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Healing Hikikomori (Japanese Social Phobia) 

—Considering the Karmic Cause of Hikikomori 

 This research was conducted on the karmic cause of hikikomori by interviewing a healer 

in Japan. Interview methods are as follows: 

 Interviewer: Yuriko Kondo  

 Interviewee: Eiichi Hojiro: One of the pioneers in the field of alternative healing 

and spirituality, in Japan and the author of books on karma and reincarnation 

 Interview Method: The interview was conducted via Email exchange from 

11/30/2018 to 12/2/2018 

 The interview result was translated in English as a summary by the author. 

Interview Summary 

Q. Have you treated individuals with hikikomori or their family members? 

E.H.:  I have treated a few cases of hikikomori so far. There is a difficulty for people with 

hikikomori to take action and contact me because of their symptoms of being afraid of 

social interactions. What I am practicing now is mostly remote healing online. (For my 

healing, clients need to contact me themselves for therapeutic reasons.) In a remote 

healing session, I treated a mother who was struggling with hikikomori whose son is in 

high school with whom she had difficulty communicating. In the session, I did not use 

past life regression. The mother indicated that my healing session with her was effective 

and that the communication between her and her son and had greatly increased. 

 Within my understanding of hikikomori patients, 30 to 40 % of hikikomori cases 

may be related to the individual’s karma. Other cases (including the case of the mother I 
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treated) appear to be caused by intergenerational transmission of maladaptive parenting 

or abusive parenting. 

Q. What do you think about the effectiveness of applying past life regression therapy to your 

clients with hikikomori?  

E.H.: Honestly, as I mentioned in previous question, hikikomori cases are rare in my 

healing practice, and I have not conducted past life regression with them yet. However, I 

can imagine its effectiveness for clients with hikikomori symptoms, as many of my 

clients suffering from other disorders have immediately benefited from being shown how 

their past lives cause problems in their present life.  Interestingly, I have only been able to 

see my client’s past life, when the client is ready to let go of their disorder and heal.   I 

think this would also be the case with hikikomori. It appears that retrieving past-life 

memory and making a connection with the problem individuals have now, is a powerful 

element in healing. It is what past-life guided meditation by Dr. Weiss and past-life 

readings by Edger Cayce share when their sessions have dramatic effects. In short, past 

life regression promotes the natural healing of an individual’s soul to its original happy 

state. In order for this to happen, it is necessary that the individual is open to this self-

healing process. 

Q What do you think about the relationship between individuals with hikikomori and their past 

lives?  

E.H.:  What I speculate is that, in their past lives, they might have lived in a completely 

isolated world, such as prisoners or monks and their reincarnated soul is not comfortable 

adjusting to the present, widely open world. The other possibility is that they 
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intentionally chose to be born to dissolve their karma by switching their roles. For 

example, the individual with social phobia might need to come back to this life time to 

experience his/her parents’ suffering. 

Q. What do you think of Dr. Motoyama defining hikikomori in terms of land karma, national 

karma, and racial karma? (Hikikomori has reported to be increasing in its number dramatically 

since 1980’s.) 

E.H.: I totally agree with Dr. Mototyama’s theory. I have no doubt about the existence of 

collective karma and that we are all influenced by it. In the case of hikikomori, what 

stands out is the uniqueness of Japanese people as a race and their collective karma. The 

ancient memory of our ancestors resides in Japanese people at the subconscious level. 

This produces the present unique characteristics of Japanese. That is, Japanese people 

share a strong image of “living with family” (extended family). A typical household 

included grandparents, parents and many siblings. Can you imagine how people back 

then were far from “being lonely”? In the family, babies and children were taken care of 

by all their family members, even if they were poor. It was impossible for children to 

have hikikomori back then.  

 After the Meiji era, and WWII, Western and especially American culture, began 

to be valued among Japanese people, resulting in Japanese people adopting Western 

individualism. Japanese family structure has changed, and a very small household 

consisting of mother, father and an only child became very common. As many parents 

both work, children were put in the public child care system and they did not have quality 

of time with their parents. This dramatic change occurred in a very short time. On the 

other hand, in the collective memories of Japanese people, they know that historically 
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children were happy to be around and spend more time with their parents, almost all day 

except for school hours.  

 I believe that ancient Japanese people formed their lifestyle based on 

subconscious memories as Japanese, and therefore, this lifestyle best suites Japanese 

people. The dramatic change in family structure may be the cause of hikikomori. 

 I also speculate another cause. I sense that this is a time where the vibrational 

frequency and energy on the Earth are ascending to promote enlightenment of human 

beings. I think this is the reason that Mindfulness is becoming more and more popular in 

the US. I have also noticed that consciousness of new born babies can be more evolved 

than that of adults (for example, Indigo Children and Crystal Children).  Therefore, if 

parents force their children to fit into old ideas or habits, children may become confused 

and express hikikomori symptoms. 

 Reflection on the Interview with Eiich Hojiro 

 Through the Interview, I realized that social and cultural elements play a significant role 

in hikikomori, which I need to keep in mind as a therapist. On the other hand, I also became 

more confident about parapsychological, metaphysical causes of hikikomori, and, as Eiich Hojiro 

described, Japanese karma is a cause of hikikomori through collective memories. As Eiich 

Hojiro first introduced works by Rupert Sheldrake, “Morphic Fields Theory” in Japan, I could 

make a connection between statements by Hojiro and how collective memories form thoughts 

and behavior of current Japanese people. It can be explained as a field, which stores memories as 

a Japanese for a long time, and even in current Japan, this same field shapes individual’s 

thoughts and behavior. If the influence of the field is stronger than that of an individual’s 
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consciousness, which is highly likely, it must be very difficult to use willpower to change one’s 

thoughts and behaviors. I believe that the morphic fields theory partially explains karma but from 

a more biological and scientific point of view. 

            This interview was very beneficial for me as a psychotherapist who will work with clients 

with hikikomori in Japan. I speculate that, as part of conducting individual therapy, guiding my 

clients to understand collective karma and dissolve it will be necessary to treat hikikomori. In 

order to dissolve collective karma, altruistic behavior by individuals (e.g. working for the 

happiness of all sentient beings) will be one of the best solutions. This is what Dr. Motoyama 

called Chosaku in which an individual works without personal gain and interest. I also believe 

that establishing an inner state of peace and a state of peace in the world around us are powerful 

methods when human beings dissolve collective karma. On the contrary, any violent solutions, 

such as a war, need to be avoided. The existence of Hikikomori appears to me to show how 

significant the karmic cost is when we underestimate the law of karma and resort to violence. 

            Lastly, it was so insightful that Eiich Hojiro described children, who often show 

psychological symptoms, such as hikikomori, ADHD, and ADD, as actually “more evolved 

human beings” responding to the Earth that is ascending in vibrational frequency and energy. Dr. 

Motoyma wrote that “it is clear that the world is poised to move beyond the nation state system 

into a more efficient, integrated global system. From a karmic standpoint, this means that global 

karma is graced with the blessing of rain. People …recognize the workings of God through the 

continual manifestation of this abundant nature. (p.p. 139-140)” This statement deeply resonates 

with me and makes me optimistic when I discuss the possibility of healing current psychological 

problems in the future. I believe that we are in a process of clearing out old global karma, and 
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through this process, we will see that the Higher Intelligence (what Motoyama called God) has 

been working for human beings from the very beginning.   
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Appendix 

 Original questionnaire and response  (in Japanese language) 

リサーチペーパーのためのインタビュー 

恐怖症と前世療法---日本のひきこもり症例をもとにカルマを原因とした病を考える 

インタビュアー：Yuriko Kondo @California Institute of Human Science 

インタビュイー：ほおじろえいいち先生 （日本におけるオルタナティブヒーリン

グの第一人者。カルマや輪廻転生に関する著作も多数） 

１． 日本におけるひきこもり症例の現状：先生のヒーリングの実践において、ひ

きこもりのケース（あるいはその家族の悩み）を多く扱っていますか？ 

 
いま行っているヒーリングは、今年 2 月から始めた遠隔ヒーリングですが、これは

本人が申し込むことが原則になっています。親といえども子供の引きこもりをなお

そうというのは、親が子供をコントロールすることになるからです。これはヒーリ

ングにおいてもっともやってはいけないこと。なので、子供が引きこもっていて悩

んでいる場合、その子供はたいてい自分では申し込むことはないので（自分から立

ち直ろうとして申し込もうとする場合はほとんど解決したようなものですし）、そ

の親がまず遠隔ヒーリングを受けることになります。 
 
ちょうどいま 1 か月くらい前から高校生（通信制）の息子さんが 2 年くらい前から

引きこもっているという母親と父親からそれぞれ依頼があり、ヒーリングを実施し

ているところです。いままで 50 人回ほどの遠隔ヒーリングを実施してきましたが、

息子が引きこもりの場合はこの方たちの 3 人回だけで、今後も数回続ける予想で

す。引きこもりの場合、問題の根は深いので、何回か行う必要があるからです。し

かし、お母さんへのヒーリングを初めて行っただけで、親子の対話が相当増えてき

て、効果が出てきているとのフィードバックを受けています。 
 
この方たちのケースでは、息子さんの引きこもりの原因は、幼少時の親とのかかわ

り方（親の子供への接し方）が 60～70 パーセントくらいで、残りの 30～40 パーセ

ントは息子さん本人の前世の問題とカルマと思われます。 
 
では親の子供への接し方にどういう問題があったのかですが、この方たちのケース

では、この母親の父、つまり息子の祖父にあたる人が、娘（つまりこの母親）に対

してほとんど虐待的な扱いをしており（とくに幼少時と子供の時）、その影響がこ

の母親の心の底にあるため、自分の息子に対して気づかないうちに自分の意のまま
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にしたいという傾向やその父親と同じような言動をしてしまったことにあったよう

です。 
 
私は変容のほほ笑み DVD やエネルギー・フラワー・フォトをいうヒーリング・グッ

ズを開発しており、DVD では「レムリアの薔薇」が引きこもりの家族に対しても有

効に働き、エネルギー・フラワー・フォトも有効なので、この方たちに合わせて使

ってもらっています。 
 

２． ひきこもりの症例に前世療法を適応することはありますか？あるとした場

合、その効果をどのように評価しますか？ 

 
この方たちの前世療法はまだ行う段階にまで来ていません。つまりまだ前世が見え

てきていません。しかし、他のクライエントさんの様々な事例で、明らかに前世か

ら持ち越してきたものが大きな原因となっていることがあります。遠隔ヒーリング

中にその問題がわかるので、そのことをヒーリング後に指摘してあげると、非常に

効果があり、問題が一気に解決してしまうことがあります。おもしろいのは、その

前世を教えてあげて、クライエントさんがそれを受け入れて効果が出てくる場合の

み、その前世がヒーリング中に分かるということですね。引きこもりの場合もおそ

らく同じだと思います。 
 
前世療法で有名なのはブライアン・ワイス博士の前世退行瞑想で、これにより前世

が自分で自覚できたとき、明らかに自分の人生が幸せの方向に向かい始めるという

ことだと思います。単に前世がわかっただけではだめではないかという専門家の意

見もあり、それもある程度もっともだと思います。とはいえ、何らかの病気や人生

のトラブルを抱えていた場合、自分で分かった前世の問題を自覚することが大切な

ようです。そうすると自分本来の幸せな魂の状態に自然と回復していくという現象

が起こるからでしょう。魂の自然回復能とでも言いましょうか。エドガー・ケイシ

ーの前世透視も同じでしょう。 
 
私の遠隔ヒーリングで問題の前世がわかった場合、それをクライエントさんに教え

てあげられるのはそれを受け入れることができるときだけなので、同じこと（魂の

自然回復）が起こるのだと思います。癒し、浄化、祈り、受け入れ、解放、自分へ

の許し等のエネルギーも送るのでその効果が出ていると思います。 
 

３． 引きこもりの症例と前世からのカルマの関係について、先生のお考えをお聞

かせください。特に、先生のご著書にある「魂の計画」（死んでから次の生
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に移行する間に、過去生を踏まえて次の人生を計画する）等の観点に興味が
あります。 

 
魂の計画についてはそれだけで 1 冊の本が書けるくらい大きなテーマで、数えきれ

ないくらいの例があると思います（私はまだこのことについては正面切って本には

書いていなかったと思いますが、どの本を読まれてのご質問でしょう）。ここでは

引きこもりとの関連のみについて、私の考えを述べておきます。 
 
もっとも考えやすいのは、いま引きこもっている人たちは、前世でも何らかの形で

世界から隔絶した人生を送っていたのではないかということです。牢獄に入れられ

ていたり、修道院などで世界から隠れるような形で人生を終えたのかもしれませ

ん。それを生まれ変わった今も継承して、引きこもりになっている…。 
 
もう一つかなり可能性のあるのは、今の両親のもとに生まれる計画をして、あるい

は無意識のうちに今の両親を選んで、この世に生を受けたということ。前世からの

カルマ解消のためです。前世では自分が親で（おそらく母親で）、そのときの子供

が引きこもりのような状態（社会から隔絶した人生を送った）だったので、自分は

かなり苦労をした。その苦労をわかってもらいたくて、そのときの子供だった魂が

現世では親になっているという可能性ですね。 
 

４． 政府の調査から、日本においてひきこもりが急増していることは明らかだと

おもいますが、日本という国のカルマ（日本の過去の歴史）との関係はある

とお考えですか？例えば、Dr.本山博の主張によると、カルマには、集合的

なカルマ（土地のカルマ、国のカルマ、人種のカルマなど）があり、個人の

人生は集合的カルマにも影響されるとしています。「日本」という国のカル

マとひきこもりが増えている現状についての先生のお考えをお聞かせくださ

い。 

 
本山先生のお考えは正しいと私は思います。集合的なカルマは明らかに存在し、私

たちもそれにとても大きな影響を受けています。引きこもりとの関連で私が特に思

うのは日本人という人種の特性です。これはカルマといってもいいですが、決して

ネガティブなカルマというのではなく、日本人の昔からの生き方が魂の記憶として

継承されてきているという意味において、カルマといってもいいのだと思います。 
 
その日本人の特性とは、家族の人たちと一緒に暮らすのがふつうだったという感覚

です。その家族とは、祖父母、親、兄弟、みんな一つの家で暮らしている家族とい
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う意味です。また農耕社会でしたから、村単位で協力しながら、一つの集団をつく

って暮らしてきたわけです。 
 
家族では当然ながら子供が生まれれば親や年上の兄弟たちが抱っこしたりおんぶし

たりしながら育ててきた。子供たちはそういう家族愛に恵まれながら、たとえ貧乏

であったとしても幸せに成⾧してきた。そこに引きこもりになる余地などありませ

んでした。江戸時代の生活などその最たるものだと思います。 
 
しかし明治維新後、西洋文明が入ってきて、また第二次大戦後にはアメリカの個人

主義的生き方が推奨されるようになってしまいました。その結果、現代の核家族化

です。親二人と子供一人。親は二人とも仕事で忙しく、子供を抱っこしたり、一緒

に楽しい時を過ごすことがなかなかできない。子供たちは早くから保育園に入れら

れる。それがふつうの家族像になってしまったわけです。これは日本人の特性には

明らかに合いません（そうなってしまったのは、結局そういう日本のカルマという

こともできると思いますが）。 
 
日本人は、子供時代から親にぴったりくっついて生きるのが合っているのです。す

くなくとも二十歳くらいまでは親とともに暮らすのが理想的だと思います（たぶ

ん、欧米人は個人主義的なのでもっと早く子供たちは自立するのでしょう。彼らは

昔からそのように生きて来たし、それが魂の記憶として受け継がれているからそれ

でいいのです）。 
 
昔の日本人たちが無意識的にしてきた日本人の特性に合ったこういう生き方を継承

していくことが重要なのでしょう。むかしの日本人たちが無意識のうちにしてきた

家族の生き方とは、現代的に表現すれば、こうなるでしょう。 
 
「できるかぎり多くの家族たちとともに、家族愛でつつみながら一緒に暮らす。親

は子どもを溺愛したりすることなく、自分の意のままにコントロールすることもな

く、あくまでも子供は自分とは別個の存在であることをはっきり認識しながら、彼

らの心や意思を尊重し、自立を促していく。」 
 
むかしの日本人にはこれができていたのではないでしょうか。ところが残念なこと

に、現代の核家族化促進で、親たちはそういう育て方ができなくなってきている。

日本に引きこもりが急増している根本的な原因がここにあるのではないかと私は考

えます。 
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５． その他、当テーマについて、先生から伝えたいことがございましたらお聞か

せください。 

 
現在地球の波動エネルギーが上昇しており、そのエネルギーは人々に霊的進化をう

ながしているようです。アメリカでマインドフルネスの動きが広がっているのもそ

の表れではないでしょうか。また、生まれてくる赤ちゃんは以前に比べて魂が進化

しているようです。そんな子供たち（インディゴやクリスタルチルドレン）は今ま

での大人の考え方や習慣には合わないので、無理やり合わせるようにさせると、そ

れこそ引きこもりになってしまうでしょう。それはとても可愛そうなことです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


