
 

 1 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
2012 / 11 
2nd 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： 
 
前回のセッションで体験した絵画の中の世界のイメ

ージ 
色鮮やかな球の中の世界が、少しずつ角を作り始める。 
角と言っても３次元ではなく、４次元世界の中を蠢い

て、徐々に直線的な線を持ち込み始める。 
４次元空間に現れた、正方形、と言っても実際に正方

形の様に３次元ではなくて、空間内に正方形的なヴィ

ジョンが現れて、それに縞模様が加わっていく感じ。 
何とも不思議なイメージ。 
それが最終的に、スペクトラムに変わる。 
それが、１つ以上に変化して、複数ある様に見えてい

る。 
構造を持たせようと思った瞬間、７色をした空間の中

に、白黒の格子が現れた。 
格子は縦横に７個ずつで、49個の正方形の格子模様に
なっている。 
それを呆然と眺めながら、「この色の配置で、一体幾

つのバリエーションができるだろう？」と漠然ながら、

驚嘆の気持ちで考えている。 
でも、実際見ているのは、１つのシンプルな視覚表現

のバージョン。 
もっと沢山の効果を得るのに、それ程の要素は必要な

いな・・・と思っている。 
突然、寿司の事が頭に浮かんだ。 
寿司は基本的にはシンプルなのに、ものすごく美味し

い。 
でも、それは素材を十分に生かしきれるシェフの力量

次第だな・・・と思う。 
その力量とは・・・と思った瞬間、＜謙虚さ

（humbleness）＞と＜ヴィション＞という言葉が浮
かぶ。 
同時に、宇宙はとてつもなく複雑で想像もつかないも

ので、外からの視点ではものすごい事が起こり続けて

いる様に感じるけれど、その本質は、同様にとてつも

なくシンプルなのだ・・・と思っている。 
 
と思っていたら、自分はものすごく 2次元的な存在だ
と感じる。 
自分の周りも 2次元の世界。 
線だけで構成されている？ 
2 次元的な線の表現の世界が、複雑に絡まり合って、
今いる４次元的な表現を作り上げている感覚を楽し

んでいる。 
イメージはどんどん移り変わっている。 
余りに早過ぎて、いちいち説明できない。 
何となく、自分はブラックホールにいる様に感じてい

る。 
その中をすごい勢いで進んでいく。 
すごい勢いだと思うのに、同時に全然進んでいない感

じもする。 
余りにも早過ぎて、まるで静止している様。 
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急に小さな光が見えて・・・、 
あっという間に目の前に巨大になって現れて・・・、 
影を感じ始める。 
影が現れる。 
今迄、影の事を忘れていた。 
 
冬？ 
木々。 
バーモント。 
OK、突然、冬のバーモントにいるらしい。 
写真を撮っている。 
雪が降って、幻想的な景色が広がっている。 
近くで、友人の子供がそり遊びをしている。 
雪がどんどん降っている。 
そこに集っている人々や自然の写真を撮っている。 
自分の切り取った一瞬一瞬を写真という形にして、自

分の 49個の格子模様を埋めていく。 
 
その中に、巨大な木の写真がある。 
前回の催眠セッションで写したものだ。 
その木が、写真の中で、変化している。 
できるだけ注意深く慎重に、その木は削られていって

いる。 
彫刻の様な？ 
ものすごく入り組んだ形をしている。 
赤いオークの木。 
硬い。 
とても温かい質感。 
木の皮はなくて、表面が剥がされた木。 
まるで、美の象徴の様な。 
でも、なぜだかそこに、幸福や悲哀を感じない。 
とてもニュートラルな感じ。 
木の 30％は、灰色に見えている。 
とてもニュートラルな主張をしている。 
全体的に霧がかかった様になってきて・・・、それは

まるで、審判（judging）から遠のいている様な感じ
を受ける。 
 
その横に立っている、別の木に気付く。 
これも、巨大なオーク。 

木の端々から、大きな枝が沢山垂れている。 
その下に、沢山の小さな明かりが灯っている。 
街並？ 
自分の視覚が、今はもっと３次元的になってきている。 
街の灯火を見ていたら、平和を感じる。 
 
ヴァージン・アイランドにいる自分がいる。 
ビーチに立っているヤシの木陰に座っている。 
１人。 
海に潜ろうかどうかと考えている。 
海に泳いでいる魚の事をイメージする。 
どういう訳か、魚を想像すると、純粋な光に同化する

と感じる。 
海には潜らず、自分が滞在しているらしいホテルの一

室で、シャワーを浴びる事にした。 
そのシャワー室は、小さくて、うすぐらい。 
小さな窓が１つだけある。 
シャワーでなくて、湯船に浸かろうと思い、湯船に湯

を張る。 
湯船に浸かって、深いリラックス感を楽しむ。 
そうしていると、肉体と精神のリミテーションが外れ

る気がする。 
 
自分がうんと若くなっていくのを感じる。 
そして、どこかの洞窟の中にいる。 
１人。 
地面は砂地。 
まだ光が微かに射し込んでいる。 
光を頼って、いつでも外に出て行ける安心感がある。 
ここは、どこかの山。 
その山の端の所付近。 
そう思っていると、急に体が、浴槽の溝に吸い込まれ

ていく様な感覚がする。 
湯船の底に引っ張り込まれた。 
何かがそこにある。 
パイプ？ 
何か、そこにあるべきでないものを感じる。 
必死で歩き去ると、パイプはなくなっている。 
池？ 
何となく、飛び込んだ方がいい様に思う。 
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飛び込んでみる。 
池の底に向かって泳ぐ。 
底は以外と遠い。 
そこで、あるべき何かを探す。 
あった。 
池の底に、丸い扉がある。 
余り迷わず、ノブに手を掛ける。 
開けて、入ってみる。 
 
 
ドアの向こう側の場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
視界の全てが色褪せている。 
古い街並。 
ヨーロッパ？ 
ヨーロッパというよりも、中東のどこか。 
中東っぽくて、そうでもない感じ。 
自分の体を感じる。 
とても素晴らしい生地の衣装を着ている。 
30歳くらい。 
市場の中を歩いている。 
細工されたオブジェや食べ物の店を覗きながら通り

過ぎている。 
自分は、多分、とても権力のある人物。 
自分を見た人々が、自分を尊敬の眼差しで見てくるし、

とても丁寧な態度で接してくる。 
健康。 
西暦 700年ぐらい。 
 
建物の昇り階段の所に来た。 
ピラミッドの様な形の・・・、山？ 
建物の頂上に薄暗い部屋があって、街が一望できる。 
寺院？ 
加工されていない素材でできた、飾り付けられた部屋

の中。 
モーリタニア人（Mauritanian）という言葉が浮かん
だ。 
だから、中東っぽいと感じたらしい。 
イスラムの土地柄。 

建造物の中は、強い光と影が混在している。 
 
自分の顔が見える。 
大きく伸びたヒゲをたくわえている。 
名前は、ムハンマド（Muhammad）。 
サロンの様な場所にいる。 
大きな庭がある。 
出入りが厳しく制限された、選ばれた多重要人物しか

入れない場所。 
せり出した縁側に立って、庭を眺めている。 
天気が良く、気持ちいい。 
 
この人生での重要な場面のイメージ 
20歳を過ぎた年齢。 
結婚式？ 
何かの儀式。 
結婚式だと思う。 
花嫁は、“リア姫”みたいで、高い壇上にいる。 
頭上に天井飾りがある。 
気分はいい。 
嬉しい。 
でも、結婚は命令されたもの。 
大勢の人間が集まっている。 
年配の男がいる。 
父親。 
何か強烈な“同盟（union）”が、この瞬間に始まった
と感じる。 
 
この人生でのその他の重要な場面のイメージ 
自分の胸の内にある何かが解放された様な感情を抱

いている。 
演じるのは好きではない。 
20代後半。 
自分が別人になっていっているのを感じる。 
 
大きな宴会の場面。 
大勢の人間が集まって座っている。 
音楽。 
飲酒。 
ベリーダンサーの踊り。 
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ジャグラー。 
気分はいい。 
 
酔いしれていると、突然背後から誰かに首を絞められ

た。 
その瞬間に、これは始めから仕組まれた事だと分かっ

た。 
暗殺。 
ジェームズ？ 
北ヨーロッパから来た、重要人物が絡んでいる。 
中世の騎士か公爵。 
彼にとったら、ムハンマドが邪魔。 
そして、白い髭の年配が、全ての企みの背後にいる。 
同輩の筈。 
妻の父親	 –	 義父が仕組んだ。 
集いの真ん中辺りの 2グループが、自分を暗殺した勢
力に対抗して戦った。 
 
義父との関係は良くなかった。 
始めから政略結婚だった。 
元々、義父は我が一家の反勢力にあって、この結婚に

よって敵対関係が平和的に解決する筈だった。 
関係は良好で、この先平和が訪れるかと思っていた。 
殺される迄は、暗殺の可能性など疑った事は全くなか

った。 
 
死ぬ時は、痛みを感じない。 
自分の首を締め上げている男の力がものすごく強く

て、それに驚いている感じ。 
その男を一瞬見たが、頭を布で覆っていて、顔が分か

らない。 
 
体を離れて・・・ 
驚く程あっという間に体を抜け出た。 
一瞬の出来事で驚いている。 
眼下では、慌てふためいた動きが起こっているが、自

分の魂は、自由になった気楽さで上に昇っている。 
浮かび上がって行くと、シアンの丸い形がある。 
黒い泡の様なものが見えている。 
水の存在を感じる。 

この人生を終えて・・・ 
＜物事を内側と外側から観察する視点＞、＜自己の拡

張の為の探求（quest）＞の人生だった。 
確実にいつなのか分からないうちに、全てのものは死

にゆく。 
しかし、＜常に謙虚＞で、＜自分は何者なのかという

問いに焦点を当て＞て、＜“自分の存在”を周りの人々

に与え続ける＞事は重要だと学んだ。 
 
ムハンマドから今生の自分へのメッセージ 
唯一、自分がコントロールできる事は、“進行中の中

を進む”事、別の言い方をすれば、＜“今という瞬間

に存在する”＞事と、＜自己を知る事に基づく“内な

る平和”の状態（the state of inner peace which comes 
out from knowing oneself）を把握する＞という事だ
け。 
人生の成功に於いては、金持ちかどうかは大した意味

がない。  
狭窄、ストレス、自己の限界などの代わりに、更に拡

張して何かを成し遂げる為に自分が何をすべきかと

いう事を知る必要性がある。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
数年前の 10月の記憶が蘇った。 
“Four Corners Area”で、フライ・フィッシングを
していた。 
とても“真我（authentic self）”に限りなく近い自分
の感覚を持った。 
日没が近く、周りの木々が燃えている様に見えた。 
渓流の水は、暗い緑色に澄んでいた。 
反対方向は、黄色い木がまだ青みを残した空に映えて

いた。 
空気が少し砂埃を含んでいた。 
ニジマスを釣った。 
小さめの鉤を使ったのに。 
急に、ここはアメリカ原住民の土地だった事を思い出

した。 
釣った魚を全部川に戻した。 
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心の中に、ある人物像が浮かんだ。 
高校の時の同級生で、卒業後は 1度も現実には会った
事がないけれど、心の奥底でとても深く繋がっている

友人の事を思った。 
「彼はとても成功した共和党員で、経済力もあるけれ

ど、僕にとってはそんな事が幸せの条件になった事な

んか 1度たりともないよ」と言った。 
その時に全身に受けた夕暮れの日光が、自分を赤く照

らしていて、“これが本当の自分”の姿だと感じた。 
 
【“これが本当の自分”らしさとは？】 
自分の中の自分を取り出して、それを世界と共有する

アーティスト。 
創造主。 
でも、同時に、自分の中にあるものと自己コントロー

ルの喪失をとても恐れている。 
その理由の１つは、飲み過ぎて酔っぱらい、自己否定

感に打ちのめされて、暴言を吐く結果に終わる事が多

いから。 
本当は、“本当の自分は誰なのか”を知る事を、とて

つもなく恐れている。 
自分の息子たちが、自分と同じ様に、自分たちの真実

の姿に対して恐れを抱かないで欲しいと願っている。 
 
  
“自分の恐れている、本当の自分の姿”と直結してい

る場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
“どこかへ行く”事にどこかしら“競争心”の様な感

情を抱いている。 
スコットランドにいる。 
“どこか”は、アメリカ。 
まだ 1度も行った事がない。 
自分の周りにも、アメリカに行った人間はまだいない。 
この地域からは、たったの 2人しか行く事ができない。 
“競争”を感じるのは、アメリカへの任務に就けるの

が、たったの 2人だから。 
自分は男性。 
30歳くらい。 

宣教師？ 
求道者（seeker） 
 
（時間が進んで） 
質素な服を着ている。 
自分の目に映る景色は、空を除いて、全部茶色っぽい。 
砂漠の様な環境。 
木々の合間に、人影が見える。 
こちらを伺っている数人のインディアン。 
ここでの自分の住まいは、まるで洞窟の様な小さな建

物。 
殆どの時間を１人で過ごす。 
健康。 
1500年過ぎ。 
とても控えめな修行僧の様な生活。 
自分は、この簡素な生活様式にとても満足している。 
1日の殆どを散策したり、瞑想したりしている。 
それと、まるでシャーマンの様に？	 人々を癒す為に

体を見てあげている。 
中立的な立場を保っている感覚。 
この仕事を通して、他人に奉仕しながら数々のトラウ

マの様な経験をした。 
でも、自分は、あらゆるネガティブな状況を、精神的

にとても上手く扱っていて、それ程苦にはならない。 
自分にとって良質の時間を楽しんでいる。 
多くの人々に頼られ、慕われている。 
よく、家を空けた。 
自分の心の赴くままに自然の中を出掛けて行って、日

常生活では味わえない自然との一体感を楽しんだ。 
 
この人生での重要な場面のイメージ 
妻が大変な困難を乗り越えて、赤ちゃんを出産した。 
40歳ぐらい。 
家族を持ってからは、以前の様に中立的な自分とは違

う感覚を持っているが、とても幸せ。 
子供にジョセフと名付けた。 
出産に当たっては、周りの沢山の人達が助けてくれた。 
妻は、ダークブラウンの髪の毛の美しい女性。 
 柔らかで日焼けした肌。 
 ローマ人の様な鼻と唇。 
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 かわいらしい幸せな女性。 
 名前はエリザベス。 
子供の誕生によって、＜自分はこの人生で何が成し遂

げられるか＞、＜どんな大切なものを我が子に残して

いけるか＞について深く考える様になった。 
もっと謙虚になった。 
父親になる経験は、＜“自然”と“超自然”の統合＞

と、意識の拡張を齎した。 
子供は、他の何よりも 1番大切に思える唯一の存在と
なった。 
その他は、相変わらず、自分にとっては何の変化もな

くニュートラルな感じ。 
 
この人生での別の重要な場面のイメージ 
大自然の中で生きる時間が長くなって、様々な動物達

とのふれあいが増えた。 
自分の中に、動物への共感の感覚が増大した。 
自分の周りの世界との関係や、世界のエコシステムへ

の大きな理解を深めた。 
１つの命は、別の命に支えられて存在している。 
自然界の中に於ける命の繫がりは、シンプルで、そし

て複雑で、尊い。 
自分の命も、その中の繫がりの中にある事を、心の底

から感じながら、感謝する日々を送っていた。 
熊の姿も見る様になってきた。 
熊との繫がりについても、よく感じていた。 
 
別の重要な場面のイメージ 
ある時、熊に襲われ、殺された。 
40歳前半。 
時々、“超感覚の探求”の為に自然に踏み込むと、よ

く熊と遭遇していて、襲われそうになった事も何度か

あった。 
“自分は熊だ”というビジョンを少し持っていた。 
熊に襲われた時、一瞬にして、弾で撃たれ、ナイフで

刺され、切り裂かれた様な衝撃が体に走ったけれど、

地面になぎ倒されて、そのまま意識を失った。 
気が付くと、体を離れていた。 
 
この人生を終えて・・・ 

人間は、＜死の事を考え過ぎていては人生を満喫でき

ない＞という事を学んだ。 
人生は、常に偉大な論理と摂理が働いている中で、全

体像の見えない、解決したりランダム化しながら、挑

戦を続ける為の巨大なパズルの様だ。 
人生は恐れるべきものだ。 
人生を持てている事で、私達は既に幸運な地位につい

ている。 
 
【その洞察を、どう今後に生かしたい？】 
もし、自分がこれから何かをやりたいと感じたら、利

己的でないならば、何でも大丈夫になる。 
 
（口調が変わる） 
【誰と話している？】 
「彼のハイヤー・セルフだ。」 
自分の選択肢が、周りにいる人々に、幸せを齎す可能

性が少しでもあるならば、間違ってはいない。 
死は、厳然たる目的地として、絶対的に存在している

のだから、死を恐れないのであれば、それ以上に怖が

るべき失敗はどこにもない。 
自分にとっての普遍的な欲求である、＜自己の探求＞、

＜本当の自分の姿を知る＞事に根ざした興味のある

事は、何であっても、結果がどうであろうとも失敗に

はならない。 
人生の最終地点に立った時に、全てが＜自己の探求＞

の為のパズルのピースであった事に間違いがないと

いう事に気付くだろう。 
全てが可能。 
多くの時間は、これからも探求の為に挑戦していかね

ばならないだろう。 
しかし、＜自己に内在している真実は何か＞という事

を常に気付いて実現していかねばならない。 
そして、時が来たら、未練なく、色褪せる（fading out）
様に体を手放すのがいい。 
人生を充実させる為には、人間は本来、そんなに沢山

のものを必要としない。 
気楽に、委ね、楽しみなさい。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 


