
1

禁無断転載 All is One e-books⑥

contents

エッセイ／感情を抑えると感情的になる
読者の声・受信発信

　意識について　　　Ｓ・Ｓさん
　他者との兼ね合いをうまくやらないと　　　Ａさん
　おっくうでゴロゴロしてます　　　ＫYさん
　何をするのも面倒くさい　　　Ｓさん
石原加受子の自分中心心理学・応用編

　感情を解放しなければ意志は育たない

感

情



2

禁無断転載 All is One e-books⑥

　職場に感情を持ち込むべきではない。
　たいていの人がそう思っているだろう。
　とりわけ男性は、職場で感情を持ち出すのはタブーと思い込んでいる。
　そういう当の本人が、実に感情的になっていると気づいているだろうか。
　職場で、上司が部下を感情的になって叱る。
　部下が上司の指示に対して、無愛想な態度をとる。
　気に入らないと、返事をしない。

　本人は感情を抑えて我慢しているつもりでも、心の中で反感を抱いたり、
攻撃的な気持ちになっているのは、黙っていても察知できる。
　しかもしばしば、そうやって感情的になっているのは別のところにその原
因がある。
　昨晩、夫婦喧嘩をした――
　子供のことで、頭を痛めている――
　恋人と、口論をした――
などなど。
　そんな苛立ちを、まったく関係のない人にぶつけてしまう。

　こんなふうに、当人は冷静なつもりでいても、感情を抑えている人ほど、
実は非常に感情的である。
　言い換えれば、つい感情的になってしまうのは感情を抑えようとするから
である。感情を抑えて、我慢しなければならないと信じているからである。

　だからもっと、自分の感情に素直なほうがいい。
　もっと「小さな感情」を大切にしていくほうがいい。
　本にも詳しく書いているが、感情を解放して「自分中心」に生きている人
ほど、感情的にならないで冷静でいられる。
　しかもまた、そんな人は同時に「感情が豊か」で信頼できる人となる。

感情を抑えると感情的になる

エ ッ セ イ
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意識について　　　　S・Sさん

　私は『自己主張が楽にできる本』を読んで以来、石原加受子さんのご著書を何冊か読ん

で参りました。最近も『人生を好転させる意識の法則』を読み、あまりにも「思い当たる

フシ」が多く、今後自分が生活する上で大きなヒントとなるとの実感を持ちました。

　さて『人生を好転させる意識の法則』を読み感じたことは、石原さんが意識について体

験的に知っていても証明することが難しいとの理由でお書きになっていない部分を、ぜひ

とも書籍で読んでみたいと思ったことです。

　一番の核心部分がおそらくオカルトなどと混同されるのを用心して意図的にお書きに

なっていないようにも思います。

　勿論読み手と書き手の立場や社会的責任、出版社の経営方針など、いろいろな要素もあ

るかも知れません。無論、他人を操作する目的はありませんが、意識についてもっと知り

たいと思う読者がいることを御配慮頂けるとありがたく存じます。

　プロローグにお書きになっている「心理学を超えて、もっと自由な発想で自分が信じる

まま」の「意識」について書かれた本が出版されることを期待いたします。

　不躾な手紙で失礼とは存じますがご一考頂けると幸いです。

読者の声・受信発信

◎返信

　確かにおっしゃる通りです。
　私の「自分中心」心理学がどういうふうに受け止められるかということに対しては、
多分に慎重に考えています。

　実際のカウンセリングで、心療内科や専門の病院に長年通っている方たちが数回のセッ
ションで治ってしまうことがよくあります。
　逆に、どうしてこんなシンプルなことが一般の心理療法に欠如しているのかと不思議
に思ったりします。
　そういう意味で、かなり未来型の心理学だという自負は持っています。

　その基盤となっているのは、「意識」です。
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読者の声・受信発信

　この「意識」というのは、いつも言っているように「愛と自由意志」「愛と責任」「愛と
意志のその実感」（そのときに応じて言い方を変えていますが）とイコールです。

　とりわけ「自分の意志」というのは、感覚とその “実感” でいうと無限のレベルがあり
ます。ミクロの意志の差でも、それが現実化すると大きな違いとなって現れるのです。
　「自分中心」心理学では、この「意志の実感」と共に「感情や五感」を大きな軸のひと
つにしています。

　それはさておき、こんな意識の世界を実感として知れば知るほど、有名占い師のように
「お前は地獄に落ちる」などと脅したり暴言を吐くことが、自分自身にとって何を意味す
るのか分かってしまいます。
　宇宙の仕組みや意識の世界を体験できる人であれば、うかつには吐けない言葉でしょう。

　人を傷つけたり人を支配すれば、それなりのものが形となって返ってきます。それは自
分に向けて、あるいは宇宙に向けて言っている言葉も同然だからです。
　自分を傷つけることも同様です。

　もちろん、私自身もその点では「発展途上」の人間です。
　人を傷つけることもあります。が、そうならないよう自覚をもって努力しています。
　自分が優位に立つために、意図的に人を傷つける暴言を吐くのは論外です。そこに意識
の粗さを視ます。

　あらゆる場所で、秀れた能力をもっている人たちが沢山います。
　それでもまだ、ミクロの意識の観点でいうととても荒削りで、超能力、霊能力を標榜す
る人においてもとても粗い段階といえるでしょう。

　超能力や霊能力も、意識のひとつの形です。
　精神性の高さとはたいして関係がありません。最近つくづく、そう実感しています。

　過去、現在、未来を超える「意識」の理解を深めていけばいくほど、私はこう思います。
 一般的に言われている意識の解釈の仕方は、まだまだ幼い幼稚園児の段階ではないかと。

　我々の心がまだ受け入れ態勢にない。
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読者の声・受信発信

「娯楽としてならＯＫだが、事実としてそれを受け入れるのは怖い」
　という辺りが、大半の人達の総合意識のようです。

　とはいえ私も最近、また意識が変化してきているので、脱皮の意味であなたがおっしゃっ
てくださるようなものを（まだまだ少しずつですが ) 出版する機会を望みはじめてはいま
す。
　ですから、むしろあなたが、どんなものに興味を抱いておられるか、ご助言やアドバイ
スをいただければ幸いです。
　それを本当に望んでくださる人が増えれば、「総合意識の欲求」として、出版する機会
に恵まれるのではないでしょうか。
　私の本に興味を抱いてくださって、ありがとうございます。
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他者との兼ね合いをうまくやらないと　　　　Ａさん

　石原加受子先生、こんにちは。早速で失礼します。

　「自分中心」に我が意を得て購読登録をしました。

　釈尊もそうでしたからね。

　ただ、他者との兼ね合いをうまくやらないと、自分の花を咲かせられないのが要注意で

すね。

　失礼しました。

読者の声・受信発信

◎返信

　メールありがとうございます。
　「他者との兼ね合い」ということですが、それについては大丈夫です。なぜなら「自分
中心心理学」は、極めれば極めるほど「私イコールあなた」になっていくからです。
　「私」という領域が拡がっていくと解釈してください。

　「あなたの状態」が、「私の状態」になっていきます。
　究極を言えば、「私イコール宇宙」となるほどに拡大する、というイメージだと分かり
やすいのではないでしょうか。

　もちろん、私がそれをすべて体得しているなどという尊大なことを流布するつもりはあ
りません。けれども常に、それが面白いから追求しています。ただ、経験的に感覚的に実
感できる部分もあるのです。
　人と異なった感覚を持っているのは事実だと思います。

　だから、「私」を拡げていくだけで、いいのです。

　そもそも私が、どうして「自分中心心理学」なるものを唱えはじめたのか。それは、
「一般的に言われる心理学のように、他者を意識していたのでは疲れるし、めんどう臭い
じゃないか。あんなに難しい心理学用語を駆使しないとわからないのだろうか」
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読者の声・受信発信

「そんなに物事を複雑に考えなくて、もっとシンプルで楽でいいじゃないか」
　そんな思いがあったのも、動機の一つです。（飽くまでも動機の一つですが）

　ということです。
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読者の声・受信発信

おっくうでゴロゴロしてます　　　　K.Yさん

　 いつもメールマガジンの配信楽しみにしています。

　今回メールをさせていただくのは、相談というか少し愚痴っぽいのかもしれませんが

……。

　具体的な悩みというよりは、生活全般に通じているのだと思います。

　色々なことがおっくうで、何をしたいか、していいのかがわからずゴロゴロしています。

　こんな生活は良くないなと思いつつも、自由である時間はコタツにあたりながら横に

なってしまうのです。

　人の役に立つことをしたいな、とか、人や物事との関わりを持ちたいと考えたりするの

ですが、具体的に何をするというのも特に無く、実際あっても動くまでに不安からか心理

的に高い壁ができ、なかなか行動に移せません。

　これも普段の自分を思うと「私には難しいんじゃないか」とか「人とちゃんとコミュニ

ケーションとれるのか」とか考えてしまいます。

　石原先生の言葉を読み、なるほどな～と思わされることがよくあります。

　具体的な行動って大事ですよね。

　行動範囲も視野も狭い自分に直面するとき、本当にいやになります。

　だからといって何かするわけではなく、楽なほう（動かない）に逃げるのです。

　自分のなかで昔から堂々めぐりです。

　人との関わりが薄いので、よけいに自分の中でだけでもがいてる感じです。

　年齢のわりに（29です）人生の色んな経験もあまりしてこず、今の自分の幼さと頭の

中でだけ作り上げようとするしったかぶりな感覚とのギャップが大きいです。

　具体的に何を最初の一歩にすればいいかが分かりません。

　あいまいなことばかり書いてしまってすみませんでした。

　大変おいそがしい中恐縮ですが、何か一言アドバイスもらえたら嬉しいです。

　読んでいただいてありがとうございました。



9

禁無断転載 All is One e-books⑥

読者の声・受信発信

◎返信　最初に何をすればいい ?

　ＫＹさんだけでなく多くの人がそうですが、物事を漠然と大きく広げて考えずに、もっ
と足元から見ていくレッスンができればいいですね。

　例えば、ＫＹさんのメールに、以下のような文章があります。
「色々なことがおっくうで、何をしたいかしていいのかがわからずゴロゴロしています。
 こんな生活は良くないなと思いつつも、自由である時間はコタツにあたりながら横になっ
てしまうのです」

　この状態が何を表しているのか。推測してみてください。
　例えば、
・「良くないなと思いつつも、ゴロゴロする」。これは、「思考・感情・行動」が一致して
いない状態です。
　「思考・感情・行動」が「一致すれば調和」して、プラス気分になります。「一致しなけ
れば不調和」で、マイナス気分になります。
　一致していない人は、常に不調和の不快感を感じながら生きています。

・これは、「思考に囚われて」いる状態です。
　思考に囚われていると、自分の感情や気分のほうに焦点が当たりません。そのために、
思考に囚われて生きている人は、無自覚なままマイナス気分に陥っていきます。そのため
に小さなマイナス気分が蓄積していきます。それが蓄積されて、かなり大きなマイナス気
分になってようやく気づきます。

　そのときは既に、あまりにもいろいろな感情や気分が蓄積していて、「どうして私は、
こんなイヤな気分になっているのだろう」と、その原因すらわからなくなっています。（『願
いを叶える人になる～』の本にも書いていますが）
　漠然と「思考」に囚われている人は、こんな状態になっています。

・人によっては、何かを積極的にするというよりも、自分を受け入れてゆっくり休養すべ
き人もいます。（ＫＹさんがそうだという意味ではありません）

「頑張れ、頑張れ。ダラダラしてちゃ駄目だ」
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読者の声・受信発信

　といくらでも叱咤激励できます。
　顕在意識では、まだまだ出来そうです。

　ところが潜在意識は、
「もう限界だぞー。心を回復させるためには、何もしないでゆっくりと休憩しなくっちゃ。
あなたがいますべきことは、動くことじゃない。動かないことだよ」
　と叫んでいます。

　自分の感情を正確にキャッチできない人は、顕在意識の「まだまだ出来そう」を信じが
ちですが、本当は「動きたくない、何もしたくない」、つまり「だらだらする」という状
態で身体が訴えていることのほうが「本物」です。
　顕在意識では「動けそう」に思っていても、本人が自覚する以上に「心が疲れきってい
る」場合も少なくありません。
　「思考に囚われて生きている人」はなおさら、それに気づきません。
　ですから、こんな場合は「からだが訴える」ことを優先して、その願いを叶えてあげる
ことです。

　それにはまずどうするか。
　「良くないな」という言葉を呟くよりも、心から「ゴロゴロする」ことです。
　横になって、身体の力を抜いて、身体の重みやリラックス感を味わうなど、「身体の感
覚のほうに焦点を当てて、その気持ち良さを味わう」レッスンをしてください。

　このやり方を侮らないでください。
　それこそ、「本当に無駄で、ばかばかしい思考をとめる方法」です。
　これを面倒臭いと思う人は、「思考に囚われている」人です。プラス感覚やプラス気分
やプラス感情を味わうことができなくなっています。そのために、思考で自分を苦しめて
いるはずです。

　これができれば「頭が痛くなるほどに堂々巡りの思考をしている、その辛さ」から解放
されます。
　面倒臭いと思う人、感じられない人ほど、「自分の感情や感覚を取り戻す」ために繰り
返し練習してください。
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何をするのも「面倒臭い」　　　　Sさん

　初めまして (* ⌒ - ⌒ *)

　メルマガ読者です。

　なかなかリアルタイムに読む事は出来ないのですが、読むと必ず「なるほど～！」と手

帳に書き写したくなる箇所がよくあります。

　今朝はNO.45 のメルマガを読みました。

　中学生の方の投稿＆回答には「うんうん」と飛び付いてしまいました。

　私はここ数年何も手に付かなくて、段々部屋は散らかる、食事は出来合の物が増える、

近所との付き合いから遠ざかる etc、を体験中だったからです。

　何をするのも「面倒くさい」状態で、でも何も手に付かないのは自分が怠慢になったか

らだ！　と自分を責め、何も出来ない自分にどうしようもない苛立ちや落ち込みを感じる

毎日でした。

　我が子たち（娘３人）も「面倒くさい」が口癖で、私の母からは「母親のあんたがこん

なんやから、子どもも真似すんねん！　もっと頑張り～や！」と叱咤激励され、余計に苦

しくなっていました。

　でも今日のメルマガを読んで、楽になるきっかけが見付かった気がしました。

　ありがとうございます。

　それと一つ質問なのですが、私の父や夫はイライラしていると怒鳴る人たちです。

　私は、「感情的になる」とは怒る、怒鳴る等と思って育ち、感情を持つ事、表現するこ

とはいけないことだ……と認識して、なるべく無感情になるように装って来た気がします。

　でも本来泣き虫の私は、たまらなくなると泣いて抗議してしまう傾向があるように思い

ます。（勝手に我慢してた何かが溢れるような感じ）

　もしかしたらそれも立派に（？）「感情的」なんじゃないかなぁ？　って、「正義は相手

のためでなく、自分のために」を読んで、フト思ったのですが、どうでしょうか？

読者の声・受信発信
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読者の声・受信発信

◎返信　感情は意志と愛の源泉 （波動エネルギーが高くとても美しい本）

　ご相談されているような状況になっているとき、大きなテーマがいくつかあります。

１）「何をするのも「面倒くさい」状態で、でも何も手に付かないのは自分が怠慢になっ
たからだ！　と自分を責め、何も出来ない自分にどうしようもない苛立ちや落ち込みを感
じる毎日でした」
　これは「自分の意志」を阻害されている（と思い込んでいる）状態です。にも関わらず、
自分自身は阻害されていると自覚していない場合も少なくありません。
　人は本来、すべての人が自分の意志を尊重したいと望んでいます。

　けれども、
「愛されたい。孤独になりたくない」
　そんな思いから人の顔色を窺ったり、相手に合わせようとしたり、相手に従おうとしま
す。

　そのために、「自分の意志を尊重できた」という喜び、あるいは「尊重している」とい
う自負感を感じることが少なくなっている状態です。

２）人と人は関係性で生きています。最終的には人間関係に行き着くでしょう。特に、「家
族の関係性」は重要です。

　例えば、家族の中の一人が、「私は何もできない。どうしようもない」と悩んでいると
します。
　その人は、「自分自身が悪い」と信じています。けれども、そんな「私は何もできない。
どうしようもない」と悩んでいる人の側には、必ず、「そうさせる」人がいます。

　それは今の家族かも知れないし、過去の親子関係かも知れません。
　これが「関係性」です。
　だから、「私のせい」だけではないのです。

　又私も泣いてしまう事に関して、どのようにしていけば良いのでしょうか？
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読者の声・受信発信

３）「自分中心心理学」では、自分のための感情（第一の感情）と相手を支配・操作する
ための感情（第二の感情）を分けています。
　「我慢して、我慢できずに泣いて抗議する」というのは、どちらかと言えば第二の感情
のウエイトが大きく「同情の支配」の中に含まれます。正面から主張するのが怖いから、
泣いて同情を買うことで自分を主張するというやり方です。これを無意識にやっています。
（「だから、悪い」と言っているわけではありませんので、誤解のなきように）

４）感情は、「愛」につながるものです。我々にとって不可欠のものです。本でも書いて
いるように、「感情」から「意志」が生まれます。感情なしには自分を大事にできないの
です。

　マイナス感情を抑えようとしたり、消そうとするのは間違いです。マイナス感情もプラ
ス感情も重要です。
　マイナス感情が悪者扱いされるのは、感情を抑えようとしたり、否定したり拒否するか
らです。そのために、エスカレートしていくのです。

５）解決方法を一言でいえば、自分の「小さな感情」に気づくことが一点。そして自分の
感情を大事にするために、感情が訴えているところの「願いごと」を叶えてあげること。
そのために言葉で表現したり行動したりすること。だから、「小さな具体的場面」が重要
になってくるのです。

　この感情については（宣伝になってしまいますが）『願いがかなう人になるシンプルな
方法』（大和出版）があります。これは、「感情・意志・無意識」と「感情と無意識の無限
の能力」についての本です。「感情」と「自分の意志」を大事にできればできるほど、勝
手に道は開けてきます。私たちは、そんな潜在能力を秘めた存在なのです。

　私（石原）自身がとても気に入っています。

　本の表紙の絵は、「全体であり個である」という象徴にもなっています。偶然（必然）に、
イラストレーターさんがこんな絵にしたという共時性が働いています。 
　この本は、非常に波動レベルの高い輝きをもっています。
　自分の本質を教える波動が出ています。
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　「我々の本質の輝き」が、その表紙に象徴されているのです。
　こんな美しいエネルギーを発している表紙は珍しいと思いますよ。

　ですから表紙の絵をゆっくりと、リラックスして見つめる。それだけで、自分の精神性
の高さが引き出されるでしょう。

　娯楽映画的な、その場限りの右脳のイメージの気持ちよさではなく、自分の本質に刺激
を与えます。
　ぜひ、試してみてください。
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感情を解放しなければ意志は育たない

（１）
　こんな社会環境にあっては、ますます「自分中心」の生き方が求められていくでしょう。
「他者中心」で生きている人は、どんなに相手に振り回されまいとしても、知らずのうち
にその渦の中に巻き込まれていきます。
　なぜでしょうか。
　それは、自分の「気持ちや意志」を核にして生きていないからです。
　自分の気持ちや意志を大事にできる人ほど、自分の身を守ることができます。
　では、その意志は、どうしたらもつことができるのでしょうか。
　ここが肝心です。

　意志は、あなたの欲求や願望から生まれます。
　その欲求や願望は、感情から派生しています。

　だから、自分の感情に気づかなかったり、無視したりすると、
「自分のしたいことがわからない」
「自分の気持ちがはっきりしない」
　というように悩んでしまうのです。

　一般的には論理的思考に優れていれば、
「意志が強くなる。判断力がつく。冷静でいられる」
　というふうに考えられているかも知れません。

　反対に、感情は抑え込んで、クサリにつないでおかなければ暴走してしまうと、大半の
人が信じているのではないでしょうか。
　とりわけ男性のほとんどが、そう信じているに違いありません。

　あなたの身の周りに、
　冷静沈着な人。判断能力の高い人。状況把握に優れている人。素晴らしい能力を発揮し
ている人。叡知を備えている人。
　というような人はいませんか。

石 原 加 受 子 の 自 分 中 心 心 理 学 ・ 応 用 編
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　そんな人を観察してみましょう。
　彼らは気負わず、肩肘張らず、自分の気持ちを風のように、小川のせせらぎのように、
実に素直に率直に表現していると気づくでしょう。
　決して、自分を抑えて固い表情をしたり身体を緊張させたりはしていないはずです。
 雰囲気的には柔らかく、感情も豊かでありながら、竹竿のような心のしなやかさと芯の
通った強さを感じるのではないでしょうか。

　ところがそれは、彼らにとっては、ただ当たり前のごとく自分の「感情や気持ち」を優
先させているだけなのです。

　自分の感情を気持ちよく優先させることができれば、あなたの能力が高くなります。
　それは、単に感情を抑えて緊張したり、我慢して緊張させるために使われるエネルギー
を、本来の自分のために使うことができるからです。

　実はそれは、能力が高まるのではなく、もともとあなたの中に押し込められていた才能
がクサリを解かれて自由になるからなのです。

石 原 加 受 子 の 自 分 中 心 心 理 学 ・ 応 用 編

（２）
　一般的には、感情というと、
「あの話に感動した。感動して号泣した。腹が立ったので、我慢出来なくなって、爆発さ
せてしまった」
　というふうに、上下左右に起伏が激しく、怒涛のように荒々しく揺れる感情をイメージ
してしまいがちではないでしょうか。

　オールイズワンで、セミナー参加者の方々に感情をどういうふうに捉えているかを尋ね
たことがありました。
　すると大半の方が、イメージとして感情を肯定的に捉えていないんです。

　みなさんはどうでしょうか。

　けれども激しい感情やマイナス感情は、良くも悪くも感情のごく一面でしかありません。
　むしろ、そんなふうに捉えて、自分の感情を抑えようとする人ほど、感情的かつ直情的
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短絡的な行動に走りがちです。

　もしあなたが感情的に混乱し、悩み苦しんでいるとしたら、それは感情を抑えながら「思
考」で処理しようとしているからです。
　堂々巡りの時は、「思考」で問題を解決することはできません。
　それが解決しないのは、あなたの感情がそれを受け入れていないからなのです。

　ですから、感情を抑えようとしても無意味です。
　どんなに感情を無視しようとしても、自覚があろうがなかろうが、誰もが「感情を基準」
にして生きています。

　確かに、感情を抑えれば心の傷みに鈍感になります。
　感情を抑えたり、感情を感じることが鈍感になっていれば、心の傷みを少しの間だけや
り過ごすことができるかも知れません。

　けれども顕在意識では感じなくても、その傷みは心の奥に蓄積されます。それが飽和状
態になれば、それが外に向かって噴き出すか、自分に向かって自分を攻撃するかになるで
しょう。

　感情が鈍感になれば、プラス感情に対しても鈍感になってしまいます。
　感情にフタをしたり、抑えたり、無視をしていては、生きがい、やりがい、好奇心、関
心、興味といったものは生まれ得ません。

　喜びを喜びとして感じることができるのは、五感や感覚や感情があるからです。
　それが満足感、充足感、充実感をもたらしてくれるのです。

　それだけではありません。
　感情を解放すると、それにつれて、あなたの才能も重いクサリから解き放たれます。

（３）
　読者セミナーなどで、しきりに私が言っているのは、
　「意志」は感情から生まれるということです。
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　「意志が強い」というのをイメージで表すと、筋肉質のスポーツマンタイプを思い浮か
べる人はいないでしょうか。

　確かにそれも、意志の強さの形ではあるでしょう。
　けれども、スポーツ界で活躍した人達が社会で一般の社会人として生活を始めたとき、
問題を起こしたり、自殺したりしてしまうという話を見たり耳にしたりしたことがあると
思います。
　どうして、あんなに活躍した人がこんな不祥事を起こすのだろう。
　あれほどの人が、どうして自殺してしまったのだろう。あんなに意志が強くて責任感が
強そうな人が卑怯なことをしてしまうのだろう。
　卑近な例でいえば、恋人が妊娠してしまったら逃げてしまう。愛人関係で、相手が妊娠
して子供を生んでも、それを認めようとしないといった具合です。

　スポーツというのは、私の解釈ですが脳幹で反応している。
だから、脳幹は発達している。

　脳幹には自律神経というのがあって、この神経は「戦うか逃げるか」の反応を司ってい
ます。Ｋ１のボブサップさんが、負けたと自覚するや脅えはじめて、大きな身体で頭を庇
い身を縮ませてしまう。あの反応といえば、理解できるのではないでしょうか。
　要するに、この脳幹で反応している「脳幹の強さ」なんですね。
 ところが、この脳幹というのは基本的には生命の維持ですから、平和時には休憩してい
ます。

　だからスポーツのような瞬発力を要するものには有効ですが、平和時にサラリーマンに
なったときは戸惑ってしまうのです。
　しかも、脳幹以外の感情脳（大脳辺縁系）、人間脳（大脳新皮質）を使い慣れていない。
使い慣れていなければ、それが起動したとしてもどう使っていいかが解らない、というこ
とになるでしょう。

　だから、恋人や愛人が妊娠したとき、どう対処していいかが解らない。こんなとき「脳
幹」で反応すれば、これは「戦うか逃げるか」しかありませんから、愛情で処理すること
も知性で処理することもなく、対処方法がわからずにスタコラ逃げてしまうことになるの
です。

石 原 加 受 子 の 自 分 中 心 心 理 学 ・ 応 用 編
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　もっとも、こんな解釈の仕方をすればちょっと滑稽でもあり哀れでもあり、また、ユー
モラスで可愛くもある、そんな気がしてもきますが。

　だからスポーツマン的な一見「意志が強そう」に見えるのは、すべての脳をトータルに
バランスよく働かせた強さとは、ちょっと違うのです。
　逆に、骨太のこんなスポーツマンタイプが感情を抑えていると、感情を抑えているゆえ
に「メロメロに潰れて」いきます。
　不思議でしょう。
　酒に溺れる。
　麻薬に溺れる。
　女（男）に溺れる。
　その他〇〇に溺れる。

　映画でも、よくこんなシーンがありますよね。（映画をあまり観ない人には意味が分か
らないかも知れません。そんな人にはご勘弁 )

　どうでしょうか。
　何となく、普段あなたがイメージしている「意志の強さ」とは違うのだなって気がして
きましたか？
　そういう意味では、強くある必要はないんですよ。

（３）
　多くの人が、知性から人間らしさや意志が生まれると信じていると思います。
　けれども、「人間脳（大脳新皮質）」の意志は、どちらかといえば「意志」ではなくて「意
思」ですね。
　これは「想い」ではなくて「思い」。それも、感情のない「思い」つまり「思考」。
　映画『アイロボット』のあの、機械的な意思といえば手っ取り早くイメージできると思
います。（これも映画を観てない人は御免なさい）

　人間脳の右脳では、どんなイメージを描くこともできます。
　ヒマラヤ登山することも、宇宙飛行士になることも、大富豪になることも、海底旅行す
ることも。卑近な例では、仕事で成功することも、幸せになることも、恋人とうまくいく
ことも。
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　例えば「仕事で成功している」イメージは浮かんでも、プレゼンやセールストークがで
きない。
　「恋人と愛し合って仲良くしている」イメージを浮かべることはできても、実際に恋人
と一緒にいると争ってしまう。

　イメージ（理想、空想）は、幻想に近いのかも。
　だから、イメージはイメージとして、そこでとどめておいたほうが無難では。だって、
それは元々ゴールのない幻想だから果てしない。いわば、無間地獄のようなもの。
　そんなイメージを後生大事にして、そのイメージに自分を合わせようとすれば苦しくな
るのは当たり前ですよね。

　イメージと欲求は違います。
　山のてっぺんで、一人で生きて、理想や平和を語ることはできます。
　けれども、その人が山から下りてきて人と一緒に暮らしたら、何が起こると思いますか。
　それは、恐らく「争い」でしょう。
　頭と口では「平和」を語り、実際の行動は「争い」になる。

　人と一緒に暮らしたことのない人が人と平和に暮らすには、まず人と一緒に暮らしたい
と「欲求する」ことから始まります。

　だから、人間脳のイメージを優先させるより、「感情脳」の欲求から始めてほしいのです。

　その前にまず、「好き嫌い、苦楽、快不快」を基準にして、自分の欲求に気づいてほしい。

　仮に理想とするイメージがあるとすれば、実現させたいと「欲求した」とき、初めてそ
れがイメージではなくなって現実のものとなる。仮にそれが遠い理想であっても。

　その欲求が、感情脳 ( 大脳辺縁系 ) の働きなのです。

　「～したい」という欲求が生まれて初めて、それを実現させようと「意志」を持って「～
する」と決断し、実際に「行動する」となります。

　だからこそ、イメージしただけの幻想を自分に押し付けるより、実社会の中で人と一緒
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にいて、自分の感情を大事にして「好き嫌い、苦楽、快不快」を基準にして、自分の感情
を優先させたほうが「幸せと成功」を手に入れることができるのです。
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