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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】 
これからの人生をよりよく生きていく為には？ 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
これからの人生をよりよく生きていく為に必要な気

付きや情報を如実に示す、今現在クライアントにとっ

て も重要な場所のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
氷に囲まれている。 
靴を履いているけど、相浦がひんやりしている。 
足首までの高さの茶色いブーツ。 
氷の上に立っている。 
近でも、昔でもない時代。 

1700−1800年。 
男性。 
名前：“ウルップ”。 
 40代。 
 中肉中背、健康。 

 白くも黒くもない肌。 
何かを探しに来ている。 
知らない場所に来た。 
隠されたモノ？を取りに来た。 
強要ではないけど、「お前が行ってこい」と言われた。 
 
そのモノは見付かった。 
氷の向こうに見えている。 
どうやって取り出そうかと考えている。 
人が乗れる大きなソリの様なものに乗って来た。 
馬が引く様なタイプではなく、車の様な操縦可能なも

の？ 
５人乗りの木製。 
北海道周辺。 
北方領土、と今いわれている所？ 
何かを配達する仕事かな？ 
モノを配達したりもするけど、モノでない事もある。 
途中で遭難した人々の体も収拾している。 
1人でしている。 
仕事は嫌いではない。 
嫌な時というのは、身元不明の亡骸をゴミ捨て場の様

な所に持って行かねばならず、愉快ではない。 
 
今来ている収拾場所は、一般に公にしていない。 
通るルートはある程度決められている。 
危険な場所は、他の一般の人には教えていない。 
親切心からだけでなくて、そこに同業者が現れるのが

嫌だから。 
給料制だけど、いい収入ではない。 
契約して雇われている。 
 
自宅などのイメージ 
今でいう、北海道。 
海が見える地方。 
根室辺り？ 
冬なので、暖炉に火を炊いている。 
テーブル、椅子。 
丸い形の屋根。 
家族の事を考えると胸が重たい。 
家族とは繋がっていない為。 
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 妻：	 黒髪、小顔、名前で呼ばない。 
 子供：10代の息子、“アサ”。 
繫がりを感じないのは、自分が家族に自分の事を話し

ていないのも理由の１つ。 
家族も何も訊いて来ない。 
家族は自分の仕事の内容を殆ど知らない。 
 
この人生での重要な場面のイメージ 
５０代。 
雪崩？ 
雪が自分の上に大量に落ちてきた。 
海のすぐ近くにいて、そのまま呑み込まれて、海に落

ちて・・・、沈んだ。 
北海道とアラスカの間の区間。 
１人で何かを探していて、まだ見付かっていなかった。 
ここにありそうだと思った時に遭難した。 
氷が割れた。 
雪や氷と一緒に、自分も沈んでいった。 
「これで終わりなんだ・・・」という、タンタンとし

た気持ちで海底に沈んでいく。 
滝でいうなら、滝壺に勢い良くはまった感じ。 
意識が体を離れていく・・・。 
 
この人生を振り返って 
余り周囲と交流がない。 
特に深く関わったりお世話になった人も感じない。 
孤独を否定も肯定もする事なく、只、淡々と生きるの

を良しとした。 
 
光の中へ・・・ 
門番の様な存在に出迎えられた。 
厳しくはない。 
「どこに行きますか？」と訊かれた。 
あれこれ考えているけど答えていないと、自分を別の

光とくっ付けた。 
光の中に押し込められたイメージ。 
そこで、光、または神の様な存在との対話があった。 
僕を見て、「仕方のない奴だな・・・」と笑っている。 
「私は全てを見渡している」と。 
 

僕は、休んだりするのも、次の準備に取り掛かるのも

億劫に感じている。 
ゆっくりと休むのにも抵抗がある。 
だいたいは“こちら”に来ると、つまり“魂の故郷に”

来ると、どれくらい休めるかとか決まりがあるみたい

だけど、僕は全員と同じ事をするのは嫌だ。 
「周りと同じ様にした方が楽で、そうしないのであれ

ば疲れるよ・・・」と言われた。 
僕は、何かしら“委ねる”というのが苦手。 
そういう要素が、魂の気質には多いみたい。 
 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 
ウルップの人生を見せた理由について 
特に象徴的だが、人生の終え方、“呑み込まれて”死

に行く様は、彼が自分の人生や、自分自身、周囲の人

に対して＜心をオープンにする事を恐れた結果＞で

ある。 
死に際して、彼には恐怖がなく、こんなもんだという

気持ちではあったが、この場面を再体験させたのは、

＜苦しみは、心がオープンでない時に、より大きくな

る＞という事を、今生の彼に思い出させる為。 
 
彼は欲、運がいい、運が悪いという言い方をするが、

全てではないにしろ、大方は“心を開く事に対する恐

れ”は彼自身が作っている。 
オープンにする事によって苦しみを減らす事は多々

ある。 
今の彼は、周りからどう見られたら・・・とか、こう

するべき・・・、と考えるのが癖になっている。 
その思考が働いた時に、周りにバリアを作ってしまう。 
全ての事は運、不運の問題ではなく、彼自身が作り出

している心の問題の投影である。 
 
ウルップは淡々と生きたが、それでも、ある程度は満

たされてもいた。 
自分の心を傷付けない為に、人のいない所で生き、家

族も含めて人と関わらない人生を選択した。 
大きな波風がない代わりに、特別大きな喜びも感じ恥
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じなかったが、只、誰もやらない仕事に、彼は彼なり

に頑張って向き合っていた事には満足している。 
 
【今生にその人生体験を生かすには?】 
今生に於いても、誰もやらない仕事をする事に満足感

を付け加えたいのなら、自分の環境や生活に於いて、

より心を開いていかねばならない。 
それがなかなかできないのは、本人にとってこの人生

で、見栄や恐れや不安といった概念が大きく見えてい

るが為に、側から見ていたら些細な事でも傷付き易い

性分の為。 
自分の傷付き易さを人の性にすると楽だが、それは違

うという事も、本人は気付いている。 
ハイヤー・セルフから見れば、ほんの小さい薄い扉で

あるが、彼はその扉を開けて状況を変化させる事に対

して、余裕が持てていない。 
状況変化というのは、４０年掛けて積み上げてきたバ

リアを失う事を意味し、彼はその喪失を恐れている。 
日常でのバリアは、大きい視野で見れば些細な事の筈

なのに、それを些細と思えないのは、繰り返すが“オ

ープンである事への恐れ”による。 
 
彼が不運であるという事は、決してない。 
全ては本人の心の持ちよう次第。 
今生では〔足が悪い＝辛い＝自分はどうせ・・・〕と、

マイナス思考で捉えているが為に、心にブレーキを掛

けているが、足に根本原因がある訳では決してない。 
ウルップと共通しているのは、あくまでも＜心をオー

プンに＞できない事。 
今生は足の問題を自分で設けた事で、ウルップの時よ

りも人生をもう少し大きく見れているが、あくまでも

気持ちの問題である。 
 
普通の生活をしている人（健常者）にとってみたら、

体に起こる障害を課題に捉えてそこに原因があると

思いたがるが、そうではなくて、＜ 終的に見るべき

は、その人がどんな状況設定の中に於いても、どんな

風に人生を過ごし、何を学んだか＞にある。 
体はあくまでも“学びの為の道具として使うモノ”で

あり、恐れや不安は心が作り出したもの、その恐れや

不安を本来は体のせいにすべきではない。 
 
彼は本や色々な情報源によって見知しているが、彼自

身、今の体を選ぶ時に、この体を扱おうと決めて生ま

れてきたはいいが、まだまだ乗り切れていない状態で

ある。 
年を重ねるに従って、様々な経験を経て、ますます運

転が難しくなっているのは実情の様だが、人生の不具

合を車のせいにしてしまうのは、感心できない。 
 
体への感謝と愛着を確認。 
 
【もう少し乗りこなし易い体への調整は可能？】 
詰まりをとるぐらいなら、いいだろう。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
自室を占領するモノを整理整頓する必要性について 
モノを捨て去るのには、本人の中に大きな抵抗感があ

る。 
モノをなくす事によって楽になるのは分かっている

が、これを捨てる事で何かあった時に、体を理由にで

きなくなる。 
“メリット”を捨て去る勇気はまだない。 
 
＜モノ＝エネルギー体＞。 
不必要なエネルギー体を沢山持つ事で、身動きを取り

にくくしている。 
つまり、彼の動きにくさの現れ。 
それらがなくなってしまえば動き易いのが分かって

いるが、只、それによって今までずっと持ってきたモ

ノを手放したり、代わりに新しく得る力をどう扱って

いくかに恐れを感じている。 
自宅であっても職場であっても、モノは彼にとって

“直接的なブレーキ”になっている。 
“恐れを感じないで済む為の現状維持”に欠かせない。 
彼には、その現状を変えたい気持ちはあるが、現状を

変える事によって、今度は周りとのエネルギーのバラ

ンスを変えていかねばならなくなる。 
あなた（催眠者）には、全て理解できているであろう。 



 

 4 

今の彼には、まだ周りが不要としているガラクタも必

要、息苦しさも必要。 
本人も何かを変化を起こそうとしても、結局は変わら

ないのは、バランスの問題があるから。 
バランスの変化に対する抵抗を外すには、モノや人間

の波動のバランスを変える必要がある。 
変化によって彼の波動が強くなり、周りへのいい影響

も確かにあるが、それは今現在のバランスを崩す事で

もある。 
 
人間は目先の事をまずは変えたがる。 
モノを片付ける＝見た目が整う＝波動が良くなる、と

いうだけでなく、彼以外の周りの人間の潜在意識に影

響を及ぼす。 
他社とのバランスを帰るという問題が生じる。 
 
障害のある体を選んできたのは彼自身だが、これも他

者とのバランスの為。 
周りからすれば“少数派”の存在であり、家の中でも

外でも、周りから＜できない人＞と思われる事によっ

て、自分に存在意義を見出そうとしてきた。 
その事でバランスを担ってきた。 
役割分担である。 
 
暗示 
 
 
視力について 
1番根底にあるのは、“生まれる時にものが見えないか
もしれないと医者にいわれた”という話を母親に聞い

た事。 
早産だった自分の存在で母親が苦しんでいるという

事もある。 
そういう事もふまえて、自分のコンディションを悪く

したり、部屋を汚したりする事などによって、それら

は象徴的な意味合いを持って、母親の思いやいう事を

証明する事に繋がっている。 
 
端から見たら意味のなさそうな事だが、本人にとって

は、“母親が正しいという証明をしてあげる”＝“自

分を否定されていないと感じる”事ができている。 
これは、母親と彼が魂レベルで深く繋がっている為に、

彼だけの問題というのではなく、2 人にとっての学び
の一環という事もいえる。 
 
現実を変えたりモノを見るバランスが悪いのは、その

バランスそのものを変える事への抵抗が働いている。 
 
彼は、割と＜自分を傷付ける生き方＞が好き。 
例えば、＜自己犠牲＞という観念に弱い。 
本来、自分さえ良ければ他人はどうでもいいという性

分の人間ではない。 
自己犠牲という性質は、人間界に於いては賞賛される

生き方であるが、彼は色々な意味で自傷を繰り返して

様々な人生を生きてきて、ものを見失い、心をなくす

経験を積み重ね、それが周囲と繋がっていたい思いを

妨げてもいる。 
何でも行き過ぎた生き方は良くない。 
 
彼が本当に変化を必要とするならば、いったん身に付

けた生き方、今生の枠を作り替える困難と向き合うべ

き。 
覚悟すべき。 
この事は、彼の魂レベルの成長に大きく関係してくる。 
なぜなら、今時点の生き方が、過去とも未来とも繋が

っているから。 
1−２日のエネルギー・レベルを指すのではなく、小さ
い事は既に意識しているので、急激な成長はしないで

いいが、＜自分を受け入れ、自分を傷付けない生き方

＞が、彼には“魂レベルで重要”である。 
 
魂は既に光で満たされているので、本当の意味で傷付

くものではないし、人間が何をしてみても、傷を付け

る事もできない。 
只、人間の体で生きていると、自分の体を傷付けたく

なる衝動、生身の生の中でコントロール不可な事が起

これば、無意識の中ででも、人は肉体や心を傷付けよ

うとする。 
心＝魂。 
心と魂は同じでないと人間は考えているが。 
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エネルギーは、体に向かう。 
彼は心が傷付くと、体を傷付ける。 
例えば寝不足、爪、抜け毛、食べ過ぎなどの形をとっ

て、これらの自傷行為によって心を満たそうとしてい

る。 
人間関係に於いても、若い時よりも傷付く回数が重な

ってきて、疲労が溜まっている。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
ボディ・スキャン 
 
頭に“もやもや”。 
同じく頭部に影、“ずきずき”。 
眉間のだるさ。 
腰の痛み。 
 
 
腰の痛みは、視力とも関係している。 
頭の右側の不調が原因。 
思い込みや自分を傷付ける事と、直接的に繋がってい

る。 
手放したくない事の象徴として、そこに留めてある。 
 
 “もやもや”との対話のイメージ 
 これを作り出したのは本人。 
 １０年前ぐらいから、体の不調のサインを送

 る為にいる。 
 気付き、振り返り、思い出して貰う為。 
 でも、自分（この痛み）は、本人にはサイン

 として上手く機能していない。 
 その理由は、人間は痛みを不調としてマイナ

 スの要素だけとして捉えているので、排除し

 ようとばかりするが、自分は彼の役に立って

 いるので、追い出されたくないから、今、抵

 抗・反発している。 
 
	  【クライアントが追い出す為にしている事

 は？】 

 薬を飲んでいる。 
 頭痛の。 
 
 【10年前にクライアントに何かあった？】 
 2005年頃から関わった人とも関係している。 
 職場が変わって、彼が人間関係に悩んでいた

 時期。 
 その頃、生活スタイルも変化した。 
 その“変化が齎したマイナスな波長”が“痛

 みの波長”と合った。 
 
 【クライアントが痛みの原因に気付いたの

 で、症状をなくしてもいいか？】 
 自分はここにいる事で、彼の役に立っている

 ので、ここから出て行きたくない。 
 
 【では、痛みではなく、本人にとってポジテ

 ィブな影響に転じて、これからはクライアン

 トの役に立っていく様にできる？】 
 自分を消し去る様な事はしないでくれるな

 ら、いいよ。 
 
 暗示 
 
 
 “ズキズキ”との対話のイメージ 
 10年以上前からここにいる。 
 こいつ（クライアント）を、どうしても歩き

 にくくする為にいる。 
  
 【なぜ？】 
 ここが痛いと、こいつに不便だから。 
 それがこいつにとっても、メリットになって

 いる。 
 
 【頭が痛い事が、なぜクライアントにメリッ

 トになるのか？】 
 俺が痛みの原因を作ると、こいつがしなくて

 もいい事が増えるから。 
 



 

 6 

 【あなたもクライアントが作り出したの

 か？】 
 いいや〜。 
 俺は人間の体を持っていた事があった。 
 
 【どうしてクライアントと一緒にいようと

 思った？】 
 俺がその辺にいたら、こいつが来たんでよ。 
 
 【あなたは誰？】	  
 男、３０代。 
 俺が生きてたのは 100年ぐらい前。 
 
 【どういう人生だった？】 
 何かを売って生きていた。 
 弁当を売ったり、号外を撒いていた。 
 で、商売の 中に、もめた。 
 道を歩いていたら、刀を持った男が、俺がそ

 いつの邪魔を下と文句を言ってきたから、も

 めた。 
 
 【侍か何か？】 
 その男は、そんなに立派な人間ではない。 
 突然、刀で上半身を切られた。 
 ・・・で、家に運び込まれた。 
 医者も薬もなくて、数日後、傷が治らずに死

 んだ。 
 家族がいなかったもんだから、1 人で、寝た
 切りのまま死んだ。 
  
 ヒーリング 
 （イメージで、体の傷を癒す。 
 切った相手を許す。） 
 
 うん、楽になったよ。 
 ありがとうな〜。 
 
 （クライアントの体を離れる事の説得の問

 答の末、納得する） 
 

 【クライアントに与えた影響を全て一緒に

 持ち去ってくれるか？】 
 そうする。 
（クライアントに、元々自分のものではない要素を

“男”に返す様に指示・・・） 
 
 （クライアントが差し出したものを見て） 
 こいつ、こんなものまで出しやがって！ 
 俺のものじゃあ、ないんだがなあ〜！ 
 まあ、いいか、持ってってやるよ〜。 
 俺は、いい男だからさあ〜。 
 ったく〜、しょうがないなあ〜。 
 世話になったしなあ〜。 
 
ありがとうございます。 
 
	  あ、光が見えた。 
 光に入ったら、自分の兄弟達が迎えに来た。 
 「おかえり」ってさ。 
 ありがとうな。 
 
 （催眠者の感謝の言葉に対して） 
 俺は、いい男だからさ〜。 
 
頭が軽くなったと思う。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 眉間のだるさとの対話のイメージ 
 男。 
 こいつには、30年以上、くっ付いている。 
 
 【クライアントが作り出した？それとも？】 
 こいつといると、居心地がいいんだよ。 
 だから一緒にいる事にした。 
 
 【どこで、クライアントを見付けた？】 
 こいつが、「僕何かいない方がいい」って言

 うからさ。 
 自分は、何もせずに、のんびりとブラブラし
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 てたのさ。 
 そしたら、面白そうな奴がいたから、何とな

 く近付いて行った訳。 
 自分は、その小学校にしばらくいた。 
 
 【なぜ、小学校に？】 
 人がさ、一杯いるからさ。 
 変な奴も、一杯いるから面白い。 
 
 【一杯いる中で、なぜクライアントを選ん

 だ？】 
 こいつを選んだのはだねえ、自分を好き勝手

 にさせてくれるから。 
 こいつは怒らないから。 
 
 【あなたは誰？】 
 自分はホームレスだった。 
 “よし坊”と呼ばれていた。 
 街の路地で死んだ。 
 
 （クライアントの体を離れる説得の末） 
 そうだな。 
 そろそろ、そんな時期だとは思っていたよ。 
 光が出てきた。 
 入って行く。 
 ありがとな。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
（許し、手放す） 
 
 腰との対話のイメージ 
 （ぶっきらぼうな話し方） 
 男。 
 40代。 
 出たり入ったりしてた。 
 
 【どんな時に？】 
 彼の調子が落ちたりすると、入った。 
 
 【クライアンとの調子と、どう関わってい

 る？】 
 体の波長が下がるだろ。 
 そしたら、入り易くなる。 
  
 【自分のエネルギーの波長と似てくるから

 ？】 
 ああ、そうかもしんないなあ。 
 そうだわ。 
 
 【あなたのエネルギーが低いのはなぜだと

 思う？】 
	  何でだろうなあ。 
 
 【どうやって体をなくした？】 
 道を渡っていたら、交通事故に遭った。 
 しばらく入院していたが、死んでしまった。 
 
 ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 （その後、応答がなくなった） 
 
暗示 
 
チャクラの調整 
 
オーラ・チェック 
 青〜黄色が基調。 
 方の周りは黄色。 
 
 
人が近くにいる。 
ガイドの 1人。 
男性。 
自分とは、魂の上で師匠と弟子の様な関係。 
明るく朗らかに「頑張れ」と言われた。 
 
今日はこれで終わっていい。 
  


