
女性限定

～ The Secret Book ～

廣瀬るな



この本は

自分の人生に責任を持って生きている

    大人の女性のための本です。 

  ご自身の体についてより深く知ることで、

  女性がより女性らしく輝き、

精神的にも身体的にも社会的にも

  今よりもっと充実して過ごせますように。
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はじめに　

〜　悪いのはあなたではありません　〜

　濡れないのも、痛いのも、締まらないのも、感じない

のも、あなたが悪いのではありません。だからといって、

パートナーの男性が悪いということでもないのです。

　あなたは自分の年齢や成熟度にふさわしい、充実した

セックスライフを送っていますか？　

　セックスをしながら、「今日はいつもより濡れていない

から何だか痛いよ」といった経験はありませんか？

　行為の最中に意識的に膣
ちつ

が弛
ゆる

まないようにしているつ

もりが、「もう少し締めて」と言われ落ち込んだことや、

そんな自分自身に対して「彼は私に対して満足している

だろうか？」と不安になったことはありませんか？

　時として、「あんまり気持ちよくなかったけど相手に悪

いから」といった理由でよかったフリをしたことはあり

ませんか？

　そして結果的に、「セックスって苦痛だな」と感じてし

まった瞬間はありませんか？

　

　こんな時、『どうしたらいいのだろう』と困りながら解

決する方法を探そうとしても、見つかるのは、男性向け

に書かれたセックステクニックの指南書ばかりだったの

ではないでしょうか。

　しかもその中には “男性の力によって、結果的に締ま

りがよくて感じやすい理想の女性になることができた女

性 ” が登場するだけで、ある意味『上手くいかない最大

の理由は男性にある』と締めくくられてしまっています。

　また女性向けの場合、男性に対してどのようなサービ

スをおこなえば喜んでもらえるのか、オーラルセックス

やハンドテクニック、魅力的に見える仕草などを解説し

ていることが多く、実際の性交渉（膣の中に陰
いんけい

茎が入る

行為）時の女性の体の変化や、上手くいくための方法に

ついて書かれているものはほとんど見られません。

　ですから結局、“私はどうすればいいの？ ” という答え

は見つからないまま、最終的に “女性は気持ちよくなる

ために、愛が不可欠 ” という言葉にぶつかって先に進め

ず、独りで悩んでいたのではないでしょうか。
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  “愛のあるセックス ”。

　それはとてもいいことだと思います。ですが愛は目に

見えないという厄介な部分もあります。

 “愛のないセックスは気持ちよくない ” という考え方は一

般的ですが、同様に “愛し合っていれば気持ちがいいは

ずだ ” の考え方も根強く、『それじゃあセックスして気持

ちよくならないのは、愛が足りないせいなの？』と、と

ても悲しい気分になった経験のある人は男女問わずいる

と思います。

　恋人同士や夫婦は心だけで愛し合っていればいいです

か？

　価値観が合い、優しくて、自分にとって理想の人だと

して。でも、セックスは合わない。

『それさえ合えば完璧なのに』と思い悩んだことはない

ですか？

　長く続けたい関係なのに、わだかまりのある状況を苦

しいと感じたことはないですか？

　セックスは一人でする行為ではありませんよね。です

から本来男女の違いにかかわらず、知識や責任、主体性

もそれぞれ “フィフティ・フィフティ ” だと思います。

　愛し合ってのセックスなら、なおのことそうです。

　ですが、現実はどうでしょう。そこには大きな差があ

りませんか？

　知りたいことがあっても女性向けの情報はほとんどな

く、わからないまま。自分の体のことなのに、大人にな

っても学校で習った性教育程度の知識から成長すること

ができずにいると感じませんか？　ですが年齢と共に女

性に課せられる責任は大きくなります。

　また彼と話し合って解決する方法があるとわかっては

いても、現実的にそれを口にすることは恥ずかしいから

とできずにいませんか？

　このようなことが起こるのは、女性がセックスについ

て正しい知識を得るチャンスが非常に少なく、同時にセ

ックスについて知りたいと声を上げる女性を世の中が軽

蔑していたためではないかと考えています。

　女性が自分の体や性について知りたいと思ったり、語

ったりするのは間違ったことなのでしょうか。私はむし

ろ当然の権利だと感じているのです。

　つまり悪いのは、女性が積極的にセックスと関わるこ
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とをタブー視していた “社会 ”だと思うのです。

　そこでこの本では『セックスに自信がない』と悩んで

いる女性に “圧迫する ” ことで膣の締まりをよくする方法

を紹介し、その内容を通じてご自身の体を知るきっかけ

を提供したいと思っています。　

　この方法はトレーニングを通じて身に付けていきま

す。おこなうことは一般的なダイエットトレーニングと

さほど変わりません。もちろん安全で、お金もかからず、

場所も道具もいりません。自分の体と、やろうとする意

志だけで十分なのです。体力さえほとんどいらず、深呼

吸することができる女性だったら誰でもできます。全て

の人が持って生まれた能力を自覚して使う。ただそれだ

けです。しかも単純なわりに効果は絶大で、どうしてこ

んな簡単なことが今まで知られていなかったのだろうと

疑問に思うほどだと思います。

　もちろん “圧迫する ” という言葉の意味がすぐにわかっ

た方にはこの本は必要ありません。

　ですが反対にピンとこなかった方はぜひ最後までお付

き合いください。絶対に損はさせません。そして読み終

わった後にもう一度この言葉に戻ってみてください。き

っとその内容のあまりの単純さに、どうして今まで気が

つかなかったのだろうと不思議に感じると思います。

　そんなことがあるのだろうかと半信半疑でしたらなお

さらです。あなたがまだ知らずにいる “潜在能力 ”をこの

トレーニングを通じて引き出してあげてください。

　私たちは女性として生まれた限り、好き嫌いを問わず、

女として一生生き続けなければなりません。それは 40

歳、50歳、そして 80歳になっても変わらないと思います。

　だからこそ、自分の中に眠っている女性としての可能

性を揺り起こし、これからの大切な毎日をより満足して

過ごして欲しいと思っています。

　あなたのこれからの人生が、女性というセクシュアリ

ティを大切にすることで今よりももっと幸せになります

ように。

　20代の女性には「女を上げる」ための知識を。

　30代の女性には「女を楽しむ」ためのヒントを。

　40代の女性には「女を諦めない」ための原動力を。

　50代・60代それ以上の女性には「女としての毎日を健
すこ
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やかに過ごす」ための新しい発想を。

　そして全ての女性に「女である自分を信じ、 Happy! に

なる」ための秘密の鍵をお届けしたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬　るな

注意

　

この本はセックスのテクニックを磨くことを目的にしてい

ません。

同様にセックスすることだけを勧めているのでもありませ

ん。

また、セックスに対して開放的になるのではなく、むしろ

女という性を守ることを意図しています。

※ イラストはわかりやすいようにデフォルメして描かれて

います。
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　皆さんはこの本を手にとった時、なぜ読みたいと思いま

したか？

　例えば、

『えっちが上手になる』

　もちろんですよね。　

『彼のことを体で虜
とりこ

にする』

『君は最高だと言わせたい』

『最近やる気のないパートナーをその気にさせたい』

『自分が気持ちいいセックスをしたい』

　それから、

『セックスに対して持っている漠然とした不安をなんとか

したい』

『行為に対する苦手意識を克服したい』

　なによりも、

『女として幸せになりたい』

　求めることはたくさんあると思います。

　さてこの本ではこれから、そんな “なりたい自分 ”にな

る方法をご案内していきたいと思います。

　その最初にきっぱりと書けることは、知らないことや理

解できないことに接する時、人はどうしても自信を失いが

ちになり、反対によく知っていることに接する時にははっ

きりとした意見を持ち、自信を持つことができるというこ

とです。

　あなたの真実はあなたの中にあります。あなたの体に関

して、あなたが感じていることが一番正しく、あなたこそ

があなたの正解だということを忘れないようにしてくださ

い。

　ですからこれから出てくる圧迫の解説や身体トレーニン

グを通じ、ご自身の体について今まで以上に関心を高め、

誰よりもあなたがご自身の体についてよく知っている人に

なってください。

　そのお手伝いをし、理想に近づいてもらうことがこの本

の目標になります。

１）　なりたい自分 

　何かを始める時、最終目標を決めることでよりゴールに

近づくことができると思います。そこで “なりたい自分 ”

を具体的に考えてみましょう。
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  “名器 ”という言葉を聞いたことがあると思います。

　名器の一般的定義としては、

１　締め付けが適度であること

２　濡れていること

３　（女性が快感を）感じやすいこと

４　動く

等があげられます。

　他にも名器を意味する言葉に “蛸
たこつぼ

壺”、“ ミミズ千匹 ”、

といった言葉がありますが、当然 “希少な女性 ”ですから

男性が当たる確率も非常に低く、“物凄い ”と表現されて

いても信
しんぴょうせい

憑性は低いです。

　このことから、蛸もミミズもこの際現実としての名器の

枠から外し、この本をお読みいただいている女性がなりた

いのは１～４だと仮定して話を進めさせていただきたいと

思います。

　ここで注目して欲しいのは、これらの定義があくまで男

性視点での解釈だという点です。

  “男性が気持ちいいと感じる膣
ちつ

が名器だ ”ということです。

　当たり前だと思いましたか？

　いえいえ、ここをしっかりご理解いただきたいのです。

『締まっている』と表現している言葉は、実際に女性の体

がどうなっているかではなく、“男性はそう感じた ”とい

うことを語っているだけだということです。つまり実際と

は違うのです。私の感覚で言った場合、男性が締まってい

ると感じているときの女性の感覚は、“膣を使って男性器

を締めつけている ”であって、単純に “膣が締まっている ”

だけではないのです。

　この二つは似ているように聞こえますが、体の中の感

覚としては全く違う意味を持つ言葉なのです。

　ここにこの本が目指す名器の存在があります。それは、

自分のパートナーの男性が “気持ちいい ”と感じる膣が名

器だということです。その方法が “圧迫する ”ことです。

締まる・濡れている・感じる・動くといった細かい部分は、

きちんと圧迫することを体で覚えることで、後から必ずつ

いてくると思ってください。

　一つの言葉に囚
とら

われず、自分の感覚を大切にしながらト

レーニングをおこなうことで、名器の条件はきちんとそろ

えることができます。



22-23

２）　なれない理由

　名器という呼び方は一つの称号です。特別なという意味

があります。当然そのような女性は少ないと思っていいで

しょう。それではなぜ少ないのか、その理由を考えてみた

いと思います。

１　誇大に吹
ふいちょう

聴されているから

　男性が女性にこうあって欲しいと仮定する内容を大げさ

に言っていたり、名器にまつわる偽の情報を流している可

能性があります。つまり実際にはない存在をあたかもいる

かのように見せているということです。

　これは商業（セックスビジネス）の世界でよく見られ、

“こんなにイヤラシい女性がいる ”とアピールすることに

使われています。AV女優の演技がこれに当たります。

　特に男性はその偽の情報を鵜
う

呑
の

みにしてしまう傾向にあ

ります。AV女優はあくまで “女優 ” で、見ている側にお

金を払いたいと思わせるような “演技をしている ”という

ことを忘れ、自分のテクニックでパートナーの女性が AV

女優のように振る舞うことを目指し、励んでしまうのです。

２　名器の女性はそのことを秘密にしているから

　もし名器と言われるテクニックを持っている女性がいた

として、それを一般に公開することはまずありません。な

ぜならセックスが上手だということは他の女性よりも有利

だからです。むしろ絶対にバレないようにします。

　女性が恥ずかしがって誰にも教えないという考え方はな

しです。なにしろウェブサイトで顔がわかる動画を流す女

性もいるくらいですから。

３　体について理解されていないから

　女性向けのセックス指南書の多くが、“愛し合っている

二人のために ”の言葉を掲
かか

げています。これについてはも

ちろん大賛成です。ですがその情報の多くはセックスにま

つわる女性や男性のメンタリティについて語っています。

行為のやり方についても、まるで “愛を伝えるための演技

指導 ”的な内容が圧倒的多数を占めます。このため知らず

知らずのうちに “セックス＝愛情・心 ”と間違った情報を

植え付けられてしまい、体の根本的な能力を使ってする

セックスを無視しがちになっている気がします。

　私はセックスを心と体が結びついてするものだと思って

います。
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　ですから心だけでするのではないですし、体だけでする

のでもないと思います。

  “セックス＝愛情・心＋体 ”ということです。

　この体についての情報が少なすぎるのではないでしょう

か。

　ここで質問です。

  “体を使って ”と言われた場合、どのように体を使うかイ

メージしてみてください。

　通常ですと、“体を動かす ”、“肌を触れ合わせる ”、“言

葉ではない ”等があがってくると思います。

　ですがここにはもう一つ進んだ段階の “体 ”の要素があ

ります。

　膣
ちつ

は体の中にあるのですから、体の内側を動かすという

ことです。体の内側というのは、膣のまわりの筋肉や骨格・

贅
ぜいにく

肉など動かせるもの全てを意味します。ここを動かすと

いう “根本的な能力 ”が重要視されておらず、体に対する

理解が文字どおり表面的になっているのです。

　さて、これらの名器の女性が少ない三つの理由には、共

通のキーワードが含まれています。それは “情報 ”です。

  “正しい情報が少ないこと ”。

　それが名器を少なくしている、つまり女性が名器になる

ことを邪魔しているもっとも大きな原因の一つだと思いま

す。

　知らないうちにわかっている人は別として、名器にな

るためには自分に合った正しい情報とその理解が必要な

のです。

３）　究極の名器になるために

　ところでなぜ女性は “名器になりたい ” と考えるので

しょう。

　それは多分、パートナーとの関係をよりいいものにした

いから。自分の体に夢中になってもらい、心同様、体でも

愛し合いたいからではないでしょうか。

　当然のことですが、女性は愛している人とのセックスを

好みます。ハンサムだったら、金持ちだったら誰でもいい、

ということはほとんどないのではないでしょうか。

　つまりセックスは愛情表現の手段でもあるわけです。こ

の時に女性が思っている『あなたのことが大好きよ』、『あ

なたにもっと愛して欲しい』という気持ちをパートナーに
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伝えられる体、お互いが愛を確かめ合える体、それが女性

にとっての究極の名器だと思います。

　さてその名器になるためにはご自身でしていただく努力

がいくつかあります。

１　信
しんぴょうせい

憑性のある情報を見極めてください

　文責のある本やサイト等から情報を集めてみてください。

どうしてそうなのか、根拠の書かれているものがいいかと

思います。

　本書についてもそうです。内容は正しいか、考えながら

読んでみてください。

　何より一番いい方法は、身近な女性の実体験を聞くこと

だと思っています。

２　パートナーと事前に話し合ってください

　セックスは体ですることなので、男性よりも身体的に

劣っている女性は痛い思いをすることが多いのです。特に

女性は嫌なことに対して敏感ですし、記憶力も優れている

ので、頭のどこかで痛みとセックスが結びついてしまう現

象が起こります。それが原因でセックスが嫌いになること

もあるはずです。されて嫌なことははっきりと伝えてくだ

さい。行為中に女性が『嫌』と言っても男性は反対に受け

取ることが多いので、事前に話し合うことがポイントです。

　これだけでセックスに対して前向きに取り組めるように

なります。

３　セックスをしてください　

　得た知識をセックスの行為の中で確認してください。そ

してその最中に相手がどう感じているか言葉で確認するこ

とも大切です。情報の正誤を知ると同時に、二人の間にあ

る感じ方の違いを少なくすることが名器への近道です。

４　パートナーを教育してください

　一般的に男性側が “教える ”立場を取ることが多いので

すが、その教える内容が間違っている可能性が高いことは

皆さんよくご存知だと思います。思い当たることはありま

すよね？　彼らのお手本の多くは過去の実体験ではなく、

簡単に手に入れることのできる AVやネットのアダルトサ

イトからの情報だったりするのです。

　ですから一番確実な “あなた自身のこと ”を彼に教えて

あげてください。お互いのやり取りの中で名器が作られま

す。
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　この本に書かれている “究極の名器 ”は意外と簡単にで

きます。

　一歩離れて考えれば、膣
ちつ

という器官はイヤラシくも何と

もない、口や鼻や胃といった他の臓器と何も変わらない存

在だったりします。ただ人間の文化がその部位に “秘密め

いた ”価値を与えたのです。

　こう考え、割り切った見方をしてみてください。一気に

今まで持っていたタブーが払拭され、単純に自分の体をよ

く知りたい、知ることで大事にし、守っていきたいと感じ

ると思います。

　前向きに取り組んであなたに合った情報を手に入れ活用

さえすれば、あなたは必ず名器になりますからね。

♪　男と女の名器の違い　♪

　名器と一口に言っても、男性と女性とでは価値観がずれ

ていると感じることはないですか？　

　女性が名器になりたいと思う場合、大好きな人にとって、

セックスにおいても特別な存在でありたいということが大

きな理由を占めると思います。

　一方、女性に名器であることを求める男性は、人格より

も、名器と言われる気持ちのいい“パーツ”を求めている

気がします。

　あなたのしている努力は、パートナーに、

「この人は心の相性もいいけれど、体の相性も最高だ」

　と感じてもらう結果を得るでしょう。これはあなたの

パートナーが素晴らしい人だから、あなたも努力したいと

思っての結果だと思います。

　ですが名器だけを求める男性に、女性は努力をしたいと

思うほどの魅力を感じるでしょうか？　何か金銭的、社会

的なメリットがないとできませんよね？

　ですからむしろ、名器という“パーツ”だけを求める男

性には、名器が巡ってこない、そのようなことを思ってし

まったりします。



第 二 章

ト レ ー ニ ン グ に 必 要 な 知 識
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１）　根本的な間違い
　　　

　膣
ちつ

が締まる、膣が動く。

　そう書きました。実はここに根本的な間違いがあります。

　

　膣そのものは自分では締まりませんし、自らは動かない

のです。ですから膣そのものが動くと信じてトレーニング

していても、まず締まらないと思ってください。

　なにしろ膣は胃や腸と同じ平
へいかつきん

滑筋と呼ばれる自分では動

かすことのできない筋肉でできています。動かすことがで

きる人間はいないのです。

　ではどうしてそのように間違えて捉えられるようになっ

てしまったか。それは男性が気持ちのいい女性器を『膣の

締め付けがキツい』と表現してしまったことに始まると思

います。

　女性はその言葉からあたかも膣そのものが動いているか

のような錯覚を覚え、その男性の期待に応えるべく必死に

できるはずのない “締め付ける ”努力を始めてしまいまし

た。そのため、女性生殖器の近くで唯一 “締められる ”肛

門の動きからヒントを得て、その動きを膣にまねさせよう

とし、膣の入り口だけを締める練習に取り組んでしまった

のだと思います。

　またここには言葉のイメージに隠された落とし穴もあり

ます。

  “締まる ”という言葉を聞いた場合、同じ音の “閉まる ”

と関連づけてしまい、知らず知らずのうちに体もそのよう

に反応してしまったのではないかという点です。

　ここで膣と男性器と締めることをイメージしてみましょ

う。

　細長い風船が膣で、左の人差し指が男性器。その男性器

図ア『閉めると締める』

梶本
テキストボックス
立ち読みサンプルはここまで




