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前書き 
 
本書は無料のガイドブックです。もし、あなたがこのガイドブックにお金を払

ったとすれば、騙されているかもしれません。このガイドブックは、出来るだ

けわかりやすく、シンプルに作りました。書かれていることは真面目に実践し

てください。でなければ、あまり役には立たないでしょう。 

 
本書は簡単なガイドです。このガイドには、5つの方法を記しています。初め

の2つの方法は、基礎練習となるものなので飛ばさないでください。メソッド

１と２をマスターした時点で、あなたはすでに大きく向上しているでしょう。

メソッド３・４・５はオプションです。 

 
これらの実践は多少つまらなく感じるかもしれませんが、真面目に行えばあな

たの中に眠るインナーウィットネスを呼び起こし、内側から人生を変えていく

土台をつくることが出来ます。 

 
インナーワークを行うには様々な方法があります。本書には、自分で実践して

いるもののみ紹介しています。本物であり続けることが大事なので、紹介した

ことを実践するのでなく、実践していることを紹介しています。 

 
2020年12月、このガイドブックを書かなければいけないと思い立ちました。あ

なたのお役に立てることを心より祈っています。あなたは愛されています。あ

なたには価値があります。あなたはあなたであるだけで十分です。あなたは美

しい。 

 
愛と祝福を込めて！ 

ゾン・ジャン a.k.a. インナー・プラクティショナー 
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インナーワークとは? 

 
インナーワークとは、自分の内面で起きていることに気付き、その負の影

響を減らすために意識的に実践するプロセスのことです。 

 

インナーワークには２つのパートがあります。 

1. 訓練を繰り返すことにより、自分の内面で何が起きているか気付く 

2. その負の作用を減らす訓練をする



4 

 

インナーウィットネス 

 
気付きは、あなたの中のインナーウィットネスから得られます。インナ

ーウィットネスは四六時中あなたと共にあり、心の中で何が起きている

かをはっきり知っています。多くの人はトラウマを抱えており、インナ

ーウィットネスを無視することに慣れてしまっています。結果として、

自分の内面で何が起きているかわからない、ということがしばしばある

のです。 

 

自分の内面で何が起きているか、認識してください。起きる理由は知ら

なくてもいいのです。それは治癒やシャドーワークの範囲です。
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始める前に – 寝室の片付け 

 
時間をかけて、寝室ないしは家中を片付けましょう。外面的な生活環境

は、内面的環境の現れです。インナーワークにとても有効です。 
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始める前に – プラニック呼吸法 

 
プラニック呼吸法は生命エネルギーを高め、ストレスを軽減し、リラックスを

与え、心拍数や血圧を下げ、インナーマッスルの安定感を高め、少しずつ心を

安定させていきます。プラニック呼吸法はインナーワークにとても有効です。 

 
口を閉じます。 

 
口蓋（口の上）を舌で触ります。これにより、体の前と後ろのエネルギーチャ

ネルが繋がります。 

横隔膜を使い、鼻で呼吸します。  

息を吸い、7秒数えます。  

息を止め、1秒数えます。 

息を吐き、7秒数えます。 

息を止め、1秒数えます。 
 
これを繰り返します。 

 
これが、7秒1秒のプラニック呼吸法です。 

 
可能であれば、6秒-3秒-6秒-3秒で試してみてください。少し難しくなりますが、

7秒-1秒-7秒-1秒よりも生命エネルギーを高める効果があります。 

 
インナーワークを始める前に、プラニック呼吸法を3～10分程行ってください。 
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メソッド１ – 感情の識別 
 

自分の内面で何が起きているか気付くためにも、このメソッドはとても

重要になります。気付きが無ければ、永続的変化は不可能です。 

 
感情的になった時、呼吸をし、体をリラックスさせ、経験している感情

を識別してください。例えば、怒り、嫌悪、恐怖、苛立ち、嫉妬、幸福、

悲しみ、等です。 
 
識別した感情を、携帯電話のノートに記録してください。識別出来なけ

れば、不明と記録してください。近道はありません。出来る限りこれを

行ってください。何度も失敗するのは当たり前です。諦めずに続けてく

ださい。 

 
1週間後、記録した感情を見てみてください。感情のサイクルが見えてく

るでしょう。そして、知らないうちに感情のサイクルで多大な時間を使

っていることに気付くでしょう。 

 
訓練を続ければ続ける程、自分の内面で起きていることがもっとわかっ

てくるでしょう。意識が高まることにより気付きが増え、インナーウィ

ットネスを呼び起こし始めます。 

 
これは簡単な方法ではありません。事実、これは難しい禅の練習です。

このメソッドは習慣になるまで続けてください。これは人生を変え、運

命を変えていくための最速の方法のひとつです。 

 
このメソッドが上達してきたと感じたら、その感覚を信じ、メソッド２に

進んでください。 
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メソッド２ – 感情を眺める 

 
この段階で、すでにほとんどの感情を識別出来るようになっているでしょう。

この意識が生まれたということは、あなたはもうオートパイロットモードで生

きているわけではありません。次のメソッドに移りましょう。感情を眺めてい

きます。 
 
感情的になった時、呼吸をし、体をリラックスさせ、経験している感情を識別

してください。（メソッド１）そしてその感情の発生、自身への影響、感情の

消滅を眺めます。（メソッド２） 
 
例えば、怒りが発生した時に、その感情を怒りと識別します。（メソッド１） 

1. 怒りの発生を見る 

2. 怒りの高まりを見る 

3. 自分が無実だ、という考えが怒りのせいであることを見る 

4. 自分が正しく相手が間違っている、という考えが怒りのせいであること

を見る 

5. 怒りのせいで不公平感を感じていることを見る 

6. 怒りで相手を責めていることを見る 

7. 怒りによって、相手を攻撃し罰したいと考えていることを見る 

8. 怒りの減少を見る 

9. 怒りの消滅を見る 

初めのうちは難しく感じ、何度も失敗してしまうかもしれません。それは自然

で当たり前なことです。頑張って自分の負の感情を眺めてください。訓練をす

ればするほど、簡単になっていきます。 
 
近道はありません。ただ訓練を積んでいくのみです。この訓練は気付きを高め、

またひとつインナーウィットネスを近付けてくれます。 
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これは難しい禅の練習です。感情を観察することが出来るということは、

あなたはあなたの感情ではないということです。自分の内面にあり、観

察することが出来るものは、あなた自身ではありません。 

 
この訓練は気付きを大きく高めてくれます。これは習慣になるまで続け

てください。きっと、様々な変化を感じることでしょう。これは人生を

変え、運命を変えていくための最速の方法のひとつです。 

 
実践の訓練なしに、内面の変化や具現化を行うのはほぼ不可能です。さ

らに、人はしばしば訓練なしで何かを具現化出来ると思い違いをしてし

まうものです。 

 
このメソッドが上達してきたと感じたら、その感覚を信じ、メソッド３に

進んでください。 
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メソッド３ – トリガー反応に向き合う 

 
この時点であなたは、感情を識別し、その感情が発生し消滅していくと

ころを眺めていられるようになっているでしょう。しかし、治癒はして

いないため、特定の人や出来事にトリガー反応を示してしまうことがあ

るでしょう。 

 
自身の感情を識別し、その発生と消滅を眺めることが出来ても、きっか

けがあると認識を失い、オートパイロットモードに戻ってしまい、意図

しない発言や行動をしてしまうでしょう。 

 
この段階では、何故トリガー反応が起きるかということは知らなくても

問題ありません。それは治癒やシャドーワークの範囲です。しかし、ト

リガー反応に向き合うことは必要です。それは次の３つのパートになり

ます。 

 
1. 自分のトリガー反応を知る 

2. トリガー反応から逃げ出さない 

3. トリガー反応に動じない訓練をする 
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自分のトリガー反応を知る 

 
最適な方法のひとつは、トリガー発生時の自分の体の感覚を覚えておくこ

とです。例えば下記のようなものです。 

1. 身体の内圧 

2. 筋肉のこわばり 

3. 息切れ 

4. 急に気分が重くなったり、悪くなったり、小さく感じる 

5. 急に頭がぼーっとし、はっきり考えられない 

6. その他 

人により、上記とは違った感覚があるかもしれません。トリガー発生時の

自分の体の感覚を覚えていてください。突然感覚が増えることがあれば、

それもリストに追加しましょう。 

 
毎日このリストをチェックし、自分の体の感覚を考えて覚えましょう。

リストをチェックすればするほど、トリガー発生時に自分でわかるよう

になります。 
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このリストを毎日チェックすることで、無意識の意識がトリガー発生時

にそれを教えてくれます。無意識の意識はあなたと常に共にあり、あり

とあらゆるものを記憶しています。繰り返すことにより、無意識の意識

にプログラムすることが出来ます。 

 
トリガー発生時に、それが起きていることをわかる瞬間があるでしょう。

この内なる気付きは、あなたの認識ないしは無意識の意識からのお知らせ

となります。 
 
この内なる気付きがなくとも、全く問題はありません。リストを毎日チ

ェックし続け、必ず気付きはやってくると信じてください。焦らずにゆ

っくりと、自分に優しくしてください。これは自然に起きるべき重要な

ステージとなります。 
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    トリガー反応から逃げ出さない 

 
トリガーが発生したとわかった瞬間、それはまたとない機会です。しか

し、この瞬間はすぐに消えてしまい、意識は乗っ取られ我を失ってしま

うでしょう。 

 
この瞬間に意識を保ち続けるコツは、突然の体の動作です。わたし個人

は、利き手で拳を作り、手のひらに指を食い込ませ、一時的な不快感を

発生させます。 

 
この突然の動作と一時的な不快感で、わたしは我に返り意識を保ち続け

ることが出来ます。こうすることで、わたしは意識を乗っ取られず、我

を失わずにいられます。 
 
体の動作は複数行うこともできます。例えば、深呼吸をして拳を握る、

など。自分を傷つけることなく、意識を保ち続けることが出来るものな

らなんでもいいのです。 

 
これを習慣になるまで続けてください。独自の動きを編み出してもいいで

しょう。深呼吸をする、首を左に回す、などあります。正しいも間違いも

ないのです。自分に合った動作を行ってください。
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   トリガー反応に動じない訓練をする 

 
意識を乗っ取られていなければ、トリガー反応に動じない訓練をするこ

とが可能です。ここでは身体的な感覚と、負の感情に向き合う必要があ

ります。 

 
例えばわたしのトリガー発生時は、下記のような経験をします。 

1. 身体の内圧 

2. 筋肉のこわばり 

3. 息切れ 

4. 急に気分が重くなったり、悪くなったり、小さく感じる 

5. 急に頭がぼーっとし、はっきり考えられない 

6. その他 

認識があり、意識が乗っ取られていないと、これらの状態に向き合うこ

とができます。人により、上記とは違った感覚があるかもしれません。

そのため、違った状態におかれるかもしれません。 

 
まず初めに、体と神経系をリラックスさせるため、深呼吸またはプラニ

ック呼吸法を行います。これは、このセクションで一番難しい部分です。

体と神経系が落ち着くまで、深呼吸かプラニック呼吸法を続けて下さい。
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体も神経系も落ち着かなければ、洗面所に行き、水で顔を洗ってみてくだ

さい。出来れば、洗面所で腰をかけてください。深呼吸かプラニック呼吸

法を続けてください。体と神経系が少しずつリラックスしてきます。 

 

次に、自身の負の感情を眺めてください。メソッド２で訓練し身につけ

たスキルです。近道はありません。訓練し続ければ上達していきます。

いつしか自然に行えるようになるでしょう。  
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メソッド４ – 愚痴を言わない 

 
この段階では、なぜ愚痴を言いたくなるかは知らなくて問題ありません。

それは治癒とシャドーワークの範囲です。ですが、愚痴を言うと気分が

楽になる、というのが愚痴を言うほとんどの人の理由です。 

 
何年も前に、愚痴を言うことをやめる、というのを自分の中で決めまし

た。わたしは下記のメソッドを使用しました。 

1. 愚痴を言わない、と心の中で決める 

2. 愚痴を言わないことを目標にする 

3. 愚痴を言いたくなる時を知る 

4. 愚痴を言わない訓練をする
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愚痴を言わない、と心の中で決める 

 
自分の中での決断は、心で意識的に決める決断です。心とは主人であり、

エゴではありません。エゴとはただの奴隷です。心が決断を下せば、エゴ

はそれに従うのです。 

 
愚痴を言わないことについて真剣になってください。心から愚痴を言い

たくない、と思ってください。愚痴を言わない、と自分の中で決断して

ください。あなたの内なる決断に、宇宙は必ず答えてくれるでしょう。
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愚痴を言わないことを目標にする 

 
毎朝、愚痴を言わないことを一日の目標にしましょう。意志とはとても

力強いものです。意志は無意識の意識に望みを伝えます。そして、宇宙

に対しても望みを伝えます。 

 
愚痴を言わないことを目標にすればするほど、愚痴を言いたくなった時

に無意識の意識がそれを教えてくれて、宇宙が助けようと反応してくれ

ます。
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愚痴を言いたくなる時を知る 

 
最適な方法のひとつは、愚痴を言いたくなった時の体の感覚を覚えておく

ことです。例えば下記のようなもの。 

1. 身体の内圧 

2. 筋肉のこわばり 

3. 息切れ 

4. 突然不公平に感じる 

5. 突然いっぱいいっぱいに感じる 

6. その他 

あなたの体の感覚は上記とは違ったものかもしれません。愚痴を言いた

くなった時の体の感覚を記録しておきましょう。突然感覚が増えたと感

じたら、それもリストに追加しましょう。 

 
毎日このリストをチェックし、自分の体の感覚を考えて覚えましょう。

リストをチェックすればするほど、愚痴を言いたくなっていると自分で

わかるようになります。 
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このリストを毎日チェックすることで、愚痴を言いたくなっている時に

無意識の意識がそれを教えてくれます。無意識の意識はあなたと常に共

にあり、ありとあらゆるものを記憶しています。繰り返すことにより、

無意識の意識にプログラムをすることが出来ます。 

 
愚痴を言いたくなっている時に、それをわかる瞬間があるでしょう。この

内なる気付きは、あなたの認識ないしは無意識の意識からのお知らせであ

ります。 
 
この内なる気付きがなくとも、全く問題はありません。リストを毎日チ

ェックし続け、必ず気付きはやってくると信じてください。焦らずにゆ

っくりと、自分に優しくしてください。これは自然に起きるべき重要な

ステージとなります。 
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愚痴を言わない訓練をする 

 
愚痴を言いたくなっている時が自分でわかり、認識があれば、愚痴を言わな

い訓練をすることが出来ます。初めのうちは、不自然で難しく感じるかもし

れません。 
 
なぜなら、以前は無意識のうちに何度も愚痴を言っており、それにより

自身の中でパターンが出来上がっているからです。このパターンに抗う

のは、少し不自然で難しく感じるのは当たり前のことです。 
 
まず、一時的に不快感を発生させるため、利き手の拳を握り、指を手の平に食

い込ませます（もしくは自身の方法を使ってください）。この突然の体の動作

と一時的な不快感で、今この瞬間に戻ってくることが出来ます。 
 
次に、深呼吸かプラニック呼吸法を行い、体をリラックスさせます。体が落ち

着くまで、深呼吸もしくはプラニック呼吸法を続けます。 
 
体が落ち着かなければ、洗面所に行き、水で顔を洗ってみてください。可能で

あれば、洗面所で腰をかけましょう。深呼吸もしくはプラニック呼吸法を続け

てください。そのうち体が落ち着いてきます。 
 
体が落ち着いてくれば、愚痴を言いたい気持ちも鎮まってきます。近道はあり

ません。訓練を続けていけば、次第に上達していきます。訓練をすればするほ

ど、どんどん楽に、そして自然に行えるようになります。  
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メソッド５ – 承認欲求を止める 

 
この段階では、なぜ他人から承認されたいという欲が生じるのかは知ら

なくて問題ありません。それは治癒とシャドーワークの範囲です。です

が、多くの人は不安を軽減させるために他人からの承認を求めます。 

 
実のところ、誰もあなたを承認できません。あなたの良心だけが、あな

たを承認することが出来ます。別の言葉に言い換えると、あなたを承認

できる者は、外側ではなく内側にいるということです。  

 
何年も前、わたしは他人からの承認を得ようとすることを止める決断をし

ました。わたしは下記のメソッドを使用しました。 

1. 承認欲求を止める、と心の中で決める 

2. 承認欲求を止めることを目標にする 

3. 承認欲求が発生する時を知る 

4. 承認欲求を止める訓練をする 
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承認欲求を止める、と心の中で決める 

 
自分の中での決断は、心で意識的に決める決断です。心とは主人であ

り、エゴではありません。エゴとはただの奴隷です。心が決断を下せ

ば、エゴはそれに従うのです。 

 
承認欲求を止めることについて真剣になってください。他人からの承認を

求めたくない、と心から思ってください。承認欲求を止める、と自分の中

で決断してください。あなたの内なる決断に、宇宙は必ず答えてくれるで

しょう。 
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承認欲求を止めることを目標にする 

 
毎朝、他人からの承認を求めないことを一日の目標にしてください。意志

とはとても力強いものです。意志は無意識の意識に望みを伝えます。そし

て、宇宙に対しても望みを伝えます。 

 
他人からの承認を求めないことを目標にすればするほど、他人から承認を

求めたくなっている時に無意識の意識がそれを教えてくれて、宇宙が助け

ようと反応してくれます。  
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3. 承認欲求が発生する時を知る 

 
最適な方法のひとつは、他人から承認を求めたくなっている時の感覚

を覚えておくことです。例えば下記のようなもの。 

1. 不安感 

2. 空虚感 

3. 他人と一緒にいたいという欲求 

4. 自分の気分を良くするため、他人に賛同してもらいたい 

5. その他 

あなたの感覚は上記と違ったものかもしれません。他人から承認を求め

たくなっている時の感覚を記録しておきましょう。突然体や心の感覚が

増えたと感じたら、それもリストに追加しましょう。 

 

毎日このリストをチェックし、自分の体や心の感覚を考えて覚えましょ

う。リストをチェックすればするほど、他人からの承認を求めている時

に自分で気付くようになります。 
 



26 

 

このリストを毎日チェックすることで、他人からの承認を求めている時

に無意識の意識がそれを教えてくれます。無意識の意識はあなたと常に

共にあり、ありとあらゆるものを記憶しています。繰り返すことにより、

無意識の意識にプログラムをすることが出来ます。 

 

他人からの承認を求めている時に、それに気付く瞬間があるでしょう。

この内なる気付きは、あなたの認識ないしは無意識の意識からのお知ら

せであります。 

 

この内なる気付きがなくとも、全く問題はありません。リストを毎日チ

ェックし続け、必ず気付きはやってくると信じてください。焦らずにゆ

っくりと、自分に優しくしてください。これは自然に起きるべき重要な

ステージとなります。 
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4. 承認欲求を止める訓練をする 

 
他人からの承認を求めている時が自分でわかり、認識があれば、それを

止める訓練をすることが出来ます。初めのうちは難しく感じるかもしれ

ません。なぜなら、他人からの承認を求めることが習慣付いてしまって

いるからです。 

 
まず、一時的に不快感を発生させるため、利き手の拳を握り、指を手の平

に食い込ませます（もしくは自身の方法を使ってください）。この突然の

体の動作と一時的な不快感で、今この瞬間に戻ってくることが出来ます。 

 
次に、深呼吸かプラニック呼吸法を行い、体をリラックスさせます。体が

落ち着くまで、深呼吸もしくはプラニック呼吸法を続けます。 

 
体が落ち着かなければ、洗面所に行き、水で顔を洗ってみてください。可

能であれば、洗面所で腰をかけましょう。深呼吸もしくはプラニック呼吸

法を続けてください。そのうち体が落ち着いてきます。 

 
体が落ち着いてくれば、他人からの承認を求める欲も鎮まってきます。

近道はありません。訓練を続けていけば、次第に上達していきます。訓

練をすればするほど、どんどん楽に、そして自然に行えるようになりま

す。 
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メソッド４と５の応用パターン 

 
メソッド４と５は応用することが出来ます。 

1. 〇〇をやめる、と心の中で決める。 

2. 〇〇をやめることを目標にする。 

3. 〇〇したくなっている時を知る。 

4. 〇〇をやめる訓練をする。 

例えば、お人好しであることをやめたい場合。（〇〇=お人好し） 

1. お人好しをやめる、と心の中で決める。 

2. お人好しをやめることを目標にする。 

3. お人好ししたくなっている時を知る。 

4. お人好しをやめる訓練をする。 

パート１と２は、メソッド４と５と同じです。 
 
お人好しであろうとする時に感じる体や心の感覚は違うかもしれないので、パ

ート３は少し違うかもしれません。 
 
パート４は、メソッド４と５と同じです。 

 
このパターンを応用すれば、意識的にどんなことでもやめる訓練が出来ます。 
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著者について  

 
私の名前はゾン・ジャンです。私は台湾で生まれ、13歳の時にロサンゼルスへ

移住しました。 

 
私は弱く、臆病でした。以前の私を言葉で表すと、精神的虐待者で、かまっ

てちゃんで、他人依存で、他人をコントロールしようとして、嘘つきで、マ

ニピュレーターで、ナルシストで、お人好しで、見栄っ張りで、そして他人

からの承認を求めていました。波動が低く、私を傷つけるような人ばかりを

周りに引き付け、そんな人たちをどうやって傷つけられるかも学びました。 

 
33歳の時、私の体はほとんどボロボロでした。そして、私は覚者に出会い、体

は治癒されました。その覚者は神秘の力を使い、仏教を学ぶよう私を誘ってき

ました。この覚者による内側からの圧力に、26時間耐え続け、そして私の自己

愛的コアはひび割れ、とうとう心が目覚めました。 

 
生まれ変わった時、自分自身や他人に引き起こしてきた害悪に気付き、私は泣

きました。これまで傷つけた人々全員に電話をかけ、謝罪をしました。何度も

気付きを経験していましたが、人々の中でこっそりと隠れながら、インナーワ

ークやシャドーワークを行っていました。 

 
2017年10月、突然、Twitterに投稿するよう内側から声が聞こえました。その声

は4度無視しましたが、5度目でTwitterに投稿することにしました。 

 
2017年11月、私の心は突然ニュートラルになりました。その結果、私は様々な

内側の変化や覚醒を経験しました。スピリチュアルな本に書かれているような

ことで、私の内側で真実になったものもあります。 
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2018年2月、母なる大地は世界中に多くのエネルギーを送り、さらなる変化を私

にもたらしました。2019年には、多くのことが明らかになりました。例えば、

Twitterで私の真実をシェアしていくことが、私の魂の契約の一部であること、

などです。 
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お問合せ 
 
Twitter https://twitter.com/MindTendencies2 

 

Instagram https://www.instagram.com/mindtendencies2 
 

ブログ https://innerpractitioner.com 
 

ニュースレター https://tinyletter.com/Inner_Practitioner 
 

メールアドレス innerpractitioner@gmail.com 
 

Buy Me Coffee https://www.buymeacoffee.com/mindtendencies2 
 

Spiritual Twitter Products https://www.spiritualtwitter.com 
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