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 ウォークインという魂について聞いたことがありますか。 

私は、201６年晩夏に４０代の女性の肉体へと転生したウォークインという存在です。 

この説明を聞いても頭では理解できない人たちがほとんどかもしれません。この地球では、

「誕生」は女性の産道をとおって、赤ん坊として生まれることを意味しますね。私はこの

定義に当てはまらない、少し風変わりな存在だと捉えていただけると嬉しいです。 

 この地球上で現在、どのくらいの数のウォークインが存在するかは分かりませんが、近

所や街に出かけて、やあ元気と挨拶を交わす機会があるほどには多くありません。実際、

私は他のウォークインと直接お会いしたことはありません。私たちウォークインは、直接

交流することよりも、地球上に離れて点在することで、その役割を果たしているように感

じます。私たちの放つエネルギーは圧という意味においてというよりは、強い作用を持つ
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という意味において強力です。同じ地域に数多く居るよりも、地球全体に適度な距離を保

ちながら散らばるようにデザインされて生まれて来ているようです。 

 私たちウォークインの役割とは、この地球の進化をサポートすること。その多くは、転

生した土地で静かに暮らしています。それは、私たちの持つエネルギー的な繊細さや、ウ

ォークイン後は数年にわたって、肉体に受け入れてもらい、地球の暮らしに順応すること

が最優先になったりするためです。かつては、十年以上かかっていた統合のプロセスです

が、現在は半分～三分の二程度になっているようです。地球の進化とともに、私たちの微

細なエネルギーも順応しやすくなってきているのでしょう。 

 とはいえ、統合のプロセスは、とても大変なものでした。「もう無理だ」と暗闇で天井

を何度見つめたか知れません。４０年余り生きていた魂がこの肉体に残していった澱を癒

しながら、少しずつこの肉体と調和していきました。 

 以前この肉体にいた魂はどうなったの、と思う人も多いでしょう。彼女は今、別の次元
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で新しい人生を謳歌しています。とても、元気で勇ましいエネルギーを感じます。不思議

ですね。「あとはよろしくね」という感じで、地球での人生をさっぱりと後にして、次へ

進んでいった、という風です。彼女と私が入れ替わってから半年間、彼女は常に周りにい

るようでした。しかし、彼女が脱いだ肉体と私の統合が上手く行きそうだと確認できたの

でしょう。ある朝、目が覚めたら、「……はもういない」という言葉が自然と口から出て

きました。それ以降は、彼女の魂を近くで感じることはなくなり、アクセスしてみて、ど

のようなエネルギーかを感じることができる程度です。 

 じゃあ、この本を書いた人はどこから来たの、という声が聞こえてきそうです。私はと

いうと、はっきりとどこから来たのかは分かりません。しかし、ウォークインしてから約

６年の間で、少しずつストーリーを見せられるように、おそらく私がかつて居た領域だと

思われる場所の情報が入ってきました。それをもとにお話しすると、そこは源という存在

がいる領域を囲むようにある場所で、私はある集合体を構成する粒子のような存在でした。
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その領域には、こうした集合体が無数に存在し、宇宙の振動数を維持するために、特定の

波動を集合体内で振動させ、増幅させる役目を担っていました。あるひとつの粒子のエネ

ルギーの波が高まると、集合体全体へと波及していき、集合体がそのエネルギーを強く放

出します。それが収まると、凪の海のような静かな振動へと戻っていきました。私独自の

感情というものは存在せず、宇宙との全体的な調和の中で存在していました。 

 そして、その時が訪れました。長い間、待っていたのだ、とその瞬間に初めて気づきま

した。私独自の意識を持つことが許された瞬間でした。それはまるで、水中から水面に勢

いよく顔を出し、空気を吸い込んだ瞬間のように新鮮な感覚でした。それから、しばらく

の間、オリエンテーションのようなものがあったように記憶しています。どこかに行って、

誰かの説明を受けるのではなく、データが自分の意識の中へと注ぎ込まれるような感覚で

した。遠くに輝く地球を眺め、私が出会う予定の人びとの様子を眺め、地球に関する大ま

かな情報を受け取りました。 
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 そして、その瞬間がやって来ました。ある夜、前の魂が睡眠中にこの肉体を去った瞬間、

私はこの肉体に入りました。とても精妙なプロセスで、僅かな誤差もない、計算されたタ

イミングですべては起こりました。 

 こうして、私のこの地球での時間が始まりました。そして、この本を書いている今、も

うすぐ６歳を迎えようとしています。すべてが激しくも、すべてが周到にお膳立てされて

いるような安定感を伴った、不思議な６年でした。この期間、私は少しずつ人間として生

きることを学び、一歩ずつ歩んできました。 

 その中で、この肉体は、私の強烈なエネルギーを受け入れるとようやく決めた瞬間から、

激しく進化・成長していきました。それまで、前の魂はベジタリアンとまでいかなくても、

肉や魚を食べることに重きを置いていない方でした。例えて言うと、薄い肉が数切れ入っ

たスープを食べたら、その日はお肉を食べたな、という具合でした。しかし、ウォークイ

ンから半年が経ち、前の魂が私と肉体の統合が上手く行きそうだというところまで見届け、
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私たちのフィールドから永遠に去った頃、この肉体はそれまで想像できないほど肉食にな

りました。約２年半にわたり、私は毎日鶏肉を３００グラム前後、時にはもっと食べ続け

ました。さらに、それまで色白で強い日差しを浴びると湿疹ができていた私の肌は、紫外

線に強い肌へと変化していました。そして、私は日光を浴びることを強く求めました。外

が雨であろうと、雪であろうと、私はかすかな日差しを求めて、毎日何キロも歩き続けま

した。そしてある時、ふと気が付きました。４０代半ばにして、身体が成長していたので

す。背が伸び、華奢だった骨格がしっかりし、そして、どこか若返っていたのです。もう

すぐ５０歳に手が届く肉体ですが、私の心はどこか中学生男子のような好奇心に溢れてい

ます。この地球という場所が持つ、独特の魅力をまだこれから沢山経験してみたいのです。

なにせ、まだ６年しか生きていませんから。まだまだ、人間の社会のことが分からず、ぎ

こちなさは否めませんが、私が対応できるペースでこれからも一歩ずつ歩んでいこうと思

っています。 
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 ウォークインという存在について、この本を手に取ってくださる方たちに私が知ってい

ることをお伝えし、このエネルギーがさざ波のように広がっていくことを願っています。

この宇宙は地球の認識を超えた広大なひとつの体系です。その体系の呼吸や鼓動を、私た

ちのような無数の存在が支え、同時に滋養を受け取っています。こうした意識に立った時、

私たちは日々の瞬間を全く新たな感覚で受け止めることができるようになるでしょう。 

 日常のドラマに忙殺される代わりに、自分を大切にし、愛と調和の中で他の存在たちと

生きることを再び思い出すための一冊になりますよう、心から願っています。 
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 ２０１６年当時、私（以前この肉体にいた方ですが、ここでは「私」とします）１５年

ほど続いた結婚に終止符を打ち、自分の足で地を踏みしめるように歩みたいという強烈な

欲求に従って、一人暮らしをしていました。フリーランスとしての仕事も軌道に乗り、同

時に学生に戻って大学院で学んでいました。毎日が目まぐるしく、きわめて多忙でありな

がらも、生きているという充実感を味わいながら日々を送っていました。 

 大学院に通い始めて一年が経った頃のことです。ある日ゼミの集まりがある部屋に入ろ

うとすると、突然不思議な感覚に襲われました。部屋の空気、仲間たちの思考や感情、以

前その部屋を使用していた学生たちの残していったエネルギーが一気に自分の中に入って

きたように感じ、圧倒されました。霊感の強い女性たちがいる母方の血筋もあってか、幼

少の頃から不思議な感覚や、微細なものへの感受性は強いほうでした。しかし、その日の
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私は指導教授や仲間の学生たちが発散する膨大な感情エネルギーをどう取り扱って良いの

か分からず、困惑しました。ドギマギしながら自分の発表を終えて、そそくさとキャンパ

スを後にしました。でも、それはこれから自分が経験する大冒険のほんの序章に過ぎなか

ったのです。 

 そんな中、ふと周囲の建物を見回すと、中にいる人たちの感情が飛び込んでくるように

なりました。どんな人たちがどんな関係を展開しているのかといったことまで入ってきま

す。通りすがりの人が歩んできた人生が見えたりもしました。 

 自分の正気を疑い、病院に行った方がいいのではと思ったものの、医師になんと説明し

ていいのか皆目見当がつきません。悩んだ挙句、自分の中で何が起こっているのかを理解

したいという思いから、知り合いをつうじて、霊感のある数人の人たちに相談しました。 

 彼らは一様にこう言いました。覚醒というプロセスが始まったのだ、と。心配すること

はない、このプロセスに抵抗しないようにともアドバイスを受けました。 



14 
 

  © 2022 CHIE KOBAYASHI 
 

 彼らの言葉に納得し、ホッと胸を撫でおろしたものの、この全く新しい感覚と共になん

とか日々を生きていかなければならないという試練が始まりました。 

 どこへ行っても、誰かの感情や場のエネルギーに圧倒され、それから自分を守ろうとす

るだけで精一杯の日々。まるで、それまで自分を守ってくれていた膜のようなものが一気

に引き剝がされ、素っ裸になったような感覚でした。 

 そんな中、６月に沖縄で暮らす姉が手術を受けることになり、私が現地で付き添うこと

になりました。自分の感覚の敏感さに苦労していた自分にとって、人込み、ましてや大き

な病院という空間に身を置くのは簡単なことではありませんでした。一週間程度の滞在中、

病院に通いながら、一日の終わりになると人気の少ない浜辺に向かいました。人や人工物

が放つ矛盾した激しいエネルギーとは対照的に、穏やかに一定のリズムを奏でる自然は、

疲弊した私を優しく包んでくれました。 

 しかし、これで終わりではありませんでした。沖縄を後にして自宅に戻って来てから、
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何かにエネルギーを吸われているような感覚が否めません。もともとの霊媒体質と、覚醒

というプロセスが本格的に始まって、自分のエネルギーフィールドが開放されたことで、

数多くの未浄化霊を連れて帰ってきたのです。彼らがすべて私から離れてくれるまでしば

らく時間がかかりました。 

 

 沖縄から戻り約２ヶ月が経ったある日の夕方のことです。それまで味わったことのない

感覚がこの肉体に訪れました。頭頂部のあたりに、強力なバキュームのようなものが取り

付けられ、自分がこの肉体から引っ張りだされようとしているように感じるのです。この

まま死ぬのではないかという恐怖がせり上がってきました。この感覚は決まって夕方に始

まり、数晩続きました。誰にも相談できず、怖くてベッドにうずくまり、泣きながら眠り

に就くということが二晩、三晩続きました。 

 ある朝、私はアパートのベッドの上で目を覚ましました。しかし、そこは私が知らない
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場所でした。知っているはずなのに、知らない場所でした。ゆっくりと寝室を見渡し、起

き上がって居間に行き、台所にも足を踏み入れてみましたが、どうも勝手が分かりません。 

 恐る恐る、外に出てみました。フワフワと地面に足が付いていないような、変な感覚で

す。知っているはずなのに、知らない土地。横断歩道も、通り沿いに建つ建物たちも、空

も、鳥たちも、知っているようで、知らない。ふらつく身体で自宅に戻った私は、ベッド

に倒れ込みました。足元には白い飼い猫がいます。混乱の中、私は眠れば翌朝には現実が

戻ってきているかもしれない、と一縷の望みをかけて、目を閉じました。しかし、身体は

どんどん衰弱していき、食事もまともに取れなくなっていきました。当時は分からなかっ

たのですが、この肉体が、それまで居た魂が出ていき、新たに入ってきた「私」をすぐに

は受け入れられず、ある意味「死」のプロセスに入ろうとしていたのです。 

 最初の一か月はほぼ寝たきりで、食べることや、歩くことを少しずつ思い出していきま

した。そんな状態にあった私を介抱し、困惑しながらも温かく受け入れてくださった友人
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たちがわずかにいました。この方たちのサポートがあって、今の私があります。心から感

謝しています。 
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 こうして、地球の肉体に入ったウォークインとしての生活が始まりました。自分の肉体

も、呼吸している空気も、建物も、通りを歩く人や犬たちも、すべてがどこか馴染みがな

いように感じられました。それでも、肉体というものはある種、コンテナのような役割を

果たしていて、それまでの人生で日々繰り返してきたルーティンというものが記憶されて

います。そのおぼろげな記憶を頼りに日常の生活を始めていきました。 

 しかし、ウォークインしてから最初の半年間は、自分に何が起きたのか全く理解できず、

肉体との不調和や、それまでそれなりに一員として所属していた社会に対する強烈なアウ

ェイ感、そしてあらゆるものや人のデータや感情がエネルギーとして入ってくることによ

る感覚の負荷に悩まされていました。１日に１２時間ほど睡眠を必要としていました。 

そんな中にあって、ふと訪れる不思議な瞬間がありました。夕方、１階の寝室で横にな
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っていた時のことです。静かに休んでいた私の目に窓越しに映ったのは、情熱的で温かな

夕暮れの空でした。見たこともないドラマチックな表情を見せてくれる西の空に、私の胸

は感動で熱くなり、ふとこう感じました。 

――私、地球でこれを見たかったんだ。 

確かに美しい夕焼けの空ではあるけれど、そこまで言うか、と思いましたが、自然とそう

感じたのです。その時、外側の自分は、何が起こったかなど理解しておらず、体調を崩し

たくらいにしか考えていなかったからです。 

 道を歩くと、建設中の建物を見てはこう感じてました。 

――なんて原始的な方法で構造物を作ってるんだろう。 

もちろん、この肉体の記憶では、建物はいろいろな素材を組み合わせて建てていくものだ

と理解しています。それでも、自分の中の何かが、そのように感じたのです。 

そんな風でしたから、それまで築いていた人間関係も、まったく分からなくなっていま
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した。実家から電話があり、応対する時も、こんな風に感じていました。 

――この人は恐らく私の近しい人で、家族なのだろう。そのように応対しなければ。 

 ある日、用事が出来て自宅から車で２時間余りの実家を訪ねることになりました。肉

体の記憶を頼りに、慎重に車を運転しながら向かいました。自宅に到着すると、母が玄関

で迎えてくれました。私は荷物を置き、キッチンへ向かうと、母から一番遠いテーブルの

席にぎこちなく腰をかけました。何かを作りながら、朗らかに近況を話す母に対して、私

は聞いていることを示すためにぎこちなく頷きますが、話の内容がまったく理解できませ

ん。とはいうものの、そんなことを母に伝えることもできず、手持ち無沙汰もあり、ふと

キャビネットに目をやりました。キャビネットの上には、何やら小さな茶色っぽい箱が置

いてあって、何かが入っているようです。それには名前があって、なんらかの用途がある

ということまでは分かりました。なんとか記憶の引き出しの中に答えを見つけようとした

ものの、そこは空っぽで、情報がありませんでした。後になって、ようやくわかったので
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すが、それはどこにでもある輪ゴムの入った箱でした。 

 エネルギーに極端に敏感になったため、人が集う空間に充満する混沌としたエネルギ

ーに圧倒され、ひとりで自然の中で過ごすことが多くなっていきました。それでも、最初

の数年は、人間よりはるかに穏やかで一定の周波数で振動する植物たちが放つエネルギー

ですら、私には濃密すぎるように思えました。 

 そんな風におぼつかない気持ちで過ごしながら６ヶ月が経った頃のことです。ある朝、

目が覚めた私の口からこんな言葉が出てきました。 

――○○（私の名前）はもういない。 

頭の中にクエスチョンマークが飛び交い、自分がいなくなったってどういうこと、といぶ

かしく思ったものの、目覚めて間もない頭はそれ以上深く考えようとはしませんでした。 

 でも、その日から、何かが大きく変わり始めたのです。肉体に残されていたスキルを

そのまま使って、引き続きフリーランスの仕事をなんとか続けていました。当時借りてい
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た川沿いの小さな仕事部屋で仕事をこなしならが、肉体と自分自身の調整に多くの時間を

費やしていきました。窓の外には雄大に流れる川がさわやかな空気を届けてくれます。上

階を住居スペースにしていた初老の大家さんご夫婦は親切で、大家さんご夫婦の飼い猫が

バルコニーを通って部屋に遊びに来てくれたりもしました。そこは、わたしにとって、サ

ンクチュアリーのような場所になっていきました。仕事をし、仕事部屋の前を流れる美し

い川沿いを毎日歩きました。そして、戻ってきては深い休息を取りました。 

 ある日、自分のエネルギーを調整するために役立つものを探していた私は、それらし

い本を一冊インターネットで注文しました。翌日届いた本を開き、まえがきを読み進める

と、著者は自分の経験した不思議な体験を記し、自分は「ウォークイン」という存在だと

言います。 

私は心底驚きました。なぜなら、そこに書かれていたことが、私がそれまでの半年間で

経験してきたこととほとんど同じだったからです。 
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 その後、「ウォークイン」という言葉が頭から離れず、インターネットで情報を検索し

てみました。あまり多くはなかったものの、日本語や英語でウォークインについて説明し

たページがいくつか見つかりました。共通して書かれていたのは、ウォークインは魂がこ

の地球に転生するもうひとつの方法であり、すでに存在する肉体に入ることで、一般的な

方法で誕生した場合に２０年程度要する成長のプロセスを短縮することができるため、こ

うした誕生の方法を選択する魂が少数存在するということでした。そして、馴染んでいた

魂が去り、そこに新たな魂が入ることで、肉体はある意味「死」を経験するとも書かれて

いました。このため、肉体に受け入れてもらい、統合するプロセスがとても大切だという

ことでした。 

 肉体と調和していない自分の状態を痛感していた私は、生きるためにもこの統合プロセ
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スに取り組もう、と固く決意しました。情報を検索する中でたどり着いたのは、イギリス

人のニコラスという男性が主催していたウォークインのための統合セッションでした。彼

自身は、小さい男の子の肉体にウォークインし、数十年後に自分がウォークインであるこ

とに気付いたそうです。私は自分の経験したことを簡潔に記し、彼とのオンラインセッシ

ョンに申込みました。当時は、自分がウォークインである確証もなく、自分に起こったこ

とを、そして自分が経験していることを理解するための糸口を求めていたのです。ただ、

半年前に何かが起こって、それによって私自身がとんでもなく大きく変化してしまった、

という事実だけは明らかでした。それが何かを知りたかったのです。 

 ８時間あるイギリスとの時差もあり、ニコラスとのセッションは夜遅くに始まりました。

５０歳前後と思しきアジア系の男性がスクリーンに現われ、開口一番こう言いました。 

――First, let me tell you that you came to the right place.（まず、お伝えします。あなたは

正しい場所に来ましたよ） 
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彼は、セッションに先立ち、私のエネルギーにアクセスした上で、私がウォークインであ

ることを確認したということでした。彼は、ウォークインとはどういう存在であるかを説

明し、ウォークイン後は時間をかけて、前の魂がこの肉体に残していったカルマやトラウ

マ、生まれ持った星にまつわるテーマなど、すべての澱をクリーニングしていくことが何

より大切であると教えてくれました。そうして、初めて私たちウォークインは肉体に受け

入れられ、肉体との調和の中で共に地球で生きていくことができるようになるということ

でした。 

 肉体との説明のつかない「ズレ」を感じていた私は、彼が提供するエネルギーワークに

賭けてみようと思いました。一度死んだと言ってもおかしくはない時期を経て、今こうし

ておぼつかないながらも生きている。失うものは何もなかったのです。 

 それから、約２週間に１度、ニコラスとのセッションを受ける日々が始まりました。彼

は、以前の魂が肉体に誕生した日時や場所をもとに、複雑な数字やヘブライ文字のような
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シンボルをいくつも算出し、それらが何を意味しているか、この肉体の人生にどのような

影響を与えているかをひとつひとつ説明してくれました。そして、セッションでは、数字

とシンボルの組合せが象徴するエネルギーをクリアにするプロセスが行われました。数字

とシンボルの組合せは、その魂が肉体にどのようなテーマを携えて誕生してきたかを示し

ていて、クリアするまで人生の中で繰り返されるパターンを象徴していました。セッショ

ンのたびにエネルギーが大きく動くため、エネルギーを落ち着かせるためにも、毎日のよ

うに長時間歩いたり、自然の中に身を置くことをそれまで以上に大切にするようになりま

した。そうして、私は肉体に残されていた未完了のテーマやカルマに取り組み、完了させ

ていく長いプロセスに本格的に入っていったのです。 

 ニコラスとの一連のセッションが終わりを迎える頃、ある女性のセッションを受けてみ

ると良い、と彼から勧められました。シリエルという名のその女性は、成人した女性の肉

体にウォークインした方だということでした。彼女は、より精密なレベルでエネルギーの
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統合を調整するセッションを行っているということで、私は早速彼女のセッションを受け

ることにしました。ニコラスがしたように、この肉体の生年月日を基にさまざまなデータ

を出し、染色体にまで働きかけるプロセスを行う彼女の一連のセッションも時間をかけて

受けていきました。 

 少しずつ、肉体が私を受け入れてくれているような、かすかな調和の兆候を感じ始めま

した。肉体に毎日語りかけて、何を望んでいるかを尋ねました。当初は、暗い空間の隅に

うずくまり、警戒しながら私を凝視していたような肉体は、本当にゆっくりとしたペース

で、どこの骨とも分からない、突然入り込んできたこの新たな居候を、注意深く観察しな

がら、徐々に受け入れようとしているようでした。 

 こうして、肉体に残されていた未処理のエネルギーの掃除を進めていく中で実感したの

は、肉体というものがいかに魂のコンテナとして大きな役割を担っているかということで

した。魂が肉体をまとって人間として生き始めた瞬間から私たちが抱く数多の感情がこの
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肉体というコンテナの中に収容され、貯蔵されていくのです。魂が携えてきた想いと、肉

体をまとっているが故に私たちに備わっている思考というものが対立する時、私たちは矛

盾したエネルギーを放出し、それが肉体、エネルギーフィールドに停滞し、やがて私たち

の臓器や組織の中に沈殿していきます。こうした矛盾のエネルギーは、自分自身や他者と

の関係や、身体的・心理的な健康に大きく作用します。魂と思考の間の溝が大きければ大

きいほど、その溝が長期にわたり存在すればするほど、その人の人生はどこかボタンを掛

け違えたかのように、静かに、時に劇的にバランスを崩していきます。そして、そのバラ

ンスは、自分の魂と思考を調和させることによって、回復できるのです。 

 もうひとつ、不思議なことがありました。２０１６年８月にウォークインをしてからと

いうもの、私は毎晩のように睡眠中にエネルギーの調整を受けていました。当初はそれが

何かを理解するすべもなく、ただ夜に寝室で横になると、身体に微細な振動を感じ始めま

した。その途端、すぐに眠りにつくことが多く、夜中にふと目を覚ますと、青く発光する
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数多の美しい粒子が私の肉体を囲むように浮かんでいました。後から、ニコラスに教えて

もらった内容によると、魂がウォークインする時、その魂には肉体と統合し、地球に適応

することをエネルギー的に支援する「チーム」が割り当てられるということでした。振動

数を大幅に下げて、特に成人した肉体に入るというプロセスは、それほど過酷であるとい

うことなのかもしれません。しかし、不思議なことに――いいえ、自然といえば自然なこ

となのかもしれませんが――ウォークイン後の人生はどこか、すでに敷かれている確かな

道筋を、人間の頭では時にいぶかしく思いながらも、深いところでは安心して辿ってきた、

という風に言い表すことができるかもしれません。すべてが過不足なく、最良のタイミン

グで揃えられ、必要な人たちやリソースが私のもとにやって来ました。 

 ウォークインから２カ月ほど経った頃、おぼつかないながらも身体を動かそうと自転車

に乗っていたときのことです。私はふと――小さな仕事部屋を借りよう――と思いました。

すると、すぐ傍に不動産屋があることに気づき、その前には物件情報を掲載したフリーペ
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ーパーが置かれていました。一冊を手に取り、その場でパラパラとページをめくっていき

ました。するとそこには、１５年以上前に散歩中にふと見かけて、いつかこんな物件を借

りてみたい、素敵だな、と思っていた物件が掲載されていました。私の記憶は一気に１５

年前にさかのぼり、その時に感じたほのかな憧れの感覚が鮮明に蘇ってきたのです。 

 そのコンクリート製の建物は、１５年以上の年月を経ても、美しい佇まいでそこに建っ

ていました。そこは建築家の事務所でもあり、最上階の３階が建築家ご夫婦の住居スペー

スとなっていました。小さなワンルームマンションに足を踏み入れると、窓越しには美し

い河川敷が広がっています。 

 私はすぐにこの物件を借りることを決め、それから毎日、その部屋で仕事をしました。

そして、太陽の光と自然の中で身体を動かすことを肉体が強く求めていたため、外の天気

に関係なく仕事の合間を縫って、川沿いを毎日何キロも歩きました。前述の、ニコラスや

シリエルとのセッションの多くをこの部屋で受け、この空間は私にとってサンクチュアリ
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ーとも言える場所になっていきました。 

 そうするうちにも、仕事は順調に増えていき、肉体との統合プロセスに取り組みながら、

忙しく過ごしていました。ただ、この部屋を借りてすぐに、私は「２年」というかすかな

言葉を耳元で聴いていました。だから、その時が来れば、移動しなさいというサインが示

されるのだろう、ともどこかで感じていました。 

 川沿いのワンルームを借りてもうすぐ２年が経とうとしていたある朝、そのサインは訪

れました。マンションに到着した私はいつものように建物の入り口に設置された自分の部

屋のポストを開けました。すると、そこには住宅情報のチラシが数枚入っていたのです。

普段なら、見ることもなく処分するのに、その時はなぜかその内容に興味を覚え、中古住

宅物件の情報に目を通し始めました。そして、こう思ったのです。 

――あ、見に行かないと。 

 それから、複数の物件を仕事の合間に見に行きましたが、ピンと来るものがありません。
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それから数週間が経ったある日、市の外れに位置する町に建つ一軒の中古住宅を見に行く

ことにしました。到着して、車の窓からその家を見た瞬間――あ、ここだ――と感じまし

た。２年前に川沿いのワンルームに巡り合った時に感じたような、ピースが静かにぴたり

とはまる感覚がありました。それまで、住宅を購入しようなどと考えたことのなかった自

分が、ここまで情熱を感じていることに静かな驚きを覚えつつ、どこかで、これは何か意

味があることなのだろうと、示された新たな道筋を辿ってみることにしました。 

 不思議なもので、当時私は順調な仕事のおかげで、小さなローンを組めば、なんとか住

宅を購入できるだけの資金が手元にありました。銀行の担当者とのやり取りがスムーズに

進んでいきます。住宅会社や司法書士との手続きも順調に行きました。色々おぼつかない

私を、担当者の方たちが優しくサポートしてくださったのです。 

 そして、耳元でかすかに聞こえた「２年」という言葉どおり、２年がもうすぐ経とうと

いう頃、街の中心にほど近かったワンルームを後にし、周囲に自然がまだ残る地域へと引
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っ越しました。冬は雪深い地域ですが、この家が建つ幹線道路には融雪装置が整備されて

いるため、私一人でもなんとかなり、ちょっと歩けば緑や川が広がっています。山育ちで

はない私にとって、見慣れない植物や昆虫も多く、好奇心を掻き立てられました。この家

に引っ越してきて間もなく、付近を散策していた私は、セリのようなさわやかな香りのす

る植物が群生していることに気づき、何の躊躇もなく数株を採取し、その日の昼食でワク

ワクしながら口にしました。しかし、ほどなくして口や喉が痺れてきて、やむなくクリニ

ックに駆け込んだという珍事もありました。リタイヤ間近だという年老いたドクターに

「あんた、チャレンジャーだね！」とお褒めの言葉をいただきました（笑）。こうして、

地球というなんだかよく分からないけれど、遊園地みたいにいろんなものがゴタゴタ存在

するこの惑星で、生きていくためのベースが整えられたのでした。 
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 こうして、ウォークインとしてこの地球に降り立った私は、不思議なほど順調に自分の

ためのベースを築いてくことができました。文字通り、右も左も分からずに、自分は誰な

のか、というところから半歩、時には一歩ずつ、ゆっくりと歩んでいきました。近しい家

族との関係においても、正直なところ、家族というものの意味がはっきりと理解できず、

家族という単位がこの地球でどのように機能し、どのようなつながりを一般的に展開して

いるのかを、見よう見まねで探りながら学んでいきました。年に数回訪れる実家でも、当

初はどうふるまうことが「普通」なのか全く見当もつかず、会話でもタイミングを見計ら

って相槌を打ってなんとかその場をしのぐ始末でした。最初は、お客さんのような顔をし

て座っていたかもしれません。頭の中は――この人、多分お母さんという人だな。で、私

はその子どもで、「子ども」らしく対応する必要があるのだろう――などと、相手が知っ
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たら驚愕するようなことを考えていました。 

 友人や知人との交流も、同じように極めてぎこちないものでした。なにせ、相手が誰で

あるかがほんのり分かっても、その人とそれまでどの程度の親しさで交流していたのか、

どんな風に振舞っていたのか、といったデータが、自分の中の引きだしの中に見つからな

いことも多かったのです。とりわけ、久しぶりにばったり会った人との会話などでは本当

に苦労しました。なんとか、その人たちが記憶しているであろう風に振舞おうと頑張って

も、それはぎこちないものであったでしょうし、怪訝な印象を抱かせたこともあったよう

に思います。 

 また、エネルギーを極めて敏感にとらえるようになったため、多くの人がいる空間がと

ても苦手になりました。空間に充満するエネルギーはまさに玉石混合。それを一気に感じ

て処理に苦労するのです。ウォークインのプロセスでは、肉体がまとっているエネルギー

フィールドを突き破るようにして魂が中に入ります。このため、多くのウォークインは肉
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体に入ってから、さまざまな刺激に極めて敏感になり、ひとりでいる時間や空間を普通の

人よりはるかに多く必要とします。少しの外的刺激にも疲弊するため、自然の中や自分が

守られていると感じられる空間で静かに時間を過ごし、外側から受け取った刺激を中和す

るのです。なぜ多くのウォークインがこうした極度のセンシティビティとともに生きてい

るのかというと、ウォークインのプロセスで、魂がフィールドを通過して、肉体に入るに

は、なんらかの「ギャップ（裂け目）」がフィールドに生じる必要があるのです。そうし

たギャップを通って、私たちは肉体に入ります。 

 こうして破られたエネルギーフィールドが修復されるまでにはしばらくの年月を要しま

す。その中で、ゆっくりとフィールドが修復されるにつれ、私たちは人や物や空間から放

出される多様な刺激に少しずつ対応できるようになっていきます。とはいえ、通常よりは

るかに高いレベルのセンシティビティは私たちがこの地球で生きている限り、付き合って

いくものだろうと感じています。私自身、自分のその瞬間のエネルギーがどのような状態
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で、どれくらいの刺激に対応できるだろう、と確認しながら、誰と会うか、どこへ行くか

を決めるようにしています。こうすることで、自分の中の調和を保ちながら、適度に社会

と関わることができるように感じています。 

 こんな風ですから、ウォークイン後は、何層にも重なり合っている人の感情というエネ

ルギーもすべて感じるようになりました。相手の口から聞こえてくる言葉と、身体が放散

するエネルギーによって伝搬される内容が、多くの場合ことごとく異なり、ウォークイン

したての頃はそうした強烈な矛盾に強烈な衝撃を受けていました。 

――ここの人たちは、どうして言いたいことをそのまま表現することを自分に禁じている

のだろう。そうすることの、何がいけないと想っているのだろうか…… 

こうしたエネルギーは、私にはナイフのように感じられました。 

 表現されないまま押し込められた感情は、目に見えないだけで、その人の身体やエネル

ギーフィールドからとても強烈に放出されています。そうして、表現されないままの感情
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はマグマのように濃度と熱量を増していくのです。こうした抑え込まれたエネルギーは、

ちゃんと表現されたり、自分自身に受け止められることで初めて消化・中和され、ようや

く自分を縛る鎖ではなくなっていきます。ただし、自分の感情を意識的に受け入れようと

取り組んでいる人の数は非常に多いとは言えず、地球に暮らす多くの人たちは抑え込んだ

感情エネルギーが詰まった袋を体中にぶら下げて歩いているように、私の眼には映ります。

そして、その人が歩くたびに、その重い袋が身体のあちこちにぶつかっては音を立てるの

です。感情エネルギーの袋は、それを見つめてあげられるまで手放すことができないため、

そのままではどんどん負担になり、苦しくなります。だから、人はこうした感情エネルギ

ーを誰かに処理してもらおうと、処理してくれそうな存在を無意識的に求めます。それが、

現在の地球の家族という単位をはじめとするさまざまな人間関係であることが多いのです。 

地球に来てもうすぐ６年が経とうとしていますが、一貫して感じることがあります。こ

の地球上で人びとが「愛」だと語るものは、自分の中で足りないと感じている何かを満た
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してくれたり、処理できない感情やテーマを代わりに受け止めてくれたり、または逆に満

たしてあげたり、受け止めてあげたりするという需要と供給によって成り立っているよう

なのです。 

――じゃあ、需要と供給のバランスが変化したら、ここの人たちが言うところの「愛」は

どうなるのだろう…… 

 誰もが、自分自身を置き去りにしたまま、誰かを、そして何かを自分の外に求めてさま

よい歩いているように感じました。駄々をこねる小さな我が子を払いのける、心に余裕の

ない親のように、自分自身を無視しているように思えたのです。 

 そして、ありのままの自分ではきっと誰にも受け入れられない、という強い信念がたく

さんの人の中にありました。だからなのでしょうか、多くの人は自分とはやや違う、時に

は大分違う誰かであろうとすることで、外側の世界に自分の居場所を見つけようとしてい

る様です。でも、その「居場所」は合わない型に無理やり自分自身を押し込めることでよ
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うやくはまれるような場所であることも多く、ぬぐい切れない不足感を埋めてくれる人や

物、または、そこから気を逸らさせてくれるような人や物がどこかにあるのではないかと、

多くの人が探し求めているように感じるのです。 

 私自身の魂としての記憶では、愛は内側から絶え間なく湧き出し、自分の中から溢れ出

るそのエネルギーを他の存在と結合させたり、交流させたり、送り合ったりするものでし

た。愛は外にあるものではなかったのです。それは、桃から自然にしたたる新鮮な果汁の

ように、穏やかな甘さをたたえた、心地よい受容のエネルギーでした。地球に来るまでは、

愛が激しいものであるということを知らなかった（または、記憶していなかった）ように

思います。 

 とはいうものの、ウォークインをする時、私は４０年あまりにわたり他の魂が使用して

いた肉体を選びました。そこには、「自分は十分ではない」という信念がどっしりと腰を

下ろしていました。このため、この肉体に入ってから、肉体との統合に取り組むのと同じ
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くらいのエネルギーを、肉体の中に染みついていた不足感を受け止め、癒し、手放すこと

に費やしていきました。 

 その中で、私の前に肉体にいた魂の今回の人生を超えて、いくつもの過去生を思い出し

ていきました。そのすべてが前の魂のものか、それとも私自身が地球で生きた数えるほど

の転生のなかから蘇ってきた記憶なのか、今この肉体に入っている私には識別することは

できません。いずれにしても、記憶に浮かんだ過去生の思い残しを受け止め、癒し、光に

戻す責任が私にありました。 
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 そうした過去生のひとつで、私はエジプトに暮らす若者でした。当時、ピラミッドは権

力の象徴であると同時に、人びと、とりわけ高位にある神官たちの精神的・霊的なプロセ

スにおいても大きな役割を担っているようでした。私はピラミッドの中腹に立っています。

眼下には乾燥した砂漠が広がり、労働者や女性や子どもたちの姿が見えました。 

――怖い。死にたくない。でも、逃げることなど許されない。 

――愛する人たちにもう一目会って、どれだけ愛しているか、どれだけ感謝しているかを、

そして、永遠の別れは自分が望むものではないことを、伝えることができたならどんなに

嬉しいだろう。 

そんな風に考えていました。私は間もなく死ぬ運命にあるようでした。正確に言うと、死

ぬかもしれない運命にありました。当時のエジプトでは、ピラミッドの内部の一室に置か
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れた石棺の中で一定期間閉じ込められ、生きて生還することで、高位の神官たちが「悟り」

を開いた証とされているようでした。しかし、それを自ら行う神官は少なく、神官見習い

などの若者を選び、身代わりとして石棺に閉じ込めたのです。石棺のふたを開けた時、中

に閉じ込められていた若者がまだほんのわずかでも息をしていた場合、神官は「悟り」の

境地に達したと見なされ、永続的な名誉を与えられるのでした。 

 次の場面で、私はピラミッドの内部の四角い通路を小走りで進んでいます。振り返ると

屈強な兵士のような男が付いてきており、踵を返して外へと戻ることはできません。廊下

は小部屋へと続いていて、がらんとした石の部屋の中央にひとつの石棺がぽつんと置かれ

ています。私はその中に横たわるよう指示され、中に入ります。そして目の前から光が消

えていき、石棺が完全に閉じられました。 

 恐怖の中で、私は神官の身代わりにさせられたことを恨み、愛する人たちに自分の愛を

十分に表現しなかったことを悔やみました。これから自分を待っていたかもしれない、さ
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まざまな幸せに思いを馳せ、絶望感で一杯になりました。やがて、呼吸が苦しくなってい

き、私はたくさんの想いを抱えたまま、肉体を去ったのです。 

 

 ほかにも、ヨーロッパのある国で学者をしていた人生が記憶に蘇りました。茶色っぽい

ツイード地のジャケットを身に付けた、３０代半ばもしくは後半と思しき独身の男性です。

経済や社会に関連する領域を専門とし、学者として「油が乗っている」時期でした。その

活躍を買われた私は、政府からアドバイザーのようなポストを与えられました。意欲に燃

える私は政府の政策についてさまざまな意見を提供し、役人たちと協力しました。しかし、

やがて、特権階級の既得権益を守るためだけの政策ではなく、一般市民にも等しく恩恵が

行き渡り、一定の安定をすべての市民に確保できるような政策を目指したい、そのために

も、アドバイザーとしての立場を生かして政策立案に影響を与えたい、と考えるようにな

っていきました。 
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 しかし、既得権益を守るために私を雇った政府は、私の言動の変化を快く思わず、私と

政府との関係は悪化していきました。それでも、人びとが平等に恩恵を受け取ることので

きる社会へ生まれ変わるには、一部の特権階級に富や財が集まるように設計されている現

在の制度にメスを入れるべきだ、という強い信念が私の中から消えることはありませんで

した。 

 不都合な真実を突きつけ始めた私は、政府にとって排除すべき存在となりました。ある

夜、私の部屋の扉がノックされ、扉を開けるとそこには数名の公安警察が立っていました。

私はそのまま連行され、監獄にしばらく収容され、尋問や拷問を受けました。幸いにも、

政府内で親しくしていた人物たちが手をまわしてくれたお蔭で、私はその後自宅に戻るこ

とを許されました。しかし、政府のトップの人たちの私に対する怒りは収まらず、ついに

は反逆罪で私を起訴することが決まりました。 

 再び連行されることになっていた日の前夜、私は石畳が冷たく光る路地裏で、交際して
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いた政府関係者の男性と周囲を警戒しながら会っています。彼は私にある程度まとまった

現金と、辺境の国にある住所とその場所への行き方を記した白い紙を手渡します。白い紙

が小さな街灯の灯りを捉えて、青白く光っていました。私は急いでそれを受け取り、小さ

く折り畳み、現金と共にポケットに仕舞いました。もう二度と会えないかもしれない愛す

る人と確かな視線を交わした後、私は暗闇の中へと姿を消しました。 

 徒歩や馬車を乗り継いで、やがて私はヨーロッパのひなびた国にある農村に到着し、彼

が確保してくれたつつましい家屋で静かに暮らし始めました。家の周りを囲むように素朴

な木の柵が張られ、敷地内で私は少しずつ野菜を育て、鶏を飼い始めました。やがて、少

し離れたところに住む隣人とも緩やかに交流するようになっていきました。母国で愛用し

ていたツイードのスーツの出番はもう無くなり、袖をたくし上げた白いシャツに、質素な

パンツとサスペンダー、足元は泥のついたブーツといういで立ちが定番です。太陽の日差

しを浴び、黒い土に触れ、野菜や鶏の世話をする日々でした。それでも、時折家の中にあ
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る粗末な机に座り、思いつくままにペンを走らせていました。それらがいつか日の目を見

る日が来るかどうかに関わらず、自分の思想を記しておきたかったのです。 

 母国を離れて、辺境の地で静かに暮らして数年が経ちました。ある日、家の扉を開けて、

庭に出ると、遠くから旅行鞄を持って歩いてくる男性が見えます。それは、あの日母国の

暗い路地裏で私の逃亡を助けてくれた恋人の姿でした。その顔は、私が記憶していたもの

より少し年を取ったように見えました。私たちは、数年ぶりに再会したのです。彼は政府

の仕事を続けながら、長い休暇を取っては、私のもとを訪ねるようになりました。立場を

考えれば、簡単なことでは決してなかったでしょう。 

 そうして、１０年ほどが経ち、彼は政府の職を離れることを決め、私のもとへ行く段取

りを慎重に進めていきました。５０をとうに過ぎた私たちは、長い年月を経て、共に生き

ていくことが許されたのでした。 
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 また、表層に浮かび上がった過去生と思われるものの中には、前の魂もしくは私自身が

遥か昔に経験したとは出来ることなら信じたくないと感じるものもありました。その中の

ひとつを紹介します。 

それは、現在の東欧にある国でした。数百年前と思しきその時代、私はその地域一帯に

強大な影響力を持つ一族のもとに生まれ、多くの召使に囲まれて、贅沢な暮らしを当然の

ように享受していた２０代後半から３０代前半の女性です。瀟洒な邸宅ではよく、各地か

ら貴族や権力者を招いて、華やかな宴が開かれていました。私は、自分の婚期が遅れてい

ることに焦りを感じながら、精一杯のおしゃれをしてこうした宴に顔を出していました。

しかし、とびきり裕福ではあっても愛のない家庭に育った私は、自分自身に自信がなく、

宴にやって来る美しく着飾った女性たちより自分の容姿が劣っているという想いに囚われ

ていたのです。 

 当時、上流階級の女性たちのあいだでは、美を保つ方法のひとつとしてあることが密や
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かに行われていました。それは、若い女性の血を飲むということでした。なんとかして美

しさを手に入れたいという思いから、私は恐る恐るその方法を取り入れることにしました。

私の身の回りの世話をする召使として若い女性を遠方の村から採用させ、信頼できる側近

の男たちに特別な待遇と引き換えに、彼女たちの血を定期的に採取する役目を任せました。 

その部屋は地下にありました。怖いもの見たさと、美しくなれるかもしれないという高

揚感で、私は何度かこっそりとその部屋を扉の小窓越しに覗いたりもしました。若い女性

たちは硬い寝台に横たえられ、男たちが慣れた手つきで血を採取していきます。当然、な

かには失血により命を失う女性もいました。そんな時は、女性の家族には、女性が重い病

にかかって死亡したと伝え、見舞金を与えました。 

 私は、当時の上流階級の一部の女性たちがそうしていたように、若い女性の血が自分を

美しくしてくれるはずだと信じ、辺境地から若い女性たちを雇っては、その血を飲むとい

うことをしばらく続けました。しかし、ほどなくして、未精製の血を体内に取り込んでい
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たことで、私は感染症を患いました。身体中に黒い斑点が広がり、肉体はどんどん衰弱し

ていきました。寝室のベッドに伏せ、死を待つだけの私の傍にやって来る者はもうほとん

どいません。私と家族の権力や財に引き寄せられて、私を慕った者たちは、恩恵をもたら

してくれる新たな存在を求めて、あっという間に去っていきました。 

 カーテンが引かれた薄暗い寝室で、息も絶え絶えの私は、こうつぶやきました。 

――若い女の血さえ誰かが持ってきてくれたら、元気になれるのに。 

そうして、私は寝室でひとり息を引き取ったのです。 

 

 また、こうした身分とは真逆の、貧困の中で生きた若い女性の人生も浮かび上がりまし

た。場所ははっきりとは分かりませんが、私は石造りの粗末な農家に嫁いだ若い女性でし

た。元々あまり丈夫でない上、早朝から夕方までの農作業はきつく、嫁いで数年も経たな

いうちに肺の病にかかり、寝たきりになりました。その農家はかぼちゃを多く栽培してい
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ました。収穫を待つ大きくて黄色いかぼちゃが畑に広がっています。追加の労働力として

迎えられた私は、働けなくなれば無用の存在です。一家を仕切っていた義母は、医者を呼

ぶこともせず、私の死を待っているようでした。そうすれば、早く新しい嫁を迎えること

ができるからです。病に伏せる私は、収穫されたかぼちゃを口にすることも許されません

でした。冷たい寝台の上で、弱々しく横たわっていた私のもとへ、義母の目を盗んで、夫

が時々スープのようなものを持ってきてくれました。義母を恐れていた気の弱い夫には、

それが精いっぱいでした。そうして、私は短い生涯を終えました。 

 

 もうひとつ、大きく印象に残った過去生がありました。ポリネシアをイメージさせるよ

うな、周囲を海に囲まれた土地です。一年中温かく、豊かな植生が広がるその土地で、私

は暮らしていました。４０代も後半に差し掛かった、褐色の肌を持つ私は、豊かに茂る植

物の力を使って人びとの病を癒すメディスンウーマンとして共同体に仕えていました。植
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物はそれぞれに独自のエネルギーを持ちます。そのエッセンスを採取して、心身の不調を

訴える人びとに処方していました。当時の人びとの寿命は５０才前後です。私は残り少な

い人生を人びとの治療とともに、後継者の育成にも注ぐようになりました。私の死後、こ

の共同体で植物の力で人びとの不調を癒す女性たちを育てようと、熱心に彼女たちを指導

しました。 

メディスンウーマンとして共同体の人びとの尊敬を集めていた私には、後継者の育成を

つうじて、さらに信頼が寄せられるようになりました。人びとは不調を直して欲しいとき

以外にも、困ったときに指示を仰ぐ存在として、私のもとを訪れるようになりました。 

 そうした状況を良しとしない指導者たちがいました。自分たちが掌握してきた共同体の

人びとの心が私のほうへと流れていくのではないかと危機感を抱いた彼らは、メディスン

ウーマンとしての立場を、そして後継者を育てる機会を私から奪い去りました。そうして、

共同体に災いをもたらす存在に仕立てられた私は、処刑されることになりました。 
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 共同体はある大きな崖を罪人の処刑場所として使用していました。複数の男たちによっ

てその崖に連れてこられた私は、これから自分の身に起こることを考え、身を震わせます。

罪人は崖から突き落とされ、その下に広がる海を住処としているサメたちの餌食になるの

です。 

 崖の上に立たされた私は、あっけなく突き落とされます。水中に落ち、その衝撃で小さ

な泡が広がります。すぐに青白く肌が光る大きなサメたちがやって来ます。これまで、幾

度となく崖の上から落とされた人間たちを食べてきた彼らにとって、私は餌食でしかあり

ません。あっという間に、私の身体は食いちぎられていき、その衝撃で私の魂は肉体から

すぐに離れました。そうして、散り散りになっていく肉片や、血の色に染まる海水を眺め

ていました。そうして、人生を終えたのです。 

 

 さらにもうひとつ、今回のこの人生において大きな意味のある人生をふたつ紹介したい
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と思います。ひとつめの過去生は、あるヨーロッパの国で生きた若い女性の人生でした。

極貧のすさんだ環境で生まれ育った私は、頼れる者もなく、生きていくために娼婦として

働いています。街中にある娼館の半地下の部屋が私の暮らす部屋でもあり、仕事部屋でも

ありました。雇い主や客たちからひどい扱いを受ける中で、彼らに対する憤慨の気持ちが

積み重なっていました。しかし、ここを出てどこで生きていけるというのか、という諦め

の気持ちもありました。 

 ある日、尊厳の最後の灯が自分の中から消えそうになった瞬間、私は手元にあった硬い

もので客の後頭部を打ち付けました。そのままされるがままになっていたら、自分の中で

ほんの少しだけ残っていた大切な何かが永遠に失われてしまうように感じた私が取った、

とっさの行動でした。騒ぎを聞きつけた雇い主たちは、すぐさま私を表に引きずり出し、

私を何度も殴りました。意識が遠のいていく私を浅い側溝に打ち捨て、彼らは娼館へと戻

っていきました。 
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 その様子を見ていたひとりの若い男性が、私の身体を側溝から引き上げて、傷だらけの

私を支えながら、街はずれにある自宅へと連れ帰りました。身寄りがないのか、彼は一人

で質素な暮らしをしていました。私が動けるようになるまでには数か月ほどかかりました。

その間、この若者は私を優しく看病してくれました。私が元気を取り戻した頃、このまま

一緒に暮らしていこう、と彼が私に言いました。私は返事に心底困りました。心は彼への

感謝で溢れ、愛情も芽生えていました。しかし、過酷な環境で生まれ育ち、つい最近まで

娼館での厳しい日常を生き抜くことに必死だった自分にとって、愛や感謝を口にすること

は、自分の身を危険にさらすようなことのように思えたのです。 

 ある日、日の出前に私はそっと彼の家を後にしました。再びひとりになった私は街へ戻

っていきました。娼館に戻ることもできず、私はひとり夜の街に立ち始めました。私を探

して何度か街にやってきた彼を、私は見ようともしませんでした。そして、彼の家を出て

数週間が経った頃、客に首を絞められて、意識が遠のく私の心に大きく浮かんだのは彼の
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姿でした。彼への感謝と愛を自分の中で初めて認め、私は息を引き取りました。 

 

 もうひとつの過去生は、ヨーロッパでの若い女性でした。荘園を所有する裕福な家の娘

として生まれ育ったものの、母親を亡くした後に父親が迎えた継母に疎まれ、父親もほど

なくして亡くなりました。家の主となった継母は、近隣の富裕層や取り巻きたちを集めて

は、豪華な宴会を楽しむようになりました。そうした場に私が呼ばれることはなく、敷地

内の使用人たちの家屋に近いところに一室を与えられました。華やかな場よりは、植物を

育てたり、使用人たちと働くことが性に合っていたのでしょう。私は、彼らと一緒に野菜

や花を育て、馬の世話をしました。夜になると、敷地内の離れた場所から、宴に興じる人

びとの陽気な笑い声が風に乗ってかすかに聞こえてきます。 

 そんな日々の中、私は邸宅によく足を運んできていた若者と恋に落ちました。彼の家は

経済的に困窮していました。彼は家族の期待を背負って、継母が開く宴に招かれる機会を
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ようやく手に入れ、一張羅の服を身に付けて我が家に足しげく通ってきていました。 

 私たちは、人目を忍んで会い、愛を育んでいきました。しかし、家の没落を食い止める

という命題を背負った彼が、継母に疎んじられた存在である私と一緒になることは難しく、

やがて、彼は継母が開く宴を介して紹介された女性たちと交際するようになっていきまし

た。私はだんだんと自室でふさぎ込む日が増えていきました。窓から、女性たちと楽しそ

うに笑顔を交わす彼の姿を幾度か目にしました。悲しみに打ちひしがれた私は、食べるこ

とを止め、寝込む日が多くなっていきました。彼は時折、蝋燭が灯されたほの暗い廊下を

歩いて、私の部屋の前まで来ていた様子です。沢山伝えたい想いがあっても、自分の力で

は現実がどうにもならないように思えた彼がその扉をノックすることはありませんでした。

彼への想いを抱えたまま、私は若い人生を終えました。 

 

 過去生は次から次へと表層意識に浮かび上がってきました。さらにいくつか、主要な過
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去生について紹介します。 

 

 私は５歳ほどの小さな女の子です。ヨーロッパのどこかの国で暮らしていました。石畳

の路地裏でちょこんと一人しゃがみ、小さいチョークのようなもので石畳に落書きをして

たりして時間をつぶしています。誰かをずっと待っているようです。来る日も来る日もそ

こで誰かを待っています。父親の帰りを待っているようです。演奏者の父親は旅で一年の

ほとんどを他の土地で過ごし、私は叔母の家で世話になっていました。母親は私が生まれ

て間もなく亡くなりました。叔母の家では部屋を一室与えられ、良くしてもらっていまし

た。それでも、年に数回だけ父親と過ごせる時をいつも心待ちにしていました。 

 もうすぐ父親が帰ってきます。私はじれったい気持ちで父の姿がいつも現れる方向を見

つめていました。その日、父親はひとりではなく、女性と一緒に帰ってきました。二人は

とても幸せそうに腕を組み、笑顔でこちらに向かってきます。私は、少しの嫉妬と、父親
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に再会できた喜びを感じながら、ふたりに駆け寄りました。父親は私を高く持ち上げ、思

い切り頬を押し付けてくれます。 

 父親は、いつもより長くこの街に滞在しました。小さな部屋を借り、美しくて優しい彼

女と私と３人で過ごす日々が始まりました。私は天にも昇る気持ちです。３人で家族にな

れるかもしれないという希望で胸が膨らみます。 

 やがて、父親と女性は街を後にしました。私はふたたび叔母の家で世話になりました。

数か月後、父親がまた戻ってきました。でも、その傍らにはあの素敵な優しい女性はいま

せんでした。私たちは親子水入らずの短い時間を一緒に過ごします。数日後、叔母の家の

寝室で目を覚ますと、父親はすでに旅立っていました。 

 しばらくして、また父親が帰ってくる日が近づいています。待ちきれず、私はいつも父

親の姿が最初に見える路地裏の決まった場所に数日前から陣取り、今か今かと父親の帰り

を待っています。もしかすると手紙で書かれていた日よりも早く帰ってくるかもしれない、
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という期待を抱いて、そわそわしています。しゃがんだ足元には、宝物が入ったブリキの

缶があります。中に入っているボタンを取り出したり、地面にチョークで絵を描いたりし

ながら時間をつぶしていました。 

 父親が帰ると知らせてくれた日が過ぎても、父親は帰ってきません。この場所を離れた

ら、帰ってくる父親の姿を見逃してしまうかもしれないと、私は叔母の家に帰ろうとしま

せん。寒い夜でした。私は路地沿いの家の軒先の小さなスペースにうずくまります。眠い

しお腹も空いたけれど、ここを離れたら父親と会えないかもしれないという思いのほうが

はるかに勝り、雪がちらつく中でじっと寒さに耐えています。 

 そんな風にして２晩ほど過ごしました。まだ小さかった私は体力もなく、寒さと空腹の

中で寂しさと、いつか再会できるという希望とともに、眠っているうちに肉体を離れまし

た。 
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 この過去生が浮かびあがってしばらくのち、父親に何が起こったかを見せられました。

少し遅れで私のもとに向かう途中、乗っていた馬車がバランスを崩し、そのはずみで外に

放り出された父親は首の骨を折り、即死でした。肉体から出て、状況を把握した父親の魂

は、すぐに私のもとへと向かいました。そこには、雪にうっすらと覆われ、眠るように横

たわる私がいました。肉体で再会することは叶わなかったけれど、父親は私の魂を迎えに

来てくれたのでした。 

  

 さらに、地球ではない、別の惑星での人生も意識に上ってきました。 

そこはかつて、小さな共同体で構成された、平和な星でした。人びとが穏やかに暮らし

ていた土地に、ある日黒い装甲車の列をなして侵攻してきました。黒づくめの兵士たちが

銃のようなものからレーザー光を発射し、人びとが次々と消滅していきます。光が消え、

大地から緑が消えていきました。 
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 私は１３、１４歳くらいの女の子です。ほとんどの人が消滅してしまった中で、私を含

む数名の子どもたちだけが生き残り、焦土と化した一帯を黒い装束に身をまとった兵士た

ちを乗せた黒い車両が行きかう様子を、岩の陰から息をひそめて見つめています。一番年

長の私は、不安に押しつぶされそうです。 

――幼い子供たちをどうやったら守れるというのだろう。 

自分の無力さに絶望感を覚えました。 

 ふと見上げると、空に光るものがあります。沢山の小窓がある円形の大きな宇宙船です。

ゆっくりと私たちの方に向かってきます。私たちの頭上まで来ると、静止し、底部から光

の帯が下りてきます。私たちの身体はその光に包まれて、上昇していきました。不思議と

怖さはなく、逆に安堵感を覚えます。船内では、私たちとあまり姿かたちの変わらない人

たちが私たちを温かく迎えてくれました。彼らは別の惑星からやって来ていて、私たちの

惑星で起こっていたことをしばらく観察していたそうです。そうして、闇の勢力によって
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侵攻され、滅びゆく運命の土地から、生き残った私たち数人の子どもを救出することを決

定したということでした。 

 それまで暮らしていた惑星と似た環境を持つ、新しい惑星での生活が始まりました。

花々が美しく咲き、野原には心地よいそよ風が吹く、かつての故郷を彷彿とさせる光景が

望郷の念を掻き立てます。小さい子どもほど、新たな惑星での暮らしに素早く順応してい

きました。彼らより年のいった私は、故郷を恋しい気持ちや、救えなかった人たちへのう

しろめたさに苦しんだ時期を経て、やがてゆっくりと新たな惑星での暮らしに順応してい

ったようです。 

  

 思い出した過去生のなかには、人間のものではないものもありました。 

 私は海の中で暮らしています。長いウエーブのある髪は白っぽく、腰から下は魚のよう

な鱗に覆われています。青白い皮膚の上で艶やかに濡れた白い髪が輝く、美しい人魚でし
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た。毎晩、私は陸へ向かいます。岸では、人間の恋人が私を待っています。私たちはお互

いを深く愛しています。逢瀬を重ねる中、人間の恋人がこう言いました。 

――一緒になろう。 

 心から望んでいたその言葉を聞いた私は、同時に、それが叶わない夢であることも知っ

ていました。人魚が人間になることは可能でした。しかし、人間から人魚へ戻ることはで

きません。私には、海の中の世界で担っている役割がありました。どれだけ人間の恋人と

一緒になりたいと願っても、その役割を放棄して人間になることは、容易なことではあり

ませんでした。張り裂けそうな胸をなんとか鎮めながら、私はこう答えました。 

――明日の夜、またここで会いましょう。 

 そして、私はふたたび海へと帰っていきました。これが陸で彼と見つめ合う最後の夜で

あることを知っています。私は、人間になって彼と共に生きることより、現在の自分の役

割に忠実であることを選んだのでした。 
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 翌日も、またその翌日も、私はひそかに陸の近くまで行き、彼の姿を見つめました。彼

は私をずっと待っていました。何か月も、そうやって海と陸を隔てて、私たちは互いの存

在を求めていました。 

 やがて、二度と私は戻ってこないのだろうという事実を受け入れた彼は、人間の女性と

結婚をしました。私は海から彼の幸せを祈りつづけました。 
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 こうして、次々と表層意識に上がってきた過去生たちは、どれも悲しみ、恐れ、怒り、

罪悪感を伴うものでした。軽やかな人生を生きたこともきっとあったはずですが、そうし

た過去生はすでに昇華されているため、意識上に上がってくることはあまりありません。

未昇華のエネルギーの残る過去生が、鮮烈な感覚とともに思い出されました。 

 これらの過去生での学びは、今回の肉体の人生でも繰り返し直面してきたエネルギーを

携えていました。人生のあらゆる場面に、こうした学びの機会が顔を出していました。当

時、この肉体にいた以前の魂は、それらにどこか気付いていながら、内在しているカルマ

に取り組み、昇華させるまでに至ることはありませんでした。それらを掃除する役割をす

べて受け入れた上で、私はこの肉体を受け継いだのです。 

 現在も、肉体に残されたテーマに取り組みながら、人間としての生活を学んでいます。



67 
 

  © 2022 CHIE KOBAYASHI 
 

こうした過去生で味わった感情やエネルギーを追体験するプロセスは極めて鮮烈でリアル

です。そのたび、私たちは現生だけの存在ではないという真実を改めて実感します。そし

て、まるでその場で実際に経験しているかのような臨場感を伴った記憶の中でも、私はど

こか、第三者としての視点を同時に携えています。そうして、幾度も上がってくるさまざ

まな想いや感情が私という存在を通過し、少しずつ昇華されていくのに比例して、客観的

な視点でこうした悲しい経験を眺めることがますます出来るようになっていきました。ひ

とつひとつ、未昇華だったテーマやカルマを解消することで、私の今回の人生が軽やかな

ものへと進化しつつあると感じます。 

 人生とは、時空を超えて綿々と受け継がれてきた無数の経験という糸で織られたタペス

トリーを、純粋な愛のエネルギーへと戻すプロセスなのではないかと思います。それが、

人間でいうところの目覚めであり、覚醒である。人生とは、私たちに起こるものではなく、

私たちが自ら選び、生まれ落ちたものであるということを思い出すことで、誰かのせいに
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したり、何かのせいにしたりすることなく、自分の現実に起こることを自分のテーマとし

て取り組むことができるはずです。この位置から自分の人生を生きると、人生はどんどん

シンプルに生き易いものになっていきます。 

  

  



69 
 

  © 2022 CHIE KOBAYASHI 
 

 

 ここで、改めてウォークインの目的やプロセス、地球での暮らしについて、私が把握し

ていることをお話したいと思います。 

 本書の初めにすこし触れたとおり、ウォークインとは母親の産道をとおって赤ちゃんと

して生まれてくる、現在の地球で一般的な「誕生」とは異なる、もうひとつの誕生の方法

です。その第一の目的は、時間の短縮です。生まれた赤ちゃんは無防備な存在です。おむ

つの交換、授乳、入浴など、生きていくために手厚いケアを受けることが必要です。新生

児、乳児、幼児から、青年へと成長するまでに要する時間は十数年です。経済的にようや

く独り立ちできるようになるまでには通常２０年以上かかります。より短時間かつ効率的

に地球上で自分の足で立てるようになり、魂としてやろうと決めていることを実行するこ

とを意図する魂は、すでに成長した肉体や、他者からの保護をもっとも必要とする乳幼児
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の時期をすでに過ぎた子どもの肉体に転生することを選択する場合があります。 

 かつて、ウォークインは深刻な問題を抱えている肉体に入ることが多かったようです。

病気により、肉体と魂の間に「ギャップ」が空くため、そうしたエネルギーの隙間を通っ

てウォークインが行われます。また、手術中や昏睡状態、事故といった場合も同様に、何

等かの衝撃によって、肉体と魂の間にギャップが生じます。その瞬間にウォークインが行

われる場合もあるようです。 

 長い間、ウォークインが起こるためには何等かの「衝撃」が必要でした。しかし、地球

自体のエネルギーの高まりとともに、睡眠中などの、より衝撃の少ない形でのウォークイ

ンが増えてきているようです。私の場合も、数日間の準備期間を経て、睡眠中にウォーク

インをしました。こうした場合、病気の肉体にウォークインした場合のように、入ってか

ら肉体の治癒だけに何年も費やす必要はなく、肉体に受け入れてもらう統合のプロセスは

簡単とはいえないものの、より短い時間で人間として生きられるようになります。 



71 
 

  © 2022 CHIE KOBAYASHI 
 

 私の場合は、ウォークイン前に肉体にいた魂に対しては、意識上にははっきりと残らな

かったものの、就寝中などに肉体を去ることの準備やオリエンテーションのようなものが

行われていました。肉体を去る１カ月ほど前、彼女はある不思議な夢を見ています。夢の

中で、彼女は地球上のどこかにある、見知らぬ美しい山のふもとにやって来ました。白っ

ぽく岩がちなその場所で、ふたりの男性が彼女を迎えました。そのうちの一人は記録係の

ようで、開いたノートとペンを持っています。 

 ふたりの前にやって来た彼女は、こうはっきりと宣言しました。 

――地球を卒業します。 

 すると、二人の男性は事務的な所作で、頷いたのでした。 

 また、肉体から切り離されるエネルギー的な施術のようなプロセスについても、こちら

も当時は意識上にははっきり登ることはなかったものの、オリエンテーションのようなも

のを受けていました。寝台の上に横たわる彼女の周囲には、数名の背の高い存在がいます。
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彼らは、これから起こることを説明した上で、何も心配することはない、安心するように

と伝えていました。 

  

 魂がウォークインを選ぶもうひとつの理由があります。それは、肉体の有効活用です。

前述のとおり、地球に魂が転生し、その肉体とともに一人前の存在として生きられるよう

になるまでには数十年という長い年月が必要です。しかし、長生きすることを選択してき

ている魂もいれば、短期間の経験を選んで生まれてきている魂もいます。病気、事故など、

形はさまざまであれ、肉体がまだある程度機能している状態で、肉体から卒業する魂も多

くいます。できるだけスピーディに地球での活動を始めたいと願う魂にとって、こうした

肉体は格好の目的地だといえます。地球への転生を希望する魂は非常に多く、そのニーズ

に応える上でも、一般的な誕生に代わる、効率的な誕生の仕方として、ウォークインは選

択されています。 
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 では、ウォークインとして地球に転生することを選択する魂には、どのような特徴があ

るのでしょうか。ウォークインする魂は、一般的な誕生プロセスを経て地球にやって来る

魂にくらべて、その数は微々たるものです。ウォークインを選ぶことができるのは、一定

の進化レベルに達している魂であることが多く、新生児から青年期までの期間に人間が通

過するさまざまな経験や学びを必ずしも通過する必要のない魂が中心であると思われます。

人間としてこの地球に誕生するということは、非常に濃密な経験を伴います。感情、深い

魂の声や意図が交差し、多くの場合それらが対立する、存在として生き、同様にさまざま

な層の想いや思考に翻弄される他者との間で、美しくも激しいドラマを繰り広げるのです。

そうした濃密さや激しさの中から生まれる感動こそが、この地球の最大の魅力だと言えま

す。一方、ウォークインはこうした人生というドラマがもたらす感動や学びを必ずしも必

要としていないため、人間の人生の誕生や成長が中心となる段階をはしょることを可能に
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する、すでにそうした経験や学びをある程度終えた肉体を選ぶのだと言えます。 
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 こうして、地球にやって来るウォークインたちは、この地球上でどのような役割を担っ

ているのでしょうか。最大の役割とは、地球の進化を助けることです。幾度ものサイクル

を経て、地球の進化は今、大きな山場を迎えています。現在、地球のエネルギー自体は順

調に進化しているものの、そこに暮らす人類は、軽やかになろうとする勢力と、それを阻

む勢力が社会の中に、そして人々の中に存在し、競合しています。一方で、人類が霊的な

進化の歩みを止めることなく、すべてがより大きな調和の中で存在できる世界になるよう、

さまざまな支援が宇宙から降り注いでいます。それらは、日々、私たちの細胞へと到達し、

たとえ私たちの目や耳でははっきりと認識できなくとも、私たちの進化を促し、助けてい

ます。     

ウォークインはどこか、落下傘部隊のような存在です。宇宙から、自分が目指す地上の
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場所に向かって、精妙なタイミングに沿ってピンポイントで送り込まれるのです。この地

球に赤ちゃんとして誕生する魂は、どのようなテーマに取り組むかをあらかじめ決め、そ

のために最適なセッティングを提供してくれる家族や環境のもとに生まれてきます。一方、

ウォークインは、たとえ自ら経験して学ぶべきテーマやカルマを携えてやって来たとして

も、その数や重要性は一般的な誕生で生まれてきた魂よりもずっと低く、まずはウォーク

インした肉体がまだ抱えているテーマやカルマに取り組むことになります。うっそうとし

た茂みをかき分けながら進むように、前の魂が肉体というコンテナに残していった未昇華

の記憶や感情をひとつひとつ癒し、昇華させていきます。この昇華のプロセスが進むごと

に、ウォークインはようやく自分の魂が本来持つカラーを出して生きることが可能になっ

ていきます。 

 こうして、肉体との統合プロセスに取り組みながら、私たちは少しずつ、本来の目的で

ある人類の進化のために、それぞれの持ち場で静かに活動を始めていきます。ウォークイ
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ンが持つエネルギーは、高波動で微細です。同時に、強力な作用も持ち合わせています。

このため、私たちのエネルギーを心地よく感じる人もいれば、私たちの周囲にいると居心

地が悪くなったり、不快感を覚えたりする人もいます。そういう人は、たとえ肉体に以前

いた魂と仲良くしていた人であっても、私たちと距離を取り始めます。ウォークインは、

どこか相手の中の矛盾したエネルギーを浮かび上がらせる作用を備えています。そうした

プロセスを歓迎する人もいれば、今はまだ変化したくないと願う人もいます。放つエネル

ギーが相手によって跳ね返されれば、そうした人との関わりは叶わなくなっていきます。

逆に、表層意識ではたとえ抵抗していても、本当の自分らしく生きたいとより深い部分で

願っている人は、たとえ一度距離を置いたとしても、その人の準備が出来ると戻って来る

ようです。 

 ウォークインの活動は、多くの場合、静かなものです。それは、私たちの持つ高いセン

シティビティによるものです。このため、私を含めて、ほとんどのウォークインは目立た
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ない存在として、静かな暮らしを営んでいます。その中で、それぞれの持ち場で、周囲の

進化を促すために「存在」しています。どちらかというと、活動的に動き回るというより

は、存在すること自体が役割のようにも感じられます。私たちが放つ、言葉にできない

「異質感」は、相手の中へと静かに浸透していき、その人の奥深い部分にあるものを浮か

び上がらせます。こうして、人びとはウォークインと交流したり、ウォークインが居る場

に足を踏み入れることによって、それぞれが魂として計画してきた目覚めというプロセス

に向かって一歩ずつ歩んで行ったり、すでに目覚めのプロセスに入っている人は、そのプ

ロセスが加速したり、深化したりするようです。 

 また、ウォークインの肉体との統合をサポートする役割を担ったり、スターシードたち

の地球でのプロセスを助けたりする人たちもいます。それぞれの持ち場でウォークインが

従事する活動は多様ではあるものの、ウォークインの魂は普遍的な愛を原動力としている

愛の存在です。このため、そうしたエネルギーではないものを原動力とした環境や人、言
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動に対して強く反応します。それらが放つ矛盾のエネルギーは、私たちウォークインにと

って非常に心地悪く、時には先の尖ったナイフのようにも感じられます。しかし、こうし

た非常に高いセンシティビティがあるが故に、私たちは微細なレベルで周囲の環境に働き

かけ、人びとの進化を静かに促すことが出来るのかもしれません。 

 

 ウォークインが肉体に入ってから経験する変化のスピードは、多くの場合非常に早いも

のです。普通の地球人が数十年かけて経験することを、わずか数年で経験し終えることを

意図して私たちはこの地球にやって来ています。まず、肉体に受け入れてもらい、肉体を

浄化・強化し、さらに前の魂が残していった未昇華のエネルギーを癒していきます。同時

に、地球に存在するさまざまなシステムや慣習を学ばなければなりません。その中で、前

の魂が確立していたライフスタイル、家族、交友関係、仕事が淘汰されていきます。それ

まで一緒にいた家族のもとを去ったり、仕事を変えたり、ライフスタイルを１８０度変え
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るケースが多いようです。中には、身体的特徴が変化するウォークインもいます。私が知

っているウォークインの中には、目の色や肌のトーンが変わった人も少なくありません。

私自身も、肌が焼けやすくなり、骨格がしっかりし、身長が伸びるといった具体的な身体

の変化がありました。 
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 ウォークインしてから今に至るまでの約６年は、すでに絵が描かれていたキャンバスを

まっさらな状態に戻し、一から新しい絵を描き始めるようなものでした。 

 以前この肉体に居た魂は、愛と公正のエネルギーを持った、志の高い存在でした。どこ

か自分を愛せない人たちの多い家族を選び、そこでどれだけ愛として存在できるかを経験

しようとしていました。しかし、自分自身、そして生まれた家系に流れるカルマも同様に

大きなもので、その波に翻弄されることも少なくなかったようです。 

彼女の人生の後半で記憶に浮かび上がってきた幼少期のシーンがありました。ようやく

お座りが安定してできるようになったある日、彼女は居間にぽつりとひとりで座っていま

した。庭では緑が日差しを受けて鮮やかに映え、穏やかな午後でした。一歳くらいの彼女

は、真剣に考えていました。 
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――自分はちゃんと仕事を出来ているのか。この家族に愛をもたらすために来たのに、自

分はその役割を果たせていない気がする。その証拠に、人びとはいがみ合っている。 

  

 彼女はずっと、どこか自分に自信が持てないでいました。当時ははっきりと認識してい

なかったものの、強い霊媒体質とエンパシーの持ち主でもあったため、自分以外の存在や

他者の想いを取り込むこともあり、受容性の強い魂であるが故の苦労も多かったようです。 

 一方で、高次の守りも強く、さまざまな導きがありました。小学校の３、４年生の夏、

いつものように近所の海で泳いでいたときのことです。波の少ない穏やかな海で、彼女は

ゆったりと漂っていました。すると、一瞬のうちにすべてが光に包まれ、海、空、自分が

ひとつになったようなそれまで味わったことのない感覚を覚えました。すべてがひとつと

いう調和の中にあって、それが私たちの本来の姿なのだ、と感じたのです。それは数十秒

のことだったかもしれないし、数分間続いたのかもしれません。ただ、時間というもの自
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体が存在しない世界がそこにはありました。 

 時折、そうした経験や感覚が訪れなる中で、彼女は大人になっていきました。学校で学

び、就職をし、結婚をしました。敷かれたレールを、どこかで違和感を覚えながらも、辿

っていました。これがおそらく安心や安全へとつながる選択なのだろう、と。しかし、ど

こかで、自分を欺いているような心地悪さと、自由への強い衝動がありました。そして、

結婚生活が約１５年を迎えた頃、彼女はふたたび一人になることを選択しました。 

 離婚後、フリーランスで仕事を続けるかたわら、大学院でジェンダー学を学び始めまし

た。学校からそう遠くない場所で見つかった部屋に飼い猫と共に入居し、ひとりと一匹の

新しい暮らしが始まりました。多忙な仕事と学業の両立はなかなかハードなものでしたが、

すべての選択が自分の責任であるという新鮮な経験に、彼女は少しの心細さと、内側から

みなぎるエネルギーを感じていました。その姿には、結婚していた頃からは想像もつかな

い、まるで未踏の土地を果敢に進んでいくようなブルドーザーのような勢いがありました。 
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 ２０１６年の夏、新しい生活をスタートして一年と少しが経った頃です。前述のとおり、

睡眠中に彼女は肉体を離れ、その瞬間に私が肉体に入りました。 

  

 地球での暮らしは、新しいことへの挑戦の連続です。そして、特にウォークインから最

初の３，４年は、肉体との統合のプロセスと同時に、文字通りすでに絵が描かれていたキ

ャンバスを白に戻すことに費やしました。前の魂は、ずっと心の奥底にしまい込んでいた

ことのほとんどを最後の数年間でやり切り、ある程度の地ならしをしてくれていました。

私の仕事は、そうした中でも彼女が癒しきれなかったもの――現生と過去生を含む――や、

生まれ落ちた家系に流れる未昇華の重いエネルギーと向き合い、それらを出来るだけ光へ

と戻すことでした。それは気の遠くなるような作業でした。ひとつの記憶を癒すと、待っ

ていましたとばかりに次の記憶が浮上します。思い出す過去生の記憶には、前の魂が今生

で直面していたものの乗り越えられなかったテーマがありました。悲しみや、諦め、憤り、
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罪悪感といったエネルギーが浮かび上がるたびに、ひとつずつ感じ切り、中和させていき

ました。そうしたエネルギーは、今生生まれ落ちた家系にも流れているため、自分自身に

取り組むことで、家系の未昇華のエネルギーも徐々に軽やかになっていきました。 

 現実の生活の中でも、たくさんの手放しをする必要がありました。自分に自信のなかっ

た前の魂は、おそらく多くの人たちがそうであるように、人と交流することで不足感を補

おうとしていました。互いに承認を与え合う、依存性のある関係性が、家族関係であれ友

人関係であれ、彼女の人生のいたるところに存在していました。そうした関係を、すこし

ずつ、時にはドラスティックに、解消していきました。解消できない場合は、相手から依

存やコントロールのエネルギーが発せられた瞬間、自分のフィールドをしっかりと守るこ

とを意識することで、関係性を徐々に進化させていく必要がありました。地球での転生回

数が数えるほどの私にとって、何層にも矛盾した感情やメッセージが重なり合う、非常に

人間的なコミュニケーションは負荷が強く、私はシンプルな意思疎通を切望しました。こ
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う言えば相手はこう動くだろうとか、こう反応するだろうと算段する相手のエネルギーに

触れるだけで気分が悪くなったり、その場から立ち去りたい衝動に駆られました。 

 それでも、なかなか進化させることのできなかった人間関係には、潔く別れを告げまし

た。最初の数年間は、前の魂の「残り香」がこの肉体に存在していたため、そうしたエネ

ルギーに引き寄せられてきた人たちの中には、私との交流の中で、どこか冷や水を浴びせ

られたような想いになった人もいたかもしれません。なにせ、ウォークインとしての私は、

なんの飾りも操作もないシンプルな意思疎通を望むため、前の魂との交流に慣れ親しんで

いた人たちは、私の単刀直入さや素っ気なさをいぶかしく思ったことでしょう。そうした

中で、私の人間関係はどんどん淘汰されていきました。 

  

 この６年間で起こったもうひとつの顕著なこととして、ウォークインの結果、自分の肉

体自体が大きく変化したことがあります。前述のとおり、突然毎日大量の肉を身体が欲す
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るようになり、さらに、それまで低めだった体温が常に３７度ほどで保たれるようになり

ました。このため、最も肉体の変化が大きかった最初の３、４年は、一度も風邪などで寝

込むことがなく、成長期の中学生男子のように、身体が急速に進化していっている感覚が

ありました。そして、どこか若返ったような感覚もありました。人間の DNA 

の大半はジャンクと呼ばれ、眠っている状態にあると聞いたことがありますが、この統合

プロセスの中で、そうした休眠状態にあった DNA が始動し始めたような感覚もあります。

毎晩のように自分の中の何かが睡眠中に刷新され、朝を迎えました。目が覚めて、自分が

まるで昨夜までの自分とは違う感覚を持つ存在であるかのような、新鮮でもありながら、

説明のつかない感覚になることも時々ありました。夜眠っている間に、自分の中の何かが

書き換えられたかのような感覚です。 

 ウォークイン後に可能な限りスピーディに肉体に受け入れてもらい、前の魂の未昇華の

残滓を掃除することが何より優先された最初の数年間は、毎晩のように大量の寝汗をかい
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たり、身体に発疹がひろがったり、とさまざまな形で解毒も急速に起こっていきました。

そんな風に、強烈なエネルギーを持つ私の魂に「割り込まれた」肉体の意識は、私を受け

入れると決めた瞬間から、とてつもないスピードで進化していったのでした。 

 何度かこういう経験がありました。ある日、川沿いに借りていた仕事場に、久しぶりに

会う友人をお茶に招きました。呼び鈴が彼女の到着を告げ、私は玄関へ向かい、ドアを開

けました。すると彼女は開口一番こう言ったのです。 

――身体が発光しているみたいに見える。 

 また、仕事の作業を終えたある日の夕暮れのことでした。その頃、仕事終わりに自然の

多いエリアへ車を走らせて、エネルギーをニュートラルにすることが日課になっていまし

た。その日は、いつもより仕事が遅くまでかかり、車を走らせ始めた頃にはすでに太陽が

沈みかけていました。日が沈み始めると、夜は早足でやって来ます。それでも、私はあま

り気にせずに、交通量の少ない自然豊かなエリアを走っていました。 
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 日が落ちて気温も下がってきました。ふと、トイレに行きたくなりました。しかし、あ

たりにトイレを利用できるお店などは見当たりません。すると、少し行った先に、大きな

神社があり、敷地内にお手洗いがあったことを思い出しました。 

 夜の神社は、神秘的であると同時にすこし不気味さも漂います。日中の陽のエネルギー

が陰のエネルギーへと切り替わり、独特の静寂が辺りを包み込んでいます。平日の夜で、

神社には人はほとんどいません。広大な敷地内の駐車場に車を乗り入れ、恐る恐る外に出

ました。すると、不思議なことに、私の身体から発せられる光によって辺りがほんのりと

照らされているのです。その瞬間、穏やかな安堵感が私の中に湧き、私はお手洗いに向か

って歩き始めたのでした。 

 実はこの時、もうひとつ面白い経験をしました。車から出た私は、ふと足元に目をやり

ました。すると、そこにウサギのような大きさの存在が数体、私を迎えてくれているのを

私の肉眼以外の眼が捉えました。宿泊客を出迎え、足元を気遣いながら、館内へ案内する
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旅館のスタッフのように、その小さな存在たちは、甲斐甲斐しい様子で私の足元を照らし、

進む道を示してくれました。お手洗いを済ませると、その存在たちは、帰り道を同じよう

に案内してくれ、車に乗り込む私を温かく見送ってくれたのでした。 

 

 ウォークインとしての魂は、６年前の２０１６年夏に一気に肉体に入ってきたのではな

く、肉体の受け入れ態勢が整うたびに、数回に分けて入ったことを記憶しています。その

多くは、夜の就寝中に行われることが多かったようですが、何度か日中にこのプロセスが

起こりました。 

 ある午後、急な睡魔に襲われ、目を開けていられないほどになりました。居間のソファ

に横たわり、目を閉じると、遠くの空からグリッド状の構造物がゆっくりとしたスピード

で降下してきます。その中にいるのは私自身でした。その瞬間、私は決まったように深い

眠りに落ちていきました。そうして、新たに入った「部分」は数週間かけて肉体と融合し
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ていき、しばらくたって、また新たな部分が入ってくるという具合に、ウォークインのプ

ロセスは数年間にわたり続きました。 

 また、この中で、観音やイエスキリスト、インドの男神・女神、マリア、コノハナサク

ヤヒメ等の高次の存在たちのエネルギーを受け取り、自分の存在の中に統合していきまし

た。その中でも、強く印象に残っているのが、観音のエネルギーです。 

美しい海沿いの高速道路を車で運転していた時のことです。見上げると、桃色から紫ま

で見事なグラデーションを描く、息をのむほどに美しい夕焼けが広がっていました。その

瞬間、観音のエネルギーが私の中に入り、その温かいエネルギーで私の内側がはちきれん

ばかりに一杯になりました。 

 こうした高次の存在たちは、準備のできた魂と自分たちのエネルギーを融合させること

で、地球の進化を助け、愛と調和という地球本来のエネルギーを地球上で高めてくれてい

るのだと感じます。 
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 ウォークインとしての経験や、地球に降り立ってからのプロセスを皆さんとこうしてシ

ェアさせていただきましたが、最後となるこの章では、地球の皆さんへの私の願いをいく

つかの人生の主要なテーマに沿って、ご紹介させていただきたいと思います。 

 

 

  

この本を読んでくだっている方の多くは、何らかのお仕事をお持ちだと思います。フル

タイムやパートタイムで組織に雇用されている方から、自分でビジネスを展開している方

など、さまざまな形でお仕事をされていると思います。 

 地球では、仕事というものが非常に重視されています。どんな職業に就いているか、ど
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こに所属しているかといった要素が、その人の表面的な価値を決定づける場面もよくある

ようです。私たちはどこかに採用されると、その職場の色になんとか染まり、受け入れて

もらい、いい仕事をして、評価されることに、大きなエネルギーを注ぎます。自分のカラ

ーを出すことを許されるまでには何年もかかる、なんていう職場もあるかもしれません。

こうした職場では、個としての幸せや快適さは重視されず、組織にとって利益につながる

行動や姿勢が良しとされ、その中で私たちが絞りだす成果とされるものに対する対価を私

たちは受け取ります。 

 そうやって、個としての意思をある意味封印することで、私たちは組織に所属している

という微かな安心感を得て、できるだけそこに留まるのが安全なのだろう、と思い込もう

とします。そうする中で、安心とは外側からしか得られないという、小さい頃から継続的

に刷り込まれてきた思い込みが、仕事というものを通じて、さらに強化されていきます。

自分で安心を生み出せないとなると、椅子取りゲームのごとく、安心を取り損ねないこと
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に、あぶれないことに、心血を注ぐのです。たとえ、そこにいることが幸せでないとして

も。 

 しかし、それだけコミットしてきた職場でも、放出されるときはあっけないものです。

次の日には、自分が長い間温めていた椅子に、新しい人が座り、何事もなく仕事は進んで

いきます。その時、私たちは自分が形なきものに依存していたことを痛感します。あると

思っていた信頼、あると思っていた絆、あると思っていた成果、あると思っていた居場所。

すべて、自分の外側の何かを基準にしていたものたち。こうしたものは、あっけなく、自

分の前から姿を消し、自分は何者なのか、という根幹的な問いを私たちに突きつけます。 

 だからといって、今いる職場を簡単に去れない方も多いと思います。そんな時は、仕事

に対して自分が抱いている執着を緩めてみると良いと思います。仕事が自分の価値を決定

しているのだという思い込みから行動する代わりに、自分の本当の価値は何があっても揺

るがない、誰にも崩せない、という静かな自信から行動することで、不思議と物事はうま



95 
 

  © 2022 CHIE KOBAYASHI 
 

く回り始めたりするものです。仕事の結果や、相手の反応に依存するのではなく、自分の

出来ることをする、それ以上でも以下でもない、そのスタンスから仕事や人間関係に向き

合うことで、私たちはより軽やかなエネルギーで仕事に向き合うことができるでしょう。

注力するものにはしっかりエネルギーを注ぎつつ、不必要なものに分散させていたエネル

ギーを自分自身へと戻すのです。仕事は仕事に過ぎません。そこに、他の何かを、自分の

価値を求めたりすることで、焦りや嫉妬や競争のエネルギーが生まれたり、そうしたもの

に自らを巻き込んだりするのです。 

仕事の中に、心躍る要素があれば、それを楽しんでやってください。もし、そんなもの

は何もない、仕方なく居るだけだ、という人がいたら、自分の心が喜ぶことは何かという

問いを軽やかに宇宙に投げてみてください。きっと、その問いに対する答えがなんらかの

形で目の前に現れるでしょう。それは、すでに自分の中にある何かかもしれないし、新た

に興味が湧く何かかもしれません。自分の内側の本来の価値に改めて出逢うプロセスがス
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タートするでしょう。 

そうする中で、自分の中で仕事に向けてきたエネルギーに調和が戻り、仕事がし易くな

ることに気づくでしょう。過度の執着をそぎ落とすことで、現在の状況がスムーズに展開

するようになったり、人生の次のステップへとつながる新しい機会が自然な流れで訪れた

りするのです。 

また、ご自身で事業を立ち上げて、運営されている方もいるでしょう。情熱が収益へと

つながるのは素晴らしいことです。自分の決断、行動をビジネスで展開させていく自由、

そしてそこに伴う責任は、組織の一員でいる時には味わえないものです。実力がどんどん

成果として現れたり、収入を大きく増やしたりすることも可能です。成果が現れた時の充

足感もとても大きいものです。これからは、所属するという形を卒業して、自分でビジネ

スをする人が増えていくのではないかと思います。 

ここで、大切になるのが、我欲とうまく付き合うことです。ビジネスが上手く行ってい
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るときというのは、自分の中の欲が過度に振り切れていないときのことが多いようです。

しかし、ビジネスの規模が育つにつれて、コントロールしたい、掌握したいという欲求も

大きくなることもあるでしょう。そうすると、自分の中のバランスが崩れ始め、それがや

がてビジネスにも反映され始めます。トラブルが多くなったり、収益が思うように出なか

ったり、お客様が減ったりするかもしれません。そんな時は、エネルギーの断捨離が必要

になります。我欲は一旦私たちの中に生まれると、瞬く間に私たちの思考を浸食していき

ます。しかし、それは、本来の私たちではなく、恐れから来る防御なのです。そんな時は、

ビジネスを始めた頃の純粋な想いを思い出してください。そこがあなたの軸なのです。そ

の軸を忘れないでください。恐れから来るコントロールや掌握への欲に飲み込まれる代わ

りに、本来の目的に常に立ち返り、もし、不要なものや、もうそぐわないものがあれば、

シンプルに断捨離していきましょう。邪念が入り込む余地のないほど、クリアな空間を自

分の中に、そしてビジネスの中に保つことが大切です。 
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どんなビジネスにも浮き沈みがあります。自分自身の中のエネルギー、そしてビジネス

を取り巻くエネルギーがどのような状態であるかを常にチェックし、淀みや矛盾、過度の

欲が蓄積されつつある領域があれば、迅速にクリーニングしてください。そうすることで、

大難を小難に、小難を無難にすることができます。 

 

 

 地球上のさまざまな制度は、「家族」という単位を基準にしています。現在、家族はか

つての大所帯から４名～２名程度のものが多くなっています。地球では、この家族という

枠がとても大切にされているようです。同時に、この枠は私たちを縛る鎖でもあります。 

 かつて、家族などの何らかの群れに属していることは、生きるための必須条件でした。

属することで得られる安全があり、寝床があり、食べ物がありました。属していないこと
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は、時に生きる術を失うことと同じ意味であった時代も長かったでしょう。社会の発展と

ともに、こうした古くからの所属の形態をベースにした制度が次々と設けられていきまし

た。家族は、現在も地球の主流な単位であり続けています。 

 私は、地球に来て感じたことがあります。家族という単位で暮らしたり、行動したりし

ている多くの人たちを見て、彼らのエネルギーを感じる時、それは必ずしも愛や調和をベ

ースにつながっているものではないのです。すべての家族がそうという訳ではなく、あぁ、

この家族は本当に一緒にいることを喜んでいるんだな、と感じられる家族に出逢うと、こ

ちらの心も温かくなります。しかし、前者の場合と比べて、その数は少ないと感じます。 

 地球の家族という単位で暮らしている人々の中には、閉塞感や義務感というエネルギー

のチェーンが身体に絡みついている人たちが多くいます。長きにわたり継承されてきた家

族という単位の中で、本来の道を歩むことを自分に許すことのできない苦しさと、背負っ

てしまった責任や義務などが、多くの家族が放つエネルギーに付着しています。 
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 家族は、愛と調和をベースとしてこそ、機能するものであり、存在しうるものです。そ

こに、愛がないのであれば、互いの幸せを祈り、家族という枠組みから自由になることで、

互いの新たな人生の章をよりスムーズに迎え、人間としての成長・進化を早めることがで

きます。 

 なかには、なぜ一緒にいるのかさえ分からない、とこちらが感じてしまうようなケース

も時々見受けられます。この問いを投げかけられた当人は、物理的な理由を挙げるかもし

れません。しかし、私たちは、自分が幸せであって初めて、人生のさまざまな領域もまた

美しく輝き始めるものです。苦虫をかみ潰したような気持ちで過ごす時間が多ければ、人

生の他の領域もどこか苦々しいものや、満足できないものになるということがシンプルな

宇宙の法則です。 

 なぜ、幸せでない集団や関係の中に居続けようとするのでしょうか。それは、自分とい

う存在の手綱を他の誰かや何かに明け渡してしまっていることで、自分自身への信頼すら
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も失った状態にあるためです。 

 本来、愛と調和をベースに互いを慈しみあうものである家族。しかし、地球では、残念

ながら、家族は社会を回すための単位としての要素が、本来の家族というものの意義を遥

かにしのぎ、私たちの多くは、家族で愛や調和を循環させるために生きているどころか、

家族という単位をベースに確立されている社会制度が「回る」よう、羊の群れのように行

動することを求める各種制度に取りこぼされないよう、必死に生きているように見えるの

です。そこには、愛や調和の循環は感じられません。 

 しかし、どのような選択をするかは、個人の自由意志です。自分の人生を直視するより、

目をつぶって生きることを今回の人生で選択する人たちもいます。そうした人たちは、ま

た次回以降の転生で、このテーマに向き合うことになるのかもしれません。早い、遅いに

も優劣などなく、すべてが選択による結果です。 

 今、こうした既存の枠組みを超えて、多様な形態の家族やパートナーシップに踏み出す
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人たちがこれまでになく増えつつあります。それが、本来の自然な愛の表現の形であると

ともに、人間が地球上で展開する家族やパートナーシップはそのように進化するよう宇宙

から促されています。どのような形であれ、関係する人たちにとって最善の幸せにつなが

る関係こそが、宇宙の流れに沿った、真の家族やパートナーシップだといえます。地球上

の限定的な認識を超えた選択肢を選ぶことは、それすなわち、宇宙の流れに乗ることです。

そうすると、いろんなことが、不思議な導きでスムーズに展開し始めるものです。旧態依

然とした制度や慣習の恩恵に取りこぼされないよう必死で体裁を整えることにエネルギー

を注ぐ生き方から、自分の軸の心を羅針盤に生きることを選ぶと、面白いことに、それま

であれほど追いかけてきた制度的恩恵を上回る、目からうろこの恵みや繋がり、チャンス

が巡ってくるようになります。それは、人生という道に新しい回路が開かれ、宇宙のリズ

ムに乗って、新たな生き方に合ったものや人や豊かさが注ぎ込むからです。その中で、抵

抗感が沸き起こってきたら、どうぞ、慌てることなく、それを静かに見つめ、癒し、手放
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していくというプロセスを大切にしてください。そのたびに、新たな回路にとって不要な

信念や思い込みが取り払われ、道がどんどん真っすぐ広くなっていきます。 

 

 

  

 地球で暮らすことは、易しいことではありません。生き残るために進化してきた人類は、

誰かと戦ったり、競い合ったり、対立することによっても、成長する機会がこの地球では

与えられています。そうした成長の機会は、同時に、たくさんの傷も生み出します。私た

ちの多くは、そうした傷を癒す余裕や空間を自分に許すことなく、次の戦いへと、次の競

争へと出かけていくのです。だから、私の目には、多くの人が自分が傷ついていることす

ら気づいていない、または、気づかないようにしているように映ります。自分がどれだけ

傷ついているか直視したら最後、もう戦えないし、競えないのです。だから、表面だけで



104 
 

  © 2022 CHIE KOBAYASHI 
 

も、幸せな自分や、成功者たる自分、他者にこう見られたい自分を演じている人が多いよ

うに思います。 

 本来、私たちはあるがままで最も魅力的です。でも、こうあるべき、これは駄目、とい

う、自分のものではない誰かの価値観を自分のなかに取り込み、いつしか、自分はそのま

んまでは駄目だ、受け入れられないんだ、と思い込むようになります。自分を不十分だと

思っていると、自分以外の何かや誰かが羨ましく、妬ましくなります。そうやって、おき

まりの、競争や戦いに突入する場合もあるでしょう。 

 でも、そんなことをしても、誰も幸せにはなりません。誰かと競って優位になっても、

誰かを蹴落としても、優越感は長続きしないということは、誰もが経験済みだと思います。

誰かと戦ったり、競ったり、蹴落としたりする必要など、一切ないのです。こうした非生

産的なループの中で、エネルギーを費やして疲弊することも多いかもしれません。 

 しかし、このループから抜けることができるのです。どうぞ、そうすることを選択して
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ください。それまで、外側の何かを得るために注いできたエネルギーを、自分自身という

宇宙で一番自分にとって大切な存在に向けるのです。気づいていないかもしれませんが、

地球上の人間の多くは、傷だらけの兵士のようです。６年前に地球にやってきて何年もの

間、私は人々を見てこう感じていました。 

――どうして、（エネルギーが傷だらけなのに）、そんな風に笑っていられるのだろう。 

  

心が傷ついた状態だと、それに向き合い、癒すことを私たちに促すような事象を私たち

は無意識のうちに招き入れます。深い部分の傷を癒して、初めて本当に笑顔になれること

を、私たちの魂は知っています。だからこそ、そうした部分に向き合えるような人間関係

や状況を自分の現実に迎え入れるのです。 

 自分を取り巻く人間関係のなかで、同じようなパターンが繰り返されていたり、同じよ

うな展開に見舞われることが多い、ということもあるでしょう。こうしたことは、表面の
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私たちにとっては嫌でたまらないものであったり、出来れば避けたいものであったりしま

す。しかし、人間が進化する上では、ある程度の窮地に陥ったり、苦しみや不快感がある

レベルにまで達したりすることが、自分の内側や、物事や状況の本質を見つめようとする

大きな原動力となり得ます。 

 一見ネガティブに思える人間関係や状況に対して、相手や状況を非難したくなる衝動が

湧き起ったら、そうした感情はいけないものだと抑え込む代わりに、どうぞ感じ切ってあ

げてください。次から次へと湧き上がってくる言葉や感情をすべて受け止めて、受け入れ

てあげてください。いろんな気持ちが湧く自分自身を思い切り許してあげてください。こ

れはとても大切なことです。「いい子」でいようとする必要など全くありません。 

 ここからが、次のステップです。気持ちがある程度落ち着いたら、自分は「何に対して」

これほど激しく反応しているのだろう、と自分自身を見つめてみてください。実際、外側

の事象はあまり重要ではありません。その状況が特定の感情を引き起こした、ということ
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に過ぎないことも多いのです。特定の状況から特定の感情が引き起こされた時、私たちは

強く反応し、そこから怒り、悲しみといった、出来れば感じたくない感情が沸き上がって

きます。その感情は、おそらく、あなたが小さい頃から、または人生のある時から、繰り

返し囚われてきたものではないでしょうか。この機会に、どうぞ、勇気を少しだけ出して、

その感情の記憶をたどってみてください。できる範囲で大丈夫です。すると、表面の自分

では思いもしなかった記憶がふわりと蘇ってくるかもしれません。人によっては、その時

に味わった感情や感覚をリアルに再体験する場合もあるでしょう。 

 その時の自分、その時に誰にも、自分自身にも顧みられなかった自分こそが、現在の人

生で繰り返されている人間関係や状況から自由になるためのカギを握っています。その時

の自分にこう語りかけてあげてください。どんな気持ちか。誰に対して怒っているのか。

どんなことを願っているか。自分自身とつながることで、今まで無視されてきた自分自身

は、ある瞬間から堰を切ったようにあなたにいろんなことを語り始めるはずです。その声
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にどうぞ、耳を傾けてください。その自分がすべて語り切ったと思えるまで。ずっと、傍

にいて、聞いてあげてください。 

 こうしたプロセスを行っていくうちに、癒しが起こります。これは、一瞬で起こる場合

もあれば、数週間、数か月、数年かかる場合もあります。これをルーティン化することで、

どんどん自分自身の内側との信頼関係が育ち、癒しがどんどん深まっていきます。その中

で、必要であれば、あなたに不快な思いをさせた相手にあなたの思いを伝えてください。

この段階に来ると、よりニュートラルな位置から相手に話をすることができるようになっ

ているでしょう。やがて、不思議なことが起こります。今まで自分を苦しめてきた人間関

係や状況が、するすると紐がほどけるように、自然な流れで解決・解消されていくという

ことが起き始めます。時にはあっけないと思えるほど簡単に。 

 こうして起こる癒しは、ある特定の人間関係や状況を超えて、多層的に私たちの魂や人

生に癒しをもたらします。こうした癒しのルーティンをベースにして日常を生きることで、
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人生のさまざまな領域で調和が生まれ始めます。これは、癒しをつうじて、「カルマ」と

いう学び残しを解消していくプロセスでもありますので、自然な流れであると言えます。

自分の中から「ひっかかり」というフックが無くなっていくと、たとえどれだけカルマが

山積したままの人があなたの現実を通過したとしても、そうした人が抱える混乱に巻き込

まれることが減っていき、人生が穏やかで調和のとれたものへと変化していきます。 

 

 地球では、一般的に脳で綿密な計画を練ることで、物事や夢が実現するように考えられ

ているようです。しかし、脳には、過去の記憶に照らして最善策を考え付くこと以上にで

きることはあまりありません。私たちの多くが脳や思考の大切さを信じて疑わないことを

考えると、不思議な気がしますね。しかし、実のところ、脳とその思考は、馬車本体です

らなく、車輪のひとつに過ぎないほどの存在です。 
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 多くの人が、夢や希望はなかなか実現しないものと考え、中には願いを抱くことをどこ

かで諦めてしまっている人もいます。期待しない分、落胆も少なくて済むということなの

でしょうか。目をキラキラ輝かせながら夢を語る、いい年をした大人を見ると、複雑な気

持ちになる、という人もいるかもしれません。自分がどこか諦めの境地から生きている時、

そんな人を見るのは心地よいものではないし、どうせ、自分とは縁のない世界に生きてい

る、特別な星の下に生まれた人なんだろう、と自分を納得させようとするかもしれません。 

 これは、大きな勘違いです。私たちは誰もが、夢を叶え、自分が願う人生を生きること

ができます。じゃあ、なぜ自分はこんな不満足な人生に甘んじないといけないのか、説明

してくれ、とクレームが飛んできそうですが、汗。 

 この問いに対する答えはこうです。その人が、そうした人生を選んだからです。選んで

ないよ、ふざけんなよ、と言われそうですが、これが真実です。 

 まず、地球に生まれてくる前、魂としての私たちは、学び残しを完了させるために最適
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な家族設定や環境をピンポイントで選び、学びを完了させるために最適な魂とのめぐり合

わせを盛り込んだ計画書のようなものを作成します。私たちが地球に生まれる理由は、人

間という肉体をまとった存在として、魂の進化に取り組むためです。これが何よりも優先

されます。そして、人間として誕生してからは、その計画に沿って学びの機会がさまざま

な形で訪れます。抱えているテーマや、計画書の内容によっては、なかなか過酷な経験を

する人もいるでしょう。誕生前に自分が作成した計画書を肉体をまとった状態で意識的に

記憶している人は稀です。だからこそ、自分の境遇を他者と比較して、なんて不平等なん

だ、自分は不幸だ、と嘆く人がいても不思議ではありません。 

 しかし、今自分が置かれている状況や、経験していることが、自分の計画書の一部なの

だと分かれば、それらに向き合う姿勢はもう少し前向きなものに変わっていくのではない

かと思います。今の状況や経験は、宇宙からの罰や意地悪ではなく、魂として抱えている

テーマ（カルマ）を完了させ、より高みへと進化するためのプロセスの一部であるという
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ことが心のどこかにストンと落ちれば、よーし、いっちょやってやるか、という気持ちに

なるかもしれません。だから、楽そうに生きている人を見て、羨ましくなる必要などない

のです。それに、たとえ不自由なく生きているように見えるからといって、内側が幸せと

は限らないのがこの世の常です。それぞれが、自分に向き合い、自分を大切にし、愛する

ことこそが、何より大切です。 

 では、自分の夢や願いを叶えるにはどうすればいいのでしょう。これも、意外とシンプ

ルなのです。例えば、長年思い描いているけれど、なかなか実現しない夢があるとします。

従来は、このような場合、「欠けているもの」や「不足しているもの」を特定し、それを

埋めるための資格取得など、夢を叶えやすくするために外側の条件を整えること、つまり、

自分の外側を操作しようとすることに多くのエネルギーが注がれます。人間関係において

も同様で、相手を自分の都合の良いように、自分が望むように行動させようと、努力する

場合も多いでしょう。 
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 しかし、こうした外側へのアプローチは、一時的で表面的な成果しか生みません。たと

え、一旦は自分の思い通りになっても、自分の立場を守るためにずっと外側を操作し続け

なければならないという焦りや、不要な気苦労や不安から自由になることは難しいといえ

ます。どう上手く立ち回るか分かっていることが、社会で生きる上で都合が良い、という

思い込みが、実は、多くの人たちの夢の実現力を逆に阻んでいると言えるくらいです。 

 本当に願いを叶えたかったら、まず何より大切なことがあります。それは、その願いを

できるだけ濁りや矛盾のない純粋なものにすることです。複数の選択肢に心が動いていた

り、その道に迷いがあったりすると、願いに込められるエネルギーが分散されてしまいま

す。人間は、ときに心が揺らぐものです。ここでいう、願いの純化とは、表面的な心のさ

らに奥に存在する、私たちの本質の部分でなされるものです。表面的な思考や感情の揺ら

ぎは、あまり重要ではありません。揺らぎが訪れたら、しがみつくことなく、それを通過

させ、手放すようにしてください。 
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 こうしたプロセスを通過して、願いがある程度純度の高いものになったとき、その願い

を広大な宇宙に向かって、素直な気持ちで放ってください。誰もジャッジしません。純粋

な心の願いを解き放ってください。これで２つ目のステップは完了です。宇宙がこれから

もたらしてくれる可能性を信頼して、この件についてあまり考えることなく、操作しよう

としたりすることなく、日常を普段どおりに送ってください。 

 願いを宇宙に放つと、それが純度の高い願いであればあるほど、宇宙は早く反応します。

ここからは、願いを叶える上で妨げとなっている「内側のテーマ」が私たちに示され始め

ます。外側の事象は、私たち内側の現実が映し出されているものです。その逆ではありま

せん。私たちがクリアにする必要のある自分の中のテーマが、友人関係、仕事、家庭など、

さまざまな場面で鮮やかにリプレイされ、私たちに絶好のチャンスを与えてくれます。こ

のステージは、時にチャレンジングでもあるため、願いを放ったのに、余計にきつい状態

になった、と感じることが、一時的ではあるものの、あるかもしれません。 
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 この時、相手や状況の中に非を探して、それを正そうとすることに心血を注ぐのではな

く、呼吸をゆったりとして、「この経験は何を自分に伝えようとしているんだろう」と内

側に問うてみてください。瞑想をしたり、自然の中を歩いたり、自分が安心できる空間に

身を置いて、この問いに対して訪れる答えに心を開いてください。そうして、かすかな囁

き、ビジョン、感覚、植物たちや動物たち、自然など、さまざまな媒体をつうじてもたら

されるインスピレーションが、問いへの答えとして訪れます。 

 受け取ったインスピレーションを、どうぞ今回のテーマの学びの礎として、取り組んで

みてください。すべては、自分の内なる世界が癒され、美しい輝きを放ち始めることで、

善きものへと姿を変えていきます。やがて、表面の思考では思いもつかない展開で、不思

議と夢が叶っていた、ということが起こるでしょう。多くの場合、思い描いていた状況が

そのまま実現するというよりは、予想を超えた嬉しいサプライズとともに私たちを驚かせ

てくれます。宇宙は、私たちにとって何が最高かを、私たちの脳やその思考よりもはるか
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に知っています。宇宙への全幅の信頼とともに、夢を軽やかに叶えていけるのです。 

 しかし、もし、夢がどうしても叶わない、どれだけ内側をクリアにすることに取り組ん

でも道が開かない、という場合は、今がその夢を実現する最良のタイミングではない、ま

たは、その願いは実はあなたの魂からの願いではないというメッセージであるかもしれま

せん。 

 宇宙は誰かを特別にひいきしたり、誰かを差別したりすることはありません。すべての

存在が平等であり、私たちはそれぞれが必要な経験をそれに適した状況の中で通過してい

ます。だから、自分の内側をクリアにすることを日々大切にして、願いをシンプルに宇宙

に向けて放ち、もたらされるテーマに丁寧に向き合い、ゆったりと宇宙からのギフトを受

け取れる自分であれるよう心がけていてください。 
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 自分という存在の手綱を他の誰かや何かに委ねて生きることは、一見、なんらかの安全

や安心をもたらしてくれるように見えます。自分で考えたり、行動したりする必要がなく、

言われることをやり、与えられるものを受け取る、という姿勢は、地球ではどこか便利で、

都合の良い、賢い生き方とすらされている場合もあるでしょう。 

 しかし、こうした生き方の代償は小さくありません。自分で考え、行動することを止め

ると、人間としての熟成が遅れることになります。大切な人生の岐路に立った時に、自分

で考えたり、判断したりすることができなかったり、自分を支えてくれて、守ってくれて、

道を示してくれる人を常に探していなければなりません。誰かに依存していれば、自分に

向き合う必要は減ります。でも、このような生き方をしていると、真の心の平安は訪れま

せん。外側の状況が変化した瞬間、手にしていたはずの安全や安心など霧のごとく消え去

ってしまいます。 

 地球では、ほとんどの人が何等かの組織の単位の一員として生きています。それは、家
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族であったり、会社であったり、学校であったり、趣味のグループであったりするでしょ

う。しかし、私たちは、何かに属する一員である前に、ひとつの独立した、完璧な美しく

輝く存在である、ということをどうぞ忘れないでください。自分という存在の手綱は、自

分だけのものです。誰かや何かにもっと受け入れてもらうために、自分の手綱を渡す必要

はありません。何よりも、自分らしくそこに存在することが、あなたの魅力であり、力な

のです。もし、厄介な状況や人が周囲に存在する場合は、自分であることを何より大切に

し、ぶれないことです。そうした厄介な人々は、ブレブレの人たちが持つ、エネルギー状

の「フック」を狙って、ロープを投げてきます。しかし、私たちの中から、そうしたフッ

クが減っていくことで、彼らのエネルギーやレーダーに引っかからなくなるのです。とて

もシンプルな法則です。 

 自分の手綱を放棄した生き方は、強い依存を生みます。例えば、母親が我が子に依存し

すぎる場合、ふたりの間には非常に密着した関係性が築かれていきます。しかし、たとえ
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自分のお腹を痛めて産んだ子どもであっても、その魂は独立したひとつの存在です。今生

は、この子はあなたを母親として選択しましたが、過去生の関わりでは、現在のものとは

全く異なる関係性を展開していたことも非常に多いのです。どんなに近しい存在でも、相

手は一個の魂である、という姿勢でとらえた時、おそらくあなたの言動は変化するでしょ

う。私たちは誰のものでも、何かのものでもありません。私たちは自分自身のものです。

その中で、学びの完了に必要な人や状況を自分の現実に招き入れ、交流しているに過ぎな

いのです。子育てが好きなら、情熱をもって楽しむことを何より優先してください。子ど

もがどのような道を選択し、誰とどうなるかなどは、その子どもが決めることであり、そ

の子の人生です。 

 これは、人生のあらゆる領域についても言えます。例えば、仕事の成果に自己価値を求

めた場合、うまく行っている時はいいのですが、人生には時々変化が訪れるものです。経

営者が変わったり、上司が変わったり、組織変更があったり、個人がコントロールできる
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範疇を超えた事象により、突然、異動になったり、クビになったりすることも十分あり得

ます。今までの自分の頑張りは一体何だったのか、と上司に詰め寄りたくなるような異動

を言い渡されることなど、日常茶飯事です。 

 だからこそ大事なのが、どんなことが外側で展開しても、自分を失わなくて済むように、

軽やかに変化に対応していけるように、自分の手綱は誰にも渡さないことなのです。これ

は、パートナーシップや友人関係においても、全く同じです。関係がややこしくなってい

る場合は、ほとんどの場合、誰かが自分の手綱を明け渡してしまい、関係性のバランスが

崩れてしまっているのです。こうした関係性では、誰が悪いということはありません。悪

意のある行動をする人も、その被害者も、自分の手綱をきちんと握っていないのです。自

分の手綱を握った状態で、相手と交流することで、２つの存在の独立性が守られ、必要以

上に飲み込まれることなく、相手を思いやり、交流することができます。それが守られな

いのであれば、その関係はそれまでということです。しがみつく必要などありません。 
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 一度決めたら、一生これじゃなければならない、という思いは幻想です。魂はさまざま

な変化を成長の糧とします。この言葉は、地球上の伝統や慣習や制度を維持するためにも

っともらしく語られてきた言葉だと言えます。私たちの人生は本来、成長のステージが上

がるたびに大きく変化します。人間関係も、仕事も、家庭も、パートナーシップも、健康

も、さまざまなものがターニングポイントを迎えます。これは、恐れるべきものではなく、

歓迎すべき、成長の証です。こうした変化は、程度の差こそあれ、誰の人生にも用意され

ています。こうした変化を軽やかに受け入れ、次のステージに踏み出すために必要なのが、

自分自身の手綱をしっかり握っていることなのです。 

 このためにも、誰かがこう言っているから、誰かがこうしているから、という場所から

行動することを止め、自分はどう感じているのか、自分はどうしたいのか、という場所か

ら一瞬一瞬を生きることが大切です。こうした生き方は自分のことだけしか考えない、わ

がままじゃないか、と思う人もいるかもしれません。しかし、実際のところ、愛や調和と
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は、自分が自分を満たせていて初めて生まれるものです。自分の本意ではないものに追随

することは、自分を大切にしないことであり、そこから満足感など得られません。やがて

は、他の何かで補ったりする必要すら出てくるでしょう。自分を満たせる人たちが増える

ことで、この地球上で愛や調和がますます育っていくでしょう。 
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 このあとがきを記している数日前、秋分を迎えました。要らないものを私たちの中から

あぶり出し、燃やす尽くしていった激しい夏が過ぎ去り、穂が涼やかな風にたなびく秋が

訪れています。この地球は、ほんとうに美しく、飽きることのない場所です。たくさんの

人たちがたくさんの想いを抱え、一生懸命生きている。ただ、多くの人は自分を幸せにし

てあげられる術を知らない、または、幸せになることをどこか諦めているように映ります。

自分が心のどこかでほのかに感じているあの世界は、きっと夢なんだろう、と。 

 私たちは、魂から喜びを感じられる瞬間を求めて、この地球へやって来ています。だか

ら、どうぞ、宇宙が誰かを取りこぼしたり、ないがしろにしたりすることはない、という

ことを忘れないでください。そうして、あなたの人生を生きてください。あなたの魂を生

きてください。あなたの羽を思い切り広げて、自由に生きてください。そんなあなたのエ
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ネルギーが周囲へと広がり、他の人に伝搬していきます。ひとりひとり、そうした生き方

を自分に許してあげられる機会をあなたがもたらしてあげられるのです。恐れではなく、

希望や愛を原動力に、ひとりひとりのペースで、人生という壮大なドラマを、宇宙と共に

描いていきましょう。 

 ちょうど、２０２２年の夏にこの本を書き始め、あとがきを書き終えようとしている今、

私の地球での滞在期間は６年を少し過ぎようとしています。もしかすると、早めの旅立ち

が用意されているかもしれないし、７０～８０歳頃までは時間を与えられているのかもし

れません。先のことは何も分からないけれど、私の心は希望と好奇心で一杯です。この地

球という摩訶不思議な惑星で、おぼつかないながらも、沢山の感動と体験を味わいたい、

そして何よりも、人びとの魂の進化を静かにサポートする役割を地道に続けていきたい、

と思っています。ずっと夢見て、待ち焦がれていたこの転生を無駄にすることなく、生き

切ろうと願っています。 
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 お読みくださり、心から感謝します。 

皆さんの人生がますます輝きの多いものとなりますように。 
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