っていたし、妻にも子供にも怒っていた。 

 
【父のハイヤー・セルフとして、息子である

クライアントは、その環境下にあって、上手

く育ったと思う？】 
思う。 
父親がそうであった様に、息子も同じ糖尿病

になって、もしも途中で改心しないで同じ様

に怒り続けていたら、間違いなく息子も目が

見えなくなっている筈。 
只、彼は気付いたから良かった。 

 
【父親と息子が、同じ様に怒りっぽく、同じ

糖尿病になったのには、意味がある？】 
そう。 
父親の失敗から学ぶ為。 
“反面教師”として。 

 
【彼が意識改革をしたのは、父親の影響もあ

っての事？】 
それもだいぶ大きい。 
これも設定の１つとしてあった事。 

 
父親のヒーリング 

 
 
 母親との対話のイメージ 
 私もだいぶ厳しく育ててしまった。 
 かわいそうだったとは思っている。 

でも私も男４人の女１人の姉弟関係で育っ

たから、男しか見てないからね。 
息子には、夫も私も厳しかったから、余計に

おかしくなったんだと思う。 

 
【家庭内に、息子の安住の場所はあった？】 
全然なかったと思う。 
悪い事したなあ・・・と。 
まあ、私も、そういう風に育って、他の育て
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方があるとは・・・ね。 
もっと楽にさせてあげたら良かったなと思 
う。 

 
【もしも彼が“楽”に生きれていたら、どう

なっていたと思う？】 
もうちょっとポジティブになっていた。 
今は、マイナス面ばっかりを背負っているか

ら。 
だから、気楽に生きさせてあげれたら、頭も

軽くなって、ポジティブに生きれたのにな

あ・・・と。 

 
誕生シーンに戻って・・・ 

【今、腕の中にいる赤ちゃんに、楽な生き方

もさせてあげられるけれど、敢えてマイナス

面が多い人生を歩ませる決断をするとして、

その選択をする事によって、この子に１番何

を“贈る”事ができる？】 
大変な経験があったからこそ、人生の中盤に

それを全部生かして、より一層強くなれるよ、

と。 

 
【自分で経験していない事は、分からないか

ら？】 
そう。 

 
【では、＜その貴重で大切な経験を、今から

この大切な息子に与えていく＞という事？】 
その通りです。 

 
ヒーリング	 /	 暗示 
（理解、享受、許し、愛の確認など。それを支えに、

今後、自信を持って今後生きていく。） 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
現在の家族５人が１つの家庭を共有する意味 
嫁とは、数々の離婚の危機も乗り越えてきて、自分の

態度や、嫁の不平不満もありながら夫婦の形を見詰め

る経験をする為。 

息子２人とは、本人が１番したくないパターンである

にも拘らず、息子を自分の仕事に引き入れて同じ仕事

をする羽目になる体験。 
それというのは、自分がどれだけ大変な思いをしてい

るのか自分が１番知っているのに、その息子たちを自

分からその仕事に導いて、先輩として示していく体験

の為。 
・・・という事で、多分これからは、程度の差はあれ、

本人と似た様な経験を息子たちもしていく。 
商売するという事は、いい時もあれば悪い時もあるし、

その経験を乗り越えて、踏まえて、彼らも強くなって

いくだろうと。 
父親である本人は、今この段階になって、また一歩飛

躍しようという決断、この時期、この５０歳になって

決断するというのは、なかなか難しいけど、もう決断

している。 
そして、＜今から新たな発展があって、皆が一緒にハ

ッピーエンドになる＞。 

 
 長男との対話のイメージ 

親父と一緒に仕事はやりにくいけど、正直親

父が仕事ができるもんやから、こっちも３－

４年やってるから、素直になれない自分がい

るのは感じてる。 
でも、内心、親父とはもうちょっと仲良くな

れるんじゃないかな・・・と感じている。 

 
【父親に変わって貰ったら関係が改善する

と思う点は？】 
心配性なところ。 
任せてくれへん。 
親父だって、失敗して、失敗して、失敗して、

ここまで来たと思うねん。 
で、やっぱり俺らも失敗しな覚えられん様な

事もあると思うねん。 
逆にそこは、失敗覚悟で任せて欲しい。 

 
【失敗はデータと経験値になるから？】 
絶対そうだと思う。 
失敗を恐れているからね。 
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まあ、経済的な心配は分かるけど。 
でも、親父の本質は知ってるし、親父の方も、

俺が何を考えているかぐらいは、心の中で分

かってると思うし。 
だから、暗黙の了解みたいな感じで今迄もや

って来てはいるんやけどね。 
とにかく信じて任せて欲しいね。 

 
【父親として、そうできると思う？】 
はい、できると思う。 
もっと、信じて任せてみようと思う。 

 
 
 次男との対話のイメージ 

やっぱりイヤなところもあるし・・・。 
自分は、親と生活も一緒にしてるし、仕事も

一緒やから、２４時間一緒という事やから、

あんまりいい気分じゃない時もある。 
仕事で怒られたりもするから。 
で、家帰ってまた顔合わせなあかん時は、そ

りゃあイヤやけど、まあ、自分は親父の事は

結構分かってるから、そこは何とかなる。 
親父は、頼れる・・・というか、頼るしかな

いね。 
仕事は今で３年目で、まだまだ学んでいる

中やけど、しいて言えば、もっと給料は上げ

て欲しいかな。 
まあ、まだ仕事ができないから、まだそうい

うレベルまで行ってないから、不平は言うべ

きじゃないし、言うつもりもないかな。 

 
 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
12－13年前の借金について 
これは、この人が調子乗ってたから。 
ガツンとやるしか、本人が自分の生活の軌道修正を本

気で考えないから。 
これは、借金の額も大きかったから、ものすごいパン

チがよく効いたと思うよ。 

自分（ハイヤー・セルフ）が仕組んだ事。 
それが功を奏した。 
本人の人生設定ではなかったよ。 

 
【借金の経験によって、1番変わった事は？】 
人に対する態度。 
あとは、生活習慣。 
お金の価値観も。 
自分の目論見通りになってきている。 
お金は、マイナスになって初めて、本当の価値に気付

けたからね。 

 
【問診票には、“経済的な発展を目標に、日々奮闘し

てます”と書いてあるが、それが今後成就できる様に

する為に、ハイヤー・セルフとして、これだけは伝え

ておきたい事とは？】 
＜自分の為にお金を使うという事はほどほどにして、

周りに喜んで貰える様な使い方をしていく様にしな

さい＞、と。 
この人は、その事をちゃんと理解できると思う。 

 
それから、“終点”はもう、決まっているんだから、

いい加減、今迄の道のりと、その上で目の前に伸びて

いる道を信じて行くしかない、という事を言っておき

たい。 
今進んでいる方向は、自分から見て、いいと思う。 

 
【例えば、生まれる前の設定を 100として、今現在の
時点で何点を付けられる？】 

今は 70かな。 
あとの 30点は、＜今やっている事の継続＞と、＜お
金に対する執着を外す＞事。 
そうしたら、もっと回って来る。 

 
【このセッションで、だいぶ可能性が見えた？】 
そう。 
もうできそうですね。 

 
暗示 
（お金への“執着”を“愛着”に変え、感謝を持って
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人の役に立つ様に使っていく事に、喜びを感じる） 

 
 
ヘルニアについて 
丁度この人が荒れていた時期だからね。 
まあ、罰として与えた。 
「もう、いい加減気付け！」という意味で。 

 
【椎間板ヘルニアという形にしたのは？】 
“歩かれない苦しさ、辛さ”は、言ってみたら、尋常

な事じゃないからね、それだけの事を、この人はやっ

てきたから、妥当だと。 
でも、与えた時は、全然気付かないね。 
今、やっとここで気付いたけどね。 
ずっと気付けてないからね、だから、せっかく罰とし

て与えたのに、なかなか分かってくれないから困った

けれど、でも、与えた事は失敗ではなかったと思う。 
時間には関係なく、いずれは気付くという事が大事。 

 
【今の症状は？】 
今は大丈夫。 
兆候もない。 

 
ヒーリング 

 
 
鼻炎、花粉症（5－6年前から）について 
これも罰。 

 
【なぜ、顔のど真ん中に症状を作った？】 
誰から見ても明らかなんで、「もう、いい加減にしろ！」

的に。 
まあ、全体的に、「いい加減にしとけ！」的なサイン

は与えているんですわ。 
人一倍与えている筈。 
そこまでしないと、ダメなのは、この人は＜極限にな

らないと気が付かない人＞だから。 
気付かないでいると、ヘルニアだったら手術しても治

らなくなるし、鼻炎だったら、手術しないとダメな様

になるね。 

自分が出しているサインも、本人が絶対に気付く様に、

普通以上のパンチの効いてるものにしないとダメ。 
まあ、気付かない方がおかしいと思うけど、だけど、

何しろしつこく無視するから、ちょくちょくパンチの

あるのを与えているんですわ。 

 
この人は、自分でどんどん“悩まないとダメな事”を

作り続けているね。 
癖、というか、何というか。 
なんせ、悩みが多いね。 

悩みの数を増やしているのに、また 1個悩みを増やし
てそれを解決しようと悩む・・・の繰り返し。 
それを、この人は、自分にとって必要な事だと感じて

いる。 

 
【例えば、同じ事が起こっても、悩む人と、素通りし

て悩みさえ抱かない人がいるけれど？】 
この人は、気付く為に、とりあえず悩みたい。 
ぐちぐちと悩みたい時もあるし、悩む必要のないとこ

ろでずっと悩んでいる事もある。 
で、自分がしているのは、“悩む必要のない時に悩ん

でいる時”や、“もっとしっかりと意識して状況を変

える為に悩め”という様な時に、気付く様に仕向けて

いる。 
悩んでも仕方ない事ってある、それを解決する為には、

もっと自分のサインに気付くのが必要。 

 
【罰として与える “体調などの悪化”を抜きに、こ
れからはサインを与える事は可能？】 
その為には、まずは、絶対に“自己中”を直す。 
近は瞑想もしているから、もっと直感として自分の

メッセージに耳を傾けて欲しい。 
普通にサインとしてメッセージを出しているし、この

人はそのサインにも気付いている筈。 
気付きながら、まだ「大丈夫かな」とか疑って、スル

ーしてみたり。 
あと、本人も気付けているのが分かって大丈夫やなと

思ってるみたいだけど、なかなか信じ切れずに行動を

変えないでいたり、見ていて歯痒い。 
「その為に、日々瞑想しているんじゃないのか！」と
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言いたいね。 
まあ瞑想を続けて、自己暗示したりしているから、こ

の人にとっては、今が丁度いい感じの時期ではある。 
とにかくこのまま続けて欲しいね。 
＜疑わずに、直感を信じられれば、それは私からのメ

ッセージだから、もっと人生が好転する＞よ。 

 
暗示 

 
 
ヒプノセラピストの仕事は、向いている？ 
向いていると思う。 
それに、今日はいい勉強ができたと思うよ。 
両立しながらできる事をしていけばいい。 

 
 
ボディ・スキャン 

- 頭の中が曇っている。 
雑念が多い。 
自分でどんどん作り出している。 
余りいい影響ではないが、これは本人の訓練。 
本当は雑念を消したいけど、どこまで成し遂

げられるかを試している 中。 
それがいずれできる様になる日が来れば、自

然と曇りがなくなる。	  
自分自身を信じ切れた時に。 

- それ以外は大丈夫。 
 
 
オーラ・チェック 

- セッションを始める前は、全体的にくすんで小さ

かった。 

- 今は、金色に輝いている。 
 
チャクラの調整 

 
 
このセッションは、もうこれで十分。 

 
 

セッション後のクライアントの感想など 

 
ありがとうございます� 

今日は貴重な体験をさせて頂きました。 

（中略） 

間違いなく人生の分岐点になります。 

忙しいのに	 ありがとうございました‼ 


