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ルーンアレイ オセル 

 

オセルは“受け継がれていくもの”、“家系・一族・父性”を示すルーンアレイです。 

先祖、あるいは、伝統や文化など、あなたという一個人の存在のルーツに関わる全てを示します。 

そして同時に、あなたもあなたという存在が持っている何らかの要素を、誰か/何かに、受け継がせること

が可能であることを教えてくれます。 

 

意識的でも無意識的でも、DNA に刻まれるものであっても、受け継がれるものたちの中で、あなたという

一個人の存在にとって“（誰かから）受け継ぐ必要があるもの・受け継ぐ必要がないもの”と、その中で“有

益なもの・そうでないもの”を、ルーンアレイ・オセルは明確にします。 

また、あなたから誰かに何かを受け継いでもらう時も同様です。受け継がせる必要があるのかどうか、受け

継がせるべきものはあるか…あるならそれは何かとその有益性について、受け継がせる方法、それらの知恵

と情報をルーンアレイ・オセルはもたらします。 

 

あなたの家系のルーツを示し、そのルーツの要素の中から、あなた自身とその未来に受け継いでいくべきも

のをオセルは示してくれます。 

 

ルーンアレイ・オセルは“小人たちの助け”とのつながりをあなたにもたらします。 

小人のスピリット（それは妖精のような存在です）は、あなたの現実的な生活とその活動において、その動

きを助け、時にあなたに必要なアイディアと創造性をもたらします。 

契約が上手く進むよう助けたり、物質的に不要な物を上手く片付けられるよう手伝います。 

また、あなたの日常生活における営み‥料理、洗濯、掃除、身支度など‥において、あなたに必要なものを

もたらし、その作業がスムーズに進むこと/あなたがそれに取り掛かることを手助けします。また、それら

の日常的な活動が“過度にならないように”するのも助けます。 

正位置 

 

逆位置 
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あなたに必要な連絡を受け取る事・必要な連絡を誰かにする事の動きを助けます。 

小人たちはオセルが示す“遺産”とその受け継ぎに関するあらゆる動きも手助けします。ルーンアレイ・オセ

ルを通じて彼らと繋がる事は、彼らにあなたの友好と敬意を示す事になり、それが彼らの“彼らの嗜好と気

紛れによるイレギュラー/トリッキーな動き”を無くすことになります。 

ルーンアレイ・オセル正位置によって、あなたの中に在る小人たちのスピリットへの門を開き、ルーンアレ

イ・オセル逆位置によって、あなたの中の小人たちのスピリットとのつながりのブロックを癒し、彼らへの

感謝と敬意を呼び起こします。 

 

ルーンアレイ・オセルの作用に小人たちのスピリットの手助けが働いている事も、オセルの恩恵の一つです。 

 

ルーンアレイ・オセルは父性もあらわします。ルーンアレイ・ベオークが示す母性と対になります。 

あなたの中の父性にブロックがある場合、その浮上と癒しを促します。 

オセルとベオークによる父性・母性の癒しからあなたの心の成長が進むと、親からの自立を促し、あなたが

一個の人間として成熟することと、自分の人生を自分の責任で生きる力を得ることを助けます。 

 

 

★ルーンアレイ・オセル正位置 

ルーンアレイ・オセル正位置のアレイの中に入るか、写真にグリッドすることで、 

 

不動産（土地/家屋）に関する知恵を受け取れます。 

受け継がれる不動産（土地/家屋）をどう使うと良いのか、どう受け継ぐと良いのかを知ることが叶います。 

また、あなたが新たに不動産（土地/家屋）を所有したいと望む時、それを所有する事でどうなるのかの未

来の情報を教えます。必要であれば、あなたが所有すると良い不動産（土地/家屋）を示します。同時に、

あなたにとって最善の不動産（土地/家屋）の所有へとあなたを導きます。 

あなたが良い不動産（土地/家屋）と出逢う事、その所有を保つ事を助けます。 

 

あなたが先祖から受け継いだ有形・無形のものを明示してくれます。その中には“あなたが気付いていない

状態で受け継いだ遺産”も含まれます。 

あなたが“受け継いだもの”を、あなたが意識的/無意識的に活用できるように、あなたの変化を促します。 

 

あなたが先祖から続いてきた存在である事を、あなた自身が受容し、そんな自分を愛せるように癒しを促し

ます。 

 

あなたが先祖/家系から受け継いだものを、あなた自身と外界に向けてポジティブに発揮できるよう手助け

します。また、それらは何か、どのように発揮すると良いのかを調べ、ブロックがある場合はその癒しを促

します。 

 

小人たちの助けがあなたと物質界にスムーズに働きかけられる状態を保ちます。 
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先祖のスピリット達があなたに助けの手を差し伸べること/あなたと愛ある交流を行うこと、それらが達成

されるようサポートします。 

 

あなたが家族から受け継ぐ才能を伸ばす/発揮するのを手助けします。あなたの中にそれらに対するブロッ

クや偽りがある場合は、その浮上と気づき、癒しと開放を促します。 

 

あなたが誰かからの遺産を受け取る権利を持っている事をあなた自身が認められ無い時、その権利をあなた

自身に許可できる意識の変容が起きるよう促します。 

そして、あなたが受け取るべきポジティブな遺産を受け取れるよう、手助けします。 

 

あなたが未来へ残すべき遺産についての認識とその受け継ぎを助けます。あなたが誰かに受け継がせるべき

ものがあるかないか、あるならそれは何かを知り、受け継ぎの方法について知ることが叶います。 

 

あなたの家族/一族/家を守る方法を、守る必要があるかないかも含めて知ることが叶います。 

 

家族/一族の中で、あなたはどういうメンバーであり、どんな役割を担い果たしているのかを調べることが

出来ます。また、それに対するブロックがある場合は、その気づきと癒しを促します。 

 

バラバラになった家族が再び集まること、あなたが家族/一族に戻ることを助けます。それらに関してブロ

ックがある場合は、その浮上と気づきを促し、癒しの方法について調べることが叶います。 

 

あなたと先祖のスピリット達の結びつきと絆を強めることを促します。 

 

 

あなたの中の父性（父親）のポジティブな側面とその力/作用について知ることが叶います。あなたが父親

から引き継いだ/学んだものは何か、それをどう活用したらよいのかを調べることが出来ます。さらに、そ

の父性を活かして、自分自身/家族/他者/社会/世界に貢献するにはどうしたらよいのかも知ることが出来ま

す。 

それらに関するブロックがある場合は、その浮上と気づき、癒しを促します。 

 

あなたの存在が家族にもたらす支えと恩恵についての認識とその顕現を促します。また、あなたが家長であ

る場合、あなたがその役割を果たすために必要な成長/愛と能力の発揮を助けます。 

 

あなたが家/家族/一族を守る必要がある時、それを達成できるようサポートします。 

 

あなたがあなた自身を頼りにして生きること、その上で、あなたを助ける人たちとのつながりの形成を促し

ます。 
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★ルーンアレイ・オセル逆位置 

ルーンアレイ・オセル逆位置のアレイの中に入るか、写真にグリッドすると、 

 

あなたの家系/一族の中で続いている、ブロック/悪癖/悪習慣/未解決の問題/不要な価値観などの有無とそ

の原因を調べ、癒しと開放を促します。この癒しの変容にあなた以外の人も関わる場合、全ての人の自由意

志の尊重の元に進むことを忘れずにいましょう。 

 

あなたが“受け継いだもの”の中から、もう不要なものを意識的/無意識的に手放していくことを手助けしま

す。 

 

あなたの中にある先祖/家族に対する愛せなさや嫌悪感、あるいは、あなたがその家系/家族の元に生まれた

自分を愛せないなどのブロックがある場合、その浮上と気づきを促し、癒しを呼び起こし、あなたがあなた

という存在をそのルーツと共に受容し、愛する事を手助けします。 

 

先祖のスピリット達から送られる“危険を回避するためのサイン”を受け取れるように助けます。 

 

先祖から受け継がれる“もう不要であるネガティブな連鎖”を浮上させ、解放へと向かうよう促します。 

 

あなたからその先へと続くであろう受け継ぎと遺産に関し、あなたの代で終わらせるべきものの認識とその

受け継ぎの終了を助けます。受け継がせない方がよいものの有無を調べ、それを終わらせる方法を知ること

が叶います。 

遺産の受け取り/拒否/放棄がスムーズに進むよう助けます。 

 

あなたと小人のスピリットの間にある不和を解消し、愛と感謝と敬意に基づく手の取り合いが続くように促

します。 

 

あなたの中にある“自分が持てるものを誰かに受け継がせること/渡すこと”への拒絶と抵抗を癒します。 

 

家族間に続くジンクスの修正を促します。 

 

あなたが手放すべき不動産（土地/家屋）の認識と、その受け渡しがスムーズに進むよう助けます。 

 

失われた過去の遺産と出逢う旅を促します。その旅はビジョンクエスト、精神的な旅、物質世界での旅を含

みます。その旅を通じて、あなたの人生に対する洞察/知恵の活用/自己実現の状態を深めます。 

もし、手に入れた過去の遺産を他者と分かち合う必要がある場合は、その分かち合いへと促されます。 

 

あなたが家族/一族から離脱するべき状況の時、その理由と原因を調べることが出来ます。（その際、パスト

ライフアセンションのワークを勧められるか、ファイルからそうした情報を得る場合もあります。）また、
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離脱により起こりうる未来の可能性を確認すること、その離脱により生じるメリット/デメリットの情報、

そこにある愛の学びについて探ることが叶います。 

離脱が愛ある変化である場合、その離脱と、離脱のプロセスによって得るべき学びの収穫がスムーズに進む

よう助けます。 

 

ブラザーフッド/シスターフッド、地球家族の精神が養われることを促します。また、それらに対するブロ

ックがある場合は、その浮上と気づき、癒しを促します。 

 

隣人に助けの手を差し伸べることを促します。 

 

あなたが所有する財産/遺産について、どんなものを所有しているのかの洞察と認識を助けます。あなたの

中に「（家族/一族から受け継いだものは）何もない」という感覚がある場合は、あなたが所有しているもの

の認識の前に、ブロックの浮上と癒しのプロセスから始まる場合があります。 

 

次世代のために自分が出来ることを探り、その実現を促します。 

 

あなたの中の父性（父親）のネガティブな側面とその力/作用について知ることが叶います。あなたが父親

から引き継いだトラウマや心理的ブロックの有無についてと、もし、それらがある場合はどんなものかを調

べることが出来ます。さらに、父親から引き継いだブロックの浮上と気づき、癒しを促します。癒しの方法

について、情報をファイルから得ることも叶います。 

 

あなたの中にある、支配的な部分とその欲求を抑え、調和がとれた状態へと変容を促します。 

 

あなたの頑固さをやわらげ、他者の意見や自分と異なる考え方に対する受容と柔軟性を高めます。 

 

あなたの中のインナーチャイルドの声を深く受け止められるようサポートします。 

 

あなたの中にある自分自身/人生の現状に対する不満を認め、その不満を解消するための思考・行動の実践

を促します。同時に、あなたの中に隠された自分自身/人生の現状に対する不満が無いかどうかを調べるこ

とが出来ます。不満があることを認める事/不満を解消するための思考・行動の実践に対してブロックがあ

る場合は、それらの浮上と気づき、癒しを促します。 

 

あなたの中に「家」に関する望みがある場合、その望みが達成されるよう促します。また、その望みが“望

むべきではないもの”であった場合、望みの内容の修正が促されます。 

 

あなたが守りたい対象を守るために必要なものを得ることを助けます。 

 

あなたの内なるオセルが父性のブロックとつながっている時、現実的な活動が出来ない/継続が難しい、や
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るべきことを思っているだけで行動に移せない、社会生活の困難がある或いは満たされない、家族の中で健

全に必要な役割を果たせない、無力感から生活/人生/夢を投げ出す、自分の存在或いは人格の否定、アイデ

ィアを形に出来ない、などの状態が現れ易くなります。こうした状態がある時、ルーンアレイ・オセルでそ

れらの状態をテーマにして、そのブロックの浮上と気づき、癒しの方法について探ることが出来ます。 

同じような状態で、それがオセルのブロックによるものなのか、他のルーンに関するブロックによるものな

のか、判断が難しい場合は、ルーンアレイを組まずにインナーセルフに会いに行って、どのルーンのブロッ

クによるものなのかをあなたのインナーセルフに教えてもらいましょう。 

 

 

 

★ルーンアレイ オセル：正位置 

手順 

・「私が先祖・両親から受け継いでいるものの中で、本当に必要なものは何か。そして、それをどう活かす

と良いか。」 

 

・「私から未来に受け継がせると良いものはあるか。そして、それはどう受け継いでもらうと良いのか。」 

 

・「私がまだ自覚していない先祖からの遺産はあるか、あるならそれは何か。」 

 

上記の中から、自分が調べたいテーマを一つ選んで、小さな紙にそれを書く。 

一枚の紙に一つのテーマ。 

・ワーク場と石の浄化、石と自分をチューニング。 

・プラクティショナーとクライアントでセンタリング、シャクラをベースからクラウンに向かってオープン、

サーキュラーブリージングをクライアントに促す。 

・ルーンアレイ・オセル正位置のクリスタルアレイを組んでエネルギーフローを発生させる。 

・ファーデンと、質問内容を書いた小さな紙を配置する。ファーデンのスレッドが体の中心線に対して平行

であるようにする。紙はファーデンの下に来るようにする。 

・意識をファーデンのスレッドを通してから、インナーセルフホームへ入れていく。 

・インナーセルフに、ルーン文字オセル正位置のファイルを出してくれるように頼む。 

・ファイルを渡されたら、ファイルの内容を読むようクライアントを促す。小さな紙に書いた事柄に関する

情報が書かれている。 

・ファイルの内容を全て読んだら、ファイルを元の場所に戻し、インナーセルフにお礼を言うようクライア

ントを促す。 

・インナーセルフホームから出て、ファーデンのスレッドを通ってから、意識を頭に戻すよう導く。 

・得た情報を紙に記録してもらう。 
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★オセルアレイ：逆位置 

手順 

・「私が先祖・両親から受け継いでいるものの中で、不要なものはあるか。あるならそれは何で、どう手放

すと良いか。」 

 

・「私という存在の要素の中で、自分の代で終わらせると良いものは有るか。あるならそれは何で、自分の

代でどうやって終わらせると良いか。」 

 

・「私の中に受け継ぐことへのブロックはあるか、あるならそれをどう癒すと良いか」 

 

上記の中から、自分が調べたいテーマを一つ選んで、小さな紙にそれを書く。 

一枚の紙に一つのテーマ。 

・ワーク場と石の浄化、石と自分をチューニング。 

・プラクティショナーとクライアントでセンタリング、シャクラをベースからクラウンに向かってオープン、

サーキュラーブリージングをクライアントに促す。 

・ルーンアレイ・オセル逆位置のクリスタルアレイを組んでエネルギーフローを発生させる。 

・ファーデンと、質問内容を書いた小さな紙を配置する。ファーデンのスレッドが体の中心線に対して平行

であるようにする。紙はファーデンの下に来るようにする。 

・意識をファーデンのスレッドを通してから、インナーセルフホームへ入れていく。 

・インナーセルフに、ルーン文字オセル逆位置のファイルを出してくれるように頼む。 

・ファイルを渡されたら、ファイルの内容を読むようクライアントを促す。小さな紙に書いた事柄に関する

情報が書かれている。 

・ファイルの内容を全て読んだら、ファイルを元の場所に戻し、インナーセルフにお礼を言うようクライア

ントを促す。 

・インナーセルフホームから出て、ファーデンのスレッドを通ってから、意識を頭に戻すよう導く。 

・得た情報を紙に記録してもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUNE ARRAY 

 

©Kanako Kawanobe  HealingSalon SALALA  川野辺 加奈子 ヒーリングサロンさらら 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルーンアレイ・オセル 正位置 クリスタルアレイ図 

アレイのエネルギーフローを保つために必要

な石の最小数：１６個 

ファーデンはスレッドが体

の中心線と平行になるよう

にして、 

サードアイシャクラ或いは

セイクラルシャクラのどち

らかに置く。 

足と同じ高さ 

肩より外側になる

ように。 
ハートシャクラに交

差点を作る。 

中心に丸玉を置く。 

石がくっついている

ようにする。 
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ルーンアレイ・オセル 逆位置 クリスタルアレイ図 

アレイのエネルギーフローを保つために必要

な石の最小数：１６個 ファーデンはスレッドが

体の中心線と平行になる

ようにして、 

サードアイシャクラ或い

はセイクラルシャクラの

どちらかに置く。 

ここは膝より上

に来るように。 

肩より外側になる

ように。 

ハートシャクラに交

差点を作る。 

中心に丸玉を置く。 

石がくっついている

ようにする。 

頭より高い所まで。 


