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　本当は、こんなことを言いたいけれども、あなたは、
「これを言ったら、嫌われるんじゃないか。相手が怒り出すのではないか」
　などと恐れて、ついつい言葉を飲み込んだりしていないでしょうか。
　でも、あなたがそんなふうに、相手から嫌われるのを恐れているとき、同
じように、相手もあなたから嫌われるのを恐れています。
　しかもあなたが、もしちゃんと主張しようと心に決めたとき、その結果を
恐れるのは、本当は、あなた以上に、相手のほうかも知れないのです。

　あなたが「相手から嫌われる」のを恐れて我慢しているとき、あなたは、
自分より相手のほうを上に感じているでしょう。
　相手のほうが主導権を握っていて、
「怒らせたら、すぐにでも別れを言い渡される」
　と思っているかも知れません。
　これを「支配者と被支配者」の関係でみていくと、あなたは、どちらのほ
うが、より別れを恐れていると思いますか。
　あなたがもし被支配者の立場だとしたら、「自分のほうが恐れている」と
思うでしょう。
　しかし、客観的事実としたら、それは、支配者のほうなのです。

　それはこういうことです。
　例えば、あなたが被支配者の立場で、支配者の言うことに従って尽くして
きたのだとしたら、あなたは、少なくとも、支配者よりは物事の処理能力は
高いはずです。
　反対に、支配者のほうが、それゆえに、自分で自分のことを処理する能力
は劣っています。
　人にやらせようとすることは、実は、こんなふうに、自分の能力を自ら劣
らせているようなものと言えるのです。

　こんな関係のあなたと支配者が、ここで別れるとしたら、どちらのほうが

あなたより、相手のほうがもっと恐れている

エ ッ セ イ
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より自立していけるでしょうか。
　あなたは、相手と別れて依存できない辛さを感じるかも知れませんが、少
なくともあなたは、物事を処理する能力はあります。

　一方、支配者のほうは、誰にも依存できないと同時に、物理的にあなたに
依存していたので、処理能力もありません。
　支配者は、物心両面で、何もできずに依存していたのに、それが、物心両
面で、依存できなくなってしまうことになるのです。

　支配者が威張っていられたのは、あなたが側にいて、黙って言うことを聞
いてあげていたからです。
　そのあなたがいなくなれば、支配者は、孤独になると同時に、具体的に何
もできなくなっていくのです。
　ですから、被支配者と支配者では、本当は、心理的には被支配者のほうが
勝っているのです。
　あなたを必要としているのは、より相手のほうなのです。
　そういうふうに考えると、「言うのが怖い」という気持ちが、少し減って
くるのではないでしょうか。
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「自分中心」を実行しています　　　　Ｙさん

　こんにちは。先日はアドバイスありがとうございます。
　先生からメールを頂く前に、先生の最新の著書を読みました。自分の感情を大切に感じ
てみようと思いながら、義理家に行ってきました。

　以前の私は言われて嫌なことでも笑ってごまかしていました。相手のためになりそうな
言葉を、無意識のうちに選んで言っていました。
　だから私の本心は相手には全くわからないと思います。
（振り返ってみてこれでは当たり前だし、私は相手の奴隷みたいですね。）

　嫌なことを頼まれても、
「細かいな、うるさいな」
　と思いながら言われた行動をしていました。
「今さえ良ければ自分の感情は無視しよう」
　という積み重ねで、早く義理家から帰りたいという気持ちが先でした。
　そんなことが繰り返され、次第に義理家に慣れてくると私の中に鬱憤がたまってきまし
た。

　先日、義理家に行ったときは自分の感情を大事にしようと思いました。

（１）愛想笑いを止めました
　いつも笑顔が一番と思っていましたがそんなことないですね。  
♪顔で笑って心で泣いて～という演歌歌手のような生活は疲れますね（笑）

（２）私が興味のない話題には無理して付き合わないようにしました
　お茶を飲んでいるときなど、姑が週刊誌の話題を持ち出して「これこれこうなんだって」
と言います。
　舅や夫は無言のため、私は何か反応してあげなければ可愛そう、と思い、いつもなにか
しら言葉を返していましたが、それも止めました。
　すると夫が、
「そんなの週刊誌の話題だろう？　どこまでが本当かわからない」

読者の声・受信発信
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　とその一言で終わりました。
　シーンとした気まずい空気が流れました。だいたい隣近所の噂話などが多いです。
　自分は無理に会話に加わらないので少し楽でした。

（３）無理に台所に立たないことにしました
　私たち夫婦が子供を義理家に預けて買い物に行きました。義理家に帰宅すると姑が「お
茶にするか」と言って台所へと立って行きました。
　以前なら、そそくさと、私もお茶の用意を手伝わなければと思ってすぐ立ち上がって、
一緒にお茶の準備をしたのでしょうが、買い物から帰ってすぐで疲れていたのと、子供が
私にじゃれてきていたので止めました。
　子供との触れ合いを大切にしたかったからです。
　以前の私なら子供が来ていても、夫に預けて姑のほうに手伝いに行っていたと思います。
　それでも座っていると、なんだか落ち着かなくて姑の言動が気になる自分がいます。

（４）いらない食べ物は断ることに徹しました
　お茶と言っても、私はそんなにおなかがすいていないので、色んなおやつなどを勧めら
れても困るのですが、姑は食べて欲しくて必死でみかんを半分に割ってくれようとします。
　以前なら、
「みかんを半分に割ってまで私に食べさせようとしているんだ。好意なのだろうし断った
ら傷つくかな。おなか一杯でも食べるか」
　となり「すみません」と愛想笑いをしながら食べたくもないみかんを食べていたと思い
ます。 
　今回は「おなかが一杯で食べられません」と笑顔でなく、普通の顔で、何回も言いまし
た。（しつこいくらい何回も勧めて来て）断り続けても、姑はみかんを割って私の前にお
きました。
　そのままにしておきました。
　食べたくなかったので食べなくて良かったです。

（５）無視しました
　私の実家から義理家にお歳暮が届いたらしいのですが、姑はもういいんじゃないかとい
うことを伝えて欲しいと独り言のように言っていました。今回は無視しました。
　直接私に、もうお互い様ということにしたい、と伝えて、と言ってきたら、
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『直接、私の母と話をしてください、そうでないと両方の気持ちがわかってわたしが辛い
んです』
　と伝えようと思いました。
　ですが姑の独り言に私の無視で終わりました。姑も以前の私なら反応して何か話すのに、
何も話さないのと、私が普通の顔だったのでなにも言えなかったのだと思います……（私
の顔色を見ています）。
　無視でも、私なりに進歩でした。

　以前に一度、もうこういうお歳暮やお中元のやり取りを止めたいと姑が言ったのを聞き、
それとなく実家の母に言ったのですが、
「ずーっと送り続けるよ。娘がお世話になっているんだから当たり前」
　と言う感じで半ば怒った感じだったのです。
　それから私は、母の気持ちも姑の気持ちもわかり、とても辛くなってしまったのです。
　私が母にそんなこと聞いたから母の機嫌を損ねてしまった。
　また姑の気持ちもうまく伝えられなかったと……。罪悪感です。

（６）夫に気持ちを伝える
　この日帰ってきて夫と話をしました。
　以前、姑が後片付けで台所に２人になると、
「子供のことをこうしないといけない」
　だとか、
「家はどうなっているのか」
　などと聞いてきて辛い、と言っていたので、それを阻止しよう？！　と台所に入って一
緒に後片付けをしてくれました。
　なので「ありがとう」という気持ちを伝えました。
　そして（５）のお歳暮の話をしました。
　すると夫からは意外な言葉が返ってきました。
「そんなこと気にしてたの？　お歳暮をもらって嬉しいんだから、ただ悪いと思って言っ
てるだけだよ、本心じゃないよ」
　と言うのです。
　本当なのかわかりませんが腹が立ちました。
「そんなこと？」
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　私がどんなに気を使っているのか分からないんだ。
　とても辛いということを言いながら泣いてしまいました。
　夫は私がこうやって泣くことがほとんどないので最初びっくりしていて、
「俺が悪い」
　と言い出したので、
「誰も悪くない」
　と私が言ってその場は終了しました。
　自分の気持ちを夫に伝えることができたかなと思い、安心しました。

　義理家での私は、笑って自分の感情を表さずにいました。
　少し様子が変わってきたことを姑は感じているようで、私の顔色を伺いながら細かいこ
とを言うのを控えている様子でした。私が何でも言うことをきいてやってくれる、と姑が
思っているから、いろいろ細かいことを頼んだりしてくるのですね。
　別棟の家のことも、私が反対意見を言えないことを見越して言っているのですね。

　なかなか自分の気持ちを伝えられないので「無視」と「顔の表情」で表すしか今のとこ
ろできません。
　それでも今までよりは進歩かなと思います。

　振り返れば幼い頃、父親に、
「気の利かない人間はダメだぞ。率先していろいろやらないと、特に女は」
　と言われたことが頭の片隅にいつもありました。
　私の育った家は核家族だったため、
「姑がいないうちで育ったから、一から仕込んでもらわないとだな、こりゃ大変だ、色ん
な作法を知らないし、でも苦労したほうが人間として成長するぞ」
　と言われていました。

　それをきいた母が、
「私はダメだって言うの？？」
 と怒り口調でけんか？　していました。
（父に気が利く人間になれと言われて、気が利く人間になったかというと、そうでなく、
気を使いすぎて気疲れする人間になってしまいました……。）
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　母にも、
「お前は不器用だからねえ」
　と言われて育ちました。

　こんな少し傷つくような言葉を言われた場合でも、私はそれを鵜呑みにしていました。
　お姑さんとのことは大変なんだ、私は不器用でいろいろ出来なくて苦労するんだと思っ
ていました。

　私はものすごく人に感化されやすいですね。それに罪悪感がとてもあります。払拭した
いです。息苦しいです。

　両親に対しても罪悪感があります。親の期待通りにいかなかったという罪悪感です。
　就職までは必死でなんとか理想のところまでいきましたが、無理していたので長く続き
ませんでした。
　親の期待通り、親の言う通り進んできた自分でした。
　本当は自分の望んだ道ではない……。
　でも自分をごまかしごまかし、しかもごまかしていることも気がつかず、疑問ももたず、
反抗もせず、ただただひたすらに奉仕？　してきました。

　最近母が言いました、
「子供は自分で進路を見つけられないから、自分の進路を見つける方向を親が与えなけれ
ばダメだね」
　それをきいてぞっとしました。
　孫のことを言っているのだと思いますが、自分を育てたときもそうだったんだろうと思
います。

　私はダメだとは思いません。
　子供には子供なりに考えがあると思っています。
（それを引き出すのが親の役目かなと）
　そのことを電話越しに伝えると無言でした。

　母にも父にも、思ったことを伝えられなかった自分もいます。
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　母に、結婚するときひどいことを言われても言い返せませんでした。
　自分の感情を飲んでしまうのです。
　自分が悪いのかなと、いつも思ってしまうところがあるようです。

　私は他人に対して罪悪感を感じ、無意識のうちに相手の喜びそうな言葉を見つけそれを
口走っていました。
　それに気がついて、またまたショックをうけました。
　私はいつも奴隷みたいだったのかなと。

　私は人と話し合うことが出来ないのかもしれません。

　もっと自分中心に生きたいです。罪悪感を無くしたいです。強くなりたいです。

　長文になりました。内容が重複しているかもしれません。書くことで自分の気持ちの整
理にもつながっています。  
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嫌がらせ　　　Ｈ・Ｔさん

　『人間関係に奇跡を起こす83の方法』、大変楽しく読ませて頂きました。
　早速、職場で嫌な思いをしている相手を “仕事だけの関連者” と割り切る事で自分自身
が大変楽になりました。

　さて、知人の中学生の女の子が上履きを隠されるようになり、大変悩んでおります。本
人は大変明るく、やさしい子で、クラスの友達の一人から急に無視される様になったので、
多分その女の子だと思うとの事でした（女子の世界に多いですね）。

　本人と相手の名前は伏せて、先生にクラス会で注意をしてもらったそうですが……。お
はようと言っても無視され、大変傷ついている様子で心配です。
　会社でも、グループでも、女子社会の陰湿な嫌がらせは起こりがちです。

　嫌がらせに対処する・状況を改善する、そんなアドバイスがあれば、是非お願いできた
らうれしいです。

読者の声・受信発信

◎返信

　学校では、《本人との名前を伏せて、先生にクラス会で注意してもらう。》

　職場では、上司に相談して、上司から、嫌がらせをするＡさんに、それとなく注意して

もらう。

　よく、こんな対処をしがちですね。

　嫁姑の問題でも、夫が間に入る。

　では、本当に、これが適切な処置でしょうか。

　では、嫌がらせをする Aさんの立場でみると、上記の状況が、どういうふうに映るでしょ

うか。

　嫌がらせをする人は、その行為が不当であっても、また、明らかな逆恨みであっても、

心の中は「被害者的な思い」で占められています。

　自分がこんなことをしてしまうのは、
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「相手が悪い。みんなが悪い。会社が悪い。社会が悪い」

　です。

　先生がクラス会で、「靴を隠さないように」と注意しました。

　当然Ａさんは、自分の名前を先生に教えたと、知ります。

　あなたが先生にチクったのです。

　Ａさんは、自分のことが先生に知られてしまいました。

「ああ、私が悪かった。もう二度と、靴を隠したりするのは、やめよう」

　と心から反省するでしょうか。

　それとも、

「先生の自分に対する印象が悪くなった。あんたがチクったせいだ。最初に私を傷つけた

のは、あんたのくせに。もう絶対許さない。これからは、もっと嫌がらせしてやる。あん

たが悪いんだからね」

　と決断するでしょうか。

　ご相談の件でも「いっそう、無視されるようになった」というふうに、後者のような結

果となりがちです。

１）もしあなたが、嫌がらせを受ける「被害者」の立場だった場合

　あなたが「先生や上司に注意してもらって解決しよう」という「他者中心」的な発想し

ている限り、それは解決しないでしょう。仮にその件がやり過ごせたとしても、必ずまた

同じことが起こります。

　（なぜ、そう断言できるのか。）それは、自分の問題を自分の問題として処理しようとし

ない、「他者中心」の言動パターンが変わらないからです。

　「自分中心」の人は、先生や上司に相談するとしても、それは、自分の代理人として先

生に任せてしまうのではなく、

「私が、Ａさんと話し合いたいので、先生、立ち合ってください」

　とお願いするでしょう。
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２）もしあなたが、第三者の立場（先生や相談された上司など）だった場合。あるいは「親」

の立場だった場合

　もしあなたが、第三者の立場だったとしたら、あなたは加害者のほうにアプローチしま

すか、それとも被害者のほうにアプローチしますか。

　多くの人が間違った対処の仕方をしがちです。

　それは、「加害者をなんとかしようとする」ということです。

　そして、加害者に注意して、相手に謝らせようとしたり、一方的に罰を与えたりしがち

です。

　あなたが加害者の立場だとしたら、素直に「ごめんね」と言えるでしょうか。それとも、

「私だけが」と思うでしょうか。

　一方、被害者の気持ちはどうなるでしょうか。

○代理人（上司や先生や親）に任せっきりでは、自分の気持ちが晴れません。

○ 人をあてにするために、自分でその問題を解決する能力が育ちません。人に告げ口した

り、人にやってもらおうとするでしょう。

○意志をもって相手に主張する勇気が育ちません。

　これでは、いつまで経っても、被害者の立場から抜け出すことができないでしょう。

　だから、あなたが第三者の立場だとしたら、被害者が、加害者に向かって、自分の口か

ら自分の気持ちを「こんなふうにつらかった。悲しかった。傷ついた」などと、語ること

ができるように、設定してあげることです。（特に、被害者の感情の言語化が大事です。）

　むろん、被害者は主張することを恐れます。

　その恐れを勇気に変えるためにサポートするのが、第三者の役割です。（被害者は特に、

自己解決能力を育てるために必要です。）

　被害者の痛みが加害者の心に伝わるとき、謝ろうという気持ちが湧いてくるものではな

いでしょうか。

　もし、加害者がそんな気持ちにならないとしても、被害者が、加害者に面と向かって主
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張するという態度を示すことで、いじめる側は、いじめにくくなるでしょう。  

　とりわけ、あなたが第三者の立場の場合、その注意点として、被害者に味方して代わり

に加害者を責めたり、逆に（問題解決を急ぐあまりに）被害者のほうの口を黙らせようと

しないこと。被害者が主張できるか否かが重要です。

（これがまた、加害者への救いともなります。）

３）もしあなたが、嫌がらせをする「加害者」の立場だった場合

　以前、ある雑誌の取材で、「嫌な相手に対して、解消しているか」という質問に対して、

読者の方々が、

○悪口を言い合う。

○嫌な相手に見立てて、物に当たる。物を壊す。

　などと答えていました。

　嫌がらせをしてしまう人も、これと同じです。

　つまり、嫌がらせをしてしまう人は、自分自身の問題を直視できない人たちです。

　その裏には、

○相手に主張するのが怖い。

○主張して傷つけられるのが怖い。

　という思いが隠れています。

　それ以上に、

「主張しても、相手が私の言うことを、素直に聞いてくれるわけがない」

　と人を信頼していないのが、最も大きな原因のようです。つまり、その人は、嫌がらせ

されている人と同じように、どこかで誰かに傷つけられています。

　しかもそれは、「私が言っても、誰も受け入れてくれない」というほどに（どこかで）

傷ついています。

　表面的には、嫌がらせする人は、強そうです。

　我が強い人が多いのは、確かです。

　けれどもそれは、常々言っているように、「自分中心的」な強さではありません。
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　その人が一見、怖い顔をしているのは、心に恐れを抱いた「恐怖の顔」なんです。

　だからまず、嫌がらせしてしまう人は、自分が何に傷ついているかに気づきましょう。

　例えばあなたがＡさんに嫌がらせをしているとします。

　このとき、あなたはＡさんの「言動〇〇」に傷ついたのかも知れません。あるいは、Ａ

さんと関係のないＢさんの言動に傷ついて、それをＢさんに言えず、Ａさんにうっぷん晴

らしをしているのかも知れません。

　嫌がらせをしてしまう人は、不思議なことですが、「自分が傷つけられること」に鈍感

です。

　傷つけられて正当に主張すべきときに、それが言えません。言えないどころか、傷つけ

られたことに気づかないのです。

　それは、「傷つけられる」のに慣れてしまっているからです。

　けれどもそれは、決して、平気なわけではありません。心の奥のどこかに残ります。

　そのつらさを、誰かにぶつけたくなっているのです。

　だから、まず、自分が傷ついていることに気づきましょう。

　後は、それを、直接本人と話し合えるか。その勇気を育ててほしいものです。
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超感覚

　ユング派に、「内臓感覚」や、ディクマンの「超感覚知覚」という言葉を発見して、う
れしくなった。
　「内臓感覚」というのは、相手の臓器の感覚を「私が感じる」ことであり、「超感覚知覚」
というのは、相手の意識や心や身体の反応の状態を「私自身が感じる」ことであると解釈
した。
　実は私が長年、この感覚に悩まされて続けてきたからだった。
　それは相手が発してるエネルギーがあって、それを私がキャッチするからなのか。それ
とも、部分的に私の身体と相手の身体が重なるために、私が相手の意識を感じるのか。
　赤ちゃんは、母親のそんな感情や感覚をほぼ正確にキャッチしている、というより、「母
親と同調しているようだ」ということが、実証もされているらしい。
　この感覚は、私が心理療法をしはじめたから育ったものではなく、多分、もともとそん
な超感覚が備わっていたのだと思う。
（ただ、心理療法をやりはじめたために、いっそう、その感覚力が発達し、いやおうなしにも、
それを認識せざるを得なくなった。）
　マイナスのエネルギーに晒されると、とにかく「つらい」。
　相手の意識と私の意識とに差があればあるほど、「自分が苦しむ」ことになる。
　霊的世界でいえば、憑依されたとでも言うのだろうか。
　過去に存在した人に意識を合わせることも可能で、その人の意識のありようを感じるか
ら、まったくの的外れともいえないのだろう。
（まだ、未来の人に焦点を当てたことはない。こんど、実験してみよう。）
　相手が幸せを実感していれば、それだけで幸せ気分に満たされるので、得な面もあるが、
相手がつらければ、私の身体がそれに同調して、私自身も非常につらくなる。
　それを解決するため、どうしたらいいか。
　それが「自分中心心理学」の始まりだった。

　「相手を感じる」ことができれば、相手のことを考えなくても、自分の身体や自分の状
態を見るだけで、相手のことがわかる。
「なんだ、自分を見て、その感覚を大事にするだけでいいのか」
　相手のことを憶測しなくてもいい、もっと正確に相手のことがわかる。
「おっ、自分を基準にしているだけでいいんだったら、シンプルで、楽じゃないか……」

石 原 加 受 子 の 自 分 中 心 心 理 学 ・ 応 用 編
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　しかし「相手の感覚」を自分が感じるということは、相手が苦しいときは、自分自身も
苦しくなるということである。
　「内臓感覚」に敏感であれば、相手が健康であればいいが、肉体的に重篤な場合は、自
分にもその影響が出てくるということである。
　事実、相手の心臓の鼓動が早くなれば、自分自身もそうなる。
　内臓だけでなく、脳が同調し、反応するからたまらない。
　まるで、精神的病気も肉体的病気も伝染する？

「伝染したままになったら、どうしよう……」
　そんな不安を抱くこともあった。
　どうしたら、それを感じないでいるようにすることができるか。
　拒否する、戦う、抵抗する……では疲れる。
　受け入れる？
　意志をもつ？
　言葉ではわかる。
　しかしそれは、どんな体感？　どんな感覚？
　こんなふうに、「自分中心心理学」というのは、
「どういう意識でいれば、自分が楽でいられるのだろうか」
　と、心理療法をやっていく上で、私自身が実際問題として直面していたことである。

　これは、誰でもが持っている能力なので、試してほしい。
　自分としては心当たりがないのに、相手がそばにいると、
　頭が痛くなる。
　関節が痛くなる。
　肩が急に重くなる。
　だるくなる。
　眠たくなる。
　動悸がしてくる。
　胃が痛くなる。
　脳のあちこちが反応する。
　というふうに、相手の肉体の状態を “私” が感じる。
　急に哀しくなる。
　急に腹が立ってくる。

石 原 加 受 子 の 自 分 中 心 心 理 学 ・ 応 用 編
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　急にめまいがする。
　幸せ気分になる。
　温かい気持ちになる。
　嬉しくなる。
　なんだか急にハツラツとした気分になる。
　若返る。
　目が覚める。
　というふうに相手の感情や気分を “私” が感じる。
　こんな大ざっぱなエネルギーだけでなく、脳の状態や脳波や、もっと微細な意識も感じ
る。
　相手のその奥に押し込められた感情や、過去の感情、あるいは予感というのだろうか、
未来の感情や意識を感じることもある。
　それがもっと具体的になれば、未来にどうなっていくかを見えるというか、感じるとい
うか、そんな感じ方をするようになる（多分誰でも）。
　このように、
「相手の意識や身体の状態を、私が感じる」
　だとしたら、私自身が楽になったとき、相手はどうなるのか。
　当然、楽になるはずだ。
　これが「自分中心」と「支配関係」の違いの目安にもなった。
 「自分が楽であるとき、相手も楽である」
　あるいは、
「自分も相手も、いい結果になる（ほうへと進む）」
　というのが「自分中心心理学」の理想である。
　自分が楽でも、相手が苦しいのでは「自分中心」にはならない。

　「自分中心」になっていると、「私と相手」がピタッと融合するように心地よい瞬間がある。
言い換えれば、それは同じ意識レベルで愛を感じあっている瞬間と言ってもいいだろう。
　こんなとき、「相手と私」との境界線が消える。
　ところで、こんな「超感覚」で言うと、私が相手の影響を受けないで、「私自身が楽」
な人がいる。まるで、その人が、そこに存在しないように、人の気配すらないほど感じな
い……。
　ただし、私にとっては、非常に楽だが、相手自身は、とてもつらいはずである。
　それは、どんな人だろうか。



18

禁無断転載 All is One e-Books⑦

石 原 加 受 子 の 自 分 中 心 心 理 学 ・ 応 用 編

　それは「感情を、固く、強く、見事に閉ざしている人」である。
　本当は、そんな人たちは「自分の感情を解放すれば」、感情豊かな人たちであるに違い
ない。けれども、自分のその感情が、あまりにもつらかったり、きつかったりしたためだ
ろう、頑丈な鉛の箱に、自分の心を閉じ込めてしまった……。
　閉ざしているので、エネルギーが何も伝わってこない。
　見た目には、明らかに、とてもつらそうなのだが、本人は自覚していないふうでもある。
　感情を強く、固く閉ざしている人たちは、本音と建前を使い分けるどころか、建前しか
言わない。
　すでに自分でも、それが建前だと気づいていない（かも知れない）。
　しかし、本人は自覚していなくても、体内では、感情の嵐が渦巻いている。
　文字通り、それはエネルギーである。
　しかもマイナスエネルギーであるために、それを解消できないと、肉体の細胞を破壊し
ていく。
　亡くなられた元総理の橋本龍太郎さんが、多少、そんな感じを受けた。
「あなたは、何を考えているか、わからない」
　こんなことを言われたことがある人は、感情を感じなくなることで、自分の心を守って
いる。だからかろうじて心は守れるかも知れない。
　けれども、マイナス感情のエネルギーは蓄積して、それがからだにあらわれる可能性が
あるので、そういう人は得に “健康に要注意” である。
　ちなみに、
「あなたは、何を考えているかわからない」
　と言われる人は、
「私は～したい。僕は～が嫌だ。俺は、こうしたいんだよ。僕はこう思っているんだ。こ
う感じたんだ」
　などと、気持ちや感情を反映する言葉を決して（と言っていいぐらい）発しない。
　ましては、
「好きだよ。嬉しいね。楽しいなあ。ありがとう。感謝してるよ」
　などといった「自分の感情を解放する言葉」をほとんど発しない。

　話を元にもどすと、どうしたら、自分にとってつらい「相手の意識」を感じないでいる
ようにすることができるか。
　拒否する、戦う、抵抗する、では疲れる。
　以前に読者の方から、
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「自分を大切にしている人はバリアーのようなものが出ていて、エネルギーを受けないよ
うになるのではないですか？　それが悟りというものではないですか？」
　という問いを戴いたが、バリアーを張って遮断するという発想も、ちょっと違う。
　バリアー（？）を張ると、張り続けるのにエネルギーがいって疲れる。
　いずれにしても、それを否定したり、拒否したり抵抗すると、いっそう疲れる。
　やっぱり、受け入れたほうがいい。
　とはいうものの、どうやって？ 
　それが、「自分を中心にして、意志をもつ」だった。
　あるいは、
「選択の責任ができているほど、影響を受けない」
　ということだった。
　「選択の責任」は、「自分を認める」「相手を認める」という “愛の基準” ともいうべき
ものである。
　「意志」は万物を創造するひな型となる。
　相手に無防備になっていたり、意志があいまいな状態でいると、相手の意識に影響を受
けやすい。
　「選択の責任」が、できればできるほど、その影響は小さい。
　それは「選択の責任」が、「愛の基準」だからだと、私は思っている。
　「選択の責任」が「愛の基準」だとすれば、やっぱり、愛は、現実社会の中で、人と一
緒にいて交わってこそ感じられるもの……。
（ちなみに、「相手のエネルギーが自分にとってつらい」というのは、相手の意識と自分の
意識の違いである。その差が大きければ大きいほど、苦しくなるということで、エネルギー
の優劣・高低を言っているわけではない。）

　ちょっとまた、超感覚と話がそれるが、どなたかがおっしゃっていた「悟り」……です
か……。どんなんでしょうね。
　我々を全知全能の神、あるいは宇宙と見立てる。
　宇宙は、地球のみならず、太陽系、銀河系、他の銀河系、多次元、他の次元、異次元、
あの世もこの世も、過去も現在も未来もすべてを含めた宇宙である。
　「悟る」より、「自分を中心に」して、自分をもっと宇宙にも拡大させて、文字通り宇宙
にも飛び出し、宇宙の仕組みを「体験しながら知ったほう」が、もっと面白そうだと、私
は思うのですが……。
　カウンセリングのとき、



20

禁無断転載 All is One e-Books⑦

石 原 加 受 子 の 自 分 中 心 心 理 学 ・ 応 用 編

「いつ治りますか。どれぐらいで治りますか。どうすれば、治りますか。〇〇をすれば治
りますか」
　とよく、尋ねられる。
　そう問いたくなる気持ちは理解できる。しかし、そう問いたくなっているときの気持ち
のほうに焦点を当てると、どうだろう。
　多分、焦りや不安といったマイナス感情を感じているはずである。
「治るかどうか」に囚われて、自分の意識がそこに集中しているとしたら、まず、治る前に、
その「治るかどうかの思考に囚われて、切羽詰まっている状態」から自分を解放していく
必要が出てくる。
　「悟り」も同じだと思う。   
　「悟り」を意識すれば、それを「意識している状態」に囚われる。
　囚われている間は、悟りという観念から、解放されない。

　「治るかどうか」にしろ「悟るかどうか」にしろ、これも「ゴール」を意識している。
　ゴールを意識しているかぎり、それはやってこないと、以前に書いたことがある。
　ゴールなんて、どこにもない。
　いま、ここに、自分が「いま生きて、そうやっている」状態があるだけだ。
　そのいまの状態を「100パーセント生きる瞬間瞬間」が、長ければ長いほど、「悟り」
といえるものに近づくことになるだろう。
　しかし、この「100パーセント今を生きる」というのすら、本当は 100 パーセントと呼
べる状態を語るのが不可能なほど無限にあるとしたら、どうだろう。
　超感覚の話にもどると、「相手と私」がいるとき、他者中心と自分中心の生き方では、
相手との関係の感じ方も違う。

　たとえば、「私とあなた」が同じ場所にいながら、Ａさんの視野は、10度しかない。Ｂ
さんの視野は、70度ある。としたら、ここで既に、同じ場面での生き方すら、10度と70
度の違いがある。
　誰もが超感覚を持ちながら、それを使い切っていない。
　超感覚が伸びれば、70度の視野が、80度どころか、４次元的な視野になるかも知れない。
　世の中には、こんな視野を部分的にもっている人もいるだろう。
　あらゆることを文字にしたり統計をとったり、計算できたりと、すべてに答えがあるよ
うに思ってしまう我々がいる。こんな「囚われ方」から解放されていない。
（このテーマについては、もっと引き延ばせるが、いま、じっくりと時間をかけるのが困
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難なので、この話に関連することは、『もっと自分中心でうまくいく』（こう書房刊）に譲
りたいと思います。ひとまず話を元にもどします。）

　それぞれが、同じ地球の上に立っていながら、個々の目に見えているもの、感じている
もの、信じているものは、それぞれに異なっている。
　どうにか共通としての言語があるものの、その言葉が意味するものすら、カウンセリン
グをしていると、同じ言葉を用いていても、まったく異なる世界を見つめ、語っているの
だと思い知らされる。
　その中で、ただ一つ、共通するものがあった……。
　それは同時に、「相手に影響されないためには」の答えとなった。
　私が超感覚から得たその答えは、
「万物に共通する鍵概念は、やっぱり “意志” らしい……」
　ということだった。
　自分中心にすればするほど、相手の意識に影響を受けない。
　自分を核にして、意志をもてば、さらに悪い影響を受けない。
　相手の意識に撹乱されない。

　自分の「意志」をもつということは、相手の生き方を認めることとも関連がある。自分
の意志をもつというのは、相手によって自分の生き方を侵害されないということである。
　相手におびやかされない自分であれば、相手の生き方を認めることができる。
　自分の意志を侵害されない。
　自分を守ることができる。
　相手の生き方を心から認めることができれば、相手の否定的なエネルギーにさらされる
ことも少なくなる。
　例えば、今回の読者の声・受信発信のテーマの「身内問題」も、同様だ。
　「自分の気持ちを第一にし、選択の責任を判断の基準にして、意志を持つ」。そして自分
の責任でないものは、相手に丁寧にお返しする。これが、相手のエネルギーにさらされな
い方法である。
　「自分の楽」と「相手の苦しさ」とは、波長が同調しない。
　だから、そうできればできるほど、相手の影響を受けない。
　むしろ、自分のほうが、その「楽」を相手に与えることができるだろう。
　だから、自分が楽になればいい。
　自分を愛していけばいい。
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　自分に関心を向けていけばいい。
　この超感覚を、顕在意識と無意識に当てはめると、
「自分が無意識に望んでいることと、顕在意識で考えていることとが一致していなければ、
不調和感を感じる」
「顕在意識と無意識の目的が一致しているときは、調和感を感じる」
　ユング派は、「意識と無意識」は、「対決であり、折り合いであり、統合だ」と言うらしい。
　「意識の世界」は、見る者によって異なる。だから、ユング派にはユング派の世界がある。
　だから、私には「意識の世界」は、こう見える。
　自分を守るため。
　自分の願いを叶えるため。
　自分を育てるため。
　自分をすべてから解放するため。
　究極は、自分を愛するために、ある。
　そのために「自分の意志と無意識」との調和を図る。
　そのための統合であると。
　最近とみに、そう思う。
　自分を責めることはない。
　否定することはない。
　ひたすら自分を解放していけばいい。
　ひたすら自分を愛していけばいい、と。
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自分中心心理学研究科
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オールイズワンは会員制のワーク・ショップです。いろいろなプログラム
を用意しております。あなたもご参加ください。


