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これからお話しする内容は、根本が様々なクライアント様やセミナーを通じて、20 年間で学んできた心理学の応用であ

り、カウンセラー向けの知識をかき集めて、講座という形でシェアするものである。 

 

・実戦向きの知識であるため、科学的な根拠があるようなアカデミックなものではない。 

・カウンセラーは資格が必須な職業ではなく、これがなければカウンセリングができないというものでもない。 

・カウンセリングの土台となる理論として、一つの指標にしてもらうと良い。 

 

＜登場する言葉について＞ 

日本語で一般的に言われている意味と、心理学的な意味は異なる。 

また、一般的に日本語では見慣れない言葉も多々登場する。 

登場する言葉がどういう意味なのか理解しながら、自身の経験に当てはめて考えてもらうと良い。 

 
＜このテキストの使い方＞ 

・このテキストのみでも心理学の基礎を学べるように構成されているが、始めはＤＶＤと一緒に使用されるのが望まし

い。 

・ＤＶＤには収録されているが、このテキストでは触れていない話や、その逆もある。 

・カウンセリングなどの場に持ち込み、必要に応じて使用するのもお勧めである。 

・この内容をすべて記憶するというよりは、その意味、考え方をざっくりと理解していることが重要。言葉ではなく、ハートで

クライアントに接するためには知識ばかりを振りかざさないようにすることが大事だと思うからである。 
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（第１巻 disc 1） 

 

●心の成長プロセス 

人間関係、または、私たちのマインドは「依存→自立→相互依存」という成⾧プロセスを経るものである。 

カウンセリングにおける問題は多くの場合「依存の問題」「自立の問題」として分析することができ、依存ならば自立する

ことが、自立の問題ならば相互依存のステージに上がることがカウンセリングのシンプルな方向性として位置付けられる。 

 

 

〇依存 

 

・「自分では何もできない、誰かに何とかしてもらいたい」という状態。 

（例）赤ちゃんは自分では何もできないため、お母さんにミルクを飲ませてもらったり、おしめを替えてもらったり、お風呂

に入れてもらったりする。 

 

・何かを始めるときは必ず依存からスタートする。（就職・転職、趣味、習い事、転居など） 

（例）新入社員は、仕事内容はもちろんのこと、会社のルールや社風が分からないため、先輩や上司に仕事を教えて

もらわなければならない。 

 

・主導権を誰かに明け渡している状態。 

⇒主導権がないため、「相手次第」になってしまい、どうしたら良いか分からない状態となる。 

 

・依存は「受け取りたいけれど受け取れない。自分には与えることはできない。」という状態。 

⇒「自分には何もない」と思っているため、「相手に与えられるものが何もない」と感じる。 

（例）パートナーや職場にお世話になった際に、 

「自分が与えるものなんてどうせ喜んでもらえない」 

「自分が与えるものに価値がない」 

「自分が与えるなんて申し訳ない」 

という気持ちが出てきて、「与える」ことができなくなる。 

 

逆に「受け取る」ことができるかというと、怖れや不安、無価値感などの感情により、いくら与えられても「まだ足りない」とい

う状態になり、どんどん求めてしまう。（＝それが不満感） 

 

・不安、怖れの感情が強く、その他、無価値感、分離感、孤立への怖れ、不満、罪悪感、怒り等、ネガティブな感情が

圧倒的に強くなるので、感情に振り回されるようになる。 

（例）仕事を教えてくれている先輩に質問をして、嫌そうな態度をされると、「何かまずいことを言ったかな」「嫌われたか

な」など感じ、焦ったり、不安になったり、訊きにくくなったりする。 
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・自分に自信がない状態 

⇒「自分には価値がない」という『無価値感』が出てくる。 

 

・ニーズ（欲求）が強く、それを相手に要求している状態。 

⇒不満感が強く、いくら与えられても受け取れないために全然足りない気がしてしまう。（愛を捨ててしまう） 

 ⇒「あれしてほしい、これしてほしい」という気持ちが出てくる。 

  ⇒それが満たされないと「なんでしてくれないの?」と感じる。 

   ⇒更に無価値感が加わると「どうせ私なんて」と感じる。（＝重たい私） 

 

※ニーズの変化 

(1)「会いに来てほしい」 

(2)「なんで会ってくれないの?」 

(3)「どうせ私と会いたくないんでしょ?」 

さらに 

(4)そんな自分に気づいて自己嫌悪をする。 

(5)しかし自信がない。相手になんとかしてもらうしかない。 

(6)相手にどんどん覆い被さっていくような状態になる（＝おんぶお化け） 

 

理想としては（１）の状態でコミュニケーションすることなのだが、自信がないため我慢してしまい、（２）以降のプロセ

スに進んでしまう。 

 

・被害者 

⇒依存が強いと不満感から相手を責めることになる。 

（例）「ちゃんと~すべきでしょう」「どうして～してくれないの?」といった形で、自分のルールを振りかざして、相手を加害

者扱いする。（＝被害者マインド） 

 

・「～してほしい」「～してくれない」「～された」など受身の思考が生まれる。 

 

・周りに振り回される他人軸の状態。 

⇒依存時代の最大の問題。「自分が不在」の状態のため、相手の意向にどんどん振り回される。 

（例）好きになって嫌われたくないから、恋人に合わせたり、何でも言うことを聞いたり、嫌だけど我慢をしたりといった行

動をする。 

 

・執着、癒着、共依存などの状態に陥る。（これらの詳細は後述） 

 

・自立することが目的 

⇒大人になってくると依存によって問題が起きることが自分で分かるようになり、『自立』を目指す。 
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しかし、「無価値感」「不安感」「自信の無さ」があると、『自己否定』や「自己嫌悪』が非常に強い状態となるため、依

存から抜け出すことがなかなか難しくなっていくケースが多い。また、依存状態は誰かに面倒を見てもらったり、誰かのせい

にできるので感情に振り回されることに慣れてしまうと、ある意味「楽」である。それゆえ、むしろ望んで自立しないようにす

る心理も生まれてくる。 

 

・「受け取る」ことを求めるが、受け取り切れないのでどんどん相手に要求するようになる。これを「奪う」と言う。 

⇒請求書を常に発行し続けている状態と言える。 

 

・無邪気さ、可愛らしさ、従順さ、素直さなどの魅力がある。 

（例）子供、付き合いたての彼氏、入社したての後輩など。 

 

・傷ついた女性性の時代とも言われる。 

 

・依存時代は感情的にとても辛い時期。（相手に振り回される。不安がつきまとう。満たされることもない。必要とされる

感覚もない。自分なんていない方が良いと感じる。居場所がない気がする。） 

辛さからの脱出のため、「他人に頼ることは辞める」と感じるようになり、自立のステップへと進む。  

  

 

〇自立 

 

・「誰にも頼らず、独りで生きていく」というスタンスを目指す状態。 

※もう二度と傷つかないように、思考を使って理論武装をしている。 
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・ポジティブな自立とネガティブな自立がある。 

ポジティブな自立とは「誰にも頼らずに自分でやりたい」「一人で頑張りたい」「自分で何とかしたい」という前向きな思いを

伴うもの。 

ネガティブな自立とは「誰かに頼ってもどうにもならなかったから一人でやるしかない」「誰もあてにならない、自分が頑張ら

なければならない」「依存は辛いだけだ、自分ひとりで何とかしなければならない」などの思考によって、依存（欲求）を

抑圧している。言い換えれば、感情を麻痺させている状態。カウンセリングで問題となるのはこっちであり、本書でも自立

はネガティブな自立の方を扱っている。 

 

・依存時代に傷ついた分だけ、自立は強くなる。「もう二度とあんな苦しい思いはしたくない」が原動力。感情的には「怒

りを使って自立をしている」状態。 

 

・期待のステージ・・・自立したての頃はまだ依存心が強く残っており、それが「～するはず」「～してくれるはず」と言った

「期待」になる。しかし、期待は裏切られる、という格言もあるように、期待しても満たされずに裏切られるものであり、さら

自立を強めていく。「期待は手放すもの」 

⇒『期待は裏切られるの法則』があり、裏切られる度に「なんで~してくれないの?」という依存が出てくる。 

⇒しかしそれを「言ってもしょうがない」ということが分かっているため、不満を言わずに溜め込む。（もしくは、不満を言わ

ない代わりに感情が嫌味として出てくることもある。） 

⇒それが繰り返されると「分かってもらえると思わない方がいいんだ」等というルールを作るようになる。（論理的なルール

を作り「期待しないこと」を正当化すると、安心感が得られる。こうした理論武装を私たちは数多く行っている） 

⇒二度と傷つかないように、様々なルールを作り、自分を守り始める。 

 

（例）大好きな彼とよく渋谷で遊んでいたが、依存していたため辛い思いをして、最終的に別れた。 

⇒「渋谷には行かない方が良い（ろくなことがない）」という『観念』が生まれる。その心理は「渋谷に行くと心の傷が疼く

ので、二度と傷つかないようにする」ため。加えて「もう二度と男はいらない」等という複数の『観念』が生まれている場合も

ある。 

 

＜自立時代の代表的な『観念』＞ 

「誰かに頼らずに独りでやった方が良い」  

「感情なんか感じなければ良い」  

 

・理論武装する上で鍵となってくるのは「正しさ」である。 

何が間違っていて、何が正しいのか、または善悪に非常にこだわるようになる。（＝正しさの争い） 

（例）「どうせいつも私が間違っているのよ。いつも正しいのはあなたよ」 

 

・また、正しさや勝ち負けにこだわり、絶対に負けないようにする（＝競争） 

競争に負けると依存に落ちてしまう（つまり、また傷つく）ため、絶対に負けてしまってはいけない。 

⇒「ごめんなさい」が言えなくなる。自分が悪いと思ったら逃げる、逆ギレする。（それは防衛的な態度） 
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⇒攻撃性が強くなる（正論で責めるようになる、感情的にまくし立てる等。） 

 

・親密感への怖れ 

距離を縮めると隠している依存が出てしまい、辛い思いをするため、心理的距離を縮めないようにする。 

※「友達がほとんどいなくなる」という特徴がある。（「俺には誰も味方がいない」等） 

 

・自立は「与えるけれど、受け取れない」状態。ただし、厳密な意味での「与える」ではない。 

 

・ネガティブな感情を抑え込むために「思考」を多用する。理論武装、正論にこだわる。 

 

・パワーストラグル・・・ケンカ状態。自分のやり方、正しさを主張して、対立が生まれる状態。相手を攻撃したり、否定し

て、自分の優位性を保とうとする。「正しさの争い」が起こり、どちらが良いか悪いか、正しいか間違っているかを証明しよ

うとする。これを抜けるカギは「信頼」。 

 

・抑圧（感情を感じないように抑え込むこと） 

我々は「怒り」を使って感情を『抑圧』をする。すると感情がマヒしていく。（そのため、自立している人は「怒り」を溜め込

んでいる状態であると言える。） 

 

・燃え尽き症候群（バーンアウトシンドローム）・・・誰かに頼ってもダメ、自分ひとりで頑張ってもダメ、争ってもダメ、とい

うことから、まったくやる気を失ってしまった状態。感情は完全にマヒして何も感じられなくなっている。そこから「死の誘惑」

に向かっていく。ここを抜けるカギ「はコミットメント」。 

 

・デッドゾーン（死の誘惑） 

抑圧の果てに辿り着く、何の感情も感じられない領域。 

必ずしも死にたいわけではないが、絶望や無気力感、無意味感などから「このまま生きていても仕方がない」という心理

状態になる。 

 

★デッドゾーンに至る例 

（１）パートナーシップ 

夫婦喧嘩を繰り返す。 

⇒喧嘩するのもしんどい。 

 ⇒そのうち相手が空気のようになる。 

  ⇒なぜこの人と一緒にいるのか分からない。 

   ⇒この人と居ても意味がないから別れようかなぁ。 

    ⇒離婚を考えるようになる 
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（２）仕事 

始めは仕事を教えてもらうが、そのうちだんだん「自分のやり方」を見つける。（「こうした方が効率的じゃないのかなぁ」「こ

の会社のやり方は古いよ」などと感じるようになる） 

⇒「上司の考え方は時代遅れだよ」（上司と競争している状態） 

 ⇒上司や会社に反旗を翻している状態となる（＝パワーストラグル）（表面的に戦っていなくても、内面的に戦って

いる場合がある（言っても潰されるから言わない状態）） 

  ⇒「結局言ってもダメだしなぁ。上司も会社も変わらないしなぁ。まあいいか」（デッドゾーンの状態） 

   ⇒「もう辞めようかな、こんな会社にいても意味ないしなぁ」 

    ⇒退職・転職を考えるようになる 

 

・「自立の依存」の問題・・・依存心を強く抑圧して自立している状態のため、何かの拍子に依存心（不平不満やニー

ズ）が顔を出す。「これだけ頑張ってるんだから俺のことを認めてくれよ」という風に。 

 

※自分自身を押し殺してコントロールしているため、相手のことも思い通りにしたいと思う。 

(例１)「なんでそんなことで泣くんだよ」（自分が感情を抑圧しているため、感情的な人が苦手になる） 

(例２)恋愛で主導権を取ると「自立」のため、相手をテストしたりコントロールしようとする。 

    ⇒しかし相手が思い通りになると面白くないために飽きたり、反逆を受けたりする。 

 

・「自立の自立」の問題・・・感情がマヒしてロボットのように何も感じられない状態、もしくは常に何かの役割を演技して

いるような状態。人の気持ちが分からなくなり、ただ思考だけで行動する状態。（感情を無視しているため、言動の不

一致が起こりやすい。俗に言う「ロックマン」）誰のことも信頼できず、孤立している。一人で頑張っている状態。誰にも

助けさせない。 

思考が勝っている状態なので、「与える」ことが「取引」や「犠牲」になりやすい。 
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独りで生きているという感覚になるため、「物」や「気持ち」を決して受け取らない状態になる。（受け取ってしまうと依存

心が出てしまうため、受け取らない努力をしている） 

(例１)自分がどれだけ部下に慕われているか分からない社⾧。 

(例２)自分がどれだけ奥さんに愛されているか分からない夫。 

 

自分ひとりで頑張って誰かに与えるが、受け取れないためにやがて「何も与えるものがない」という状態になる。 

（例）「俺が君にしてあげられることは何もない。だから別れよう」 

 

・一見、自分軸に見えるが、背後に依存を隠しているため実は「他人軸」である。 

※この部分を見誤りがちなので注意が必要である。 

 

・自立して心と身体が分離していると、「感情を感じているのに意識まで伝達されない」状態となる。 

（分離しきれていないと、モヤモヤのような形で感じることもある） 

⇒この分離をカウンセリングで統合していく。（＝マヒを解かす） 

 

・傷ついた男性性の時代とも言われる。  

 

〇相互依存(win-win) 

・自立の状態を抜けて win-win の関係性を手に入れるステージ。 

「天国は一人では入れない」という格言があり、「誰かと一緒に成功する（幸せになる）」というコミットメントが必要であ

る。 

・依存時代の苦しみを手放し、一人で頑張ることを手放し到達する時代。 

・「死んでも嫌だ」ということをするのが鍵になるが、それを見つけてあげることがカウンセラーの役割。 

・対等性。 
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依存時代は「相手を見上げている状態」で、自立時代は「相手を打ち負かそうとする状態」。どちらをやっても幸せにな

れなかったので、それらを手放して相互依存の関係性を目指す。その際に大切な意識のあり方が「対等性」。 

 

・自立の行き着く先は「自給自足」もしくは「出家（救いを求めて世捨て人になること）」 

もちろん、前向きな気持ちや楽しみ、喜びから自給自足をしたり、出家することは問題ではない。人と関わってもいいこと

なんて何もない、という思いから、世捨て人のようにそれらを目指すところに問題がある。一方、『相互依存』はお互いに

認め合う関係性。自分が持っているものを与えることもできるし、相手が持っているものを受け取ることもできる。そしてリ

スペクトし合うことができる。 

 

・自分軸が確立されている。 

 

・男性性と女性性のバランスが取れている状態である。 

依存時代は、自分には何もできないと思っているため、『自立』に抵抗がある。 

自立時代は、依存時代の傷から、『対等性』に抵抗がある。 

それらを乗り越えた先に、バランスの取れた『相互依存』の関係がある。（＝ワンネス:一体感の世界） 

 

・共同創造、共生・共存などの表現を使うこともある。 

１＋１が２以上になっていくことに喜びを感じられる。 

依存時代は、『愛』を受け取れない状態。 

自立時代は『愛』を与えているつもりが、与えられていない。 

相互依存のステージでは、『愛』を与え合う関係性を構築することができる。 

 

・ほんとうの意味での「話し合い」は相互依存状態に入らないとできない。 

依存時代は、話し合うと言いながら「私のニーズを聞いて」と思っている。 

自立時代は、「俺の言うことを聞け」と思っている。 

相互依存に入って、ようやく対等な話し合いができる。（＝win-win の関係性）  
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（第１巻 disc 2） 

 

●問題の原因 

ここでは問題を作る原因となる感情や思考パターンについて紹介する。 

クライアントから問題をシェアされたとき、この中のどれか（複数もあり）が原因を作っていると捉えると分かりやすいだろう。

とはいえ、どれに当てはまるのかを決め付けたり、はめ込んだりしないように注意が必要だ。 

（「正解」や「決め付け」にカウンセラーはハマりやすい） 

複数の要素が絡み合っている場合も多く、また、一つ一つの要素の”濃度“は全く異なるためである。  

 

  

〇怖れ、不安 

・心の深いところには「愛」と「怖れ」しかない。問題のすべての根源であり、私たちは「何かを怖れていること」から問題が

生まれている。 

※ネガティブなものの裏には「怖れ」がある。ポジティブなものの裏には「愛」がある。 

※「愛」の反対語は「怖れ」である。 

 

・「幸せになる怖れ」「成功する怖れ」「豊かになる怖れ」「パートナーができる怖れ」「結婚する怖れ（マリッジブルー）」

「前に進む怖れ」など決してネガティブな怖ればかりではないことにも注目すべきである。 

 

・怖れや不安は過去の経験（データ）より、未来を予測することで生まれるもの。 

（例）昔、とても嫌な思いをして傷ついた。 

   ⇒二度と傷つかないように、それを回避する。 

    ⇒回避のために必要となるのが「怖れ」という感情。 

 

・怖れは過去に傷ついた経験があり、それと似た状況が起きたときに（あるいは、起きそうだと推測されたときに）、同じ

傷・痛みを受けないように発令される警告のようなものである。したがって、動物として当たり前に備わっている防衛本能

と言える。その点では決して悪いものではなく、むしろ安全に生きるために必要なものである。 

 

・「漠然とした不安」も、我々の「意識外」で危険を予測しているものである。 

 

・怖れが足枷になってしまうと身動きが取れなくなっていく。 

 

・怖れは予測であるため、実際に起きているわけではない。（本当に起こるかどうかは分からない） 

⇒そのため「今」に意識を向けることにより解消することができる。 

 

・怖れや不安は「壁に映った子猫の影におびえるようなもの」とも言われる。 

怖れの実態は小さな子猫なのだが、それが壁に映し出されると怪獣のように見える。それを見て怯えているのである。した
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がって、その怖れの実態を見つめることにより解消できるもの。 

 

・私たちの行動原理の一つとして「怖れや不安を解消するために行動する」がある。 

 

・怖れを乗り越えるためには、信頼や繋がり、手放し、コミットメントなどの要素が有効である。 

※「誰かとの繋がり」を感じた際の安心感で怖れを解決できる場合がある。（＝自分と繋がることも同じ） 

※解決のためにコミットメントや手放しが必要になる場合もある。 

※自身のプロセス（起こること全てに意味があるという考え方）を信頼することが鍵になる。 

 

・怖い方に進む方が正しい。（本物だから怖い） 

（例）大好きな人に告白するのと、どうでもいい人に告白するのは、どちらが怖いのか。 

※夢を語ることが怖いという感情も、大切なものだからこそ感じる怖れである。  

 

〇エゴ（自我） 

・傷ついた心のこと。 

・二度と傷つかないように自分の心を守るための働きをする一方で、自分自身が前に進めないように足を引っ張る存在

にもなりうるもの。 

・自立する中で作った 1 つの人格みたいなもの。 

・自己嫌悪・自己否定の象徴的なものがエゴの声といわれるもの。 

・エゴは傷つくたびにひねくれてしまった、素直ではない自分を象徴している。また、罪悪感などによって「自分を幸せにし

ないようにする存在」として扱われることが多い。「悪魔のささやき」の悪魔である。 

・敢えて失敗するように自分を導こうとしたり、敢えて傷つくことを自分にさせたり、欲求のままに自分を操ろうとしたり、自

暴自棄な働きをする。 

・したがって、心の世界では「悪役」として扱われることが多い。 

・私たちの心の「弱さの象徴」とも言える。 

・エゴというのは傷ついてきた分だけ、癒されていない分だけ、強く大きい。 

・とはいえ、悪と戦うことがゴールではなく、いかに許し、受け入れ、愛するか?が大切なテーマとなる。 
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・エゴの声は大きく、真実の声は小さいと言われる。 

 

（参考）「エゴとは何か?そして、エゴと上手に付き合うにはどうしたらいいのか?」 

https://nemotohiroyuki.jp/everyday-psychology/20154 

 

 

〇罪悪感 

・すべての問題のベースにあると言われる罪悪感。こいつがあるがゆえに幸せになれない、と言われる。 

・「私は罰せられるにべきだ」という感情で、状況や思考や感情をも自分を罰する（傷つける）ように仕向ける諸悪の根

源とも言われる。 

・罪悪感は「自立のマインド」の一つのシンボル。 

・自分を愛させない、自分を幸せにしない、自分を豊かにしない、自分を成功させないために動く感情。自分は罪人だ

から、幸せになってはいけない、という思い。 

・これが意識レベルに上がってくるとこともあるが、ほとんどの罪悪感は潜在意識へ潜り、気づかない所で動いていく。 

・重たい十字架を背負い、ひたすら茨の道を進むことを自分に課している状態。 

・「愛と罪悪感の量は比例する」と私は考えている。ゆえに、罪悪感が強い＝愛が強い、という見方ができる。 

 

＜罪悪感があるとこんな感じがする＞ 

・自分は幸せになってはいけないような気がする。 

・自分は大切な人を傷つけてしまうと思う。 

・大事なものは自分から遠ざけてしまいたくなる。 

・好きな人、大切な人と距離が近づくと怖くなり、逃げたくなる。 

・自分は穢（けが）れていると思う。 

・自分はメイワクな存在じゃないかと思う。 

・幸せになることが怖いし、信じれない。 

・誰かに愛されるという発想がない。 

・誰かの愛が受け取れない。 

・助けを求めることが苦手だ。 

・自由になることは誰かに迷惑をかけるものだと思っている。 

・問題が起こると自分のせいのように感じてしまう。 

・自分は毒のような存在だと思っている。 
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・うまく行きそうになると潰してしまいたくなる。 

・そもそも何かを壊したい欲求が自分の中にある 

・自分は表に立ってはいけないと思っている。 

などなど。 

 

１． 罪悪感の種類 

 

（１） 誰かを傷つけてしまった／壊してしまった・・・加害者の心理 

最も分かりやすい罪悪感の種類。自分が何かをして相手を傷つけてしまった、という感覚。 

 

例）友人と口論の末、相手を傷つけるひどい言葉を言ってしまった。 

例）自分のことを好きだと言ってくれる恋人を裏切ることをしてしまった。 

例）仕事で大きなミスをしてしまい、取引先はもちろん、自社にも多大なる迷惑をかけた。 

例）子どもが学校で自分の考えを言わないという。私があれこれと指示し過ぎたせいかもしれない。 

 

癒しの処方箋）理解。なぜ、自分がそうせざるを得なかったのか?自分を理解し、受け入れ、許す。 

 

 

（２） 助けられなかった／役に立てなかった・・・無力感 

加害者の心理にも近いものがあるが、特に助けたい、救いたい、役に立ちたいと思って頑張ったが力及ばずうまくいかな

かった場合に生まれる自責の念。 

意識することはないが、最大の罪悪感は親を助けられなかったという心理がある。 

 

例）いつも悲しんでいるお母さんを助けようと毎日愚痴を聞いたり、励ましたりしていたいが、母親は一向に元気になって

くれなかった。 

例）アルコールに依存する父を助けたくて、時には戦い、時には味方となったのだが、結果的に父は病に倒れてなくなっ

てしまった。（潜在意識のパターン） 

例）いつも傷ついたパートナーを求めてしまう癖がある。健全な人よりも、問題のある人に惹かれ、一生懸命その人と幸

せになろうとするが、うまく行かない。 

例）従業員を幸せにしたいと東奔西走するものの、売り上げは思うように伸びず、止むを得ず解雇せざるを得なくなって

しまった。 

 

癒しの処方箋）自らの「愛」と繋がる。自分が愛に満ちた存在であることを理解し、受け入れる。 

 

 

（３） 何もしていない／見捨ててしまった 

もっとも許しがたい罪悪感を作るのがこのパターン。「何もしていない罪悪感」は何もしていないからこそ、表向き罪に問わ
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れることはなく、また、周りも味方してくれることが多いため、ひたすら自らを傷つけ続ける作用がある。 

 

例）同僚の顔色が悪いことが分かっていたが大丈夫だろうと何も言わなかった。数日後、その同僚は病に倒れ、帰らぬ

人となってしまった。あと数日早く治療していれば助かったのに、との声を耳にした。 

例）このままでは会社は倒産すると分かっていたが、自分のアイデアなどきっと上役から反故にされると思い込み、何ら提

案しなかったら、案の定、会社は倒れ、仲間たちが数多く路頭に迷うこととなった。 

例）素直に謝罪した方がいいと分かっていたが、意地を張って何もしなかったらどんどん問題が複雑化し、やがて社⾧が

記者会見で謝罪し、責められる事態となってしまった。 

 

癒しの処方箋）内なる自分の力をもう一度信頼する。そして、自分がそうせざるを得なかったことを理解し、許す。 

 

 

（４） 自分は毒である／自分は穢れている 

罪悪感が潜在意識の深いところに留まるとこの感覚が芽生え、望むと望まざると自らが傷つく選択をしてしまう。 

上記（１）～（３）からこの感覚が生まれることも多い。 

 

例）自分といても相手は幸せになれないと思うので距離を取ってしまう。（この後、離れると寂しくなるので再び近づくが、

この罪悪感が邪魔してまた距離を取ることを繰り返すパターンもある。ヤマアラシのジレンマ） 

例）相手のことを愛すれば愛するほど、相手を守るために距離を取る。 

例）自分は幸せになれないし、幸せになってはいけない、という感覚がある。 

例）いつも傷つく方を選んでしまう。いつも幸せになれない選択をしてしまう。 

例）仕事はいつもハードワークで、仕事の割に低い報酬を得ている。 

例）望んではいないのにパートナーはいつも自分を傷つけるタイプが多い。（暴力、借金、ギャンブル、アルコール依存、

ワーカホリック等） 

例）自らがアルコール、ギャンブル、ワーカホリック等の依存症の傾向がある。 

例）癒着した関係性を築きやすい。 

 

癒しの処方箋）浄化。許し。 

 

（５） 親など他人からコピーしてきた罪悪感 

助けたい気持ちが強く、親やパートナーの罪悪感をコピーして自らのものとして扱っているケース。 

 

例）「あなたのお母さんがあなたの隣で重たい荷物を抱えて辛そうに歩いている。あなたは手ぶらだ。そこであなたは母を

助けようとして、その荷物を背負うことにした。」 

例）パートナーがいつもハードワークで苦しんでいる。そのパートナーを助けようとして自分も同様に苦しんでその気持ちを

理解しようとした。お互いハードワークを繰り返すことでつながりを感じようとする。 
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癒しの処方箋）手放し。その荷物をその相手に「返す」。 

 

（６） その他。 

キリスト教などでは「生まれながらにして罪を背負っている」という「原罪」を主張している。だから、感謝し、慎ましく、謙虚

に生きなければならない、という教えに繋がっている。 

 

 

２． 罪悪感が創り出すもの。問題点。 

（１）幸せにはなってはいけない、という観念。 

潜在意識的に自分が幸せになれない選択をしてしまう。 

ブラック企業、問題のあるパートナー、人間関係のトラブルなどを引き寄せる。 

 

（２）癒着 

お互いに近すぎて相手と自分の区別が付かない状態になり、お互い傷つけあう。 

 

（３）依存症 

アルコール、仕事、ギャンブル、ドラッグ、セックス、恋愛、買い物等、強い刺激物と癒着してしまう。 

 

（４）病気。 

病気を使って自分を傷つけようとする作用。 

癌（がん）は罪悪感の病気と言われる。 

 

（５） 孤独感 

つながりを自ら断ち、孤立・孤独を選ぶ。誰にも助けを求められず、ひたすら自分自身を傷つけ続ける。 

 

３． 罪悪感を手放す 

（１） 自分を許す・・・受容、理解、感謝、手放しなどのアプローチを自分自身に対して行う。 

（２） さまざまなヒーリングの手法を使う。 

（３） 愛と繋がること。自らに喜びを与えること。意識的に自分が喜ぶことを自分自身に与える。また、誰かに愛を与

えることで自分自身を解放する。 

 

「あなたが愛している人は誰ですか? 

あなたが幸せになって欲しい人は誰ですか? 

あなたが感謝している人は誰ですか?」 

 

「あなたを愛してくれている人は誰ですか? 

あなたが幸せになったら喜んでくれる人は誰ですか? 
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あなたの存在に感謝している人は誰ですか?」 

 

（４） アファメーション。 

「私は無罪です。 

私は十分自分を罰しました。 

もう罪はすべて償われました。 

私はもう許されています。 

私は無罪です。」 

 

「私は幸せになることを自分に許します。 

私を愛してくれるすべての人たちのために自らを許します。 

私は自分自身を愛します。 

私は自分自身を自由にします。 

今、この扉を開け放ち、自分自身を解放します。 

私は愛です。 

私は光です。 

私は自由です。」 

 

（５） 罪悪感と共生していくことを目指していく。 

罪悪感やネガティヴな感情を、癒やしてなくす、ということを目標にするのではなく、罪悪感があるが、それを理解し、対処

し、ある前提で共に生きていく方法を覚える。 

自分というもの、として、一生付き合っていくことで、不幸の道を選びそうになる場合、そこで再選択し、自分が幸せにな

る道を選んでみる。 
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〇癒着・共依存 

・相手との距離感が近すぎるか、遠すぎるかで、距離感がうまく保てない状態。 

→日本語で言うところの、主語がなくなり、相手のことを自分のことのように感じてしまう。 

・「罪悪感、恐れ」がその接着剤となっており、離れようとすると、かなりの痛みを伴う。 

 

（例） 

＊「子どもの点数が悪いのは自分の頭が悪いからだ」と罪悪感から自分を責めている母親は、子どもに申し訳と思う分だ

け、何とか子どもがいい点数を取れるように、学校で恥をかかないように行動するようになる。塾や家庭教師を付ける方

向に向かうことも多いが、中には子どもの宿題を自分がやってしまう母親もいる。子どもを守る一心から出てくるものとはい

え・・・。 

 

＊相手の顔色を伺って、自分が嫌われてないか、迷惑をかけてないかを気にしてしまう。 

＊相手が自分の思い通りに動いてくれないとイライラしてしまう。 

＊すれ違いなどの少しの揉めごとでも相手を信頼できなくなり、関係を完全に切ってしまう。 

＊仲良くできるタイプの人はあまり多くなく、人間関係がとても狭いと思う。 

＊身近な人にはすごく感情的になるのだが、他人に対してはいい人を演じてしまう。 

＊いつか見捨てられるんじゃないか?という不安がいつもある。 

＊つい相手の行動に干渉してしまい、煙たがれることがある。 

＊大勢の人数を前にするとどうしていいのか分からなくなってしまう。 

＊恋愛に限らず、自分一人をちゃんと見てほしい、という欲求が強い。例えば、悩みごとは自分一人に打ち明けてほしい

と思っていて、他の人にも相談しているのを知るとショックを受ける。 

＊関係を続けていくと、相手のために犠牲したり、我慢することが増えて苦しくなってしまう。 

 

・癒着の原因・・・家族（特に母親、父親）との共依存関係から生まれているケースが圧倒的多数。 

 

・母・・・過保護・過干渉タイプ／放任タイプ／弱いお母さんタイプ 

・父・・・直接的な癒着よりも間接的に癒着の原因となっていることが多い。依存症や借金、浮気癖など家族に常に迷

惑をかけている／非常に厳格で常に怒っているタイプ／役に立たないタイプ 

 

・癒着が生む問題 

【恋愛・結婚編】 

パートナーと癒着しやすい。幸せになれない相手（問題がある相手）を選ぶ。障害のある恋を選ぶ。助けたい症候群。

セックス依存、理想の父親・母親探し。 

 

【仕事編】 

ハードワーク。借金などのお金の問題。ブラック企業を選ぶ。自分を傷つける仕事。モラハラ／パワハラ／セクハラに会い
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やすい／正当に評価されない。 

 

【その他】 

・癒着はあらゆる関係性の中で生じる。男女・親子だけでなく、友人や仲間たちとも。 

・癒着するのは人だけではない。仕事、酒、ギャンブル、タバコ、セックス、チョコレート、買い物などの刺激物。すなわち、

依存症を生みやすい。 

 

【解決法】 

・癒着を癒すと親密感に変わる。人との距離感が取りやすくなる。 

・癒着を癒すことを「癒着を切る」という。手放しでもある。 

・私は私、相手は相手、という自分軸を作ると癒着は手放しやすい。 
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〇無価値感 

「私には愛される価値などない」という感情。自己否定や自己嫌悪。 

※罪悪感、無価値感が原因で起こる問題は似ているため、厳密な区別はしなくてもよい。つまり、あらゆる問題は「罪

悪感側」からも「無価値感側」からも見ることができる。 

 

「必要とされている感じがしない」「迷惑をかけるような気がする」「私はちっぽけである」など、引け目を感じた状態。 

「空虚感、満たされない感覚」「心にぽっかり穴か空いている」「自分がないような感じ」がするので、 

自分が欲しいものを否定していく。 

・成功しない 

・幸せになれない 

・恋人ができない 

・仕事がうまくいかない 

・豊かになれない 

・人から嫌われる 

・必要とされない、など。 

 

自分がない感じがするので、その穴を埋めるためには、「何かしないといけない、何者かにならなければならない」 

と感じ、「自分には価値がある」ということを証明しようとして、ハードワーク、パートナーに尽くす などをする。 

私たちは、何もしなくても、そもそも価値のある存在である。しかし、そのことが受け取れない。 

 

多くの問題は「罪悪感系」か「無価値感系」に分類できる。罪悪感が自立系に対し、無価値感は依存系として見ること

ができる。ただし、自立の影には依存が隠れていることが多いため、自立系の人の内面には、この無価値感が隠れてい

ることが多い。ハードワークや依存症は、無価値感と罪悪感のミックスから生まれる。 

※ただし、前述の通り、罪悪感、無価値感が原因で起こる問題は似ているため、厳密な区別はない。 

 

・受け取ること。ありのままの自分を肯定すること（自己肯定感）が、ここを抜けるカギとなる。 
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〇無力感 

自分は役に立たない、力がない、という自己否定的な感情。 

この無力感にハマると無気力になってやる気が出ず、どうせ自分なんて・・・という思いが強くなる。 

心理的には、自分自身に期待をし、自分自身に裏切られている状態でもある。 

 

無力感を感じるということは、それだけ助けたい、与えたい、貢献したい気持ちがあるという証左でもあるが、 

「今の自分にできるベストを尽くす」を意識することで、無力感から抜け出せる。  

 

 

（第１巻 disc 3） 

 

〇怒り 

感情の蓋と言われ、本当の感情ではないという考えもある。 

怒りのの裏側に本当の感情を隠していて、この感情を感じたくない時に「怒り」という感情を使って封じ込める。（怒りを

表現する） 

 

（例）「先輩間違えましたね～。そんなミスするんですね～」と言われて「恥ずかしさ」から「うるせぇ!コノヤロー!」と怒

ってしまう。 →「怒り」を使って「恥ずかしさ」という感情を隠す。   

 

（例）悪い事したと思っていて「俺は悪くない」という「怒り」を使って防衛する。→「罪悪感」という感情を「怒り」を使って

隠す。     

 

（例）「悲しみ」という事を受け入れる事が出来ない時に「何でアイツ死んだんだよ!!」→本当は凄い悲しくて、寂し

いのだけど、この感情と繋がると耐えられないかも知れないので、「怒り」という感情を使って防衛（攻撃）をする。 

 

・「怒り」の感情というのは、様々な形に変化をしてそれ自体で自分の感情を押し込める。 

 

・基本的に「怒り」が出てくるときには、「自分の中にあるルール」＝「観念」や「ビリーフ」「思い込み」（元をたどればそこに

傷がある）に従わなかった時である。同様の意味で自分のやり方と合わないやり方を、強要された時や見た時に「怒り」

を感じる。 
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（例）「時間を守らなければならない」というルールを持っている人は、遅刻する人に「怒り」を感じる。 

（例）「人の話を聞くべきだ」と思っている人は、話を聞かない人に「怒り」を感じまる。 

 

・怒りの表現は大きな声を出したり、ムッとした表情になったりするほかに、「引きこもり」（表面的には平気なふりをして、

内面で非常に怒っている）という表現もある。 

（例）「怒ってる?」って聞かれて、「別に」と平静を装って答える。けど、伝わってくるエネルギーでは完全に怒ってるよ

ね?というシーン 

 

・引きこもりはそもそも神様が使っている。天照大御神が岩戸に隠れた「天岩戸伝説」もある。神様が使うくらいだから人

間も堂々と使えばよい。 

 

・「怒り」というのは、とてもパワフルでエネルギッシュな感情であり、「怒り」は「やる気」とイコールである。モチベーションや推

進力にもなります。 

（例）格闘技やラグビーやアメフトなどの競技の前では、あえてお互いをドツキ回して（ボクシングの試合前にトレーナー

が選手をバチバチたたくイメージ）怒りをだし闘争心をあげる 

 

・「怒り」を抑圧すると無気力になる。→抑うつ状態。この抑うつ状態というのは、非常に「怒り」をため込んでいる状態で

ある。 

 

・「怒り」はネガティブな感情に思えるが、その一方で非常にパワフルでエネルギッシュなもの。怒りっぽい人はバイタリティ溢

れる人に多いと思いませんか? 

 

・「感情に素直になりましょう!」が自分らしく生きる原則だから、「怒り」を悪い物扱いしないこと。 
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・「怒りを怖れる」心理。怒りを怖れると自分も怒りを感じないように抑圧する（引きこもる）。それが他者に投影される

と、他人の怒りが怖くなる。 

 

・怒りを何かに（誰かに）ぶつけるというのは、実は怒りからの「逃避」である。怒りを誰かにぶつけると一時的にすっきりす

るような気持になるが、同時に罪悪感を抱えることになる。感情は自分で処理をする事が大原則である。 

 

 

・感じてしまったものは仕方がないが、自分の感情に責任を持つ事が大切である。 

「怒り」を感じたのは自分であるので、その感情に責任を持つ。これが「自分軸」であり大人的な成熟さに繋がる。 

 

・怒りを感じるのが怖いので「誰かのせい」にしたり「攻撃」をしたりする。 

・本当に怒りを感じた時は「誰かを攻撃する余裕すら持てなくなる」。怒りが本当に解放されるときには、電流が走ったよ

うな感覚になる。これは生命力（セクシャルエネルギー）が解放されるため、凄く気持良いもの。 
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・怒りの感情と向き合うのには、「お恨み帳」など、ノートに感情を書き付ける。 

・「怒り」はエネルギーなので「歌う」「踊る」「身体を動かす」とスッキリする。 

 

・そもそも私たちはどうでもいいことに強いエネルギーを使わないので、怒りを感じるということは、そこに自分が大切に思っ

ているものがある、ということ。 

（例）自分にあまり関係のない人が人に傷つけられたときよりも、自分の身近な人が傷つけられたときの方が怒りは強

い。 

 

・誰かに自分の怒りをぶつけてしまうのは、その人が自分の怒りを受け止めてくれることを知っているから。それだけその人

に「甘えている」と言える。 

 

・怒りをため込んでしまうと、怒りは攻撃的な感情なので内面を傷つけてしまう。 

 

  

〇嫉妬 

日本人は「恥」と嫉妬の民族と言われる。シャイでかつ恥ずかしがり屋であるが「嫉妬深い」そうだ。 

 

・「嫉妬」の感情はネガティブな感情という意味だけではない。「嫉妬」は情の深さや、包容力（包み込む力）やエネル

ギッシュな部分などの裏返しでもある。 

 

・自分にないものには嫉妬しない、という大切な法則がある。 

（例）年商一億の人に嫉妬している人としていない人の違いは? 

自分が年商一億を稼げるという事を知っているにも関わらず、まだ実現できていない／意識レベルではそれを信じられな

いから嫉妬が生まれる 

（例）綺麗な可愛い子に嫉妬するのは、自分もその要素を持っているのにそれを認めていないから。 
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つまり、自分と全く関係性のないものや興味のない物に対しては「嫉妬」という感情は生まれない。 
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・逆にいえば「嫉妬」することは、自分が本来持っている「価値」や「自分の夢」や「自分のしたい事」とか「自分の進みた

い方向性」などが見えてくる。そういう見方をすると「嫉妬」は実は素晴らしい感情で、感じるのは嫌だが、「本当に自分

が欲しいもの」や「望み」だったりを教えてくれる感情である。 

 

・自分が何に対して「嫉妬」しやすいのか?を知ることにより、自分の隠れた魅力や、自分では認められない才能や可能

性を知ることができる。自分が誰かに嫉妬しているとき、自分はその人に価値を見ている状態を表している。もちろん、そ

の価値は自分が本来持っているものである（投影の法則）。 

 

・逆に、自分に嫉妬してくる人は、自分に対して価値を見てくれている人。だから、嫉妬された場合の正しい返事の仕方

は「ありがとうございます」「おかげさまで」である。ちゃんと価値を受け取ること。 

 

・自己肯定感が高まってくると「嫉妬」や「怒り」の感情が良いものに思えて来るので、嫉妬や怒りを怖れなくて済むように

なる。つまり、嫉妬や怒りを通じて自分を知ることができるようになるからだ。そうすると、仮に嫉妬したとしても、狂うほどに

苦しむことはなくなる。その結果、だんだん嫉妬の感情を感じなくなっていく。 

 

・嫉妬することがなくなると嫉妬されることも無くなる。（仮に嫉妬されていても気付かなくなる） 

 

 

〇寂しさ、分離感、孤立感 

寂しさとは原体験で持っている感情。 

母親のお腹の中（へその緒を切られた瞬間）から出てきた時に感じる感情が寂しさである。 

母胎は私たちにとって最も安心と安全を与えてくれる場である。そこから母胎回帰欲求が生まれる。小さい子供が暗くて
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狭いところを好むことや、抱き枕（へその緒のシンボル）等は母親のお腹のなかをイメージさせるものである。 

 

・寂しさは私たちがとても感じたくない感情なので強烈に嫌っているものである。 

・寂しさ、孤立感から人に対して「嫉妬」や「攻撃性を持つ」 

・「孤立感」「分離感」から犯罪に結びつく事もある。これが自己攻撃になると「寂しさ」を紛らわすために「依存的な症状」

（アルコール、ワーカーホック、恋愛依存など）を生む。 

 

・寂しさ、分離感、孤立感を癒す方法は「本当は繋がっている」ということを思い出すことである。すなわち、「繋がり」が寂

しさを癒してくれる。 

 

・今すぐに誰かに繋がる事ではなくて、もうすでに繋がっている。 

・人と繋がるには、自分から愛を与え、受け取ること。 

  

  

〇劣等感（コンプレックス） 

・自分は誰かに比べて劣っている。何かと比べて「自分はそこで劣っている」「足りてない」「十分ではない」と感じて、相手

を見上げていること。 

 

・「無価値感」から劣等感（コンプレックス）を感じている。 

 

・「行動が先、感情があと」という考え方があり、「劣等感」という感情が先にあり、その感情を感じさせるために行動を起

こすもの。つまり、私たちは行動から感情を感じるのではなく、感情から行動を起こすのだ。（後述） 

・劣等感が元々あり、その劣等感を感じられる相手をいつも探している、が真実。 

 

・本当は、頑張らなくても「価値」は沢山あるのに、その「価値」を受け取れないので、問題が起きてくる。 

 

・劣等感の裏返しは「優越感」である。 

 

 

〇エディプス／エレクトラ・コンプレックス 

エディプスコンプレックスは「フロイト」が作り、エレクトラコンプレックスは「ユング」が作り、どちらもギリシャ神話が元になってい

る。男の子は「エディプスコンプレックス」で女の子は「エレクトラコンプレックス」 

私達は一般的には異性の親に恋をするが、その相手には強力なライバルがいる。（男性の場合は父親、女性の場合

は母親）。そこから競争が生まれる。 

 

・女性の場合は、父親からの愛を母親から奪おうと競争する。男性の場合は、母親からの愛を父親から奪おうと競争す

る。 
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・日本人は比較的エディプス、エレクトラコンプレックスが強くないと言われる。なぜかというと日本人は欧米人に比べて家

族の輪が強く、母系社会なので、娘も息子も母親を支持しやすい。そして、それを父親も容認してしまい、争いが起き

ないから。特に父親の存在が薄くなってきている現代ではこの傾向はさらに強くなる。 

一方、欧米人は夫婦が単位なので比較的にエディプス、エレクトラコンプレックスが強くなる。 

 

 
 

 

 

・エディプス・エレクトラコンプレックスは三角関係の問題につながっている。逆に言えば、三角関係の恋愛にハマりやすい

人は、エディプス、エレクトラコンプレックスに原因を求めても良い。 

 

・エディプス・エレクトラの勝者 

女性ならば、父親を母親から略奪することに成功した場合、それを「エレクトラの勝者」と呼ぶ（男性は逆）。 

母から父を略奪したので罪悪感が生まれる。そうすると「罪悪感」がベースの生き方となる。特に、完全勝利を収めた場

合はその成功体験から常に「略奪愛」ばかりをしてしまうこともある。また、自分が奪ったので「奪われる恐れ」も感じてい

る。 
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・エディプス・エレクトラの敗者 

一方、女性が父親を母親から略奪に失敗するとそれを「エレクトラの敗者」と呼ぶ（男性は逆）。 

略奪に失敗したので無価値感を覚え、「無価値感」ベースの生き方となる。それで常にＮｏ．２のポジションになったり、

や選ばれない恋をする人生になる可能性がある。 

 

 

・変形エディプス・エレクトラコンプレックス 

女性が父親と母親を結ばせないように、自分が母親と癒着して父親を 1 人にさせるパターンが、日本人には多い。そう

すると、男性と出逢いがない、彼氏がいない、恋愛に興味がないなどの問題が出てくる。 
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日本人は最近では変化しているが、基本的には父親は育児には積極的ではなく、家族から距離をとる取ることが多い。

そのため、母親は寂しさから子どもと癒着してしまう。これがエディプスコンプレックスになったり、変形エレクトラコンプレックス

となる。 

 

・エディプス・エレクトラコンプレックスは三角関係を作りやすい。 

 

 

嫁姑問題もエディプス・エレクトラコンプレックスの一つ。 
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その他、不倫問題、職場での派閥争い等、様々なところに三角関係は現れている。 

 

 

〇執着 

執着とは、何かにしがみついている状態のことで、それ自体にしか意識が向かず、他に選択肢がない状態。 

選択肢がその一つしかないのはとても苦しいものである。 

見方を変えると執着は防衛であり、あたらしいチャレンジや冒険をしなくてもいい状態を作っている。 

「選択肢がない＝手放すという選択肢もない」ので不安や恐れが出る。 
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（例）会社に執着をするお父さんは、自分にはこの会社しかないと思っている。その裏には自分には何も価値がないと

いう無価値感や無力感がある。 

 

・癒着と執着の違いは? 

癒着はお互い（二人）でするもの。執着は一方的に起こっていること 

 

・執着とこだわりの違いは? 

執着は怖れ、不安、無価値感などのネガティブな感情がベースなもので、なかなか手放し難い。 

一方、こだわりは楽しみ、喜びがベースにある物で、手放しが早い 

 

〇復讐 

心理学的な「復讐」は一般的な場合と少し異なる要素がある。 

 

・自分を苦しめて、それを相手に見せることで復讐を果たそうとする。 

「私が幸せじゃないのは全部あなたのせいよ」 という風に。 

 

・自分を苦しい状態に追い込まないと、この形の復讐は効果がないので、常に苦しい状態に居続けるしかなくなる。 

 

・同様に、両親に恨み辛みがあり、許せない状態だとすると、自分が幸せになると両親が喜ぶので、そうならないような状

況を作る（結婚できない相手と付き合ったり、自分を傷つける仕事をするなど）。 

 

・それゆえ、自分が幸せではない時は誰かへの「復讐」していると考えてよい。 

 

＜質疑応答＞ 

Q・復讐はどのような場面でカウンセリング中につかうのか?誰に対しての罪悪感なのかを気づかせるために使うのか? 

A・「一生懸命やっているのに幸せでない時」に、「もし、誰かに復讐しているとしたら誰だと思う?」と質問するなど。「あな

たは復讐してます!」というのはクライアントとケンカになるかもしれないのであまりお勧めしない。分析の道具の一つとして

利用するようにしよう。 

 

Q・復讐の目的とは? 

A・復讐している相手と仲良くしたい、愛し合いたい、という思いがあったのだが、そのような関係にならなかったときに、恨

み辛みが転化して復讐心になる。 

 

Q・復讐はエゴの声でやっているのか? 

A・そのケースが多いです。 
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Q・復讐は執着の一種ですか? 

A・そういう見方もできる。  

 

〇犠牲 

 

誰かのために、自分が幸せではない行動を採ることを犠牲と言う。愛を受け取らない態度の一つである。 

背景には怖れがあるため、仮に「誰かのために」している行動であっても、他人から見て素晴らしい行動であったとしても、

本人に充実感や喜びは感じられない。 

 

犠牲の背景には無価値感や劣等感などの自己否定や怖れ、不安がたくさんある。 

背負う必要のない荷物を背負っているイメージである。 

 

本当はしたくないけれどしていることや、仕方なくやっていることはすべて犠牲であり、喜びや充実感などが感じられない行

動はすべて犠牲だと言っても過言ではない。 

 

「私は養ってもらっているのだから、それくらいは我慢してやらなければならない」 

「生活のためには、嫌だけどこの仕事を頑張るしかない」 

「嫌われないように、嫌だけど彼の言う通りにしている」 

「私さえ我慢すれば、この場が丸く収まる」など。 

 

また、犠牲を元に愛を得ようとする「取引」も起きる。 

「これだけしてあげているのだから、愛してよね」 

「頑張って仕事しているんだから、ちゃんと評価すべきだ」 

 

・「与える」と「犠牲」の違い・・・愛から行うことを「与える」といい、怖れから行うことを「犠牲」と言う。 

同じ行動であっても、行動動機が「愛」がベースになっているのか、「怖れ」がベースになっているのか、で違う。 

やっていることは素晴らしいことなので、怖れではなく愛をベースにすることで犠牲は手放せる。 
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犠牲で行っている行為はたとえ結果が良くても、充足感が得られにくく、疲労感が残る。その行動パターンは子供のころ

からやっていて、癖になっていることが多い。本人に犠牲の自覚はなく、普通、当たり前のこととして思っている。 

 

・愛と犠牲の違い、その行動のあと、結果に関わらず、充実感や達成感、喜びが出てくる。 

 

・自分の気持ちに正直になり「嫌なものは嫌」という態度が犠牲を手放す秘訣である。 

 

 

〇補償行為 

 

主に罪悪感が背景にあり、自分は罪を犯した人間なのだからこうすべきだ、と思って行動すること。 

犠牲とよく似ているが、ざっくり言ってしまえば何らかの怖れや不安をベースにしたものを犠牲、罪悪感がベースになってい

るものが補償行為とすると理解しやすい。 

 

「僕は彼女を傷つけてしまった。だから彼女を不安にさせないように連絡をマメに取っている。」 

「自分は職場に迷惑をかけたので、これからは四の五の言わずに黙って会社の指示に従う。」 

 

自分が犯した（と思っている）罪を自分なりに補い、償う行為ではあるが、自分がしたいことではないため苦しくなり、感

情を麻痺させるか、もしくは、継続できなくなるかのどちらかになることが多い。 

 

燃え尽き症候群の中にはこうした補償行為によるものも多い 

 

罪悪感の問題なので「許し」によって癒されるものである。 

 

自らの心の中の恐れや不安といった穴を埋めるための行為、作業であり、「犠牲」に近い。もしくは「犠牲」の中にある。 

 

 

（第１巻 disc 4） 

 

〇加害者と被害者、無害者 

 

傷つけた方を加害者、傷つけられた方が被害者であるが、これらは実は同じ意味である。 

つまり、加害者は被害者となり、被害者は加害者となる。 

被害者は傷つけられたことで加害者に「責任取ってよ」などの言葉・思いによって攻撃をするので、その瞬間に加害者と

なる。加害者はその被害者から攻撃されることで被害者となる。 

つまり、加害者と被害者は同義であるばかりか、同時に発生するものである。 

この加害者・被害者を手放した状態を無害者という。 
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加害者側のマインドには罪悪感が常に付きまとうが、双方とも加害者の要因を持つため罪悪感を持つ。そのため癒着も

生まれることが多く、泥沼化しやすい。（癒着は罪悪感が原因） 

 

 

 

〇取引 

 

「これをあげるから、それを頂戴」という関係性を「取引」と言う。 

 

「愛してあげるから、愛してね」 

「お金を渡すから、僕から逃げないでね」 

「この仕事を頑張るから、給料上げてね」 

「ちゃんと面倒を見ているのだから、いい子に育ってね」 

 

これは欲しいものを得るために犠牲をしたり、頑張ったりするため、愛ではない。 

 

与える・受け取る、という行為が「交換条件」のもとに成り立っている。 

愛は無償のもの。してあげたいからしてあげる。 

愛ではない（恐れや不安からくる）行為は疲弊していく。だから、取引を繰り返すとだんだん感情がマヒして感じられなく

なる。 
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〇期待 

「分かってくれているはず」「ちゃんと愛してくれるはず」という「希望的観測」に基づいて起きるもの。 

期待の背景には依存心（欲求、不安、怖れ）があるため、現実的な判断に見えて、実は自分の都合に合わせた希

望のため、その通りにならないことが多い。 

従って「期待は裏切られる」という格言が存在する。 

 

期待は現実（というよりも感情）と向き合うことができない状態で、「こうなって欲しい」「こうなって欲しくない」という欲求

が動いて生まれるものなので、現実（自分の感情）と向き合うことで手放すことができる。 

 

現実と向き合った上で現在や未来を見ることを「信頼」と言う。 

 

また期待される側にとって、「期待される」ということは自分の価値や可能性を見てくれているならばよいが（心理学的に

はそれは期待ではなく信頼だが）、相手の欲求や怖れをベースにした期待のかけられ方をされると、それにいくら応えても、

次なる期待（欲求）を永遠にかけられるため、どこまで頑張っても期待される側には達成感や充実感がない。 

期待は欲求や怖れをベースにしているため、期待をする側もされる側も愛を感じられないため、裏切られた感覚や裏切

られる怖れが付きまとい、やがては燃え尽きてしまう。 

 

私たちは欲しいもの（その多くは愛情）を得るために、相手や自分に期待をかけて頑張るシーンがよく見受けられる。 

「これだけ頑張って成績を上げれば、きっと上司は自分の価値を認めてくれるはずだ」 

「一生懸命尽くしたのだから、きっと彼にはこの思いが伝わるはず」 

 

「期待」をしてしまう背景には、過去に自分の欲求が満たされなかった経験があり、その時傷ついた自分を慰めようとする

心の動きがある。そのため、本人は無意識でやっている（期待している）ことが多い。 

 

期待と信頼は少し似ている。違いは「期待」は裏切られるけど、「信頼」は裏切られない。 

信頼とは「結果」を受け入れられること。 期待を信頼に変えていくことが大切である。 

期待はハードルみたいなもの。期待する側がハードルを置く側。される側はハードルを飛ぶ側。  

 

「期待は手放すもの」である。 

自分の欲求からくる「期待」は現実と向き合ったうえで、現在や未来をみることで手放していける。 
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〇抑圧、我慢 

 

感じている感情を無理やり抑え込んで感じなくすることを「感情の抑圧」という。 

感じている感情をただ歯を食いしばって耐えている状態を「我慢」と言う。 

 

感じるのが辛い感情があるとき、もう感じなくて済むように抑圧するようになる。 

（例）ずっと寂しい思いをしていた子どもが寂しさを抑圧して感じないようにする（麻痺させる）。 

 

しかし、抑圧した感情は心の中に溜まっていくのみで解消されるわけではない。 

ところが「感情は外に出たがる」性質を持つので、そこで「葛藤」が生じる。 

問題とはその抑圧された感情が解放されたくて起こすものでもある。 

 

心理分析においては、今クライアントに起きている問題はどんな感情を抑圧したことから生まれたのか?という視点を持

つ。 

 

我慢は感情と向き合う（感情を感じて解放する）のではなく、ただ耐えることでその状況をやり過ごそうという意志があ

る。したがって、我慢している感情もまたそのままそこに留まり、解消されることはない。 

我慢から抑圧に至るケースがとても多い。 

 

我慢は自分が向き合いたくないネガティブな感情（怖れ、不安、罪悪感、無価値感、嫌悪感など）から行われるため、

ただしんどいだけである。 

一方、忍耐とはそこに希望を見ている状態である。 
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例えば、「部下の成⾧を見守る」というシーンにおいて、「口出ししたら部下に反発される」という怖れや、「上司は口出し

をしてはいけない」というルールや、「もし、失敗したら自分が責任を取らされるかもしれないから何も言わない」という態度

は「我慢」であり、そこからは恨み辛みや怒りも生まれる。 

一方、「自分でその問題を解決してほしい」や「きっと彼ならばこれを乗り越えられるに違いない」という風に、部下の価値

を見て信頼している場合は「忍耐」と言う。 

 

我慢するときは怒りのエネルギーを使うため、怒りが心の中に溜まっていく。 

 

つらい感情を感じないようにするために怒りのエネルギーを使って感情を抑圧する。 

そういうことを繰り返すことで、感情を感じる感覚が麻痺していく。 

 

 

 

〇諦め 

怒りの表現の一つ。 

つまり、「彼のことはもう諦めてます」という時は、「彼に対してとても怒っています」という意味に捉えても良い。 
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「夢は諦めます」というのも、怒りを使って夢を我慢・抑圧する状態を表している。 

本人は「怒り」が通り過ぎたという認識で自覚している状態 

 

 

〇比較と競争 

自立時代を象徴するマインドであり、多くの問題を作り出す原因となるものである。 

 

比較とは、相手と自分とを比べること。 

競争とは、相手と勝ち負けを争うこと。もちろん、勝つことを目的とする。競争の裏には「自信のなさ」がある。 

 

ただし、競争には「あいつが頑張っているんだから俺も頑張ろう」というポジティブな側面もある。 

 

比較の場合、相手の⾧所と自分の短所を比べて劣等感を感じたり、その逆を比べて優越感を感じたりする。 

自立時代は比較・競争の時代と言っても良いが、常に誰かと自分とを比べて優劣を争っている。 

その目的は「自分だけが愛される／成功する」ためであるが、どこまで行ってもこの比較は終わらないため、比較の罠に、

ハマっているときは、いつまで経っても愛されている実感は得られにくく、成功する自信も持てない。 

また自分の挙げた成果や自分が持っている価値は全く意味がないように感じてしまう。 

 

思春期くらいから他者と自分を比べ始める。他者と自分との違いを気にするようになる。 

誰かと比較して、劣等感と優越感を感じるようになる。 

比較はエンドレスに行われ、答えや終わりはない。 

常に自分以外の誰かからの承認を求めている状態である。 

 

競争は相手に勝つことを目的に行われるもので、勝者は「自立」に留まれるが、敗者は「依存」に突き落とされるため、

勝負に執着してしまうことが多い。 

 

正しさの争い・・・どちらが正しいかを競い合う。理論 VS 感情になることも多い。 

善悪の争い・・・どちらが良いか悪いかを争う。悪い方は正さなくてはいけないので決して負けを認めない。 

 

競争はどちらか一方が生き残る「トーナメント方式」のようなマインドを作る。そのため、勝者もまた孤独であり、勝ち続け

なければいけないプレッシャーにさらされるため、徐々に燃え尽きていくことが多い。 

 

競争をしている状態では他人を頼れない。信じられない。そのため、孤立していく傾向にある。 

 

競争にはポジティブな面とネガティブな面とがある。 

ポジティブな面では「やる気」に繋がる。 

ネガティブな面では足の引っ張り合いをしたり、負けたら終わり、勝ち続けるしかない世界に入ってしまう。 
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競争の影には相手への不信感や自分に対する自己不信もある。いずれも「信頼すること」がカギとなる。 

 

競争を手放す＝負けを認める＝自立を手放す、という図式も成り立つ。 

負けを認めることが大切であり、自立を手放すとは、競争の舞台から降りることである。 

男性は競争心が高い傾向にある。 

相手を良きライバルとして認められるとよい。 

 

 

 

 

〇権威との葛藤 

これもまた自立時代の象徴的なマインドである。 

権威とは、権力、権限を持つ人を指す。家庭においては一般的には父親であるが、日本ではこれを母、もしくは、祖父

母のうちの誰かが担っていることもある。 

この権威と競争するのが「権威との葛藤」である。 

 

思春期に父親に反抗してケンカを吹っ掛ける息子というと分かりやすいが、今の時代にはあまり多くないかもしれない。 

父が権威の象徴であることが多いが、最近は母（女性）の場合も多くみられる。 

 

家庭内における権威が父親だとすると、父親を投影する先生、上司、社⾧に対しても競争を仕掛けてしまう。 

そのため、上の立場の人からは疎まれ、愛されなくなるため、学校内・職場内では肩身の狭い思いをしたり、転職を繰り

返したりすることが多くなる。 

また、権威が社会にも投影されると、社会そのものや政治に対して競争を挑むこととなる。 
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権威に戦いを挑むので、権威者から可愛がられず、出世はしにくい。 

権威を攻撃の対象としているので、自分が権威を持つことやその立場につくことはしようとしない。（自分が権威を持った

ら攻撃されるという投影が起きているため） 

 

権威との葛藤を持っていると「父親になること」に抵抗を持ちやすくなる。それで結婚を怖れたり、子どもを持つことを否定

したりするケースもある。 

またパートナーに対しても競争心理は働くことはある。 

 

一般的に男性が持つ心理だが、自立の問題なので、自立した女性にも当てはめることができる。 

 

カウンセラーとクライアントとの間で起こることもある。 

権威との葛藤を持っているクライアントは、カウンセラーという権威に対して競争を仕掛けてくることもある。逆に、権威との

葛藤があるカウンセラーはクライアントに対して支配的、権威的な態度を取りやすいので注意が必要である。 

「私の言うことを聞きなさいよ」というような態度のことである。 

 

 

〇コントロール（制御、支配） 

 

自立の典型的な状態。 

相手を自分の思い通りに支配しようとする行動である。また、他人だけでなく自分自身の行動、思考、感情もコントロー

ルの対象になる。 
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コントロールすることによって相手を思い通りにして、自分の身を守ること（＝傷つかない、裏切られない、見捨てられな

い等）が可能となる。つまり、コントロールの目的は自分が傷つかないような状態、状況にすることである。背景には、自

分が依存時代に負った傷がある。ルールで自分を縛る。 

 

理論的にコントロールする場合もあれば、感情的なコントロールもある。 

また、権威を使ったコントロールから、被害者の立場を使って相手をコントロールすることもある。どちらにせよ、相手を自

分の思い通りにしようとするのである。 

 

過干渉の親は子供をコントロールしようとする。子供が逃げ出そうとしたり、言うことを聞かないと、さらに支配しようとす

る。 

 

愛には信頼があるが、コントロールには信頼はないため、コントロールによって相手が自分の思い通りに動いたとしても、そ

れを愛情として受け取ることができない。そればかりか、いつか自分を見捨てるのではないか、という不安や怖れが付きま

とうので、だんだんとコントロールが強くなっていく。 

 

また、コントロールによって今の状況を作ってきた場合、それを手放すと自分の身の安全が守れなくなる怖れがあるため、

コントロールすることにしがみつき、手放すことができなくなる。（部下を正論で従わせてきた場合、その正論を手放すと、

部下が付いて来なくなるんじゃないか?あるいは、部下が正論をぶつけてきて自分が窮地に陥るのではないか?という不

安が生まれる） 

 

また、相手をコントロールすることにより、自分自身もコントロールすることになるため、窮屈感、束縛感、不自由さを感じ

てそれがまたストレスとなる。 

 

コントロールは自分自身に対して行うこともある。 

自分の感情をコントロールしようとし、感情を抑圧したりする。自らをルールで縛ることにもなり、その結果、自分の本音と

は違うことをするようになり、それもまたストレスになる。 

 

コントロールされる側は依存側の立場の人が多く、同じく自由がなく、束縛感、窮屈感を感じ、そこから逃げ出すことばか

りを思考するようになる。 

 

コントロールは信頼によって手放すことが理想的。 

 

 

〇判断（ジャッジメント） 

 

物事を「これ」と決め付けること。 

理論的に判断することもあるが、実のところは感情的なジャッジであることも多い。 
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判断することによって、他の可能性が消され、ひとつの答えに絞られる。それが正しくても間違っていても、一度判断した

ものを覆すには勇気がいるため、その判断に執着するようになり、思考が窮屈となる。身動きが取れなくなる。 

 

また、多くの判断は自分の都合に合わせて行われるため（自分本位なジャッジ）、状況にそぐわないことも多い。 

 

判断のベースとなるのは、今までの人生経験、思考パターン、価値観、感情のパターン、個人の希望、期待などであり、

個人的な属性に帰する。そのため、間違っていることが圧倒的に多い。 

 

他人に対する決め付けもあるが、自分自身に対する判断も数多く、「私はこういう人間だ。」などの思い込みを生む。 

そして、それが可能性を狭めてしまうので、選択肢の少ない人生を歩むことになり、窮屈で生き辛くなる。 

 

判断は手放して、しない方が望ましい。 あらゆる可能性を残すためでもある。 

 

「ＡはＢである」という判断・決め付けよりも、「ＡはＢである可能性が高い」という程度にとどめておく方が、自由度も可

能性も広がるため、良い。 

 

判断の裏には不安や怖れが隠れており、ジャッジして決め付けることによって他の可能性を見なくてもよくなり、それが安

心感を生む。 

 

カウンセラーは「この人はこのタイプだ」「これが問題だ」などとクライアントを判断しやすい。その方が安心するからだ。 

しかし、それはあくまで自分の見方であって正解ではないことを知っておかなければならない。 

 

 

〇観念、ビリーフ、思い込み、自分ルール 

私たちの思考や感情の中にある思い込みであり、行動や思考や感情を縛るもの。 

無意識的なものであり、なかなか気づくことが難しい。 

私たちの価値観はこの観念が土台にあることが多い。 

 

「○○である」という定義、 

「○○してはいけない」という禁止、 

「○○しなければならない」という義務、 

「○○すると△△になる」という思い込み、 

「○○するためには△△であるべきだ」というルールなど。 
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例:がんばらないと愛されない、結婚すると不自由になる、お金がなくなると、家族がばらばらになる など 

 

観念は過去のできごと、親や周りの人からの刷り込みなどによって生まれる。その多くは痛みや怖れをベースとしている。 

 

この観念は視野を狭め、選択肢を少なくするものなので、できるだけ手放したいものであるが、逆に、その観念があること

によって役に立っていることもあるので、それが何かを見つけるのもポイントであろう。 

少なくても観念があることで傷つかずに済むことも多く、いわば「防衛機能」を果たしていると言える。 

 

観念は、無意識的なものであり、自分自身がどんな観念を持っているか気づいていないことが多い。 

 

その観念が自分の中で作られた時から時間が経ち、大人になっていると「防衛機能」を果たさなくなっていることも多い。

（昔役に立ったルールが今はもう役に立たない） 

その観念、そのルールが自分を守ってくれているのか、幸せにしてくれているのかどうかが大切である。 

 

問題の多くはこの観念が影響していることが多いため、心理分析の際は「どんな観念がこの問題を生み出しているの

か?」という視点で見ると良い。 

そして、その問題を作っている観念を手放すことで、おおよその心的状況が改善されるはずである。 

 

観念を手放すことはその陰にある怖れや痛みを手放すことにもなるため、とても自由になり、問題も解決しやすくなる。 

 

 

〇シャドウ（影） 

 

生きられなかったもう一人の私を他人に投影したもので、そこには抑圧、嫉妬、嫌悪感などがあるため、その人のことが嫌

いになり、苦手になる。 

つまり、自分が苦手な人、嫌いな人は自らのシャドウであると言える。 
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※シャドウには一般的にネガティブなものとポジティブなものがある。 

 

「生きられなかったもう一人の私」とはある事情で抑圧した感情であり、嫌悪した自分の姿であり、嫌われると思って隠し

た自分である。 

そこには強いネガティブな感情が働いており、強い自己否定・自己嫌悪を伴っている。 

そこに、その生きられなかった私の要素を持つ人が現れたとしたら、その人のことは大嫌いで、苦手になるはずである。 

 

嫌いな人、苦手な人は自らの嫌悪している部分を投影しているだけであり、その人には罪はない。 

 

シャドウとは「統合」（＝その要素を取り戻すこと）を目指していく。自分が抑圧し、隠してしまった自分を自分自身とし

て認め、受け入れることである。それによって禁止されていたものが許されるようになって、自由を取り戻すことができる。 

 

例）小さいことから周りの空気を読んで、自分の思いを我慢してきた人は、なんでもずけずけとモノ申す人が苦手である。

しかし、その要素は本来自分の中にもあることを認め、許すことで、空気を読んで思いを我慢することもできれば、自分

の意見を堂々と言うこともできるようになり、生き方の選択肢が広がる。 

 

嫌いな人（シャドウ）を見本とすることで、自分の中にある封印している要素やタブー（禁止事項）を剥がしていくこと

もできる。 

 

 

〇デッドゾーン、死の誘惑、燃え尽き症候群 

 

自立がどんどん極まり、感情を抑圧して何も感じず、誰のこともあてにせず、誰ともつながらず、孤立して一人で生きていく

ようになると、だんだん無気力さが心を支配してくるようになる。 

また、頑張っても頑張っても、うまく行かない経験を積んだ時もまた、やはり無気力になって動けなくなってしまう。 

あるいは、誰かとの競争を⾧年続けて来て、気が付けば無気力になってしまっているときもある。 

その状態を燃え尽き症候群（バーンアウト・シンドローム）と言う。 

 

また、この無気力さが訪れる前頃から何も感じない自分が出てくるようになる。つまり、感情が麻痺してしまっているのだ。

その状態をデッドゾーンと言う。 

 

喜びも悲しみも感じられず、ただ淡々と生きている状態では、自分は何のために生きているのかが分からなくなってくる。 

そこで感じる感情が無意味感である。 

この感情が出てくるようになると「生きている意味が分からない」となって死の誘惑がやってくる。 

 

死の誘惑は、この状態をもう続けることはできない、という意志の表れであり、決して死を望んでいるわけではない。 

したがって、死の誘惑は生まれ変わりのチャンスとも言える。 
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このデッドゾーン、燃え尽き症候群、死の誘惑は人生だけでなく、恋愛、夫婦、仕事、趣味などのあらゆる場面で起きる

ものである。 

 

恋愛・夫婦編 

デッドゾーン・・・ケンカもしたし、競争もしたがもう相手には何も期待しない状態。 

会話もなく、ただ、付き合っているだけ／結婚をしているだけ、未来も当然見えない。無感覚な状態 

死の誘惑・・・もう一緒に居ても意味がないから別れたい。 

 

仕事編 

デッドゾーン・・・今の仕事にやりがいも喜びも意味は感じないが、やらなければならないことだと思って淡々とこなしてい

る。 

死の誘惑・・・この仕事はもうやめようか。 

 

デッドゾーンを抜けるということは「再誕生」を意味する。 

とはいえ、自立の極みであり、燃え尽きてもいることからモチベーションもとても低い。 

そこを抜けるカギは「死んでもそれだけはしたくない」ということ。 

それは依存時代に傷つき、諦めたことかもしれないし、自立時代に散々攻撃してきたことかもしれない。 

最大のタブーを犯すことがデッドゾーンを抜けるカギとなるが、何もそれは特別なことではなく、「誰かに助けを求める」「負

けを認め、受け入れる」「手放す」「許す」等などである。 

 

カウンセラーとしては根気強くクライアントの再生にコミットメントを見せる時期であり、また、カウンセラー自体が燃え尽きな

いことが大事である。 

 

〇承認欲求 

 

マズローの五段階欲求説というものがある。（第 6 はマズローが晩年付け加えたもの） 

第 1 段階 生理的欲求・・・空気、水、食べ物、睡眠など、人が生きていく上で欠かせない基本的な欲求 

第 2 段階 安全欲求・・・安心安全な暮らしへの欲求。雨風を凌ぐ家、健康であることなどへの欲求 

第 3 欲求 社会的欲求（帰属欲求）・・・仲間や居場所を求める。孤立感や疎外感を怖れる 

第 4 欲求 尊厳欲求（承認欲求）・・・他者から認められたい、褒められたいという内面的な充足を求める欲求。 

第５欲求 自己実現欲求・・・自分の力を発揮して自分の夢や欲求を叶えたい。自分らしく生きたい。 

第 6 欲求 自己超越・・・個人を越えて他人や社会のために貢献したい 

 

多くの日本人は１～３については満たされていることが多く、それゆえ、4 の承認欲求が強くなる傾向にある。 

だから、他人に対して認められたいという欲求が強くなり、逆に言えば、自分は認められない、必要とされていない、という

問題を抱えやすい。承認欲求が満たされない人が多い背景には、日本人は他者を褒めない、口にしない、という性質

も関係しているかもしれない。 
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ここを抜け出すには自己承認をしていくこと、また、次の自己実現を目指していくことなどがある。承認欲求には自己肯

定感を上げていくことが必要である。そして自己実現、すなわちライフワークを確立していくことこそが５～６の次の段階

へ進んでいくことである。 
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（第 2 巻 disc 5） 

 

●問題解決 

今ある問題をどのように捉えたら、どのように解釈したら問題を解決に導けるのか?そのための視点を与えてくれる心理

学的知識をお伝えする。 

 

〇そもそも問題とは何か？ 

（１） 本来の自分に戻るために起きるもの 

本来の自分とは、自分らしい自分／センター／自分にとって心地よい楽な状態／自然体な感じ／個性が発揮できる

状態／一番力を発揮できる状態であり、生まれたとき比較的その状態に近いとされている。 

私達人間には、愛されたいという基本的な欲求があるので、本来の自分のままではうまくいかない／嫌われる／愛され

ない、等の経験をすることで、親子関係、家庭、学校、職場環境等の事情に合わせて、愛されるために自分を変えて

いき、本来の自分から、徐々にずれたり、離れたりする。 

その本来の自分からずれ離れている状態は、もちろん、しんどく、つらい状態である。 

人間には自然治癒力のようなものがあり、本来の自分へ戻ろうとする力がある。自然に任せれば、そのまま本来の自分

へ戻っていくものであるが、本来の自分のままでは愛されないと思って今の自分になったので、本来の自分に戻るというこ

とは、否定された経験、嫌われた経験などを思い出させる。 

それは嫌なので、作り上げた自分へ戻ろうとする。しかしそれも辛い。ということで、ここで軋轢が生まれる。 

この軋轢が、苦しい、悩み、葛藤なの感情となるし、本来の自分に戻りたい力を否定することで、トラブルという形で現れ

てくる。これが、問題、である。 

 

 

 

 



 

50 
Hiroyuki Nemoto / Cocoronooffice 

www.nemotohiroyuki.jp 
 

（２） 抑圧された感情が解放されるために起きるもの 

「感情は天気と同じ」なので、自然現象であり、感情というのは、そのままにしておくと、解放されて楽になっていくものであ

る。 

しかし、幼少期からのしつけや人間関係などの中で、感じたくない感情（寂しさ、怒り、罪悪感悲しみ、など、様々なネ

ガティブな感情）を我慢・抑圧していくことで、感情がどんどん心の中へたまっていく。 

潜在意識は抑圧して心の中に溜まっている感情を解放しようとする。感情は解放されるとすっきりするからだ。そうして潜

在意識が感情を解放するためのできごとを外の世界に作り出す。そのできごとは溜まっている感情を解放させるためのも

のであるからあまり良いことではない。それが「問題」というものである。 

だから、問題が起きたときは「この問題は、どんな感情を解放させようとしているのだろうか?どういう感情を抑圧している

から、この問題がおきるのだろうか?」という見方ができる。 

そこから、「問題は自分が創りだしているもの」という見方ができる。 

 

 

〇すべての問題は自作自演 

（１） 本来の自分に戻るために自らが作り出したもの 

問題とは自分自身へ還るために起きるものである。 

自然に任せれば、そのまま本来の自分へ戻っていくものであるが、傷ついた過去があるために「もう 2 度とあんな思いはし

たくない」という抵抗が生まれ、葛藤することになる。 

 

（２） 抑圧された感情を解放するために自らが作り出したもの 

取引先からクレームをもらった → 取引先にクレームを言って頂いた 

夫に浮気された → 夫に浮気してもらった 

彼に別れを切り出された → 彼に別れを切り出させた 

 

「自分軸」であり、「主体的に生きる」ために、重要なものの見方。 

これにより、被害者を手放し、主体的に問題と向き合うことができるようになる。 

 

 

〇人が行動する原理（意識、潜在意識、無意識） 

・意識、潜在意識、無意識 
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意識 3～5％、潜在意識・無意識 95～97％といわれている。 

 

 

・意識（顕在意識） 

・自分が意識でき、認知できているもの。 

心の自分の認知できる部分は、海面に現れている氷山の一角のようなものである。 

これより下の層は普段認知していないので、私達はこの顕在意識が全てだと思っている。 

思考的・論理的・理性的な部分。 

 

・潜在意識・無意識（集合意識） 

潜在意識、無意識とは、心、感情、感覚、インスピレーション、直感と呼ばれるもの。 

心の、自分が普段認知できない部分は、氷山の海面に隠れているようなものとして例えられる。 

 

潜在意識は過去に自分が体験した経験から生まれた「感情」「感覚」が入っている。記憶は感情と紐づけられているの

で、記憶もここに格納されていると思っていい。普段は全然思い出さないがあるきっかけで過去の出来事を思い出したり

する経験がみんなあると思うが、それはそのきっかけによって潜在意識内にあるデータが顕在意識に呼び戻されたもので

ある。 
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無意識とは、潜在意識より深い層にある感情・感覚の世界。生まれる前から存在するもの。 

国民性、県民性、家系の問題、社風などにも代表される。グループセラピーでは「グループマインド」と呼ぶ。 

 

私たちはこの図のように、人は深いところで繋がっている。（グループマインド） 

私達は、これが自分なんだと思っていたとしても、心全体から見ればそれはわずか５％しかない。自分が意識・認知でき

ないものが、潜在意識・無意識には多くある。 
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パワーバランスからいえば、5％の意識（顕在意識）は電卓、残り 95％の、潜在意識はエクセル、無意識はスパコンと

いう例えをしている。 

そこで、カウンセラーは例えば「頭ではわかっているのに行動できない」という問題の場合、５％の意識部分ではなくて、

９５％のほうの潜在意識に行動をさせない何らかの力が働いていると見る。 

 

潜在意識を知るために「心の声をききましょう」「自分の心の声に目を向けましょう」「じぶんの直感を信じましょう」「自分

の感情、感覚を信頼しましょう」という提案をしている。 

 

一方、思考は、論理的、義務的なので、本来こうすべきなのに、とか、本当はこうしたほうがいい、と考え、心の声を聞く

ことを邪魔しようとする。 

 

アファメーションは、繰り返し言葉を唱えることで意識レベルから潜在意識レベルにそのメッセージをインストールしていく方

法である。 

 

 

〇「感情が先。行動が後。」 

 

問題や現象の見方として、「感情が先で行動や現象があと」と見ていくと、問題が起きている意味、目的が理解しやすく

なる。 

「どんな感情を感じるために、この出来事を起こしたのか?」という見方をしていくと、その問題や起きている現象に対する

見方が１８０度かわる。 

 

「友達にサプライズでプレゼントをして喜んでもらってすごく嬉しい」 

→「すごく嬉しいという感情を感じるために、友達にサプライズのプレゼンをして喜んでもらった」 

 

「彼女にひどいことを言ってしまい、罪悪感に苛まれている」 

→「罪悪感を感じるために、彼女にひどいことを言った」 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたの何らかの行動を振り返り、どんな感情がその行動を起こしたのか考えてみましょう。 

 

 

 

〇投影 

心理学の基礎中の基礎。心の中を外の世界に映し出したもの。外に見える世界はすべて内なる世界。 
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（１） 自分の感情を人や物に投影する 

例）空が寂しく見えるのは私が寂しさを感じているから／あの人、なんかイライラしてるな、と感じるのは、自分の中にもイ

ライラがあるから／彼、ほんとうはすごく優しい人だと思う、と分かるのは自分にも優しさがあるから。 

 

 

 

（２） 過去に出会った自分（自分を含む）を人や物に投影する 

例）今の上司は何となく父親に雰囲気が似てる／彼に対してお母さんに対して接するように接してしまう 

 

（３） 自分の価値観や考えなどを人に投影する 

例）私はお酒が好きだからきっとあの人もお酒が好きだ／悪いと思ったら謝るべきなのに謝らないってことはきっと悪いと思

っていないんだわ 

 

 

 

潜在意識の中にある感情を私達は認知できない。認知するのは、思考・意識の役割である。だから、もし怒りを感じて

いたとして、その怒りを抑圧していれば、怒りを感じることができない。 
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それを「心と思考の繋がりが切れている状態」と言う。 

 

例えば、怒りを抑圧している場合、顕在意識はその怒りを認識できない。だから、「私は怒っていない」と思っている。 

しかし、実際は潜在意識には怒りがあるため、それを顕在意識に認識するために、潜在意識は外の世界に「怒りを感じ

させるようなできごと」を作り出す。そして、そのできごとを顕在意識が認識し、怒りを感じたときにその怒りは解放される。 

つまり、潜在意識の中にある怒りが外の世界に「投影」され、それによって自分が怒りを持っていることを知ることができる

のである。 

 

ここでの重要な点は、外の現象によって怒りが起きたわけではなく、元々、潜在意識に怒りがあるから、外の現象に「怒り」

が見えるのである。つまり「感情が先」なのである。それを思考が認知することで潜在意識と思考が繋がる。 

 

このようにして、思考が認知できない潜在意識にある感情を外の世界へ映し出し、潜在意識にある怒りという感情を、

思考が認知し、切れていた心と思考の繋がりを取り戻すことで「ああ、自分は怒っていたんだ（怒りが心の中にあったん

だ）」ということに気付く。 

これを、投影を取り戻す、という。 

 

「投影を取り戻す」とは、自分が投影しているものに気付き、それが自分の中にあるものと認識することで、とても大切な

あり方である。 

（例）部⾧に父親を投影していることに気付いた。 

（例）彼女に元カノを投影していることに気付いた。 

 

 

★次の例で誰がどんな投影をしているのかを考えてください。 

 

Case1. 

「ほんと彼ったら最低!」というヒロミちゃん。「え?あの一緒に住んでる彼が?だってすごく優しくて、気が利くし、私のこと

大事にしてくれてる!ってこの間まですごく惚気てたじゃん。どうしたの?」と聞くと、こんな話をしてくれました。「先週私が

高熱出して寝込んだとき、彼、全然看病してくれないの。ふつうに仕事行って、ふつうに帰っていて。私が頼んだ水や果

物は買って来てくれたけど、おかゆさんを作ってくれるわけでもなし、病院に連れて行ってくれるわけでもなし。しかも、熱出

してる私を避けようとしてるのよ!普段は外食したがらないのに、こういう時は私置いて１人で中華とか食べに行ってさ。

きっと風邪を移されたくないからだわ。ほんとにあんなに酷い奴とは思わなかった。もう別れる!」 

さて、ヒロミちゃんの怒りはごもっともですが、ヒロミちゃんはある大きな勘違いをしているのかもしれません。 

 

 

Case 2. 

ヒロコちゃんには今付き合っている彼がいます。とても優しくて誠実で穏やかな性格の彼で、いつも「ヒロコのことが大好きだ

よ」と言ってくれるし、デートの時は必ず彼女より早く来て待っていてくれるし、彼女が喜びそうなお店に連れて行ってくれま
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す。でも、彼女はいつも不安が拭い去れず、「この人もいつか私を嫌いになるんじゃないか?」と思って素直にその愛情を

受け取れません。それどころか、本当に自分のことを好きなのかあれこれとテストしてしまいます。 

さて、「投影」に基づいて考えられることをペアでシェアしてください。 

（１）彼女の中にある「感情」を彼に投影しているとしたらどんな「感情」でしょうか? 

（２）彼女の過去の人間関係を彼に投影しているとしたら、ヒロコさんは過去にどんな体験をしてきたと考えられるでし

ょうか? 

 

 

Case 3. 

結婚２年目のユキコちゃん。最近旦那さんとのケンカが増えてきました。彼についついあれこれ求めすぎてしまっているよう

で「僕にそんなに期待しないでくれ」と言われます。先日、その日は雨予報だったのに傘を忘れ家を出てきてしまいました。

そんな自分にイライラしながらも寄りの駅に着きました。すると彼女は早く帰っていた旦那さんに電話をかけ「どうして雨が

降ってるのに迎えに来てくれないのよ!」と怒ってしまいました。彼は電話の向こうで溜息をつき「どうして雨が降ってるから

って迎えに行かなきゃいけないんだ?コンビニでもどこでも傘くらい売ってるだろう?」と言いました。実は彼女のお母さんは

心配性でいつも雨が降ると駅まで迎えに来てくれてたのです。 

 

 

Case 4. 

貿易会社で働くヒロシくん。英語も得意なので会社の役に立とうと一生懸命仕事をするのですが、なぜか上司との折り

合いが良くありません。昨年異動してきた部⾧はとても温厚な上司なのですが、彼はなぜかいつも「俺は部⾧に嫌われて

いる」としか感じられないのです。同じ部署には５人のスタッフがいて、部⾧はそれぞれ対等に接し、それぞれの⾧所を引

き出そうとあれこれ考えてくれていることは頭では分かるのですが、他の４人に比べ、自分に対してだけは評価が低いよう

な感じがするのです。実は彼、お父さんとの関係がすごく悪く、いつも２つ上の兄と比べられてダメ出しばかりされてきたの

です。 

一方、同僚のユキオくん。お世辞にも仕事はできる方ではないのですが、いつもニコニコしていてみんなの人気者。部⾧

はもちろん、とても厳しい女性上司からもいつも褒められていてご機嫌です。実は彼、お母さんからとても溺愛され、また

姉や妹とも仲が良い家庭で育ったのです。 

 

 

Case 5. 

人気占い師兼カウンセラーとして活躍するユキミちゃん。彼女のことを慕う女性のクライアントさんもとても多いのですが、

あるタイプの女性とはいつも些細な行き違いで食って掛かられたり、ケンカになったりして分かり合えないことが多いそうで

す。 

よくよくどんな人とうまく行かないのかを見ていくと、自己主張が強く、きついタイプの女性で、話を聞けば母親とうまく行って

なかった方が多いようなのです。彼女自身は母親との関係はそれほど悪くなかったのですが、どうも母親を投影されて当て

られてるような感じなのです。とても理不尽な感じがするので、何とか気持ちを収めようとするのですが、彼女も思わずカッ

としてしまうこともあって。 
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＜回答例＞ 

Case 1. 

彼も彼女もお互いに自分の常識を相手に投影している。 

 

Case 2. 

（1）彼女は、彼に自己嫌悪を投影している。 

（2）元彼との過去の関係を投影している。 

 

 

Case 3. 

彼女は、夫にお母さんを投影している。お母さんがしていてくれたことを夫にも期待している。 

 

Case 4. 

ヒロシくんは、自分のお父さんを上司へ投影している。 

ユキオくんは、自分のお母さんを投影している。 

 

Case 5. 

女性のコーチ・コンサル・カウンセラーではよくある内容として、カウンセラー向けのケースとして紹介する。 

この場合は、クライアントのお母さんの投影を引き受けている状態といえる。 

 

職場などでの権威者（ここではこのユキミちゃん）はクライアントにとっては権威である。そこで、クライアントの家庭での権

威者を投影されることが多い。投影される立場を「投影を引き受けている」という。 
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＜投影を使ったワーク例＞ 

〇あなたの周りにはどんな魅力的な人がいますか?→自分の魅力を見つける 

 

〇あなたが好感が持てる人、逆に、苦手な人を教えてください→自分の⾧所と欠点を知る 

 

〇あなたの憧れの人はどんな人でしょうか?→あなたが生きる方向性を教えてくれる 

 

〇あなたは自分の子どもにどんな大人になって欲しいですか?→今すべき生き方が分かる  

 

 

（第 2 巻 disc 6） 

 

〇距離感 

・ここでいう距離感とは、物理的な距離ではなく、心理的な距離のこと。 

・各個人により心地よいと感じる距離感を、パーソナルスペースという。 

・自分から近い順に、 

（自分の）子ども＞母＞父＞きょうだい・祖父母＞親友＞親戚＞友達＞知り合い＞同僚＞他人 

 

・パートナーは他人から自分自身まで一番幅広い距離を移動する関係 

・パートナーは全ての距離を移動する関係性のため、パートナーシップへコミットメントすることで全ての人間関係がうまく

いくようになる。 

・またそれは逆に、各距離の傷を癒やすことにより、パートナーシップがよくなる。 

 

・子どもは徐々に距離を取っていく存在 

 

・近い距離にある関係ほどお互いに及ぼす影響が大きいので癒着したり、感情的しこりを持ったりする。 
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・心のドーナツ化現象・・・自分に近いところには誰もおらず、少し離れたところに人がたくさんいる状態。外から見ると友

達がたくさんいたり、人から慕われているように見えるが、親密感を感じられる相手がいない。 
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＜ワーク＞ 

〇自分を中心にして、具体的に人とどのような距離感で付き合っているのかを考えてみましょう。 

 

 

〇自分軸と他人軸 

・自分軸とは、自分の足で立っている状態。 

自分を主体にして物事を考え、行動できる状態。 

「私はー」という主語を意識できている状態。選択ができる、自由な状態。 

自分軸で居ると、結果的に自分が付き合いやすい人と付き合っていくことになるので、世界平和に繋がる。 

 

・他人軸とは自分以外の誰かに主導権を渡してしまっている状態。 

（他人軸がきつくなると自己喪失状態となる） 

他人が軸（主人公）になっているので、相手に振り回されることになる。 

受け身言葉や被害者意識、他人が主語の会話・思考が多くなる。 

※他人軸の時は、依存状態になりやすく、不安、怖れ、無価値感、無力感を感じやすい。 

※他人軸の状態で、否定が強くなると、他人を支配、コントロールしようとする。 

これを応用して、旦那軸、彼軸、会社軸、お金軸、時間軸と言った言葉を用いている。 

 

（例:会社軸） 

俺だって土日休みたいと思うんだけど、会社が出ろって言うんだからしょうがないだろ。 

 

（例:お金軸） 

本当はあっちが欲しいんだけど、高くて変えないからこっちにする。 

（物を買う時に「欲しいか欲しくないか」「好きか好きじゃないか」よりも、「高いか安いか」で決める） 

⇒常にお金のことが頭を支配している状況になる。 

※安いものがダメというわけではなく、安いことが嬉しいのであれば、それは自分軸。 

 

他人軸になると、人生の主人公を相手に受け渡している状態になるので、後手に回る状態になる。 

※自分の意思よりも、相手の意思を優先するので、決定権がない。 

⇒そうすると、自己喪失状態（自分が無い。どうしたいのか分からない状態）になってしまう。 

 

・「私は私、人は人」など、相手との間に線を引くイメージを持つことで自分軸に戻りやすくなる。 

 

・「私は」という主語を意識することも効果的 

（彼はこうしたいけど、私は本当はどうしたいの? 私は何を感じているの? 私はどういう状態を望むの? と自分に問

いかけることが大切） 

※日本語は主語がなくても会話が成立つので、知らないうちに他人軸に巻き込まれている事が、よくある。 
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※主語が全て「私が」になると、自己中心的になってしまうので、バランスが大切。 

※まずは自分、次に相手という優先順位を確立した上で考える事が理想的。 

※他人軸状態は不平不満が溜まりやすい。 

 

・成⾧プロセス（依存、自立、相互依存）と自分軸、他人軸の関係性・・・依存、自立時代は他人軸、相互依存が

自分軸。（一見、自立は自分軸に見えるが、その陰に依存を隠しているために実は他人軸である） 

※「自分がやりたくてやる」といったポジティブな自立の場合は自分軸である。 

※しかし一般的に自立は他人軸なものが多いので、振り回されるのが嫌で、相手をコントロールしようとするといった「相

手ありきの態度」をとってしまうことが多い。 

 

カウンセラー目線で見た場合、他人軸の状態に陥ってしまってカウンセラーの元へ訪れるクライアントが多い。他人軸のク

ライアントの場合、まず自分軸に移行することで、問題の見方やアプローチが変わってくる。 

（自分軸を確立していくと、苦しみや不安がなくなっていく） 

 

＜ワーク＞ 

〇他人軸になってしまっているところを見つけてみよう。それを自分軸に取り戻す意識を持ってみよう。  

 

 

〇自己肯定感（自己受容、自己承認） 

 

・ありのままに自分を受け入れること。そのままの自分を否定せずに肯定すること。 

・対義語は自己否定、自己嫌悪。 

・⾧所も、短所も、それが自分だと受け入れること。 

・私たちは何らかの基準で自分を縛り、そうでない自分を否定したり、できている自分を隠したりしてしまう。その基準を

一旦手放し、その自分を受容することを目指す。 

 私達は「欠点や短所を直す」という事を、子供の頃から習慣付けられている。そのため「欠点はダメだ。直さなければい

けない」という観念や「欠点を嫌う」ことをよくやってしまう。 

しかし欠点や短所は、直さなきゃいけないものではない。 

 

逆に「⾧所を否定して隠す」こともよくしてしまう。（自己否定から褒め言葉を受け入れられない、目立って攻撃されるこ

とを怖れる） 
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自己肯定のため、には、⾧所も短所も含めて、自分を受け入れること（自己受容）が大切 

 

・欠点を直すのがダメということではない。 

「できるようになりたいから、できないことをできるようにする」というのは、ポジティブな気持ちからの行動であるため自己肯

定感をあげることになる。 

 

（例） 

自己肯定感ＵＰ!⇒料理は苦手だけれども、旦那さんのためにおいしい料理を作ってあげたいから、苦手な料理をで

きるように頑張る。 

自己肯定感ＤＯＷＮ!⇒料理のできない妻なんてダメだ。そんな自分は妻失格だし、愛されない。だから料理ができ

るように頑張らなくてはならない。 

 

※何をするかではなくて、「どんな動機でするか」が一番重要。 

※自己否定から始まると、どんなにできるようになってもずっと否定が続いてしまう。自己肯定から始まると、少しできただ

けでも感動するため、自己肯定感がどんどんあがっていく。 

 

・理想主義や正解主義が、自己肯定の邪魔をする。 

理想主義・・・本来こうあるべき、これが普通、これが常識だ。 

正解主義・・・こういう時どうしたら正しいのかと、正解や正しさにこだわる。 

本来正解は無限にあるのだが、理想や正解にとらわれると、マークシートのように「必ず何か正解がある。そして正解は

一つである」という考え方に陥ってしまう。 

⇒間違えることが怖いので、失敗しないように行動原理を作るため、正解主義にこだわる。しかしその原理は外から持っ

てきた基準であるため、自分に合っているとは限らない。 

 

・本来、⾧所も短所も存在しない。観測者の気分で⾧所か短所かが決まる。 

（例）付き合い始めは魅力的だと感じた彼の性格が、付き合えば付き合うほど鬱陶しくなっていく。 
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・今度の彼は優しくて、私の意見を聞いてくれるの。⇒あいつ自分の意見ねぇんだわ。 

・今度の彼は逞しいの。⇒あいつはホント、女心が分かんねぇ。 

「付き合う理由と、別れる理由は同じ」という状態。 

 

※「短所で誰かに愛され、⾧所で誰かを愛す」 

 短所は誰かを役に立たせてあげるもの。⾧所は誰かの役に立つもの。 

 

・親や先生が自己肯定感が低いと、それに引きずられて自己肯定感が下がる。人は生まれた時は、自己肯定感が高

いが、そこから下がったり上がったりしている。 

 

・自己肯定感は自分軸ベースに成り立っている。 

他人軸状態では周りに振り回されているので自己肯定感は上がらない。 

 

・自己肯定感が高くなっていくと、だんだん「自分らしく」なっていく。 

⇒自分に合ったやり方、自分が好きなやり方を選択できるようになる。 

 

＜自己肯定感を高めるワーク＞ 

〇自分の価値を知る（受け入れるだけでいい） 

〇自分の欠点を許す（それが私） 

〇誰かのために頑張ってきたことを受け入れる（自己承認） 

〇自分の成⾧分を受け取る（一年前、半年前に比べて良くなった部分を探す） 

〇自分が幸せになって欲しい人を思い出す（愛とつながる） 

〇感謝する  

  

 

〇真実と事実 

 

・我々は真実の方で動く。（真実に基いて生きている） 

「事実は変えられないが、真実は変えられる」 

物事の見方がポジティブに変わるのを「癒し」という。 

 

事実・・・実際起きたできごと 

真実・・・事実の受け止め方  

  

 

〇家族の５つの役割 

家族を助けるためにそれぞれの役割を担うもの。 
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１．ヒーロー、ヒロイン 

グループのリーダーとなり、お手本となり、グループを引っ張っていく存在。できる人、賢い人、発言力のある人、経験豊富

な人、美しい、かっこいい人などがこの役割を担う。一般的な家族においては、父親、⾧男、⾧女がこの役割に入ること

が多く、組織においては⾧となる人、あるいは、成績優秀なメンバーがこれに当たる。 

ポジティブな面としては、リーダーシップやまとめ役、目標、憧れ、理想の人としての存在感であり、そのグループにおける象

徴的な存在となる。前面に立ってグループをリードしていく存在で、なくてはならない役割。 

ネガティブな面としては、出木杉君や学級委員⾧のようにちょっと煙たい、鼻持ちならない面が出て来たり、良かれと思っ

てグループを引っ張りすぎる傾向にある。グループの問題児に対して攻撃を仕掛けたり、正しさや理想論を振りかざすこと

もあり、グループの中で孤立しやすいことも。また、一人で暴走してしまうケースでは、リーダーが同時に問題児になること

もある。また、責任感からグループ全体を背負い込んでしまうケースも。 

 

２．犠牲者（我慢する人） 

グループを底辺で支えようとする役割。一般的な家庭ではお母さん。組織においてはＮｏ．２に当たる人や古株がこの

役を担うことが多い。 

「私はいいから」と他の人に成果を譲って自分はしんどいところ、我慢する。表に出たがらず、控えめ。受容力からメンバー

にとっては心の拠り所となる。リーダーの補佐役で、周りから頼られたり、愚痴を聞いたりする。 

グループの実質的な要になっていることが多い。 

自分の価値を受け取ることがカギ。我慢し過ぎずに、溜め込まないように注意したい。 

 

３．傍観者（見てる人） 

グループから１歩離れて外から眺めている存在で、あまり溶け込もうとせず、浮いているように感じられる。 

３人きょうだいの真ん中の子や、お母さんがリーダーになっている家族のお父さんがこのポジションに入りやすい。 

火の見やぐらに登って村を見守っているイメージ。 

離れたところからグループを観察しているので、グループの問題点に気付きやすいが、グループでは浮いた存在になりやす

い。 

視野も広く、外の世界から新しい情報や知識を持ち込むこともできる存在なので、相談相手としてはとても頼りになる。 

 

４．ヒール（問題児） 

自分が悪役になって問題を抱えることでグループを助けようとする存在。特にリーダーと衝突しやすい。 

多くの場合、この役割の人を問題視して切ろうとしてしまうのだが、ヒールが見せてくれるのはグループ全体の問題である

ことに気付く必要がある（グループマインド）。 

※ヒールを排除しても、誰かがまたその役割を担うことになる。 

この人一人の問題とせず、グループ全体で受け入れることで、ヒールからヒーローに変身するケースも多い。 

 

５．チャーマー（ピエロ） 

グループの中の末っ子のポジションで、みんなに可愛がれ、いじられる役割。しかし、反面、自分は何もできない、一人で
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はやっていけない、という劣等感や無価値感を抱える。 

この存在はグループに癒しと笑いと喜びを与えてくれる存在で、なくてはならないもの。 

 

 

（参考） 

家族の５つの役割～組織・グループの問題解決に役立つ視点～ 

https://nemotohiroyuki.jp/everyday-psychology/22433 

 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたの家族で、それぞれの役割を当てはめてみましょう。（ひとりが複数の役割を持つこともある） 

 

〇あなたの所属している組織での役割を当てはめてみましょう。  

 

  

〇男性性と女性性 

男性も女性も全員がどちらも持っている。そのバランスで個性を形作る。 

 

男性性・・・一般的に“男らしい”と形容されるもの 

力強さ、責任感、理論的思考、たくましさ、（男性的な）優しさ、包容力、与えること、忍耐強さ、リーダーシップ、決

断力、持続力、瞬発力、切り替えの早さ、賢さ、不正、創造性、ワイルドさ、大胆さ、 

 

女性性・・・一般的に“女性らしい”と形容されるもの 

柔らかさ、温かさ、ぬくもり、慈愛、慈悲、（女性的な）優しさ、包容力、受容、感情、直感、感性、美しさ、受け取る

こと、女神性、母性、透明感、神秘性、順応性・適応能力、つながり、可愛らしさ、無邪気さ、純粋さ、 

 

一般的に男性性は父親を、女性性は母親をモデルとして、成⾧していくもの。 

しかし、必ず親と同じように成⾧するとは限らず、弱くて頼りない母親を持つ娘が、それを助けるため、に男性性が強くな

るなど、家族としてのバランスを取るため、に、親と異なった成⾧の仕方をする時もある。 

 

最近では女性性の豊かな男性が増えている。（お母さんと仲良し息子など） 
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昔はウインドウショッピングやカフェでおしゃべりは男性の苦手なジャンルだったが、最近はそういったことができる男性が増え

ている。 

 

また、コミュニケーションや繋がりが意識されるなど、女性性が豊かな時代になってきている。 

昔は競争意識が強かったのが、今は競争よりもコラボレーションの意識が強くなってきている。 

 

どちらも自分らしいバランスがあり、常に成⾧し続けるもの。 

このバランスを崩しているときに、問題が生まれやすい。 

 

（例）母親と距離が近すぎて癒着した男性が、女性性を伸ばしすぎて、男性性を育てる機会がなかった場合、男性

性優位な社会の中で、苦しんだり、成功し辛い環境を作ってしまう。 

 

成⾧プロセスにおいて、依存を「傷ついた女性性」、自立を「傷ついた男性性」と表現する 

（依存時代を抜けるには男性性が必要、自立時代を癒すには女性性が必要となる。相互依存の段階に入ると、自

分らしいバランスの取れた状態になっている） 

 

パートナーシップでは、バランスの法則に基いて、自分の「男性性と女性性のバランス」に合った人と、恋をしていく形とな

る。 

しかし、抑圧が起きていると自分の中でのバランスが崩れてしまっているため、本来の自分とは合わない相手、もしくは、

同様に抑圧をしている相手と恋をする。 

その場合、相手は本来の自分とは合っていないことが多く、問題が起きやすい。 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたの男性性と女性性のバランスを考えてみましょう。  
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（第 2 巻 disc 7） 

 

〇許し、手放し 

・許し・・・相手やそのできごとを主体的に（自分軸で）100％受け入れること。特に罪悪感からの自分を解放するこ

と。 

罪悪感を許していく。自分を許し続けていくこと。その事が起こって良かったと思うことを見つける（恩恵を受け取る）。 

 

・手放し・・・自分を幸せにしない思考や感情から自分自身を解放すること、自由にすること。不要なモノを捨てることで

ある。 

 

許しも手放しもどちらも「愛する」ことのひとつ。 
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「もし、あなたが幸せでないのならば、誰かを許していない」 

 

もし、あなたが誰かを許していないのであれば、それは愛ではなく、罪悪感を選んでいることになる。そして、その人を許せ

ない分だけ、自分自身の可能性を狭め、窮屈な思考や行動を作り出すこととなる。許しとは、常に愛を選び続ける姿

勢である。 

 

人を許すだけでなく、「豊かになることを許す」「パートナーを持つことを自分に許す」という「許可」という意味での許しもあ

る。 

 

最終的には自分を許すことが目的。 

 

手放すことで、世界が広がり、自由になる。自由とは選択肢がある状態である。 

 

＜許しのプロセスの例＞ 

１．感情の解放・・・その人、その出来事に対して感じている感情を解放する。怒り、悲しみ、寂しさ、理不尽さ、罪悪

感、無力感などあらゆる感情を解放して心に余裕を作る。 

※ネガティブな感情を手放すことが目標だが 100％ではなくてもよい 

 

２．感情的理解・・・その人がなぜ、そのようなことをしたのかを感情的に理解する。「その人と同じ立場、同じ状況であ

れば自分も同じことをしたであろう」 

思考的な理解ではなく、あくまでも感情で理解する。 

「なぜあの人があんなことをしたのか?」→「私があの人の立場だったら?」→相手の状況を知る（時には情報が必要に

なる。） 

 



 

69 
Hiroyuki Nemoto / Cocoronooffice 

www.nemotohiroyuki.jp 
 

３．感謝・・・その人やそのできごとにより、自分が学んだこと、成⾧したこと、得たものに感謝を贈る。 

 

４．恩恵を受け取る・・・この許しのプロセスによって得られる恩恵を受け取る 

 

＜手放しのプロセスの例＞ 

許しのプロセスに加え、その人から距離を取り、自分と相手を自由にする選択をする。 

卒業のプロセスである→過去の出来事にさせることにより、プロセスを完了させ終わらせる。 

 

＜許可＞ 

１．「カウンセラーとして成功する」「豊かになってよい」「自分は理想のパートナーを受け取る価値がある」といったアファメ

ーションをしてみる。 

 

２．そもそも「なぜ、許せないのか?」という分析から、抑圧されている感情を見つけ、解放する。その際に、上記、許し

のプロセスを活用することもできる。 

 

 

〇与える、受け取る 

与える・・・相手が喜ぶことをしてあげて、このことに喜びを感じられる状態。相手からの見返りは求めない。「愛する」こと

の一つ。 

 

受け取る・・・相手の思い（愛）に心から感謝して喜ぶこと。「愛する」ことの一つ。 

 

与えることと受け取ることはイコールである。 

自立・・・与えることばかりで、受け取ることができない＝受け取ることに意識を向ける 

依存・・・受け取ることばかりで、与えることができない＝与えることに意識を向ける 

 

 

＜与える／受け取ると混同しやすい行動、心理＞ 

・期待・・・与えることと同じことをしているが、相手からの見返りや反応に気を取られている状態。相手が喜んでくれない

と悲しかったり、寂しかったりする。 

・犠牲・・・与えることと同じことをしているが、ほんとうはしたくないことだけど、しないと嫌われる／怒られる／変な目で見ら

れる等の怖れから行動するため喜びはない。 

・取引・・・「○○をしてあげるから△△してね」という心理。例えば「あなたのために尽くすから、私を愛してね」など。 

行為、は「与える」と同じだがそもそものベースが違う 

・奪う・・・相手の愛情を自分本位に受け取ること。相手の行為、を当然だと思ったり、不足や不満を感じたりするなど感

謝できない状態。 
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1.まず自分に与える 

2.人に与えた分だけ受け取れる 

3.人から受け取った分だけ与えられる 

 

＜与えるワーク＞ 

１．あなたが誰を喜ばせようとしてきたのでしょうか? 

２．あなたが幸せを願っている人は誰でしょうか? 

３．今、あなたが大切に想っている人を一人思い浮かべてください。その人に何を与えてあげたいでしょうか? 

４．最も大切な人の一人である「自分自身」に対して、あなたは何を与えることができますか? 

 

＜受け取るワーク＞ 

１．あなたを愛してくれた人を一人思い浮かべてみてください。その人はどんな風にあなたを愛してくれましたか? 

２．あなたが感謝の言葉を贈りたい人はだれでしょうか?そして、どんな言葉を伝えますか? 

３．あなたが今、与えられているもの（体、仕事、家、お金、人間関係等）に対して「感謝」できることを探してみましょ

う。そして、その思いと繋がってみましょう。 

４．あなたの大切な人たちは人をどんな風に愛するでしょうか? 

 

Q＆A 

Q・どのくらい許せばいいか? 

A・過去の自分と今の自分との許しはどのくらいの変化があるのか?→変化が少しでもあれば凄い!!とほめてあげまし

ょう 

 

Q・依存の人にはどのように接すればいいのか?何を質問しても「わからない」と答えるが・・ 

A・依存の人には基本的には「頑張れ」なので「分かるまで考えてください」と突き放してあげるのもひとつ。 

 

Q・「手放し」のプロセスの完了はどのような状態か? 

A・相手の幸せを願うことができるかどうか。（元カレの結婚式に呼ばれたとしての祝辞を書くワークなど） 

 

Q・許しのプロセスで「怒り」を感じて殺してしまいそうになる時には? 

A・「怒り」をぶつけるのと感じているのは別。お恨み帳や身体を動かすなど安全な解放の仕方を教える。 
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（第 2 巻 disc 8） 

 

〇信頼 

相手の価値や魅力、可能性などを見て任せること。愛する行為の一つ。 

自分を信頼することを、自信、という。 

その人の価値・魅力・才能・可能性を見て相手にゆだねる（お任せする） 

見返りを求めないので相手の行為、に対して干渉できない。自由である 

 

信頼して待つ・・・相手を信頼して、その行動を見守ること。 

 

相手を信頼する＝相手に対しての価値・覚悟・才能を見てお任せすることである。また、そのプロセス、結果に対しても

信頼することである。欲求や期待がない状態なので、傷つくことはない。「信頼は裏切られることはない」 

 

「心配ではなく、信頼を選ぶ」・・・心配は、怖れや不安がベースであり、信頼は愛がベースである。 

 

「信頼は裏切られることはないが、期待は裏切られる。」 

信頼は愛があるので、任せた結果が思わしくなくても失望したり、怒りを感じたりしない。期待は怖れが背後にあり、思い

通りにならないと失望する。 

期待・・・ポジティブなところだけを希望観測的に見る（そもそもベースが不安や恐れがあるので良いところしか見れな

い） 

心配→ネガティブなところだけを見る 

信頼→ネガティブ・ポジティブの両方を全て引き受けてお任せしている状態 

日本語における「信頼」と心理学用語としての「信頼」は意味が少しずれるので注意!! 

※日本人は愛情として「心配」を使うことが多い 
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・プロセスを信頼する・・・起きたことにはすべて意味・意義があることを理解し、受け入れている状態。ハートが開いている

状態で、プロセスに身を委ねている状態（サレンダー）。許し、コミットメント（信頼する事を選択し続ける）をしている。

道がどんどん開かれていく。支援者が現れたりして物事が流れるようになる。 

 

ヴィジョン／パートナーシップ／ライフワークにとって、とても重要なあり方・やり方。起きている事で意味があることを受け入

れられる。すなわち、自分を信頼している状態。 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたが周りの人にしていることは信頼、心配、期待のどれだろう? 

 

〇今起きているプロセスを信頼してみる 

 

 

〇対等性 

相互依存関係（自分軸での win-win の関係）においては相手との関係性はすべて対等である。 

 

すべてのパートナーシップはイコールパートナー（対等な関係）である。 

パートナーは鏡であり、相手を否定すること＝自分を否定することになる。 

立場の上下、年齢関係なく、人と対等な関係性に立つことがより良い人間関係を保つ秘訣となる。 

会社と私、上司と私にも対等性がある。 ※目上の人を敬わないことではない。 

 

対等であるときに「与える」と「受け取る」が行える。 

対等な関係では、本来の自分の能力を発揮できる状態や選択できる自由もある。 
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自分らしくあること（自分の才能や能力を発揮できる状態）＝自分軸で保たれている。 

 

対等性を構築するためには、自分が自分らしくあることであり、相手に対して（職場、パートナー）貢献するという意識

を持つ。 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたの周りの人間関係をすべて対等であるとして意識してみる。 

 

 

Q/A 

Q・相手がお金持ちで、私が貧乏な時の対等性は? 

A・自分がお金に対して、とても価値を見ているんだなと気づく。そこから自分が「何に対して価値を見ているのか?」が見

えてくる。 

 

Q・住んでいる場所（九州地方の男尊女卑）での⾧年の文化における対等性とは? 

A. 「女性軽視」と言っている時点で、男尊女卑に同意しているので、女性軽視が許せないという行動が出てくる。実は

自分が男が上で女が下という考え方に同意している事に気付く。 

「対等性があるのならばどうする?」という考え方で、自分軸で行動していく。 

マザーテレサは戦争反対運動には参加せず、平和運動に参加する。否定は否定を生むため。 

女性軽視を否定するのではなくて、対等性を訴えていくことが愛に繋がる。 

 

 



 

74 
Hiroyuki Nemoto / Cocoronooffice 

www.nemotohiroyuki.jp 
 

〇コミットメント 

覚悟、腹を括る、決意する、決心する、選択し続けること。（選択肢がある中で選択し続けること） 

 

A   B   C  の選択肢の中から常に A を選び続けること＝コミットメント  

この時に B と C の選択肢を消すのではなく、B と C もあった上で一瞬一瞬、Ａを選択を続けること 

 

選択肢の B と C を消してしまうと執着になる。 

 

選択を続けるということは、「選択しない」という選択肢も含まれているので、「やめる」ことも OK である。 

 

選択し続ける先に「ヴィジョン」を見続ける必要がある。恐れが出てきた時に見るのが「ダークストーリー」である。 

愛からの選択→ヴィジョン 

恐れからの選択→ファンタジー（幻想） 

 

選択肢があるので「執着」にはならない。 

コミットメントは怖れを乗り越えていくため、に必要なものである。 

 

・この仕事にコミットメントする・・・今の仕事に対して、何があっても向き合い続け、今の問題を乗り越えることを決心した、

ということを意味する。だから、どんな困難が来ても諦めず、逃げず、そして、前に進むことを選択し続ける状態。 

 

・彼女との結婚にコミットする・・・彼女との結婚を選び続けること。もし、彼女との関係性に試練が訪れたとしてもそれを

乗り越える覚悟を表す。この困難や試練というのは、想定外のことがほとんどである。ただし、選択し続けることを意味す

る、ということは途中で「辞める」という選択をすることも可能。 

 

・豊かさにコミットする・・・常に豊かさとつながり、どんな状況でも豊かさ受け取り続けると覚悟する 

 

＜ワーク＞ 

〇カウンセラーになることにコミットしてみよう。 

  

 

〇サレンダー 

身を委ねること。信じて委ねること。流れに身を任せること。 

コントロールを手放す。何もしなくていい、ということではない。 

 

「人事を尽くして天命を待つ」 

「なるようなる」と思うこと。 
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抵抗をせずに、起きたことをすべて受け入れること。 

エンジンもオールもない船で川の流れに乗っているイメージ。 

起きたことには意味、意義、価値がある。その出来事に抵抗せず、自分に必要なこととして受けとめる。 

 

他人軸になっていたり、怖れや不安が多いと相手に疑いを持ってしまうし、結果が悪いと相手を責めてしまう。 

他人軸の時は信頼がなく、不安や怖れ、心配や期待があるときで、動けなくなることある。 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたは何にサレンダーする必要があるのでしょうか? 

 

 

 

 

 

〇リーダーシップ 

「あんな風になりたい」という見本になること。見本を示すこと。誰かの目標になること。 

 

リーダーシップとは、対等性を身に着け、与える、受け取る、信頼する姿勢にコミットする、愛の姿勢を表す。 

リーダーは受け取ることが大切。 

昔のリーダーはケガした人を自分で背負って目的地まで運ぶ。犠牲者になりやすかった。 

今のリーダーは無理して背負うのではなく、目的地まで先に行き、自分が先に喜びを味わう。そして、後から来る人に「道

標」を示す。自分自身がヴィジョン・目標になる。見本になる。自分自身が魅力的になる。 

 

リーダーが豊かさや自分の価値を受けとらないと後に続く人も受け取りにくい。 
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〇アカウンタビリティ 

責任の概念。「問題はすべて自作自演」のベースとなっている考え方。主体的に問題と向き合う姿勢。 

 

「もし、目の前に問題があり続けるのであれば、 

１あなたにはその問題を解決する力がない 

２解決する力があるにも関わらず問題があるならば、あなたはベストを尽くしていない 

この２つのどちらかである。 

 

１であるならば、助けを求めるか、解決できる自分に成⾧する。 

２であるならば、ベストを尽くす。 

どちらも、自分自身に責任がある。誰かのせいではない。 
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この概念により、主体的に、自分軸で行動することが許され、「誰かのせい」にしなくてよくなる。それにより私たちは罪悪

感から解放される。   

誰かのせいにすると無意識的に罪悪感を持ってしまう。 

被害者になると誰かを攻撃してしまう。 そのことにより罪悪感を持ってしまう。 

 

すべてのことにおいて、自分の責任であると認識する考え方である。 

問題は自らが作っているので、主体的に解決することができる。 

 

自分の感情に責任を持つ。 

誰かの行為、に怒りを感じたとしたら、それは自分自身の問題であり、自分の感情である。 

誰かのせいにしたり、被害者になったりせず、自分で自分の感情と向き合うことが大切。 

 

アカウンタビリティの考えを持つと、責任は負わされるものでもなくなる。責任は取りたくなるもの。  

例えば、自分に責任のない仕事を「やりがいある」と思えるのか?気分的には楽かもしれないが、やりがいや達成感、充

実は得られにくくなる。 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたの現在、過去の問題にアカウンタビリティを適用してみよう。 

 

 

〇コミュニケーション 

つながりを作るための方法。 

「私」と「相手」に架け橋をかける手段。 

自分から架け橋をかけることが主体的と言える。対等性を持つことが重要である。 

お互いを理解し合うための道具。相手が理解できるように、受け取りやすいように考慮することも大切である。 

話し言葉、書き言葉だけでなく、ボディランゲージ、目線、表情、そして感覚的な波動などもコミュニケーション。 

 

男女の違いが大きい。情報を伝えるコミュニケーションは男性が得意で、感情を伝えるコミュニケーションは女性が得意。 

男性は思考的、論理的、女性は感情的、感覚的なコミュニケーションが得意。 

 

つながりを作ることが目的なので、相手が受け取りやすい言葉を使い、相手の言葉を積極的に理解することが本当のコ

ミュニケーションと言える。コミュニケーションは誰もがお互いが持つフィルターを通して行っているので言葉の意味が人によっ

て全然違うことがよくある。（誤解が生まれる） 

双方の使う言葉の意味が同じかどうかを確認することは重要である。 

 

例）「相談」という意味は女性にとって「話を聞く、わかってもらう」という認識であることが多いが、男性にとっては「筋道を

つける、答えを出す」という意味で捉えることが多い。 
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カウンセラーはコミュニケーションを主なツールとしている。そのため、相手の言葉を相手の意図通りに受け取り、相手が受

け取れる言葉を選ぶことが求められる仕事である。互いの意図を確認、理解し、同意を積み重ねていくことが大切。み

んな同じ辞書を持っていると誤解して話していることが多いので注意が必要である。 

 

コミュニケーションの割合 

文字・・・７％   

言葉・・・３８％ 

ボディランゲージ、目線、表情・・・５５％ 

ざっくり言うと、メールだと 7％、電話だと 38％、会うと 100％のイメージ。 

 

＜ワーク＞ 

〇相手の言葉を相手の意図通りに話を聞くトレーニングをしてみよう。 
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（第３巻 disc 9） 

 

●ヒーリング 

癒しを作るためのカウンセラーのあり方であり、意識の持ち方であり、クライアントをリードする方向性でもある 

 

〇癒し 

物事の見方がポジティブ（良い方向）に変わること。 

「真実」の認識が変わること。 

最悪だと思っていたできごとが、自分が成⾧する素晴らしい体験だったと意識が変わること。 

ひどい奴だと思っていた相手のことを、素晴らしい人だと見方が変わること。 

 

スッキリする、安心する、ホッとする、などにも癒しという言葉が使われるが、カウンセリングにおいては上記の意味で使われ

る。 

 

例えば、離婚という出来事が人生最悪だと思っていたけど、それによって自分を見つめなおして成⾧ができた、と思えると、

離婚もあながち悪いことではなかったと、離婚に対する印象がポジティブに変わる、というようなこと。 

  

＜ワーク＞ 

あなたが癒された体験（見方が良い方向に変わった経験・できごと）を思い出してみる。 

 

 

〇愛と親密感 

心の最も深いところにある、我々のあらゆる行動原理となるもの。 

お互いの境界線が消失するくらいにつながりを感じている状態を親密感という。心が繋がっている状態。 

私たちが最も欲しているものであり、最も与えたいもの。 

この愛と親密感が失われたときに傷つき、怖れが生まれる。 

どんな人の中にも当たり前のようにあるもの。みんなが体感的にも必ず知っているもの。 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたは誰の幸せを願っていますか?誰の笑顔を見たいですか? 

 

〇あなたは誰のためにそんなに頑張ってきたのでしょう? 

 

 

〇才能 

Gift（神様からの贈り物）と呼ばれるもの。 

生まれてくるときに、両親や出会う人に与えるために持って来たプレゼント。 
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本来の自分が持つ愛のエネルギー。 

 

例えば、平和の才能を持って生まれてきた人はギスギスした家庭に生まれてくる。 

 

「問題の影に才能あり」 

才能が強いほど、それを生かせる環境に身を置いている。人生を振り返り繰り返し起きている問題には才能が隠れてい

る。問題の大きさはその人の才能やモチベーションの大きさと比例する。自分の才能には気付くだけで良い。自分の才能

には気づいたら、その問題はおしまいになる。 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたはどんな才能を持つからこそ、あの問題を抱えることになったのでしょう? 

 

 

 

〇ペルソナ（補償行為） 

自分のことを悪い人と思っている。だから、良い人にならなければと思い、良い人の仮面（ペルソナ）を付ける。 

その良い・悪いの基準を作るのが自分が持っている正しさ（ルール）。 

その正しさは過去に傷ついた痛みから生まれた防衛的なものである。 

その痛みは愛と親密感から離れたときに生まれる。 

 

良い人 

悪い人 

正しさ（ルール、観念） 

痛み（怖れ、罪悪感、怒り等） 

愛と親密感 

 

 

〇つながり 

心と心がひとつになり、お互いの境界線がなくなって一つになっている状態。ワンネス。  

一体感。充実感、互いに心地よい距離感（主に心理的な距離）、居場所、など良い感覚が得られる。 

「愛」がベースになっている。 

「恐れ」がベースにあると「癒着」となる。ただ愛を感じるだけの関係性。 

 

つながりは、物理的なことと一切関係ない上に、生死も関係ないもの。 

 

安心感、喜び、存在意義、感謝、愛情、居場所、様々な思いが訪れる。至福のとき。 
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つながりが切れている状態を「分離」 

離れられない状態を「癒着」 

 

＜ワーク＞ 

〇誰かに愛を贈ってみよう。同時に、愛を受け取ってみよう。 

 

 

 

〇自由 

選択肢があり、それを選ぶ権利が与えられていること。 

観念を解き放ち、罪悪感から解放された、何も背負っていない、ありのままの自分の状態。 

流れに身を任せ、すべてを委ねている状態。心が開かれている状態（解放）であり、罪悪感や無力感、怖れ、不安な

どのネガティブな感情からも解き放たれている状態。 

 

＜ワーク＞ 

〇あなたを束縛しているものを解き放ち、自由を手に入れたらどうなるでしょう? 

 

〇ヴィジョン 

今の自分と目指したいものが繋がっている状態。夢や目標と置き換えても良い。 

 

「ヴィジョンは指し示されるもの」と言われる。夢や目標を目指している途中に、もっと素晴らしいものが提示される。自分

の意志を超越した、神などの高次の次元から与えられるミッションとも言える。 

 

ヴィジョンとよく似た言葉に「ファンタジー」がある。 

今の自分と目指したいものが繋がっていない状態で、マスターベーション、慰み、自己満足している状態。 

実現の可能性がないと思っている、空想を使って自分の絶望感、不安を慰めている状態。 

 

ヴィジョンとファンタジーを見分けるのは難しいが、ヴィジョンは本来愛から生まれるものであり、ファンタジーは、絶望、あき

らめ、自己否定など、ネガティブな動機を伴うものである。 
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〇直感 

心の深いところから来る気づき、メッセージ。意識外から飛び込んで来る「ひらめき」 

 

直感は常に降りかかっているものであるが、思考が強いと入ってこない。 

心がオープンになった時、または心が解放されたときに、思考が止まるので直感・アイディアはわきやすい。 

（お風呂・温泉、トイレ、ぼっーと電車に乗っている、ぼっーとテレビを見ている など） 

 

直感を信頼すること（「直感に従う」「直感の声は正しい」とも表現される）は、とても大切である。 

 

直感で選ぶ（なんとなくこうした方が良いと思うことをやる）と「早い上にラク、考えるエネルギーがいらない」し、普通に考

えると無理なことが、たくさん起こり、成功しやすくなる。 

 

〇無邪気さ 

天真爛漫さ、可愛らしさ、愛嬌など、ありのままの自分が持つ自然な魅力のこと。 

見た目ではなく雰囲気のこと。 

無邪気さは、自分の心を解放し、相手の心を開くもの。 

許しのシンボル。 
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〇セクシャリティ・セクシャルエネルギー 

本来の自分のありのままの魅力。性的魅力を含めた生命力。 

裸になった、自分を何も隠していない状態。 

思春期から徐々に出てくるエネルギー、動物的フェロモンと関係性が高い。 

 

ポジティブなものであるが、怖いもの、気持ち悪い、汚いものなどネガティブな感情を想起させる感情であり、ほとんどの場

合、嫌悪の対象となり、隠そうとする。 

 

色っぽい人が必ずしも、セクシャリティが高いとは言えない。 

凜としたかっこよい女性、肝っ玉かあちゃん（女性としてパワフルなリーダーシップを取る）もセクシャリティが強いと言える。 

そのほか、透明感、女神性（自裁深さ・愛情）神秘性、天使などとして出てくるケースもある。 

 

男性の場合、たくましさ、大人の男性の色気、のほか、かわいらしい少年、バイタリティーがある、学者的な出方（老賢

者、研究者）もすることもある。 

 

・セクシャリティブロック・・・ありのままの魅力を恥ずかしさや罪悪感によって隠してしまっている状態 

 

日本人は「恥と嫉妬の民族」と言われる通り、その傾向が強い。 

※日本人は、江戸時代前ぐらいまでは、性的にオープンな民族だったが、明治以降それを全否定、禁欲的な民族とな

ったが、本来セクシャリティが強い人が多い。 
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・セクシャリティの解放・・・自分自身を檻から解き放ち、自由にすること、自分らしく生きること 

 

 

〇豊かさ 

豊かさの一つの表現は、自分を通して、いろんなエネルギーが行き交っている状態である。 

愛と繋がっている状態、感謝がつきもの。 

 

豊かさを感じるのは、与えたとき、受け取ったとき、やりたいことをやっているとき。 

お金はある程度必要であるが、お金があるなしで、判断できるものではない。 

また、お金は入ってくる流れと、出ていく流れのバランスが大切である。流れが滞ると、人生が滞る。 

 

豊かさを感じるセンサーは、人によって違うため、個々に見ていくことが必要である。 

 

 

〇ハイアーマインド／ハイアーセルフ 

 

私たちの心の中にある、とても高次な存在。内なる神。愛と親密感と繋がっている状態。 

サムシング・グレートなど、いろんな言い方がある。 
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（第３巻 disc 10） 

 

〇インナーチャイルドとインナーアダルト 

インナーチャイルド・インナーアダルトとは、内なる子供、大人のシンボル 

インナーチャイルドの一つの解釈は、親に愛されなくて、傷ついた子供時代のシンボルである。 

我慢した、愛情がなかった、寂しかった、辛かったなど、（主に）子ども時代にネガティブな感情を封印し、以降、自分ら

しさを発揮できなくなる。 

 

もう一つは、大人になったとき、感情のシンボルとして、インナーチャイルドを使うことがある。 

大人になると、感情を感じるのはタブーになり、感情表現をしなくなるため、感情の解放をするためのツールとして、インナ

ーチャイルドを用いる。 

 

「三つ子の魂 100 まで」と言われる通り、３歳までに、物事の見方、感じ方など、生き方のベースが 80％決まると言わ

れており、善し悪しの判断なく、親からいろんなことをコピーしていく。 

特に、距離が近いぶん、お母さんからの影響を受けやすい。 

 

例:父親と結婚しない方が良いと母親が愚痴っていたら、なんとなく結婚しない方が良いと感じて、結婚できない 

 

インナーチャイルドは癒やすと、無邪気さ、直感、セクシャリティ、パワー、かわいらしさ、自由、天真爛漫さ、視野の広さ、

素直さなどの才能を蘇らせることができる。 

 

私達は、無意識に他者（彼、彼女、職場の上司）を使ってインナーチャイルドを癒やそうとするが、役不足であり、問

題が生じる。特に、恋愛初期では、親からもらえなかった愛を、彼（彼女）から補充しようとする。 

 

例: 

女性の場合 奥さんがいる人を好きになる・・・父親の愛を彼を通じて得ようとする。 

男性の場合 結婚している奥さんに求める・・・母親の愛を彼女を通して得ようとする。 

 

インナーアダルトとは、自分の中にある大人な部分。 

それを使って、子供の部分を癒やしていくのが、インナーチャイルドセラピーである。 
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講師の紹介:根本裕幸（ねもとひろゆき） 心理カウンセラー／セミナー講師／作家。 

 

1972 年 9 月 6 日生まれ。おとめ座。Ａ型。一白水星。 

1997 年より神戸メンタルサービスにて心理学やカウンセリングを学び、2000 年よりプロカウンセラーとして活動。

2001 年よりカウンセリングサービスの企画・運営に参画、神戸メンタルサービスにて講師・トレーナーを担当し

た後、2015 年 3 月独立。フリーのカウンセラー／講師として活動を開始。 

現在は大阪を中心に東京、名古屋、福岡で面談／電話カウンセリングを行うほか、心理学講座／問題解

決セミナー／ヒーリングセミナー／ランチ会等のワークショップを開催する実践派であり、「３か月先まで予約の取れないカウンセラー」として紹

介されている。 

カウンセリングやセミナーでは、恋愛や結婚などの男女関係、対人関係やビジネス心理、家族関係、性格改善など幅広いジャンルを得意と

し、分かりやすい切り口での問題解決プロセスを提案すると同時にハートフルなセラピー（心理療法）を提供している。 

 

著書に「敏感すぎるあなたが７日間で自己肯定感をあげる方法（2017）」（あさ出版）、「人間関係がスーッと軽くなる 心の地雷を

踏まないコツ・踏んだ時のコツ(2016)」（日本実業出版）、「愛されるのはどっち?(2015)」、「こじれたココロのほぐし方(2014)」、「頑張

らなくても愛されて幸せな女性になる方法(2013)」（リベラル社編集、星雲社発行）、「こころがちょっぴり満た足りる５０のヒント

(2009)」、「『女子校育ち』のための恋愛講座(2003)」、「本当に愛されてるの?(2003)」（以上、共著、すばる舎）、また、監修として

「男と女の離婚格差(2007)」（石坂晴海著、小学館）、「なりたい私を作るキラキラ習慣(2013)」（リベラル社）、「心理カウンセラーが

教える「聞く」技術(2015)」（日本文芸社）がある。 

anan（マガジンハウス）、AERA、AERA KIDS（朝日新聞社）、美ＳＴ（光文社）、CLASSY（光文社）、LEE（集英社）、週

刊ポスト（小学館）、週刊女性（光文社）、毎日新聞、読売新聞などの新聞・雑誌などへの寄稿・取材を始め、テレビやラジオへの出

演・企画協力なども多数。 

 

◆個人のブログ:http://nemotohiroyuki.jp/   

日々のコラムや気付き、簡単な心理学講座など、心の関する情報を好評連載中! 

また、カウンセリングやワークショップスケジュールも随時掲載中。 

◆Facebook:http://www.facebook.com/nemotohiroyuki/ 

◆Twitter:http://twitter.jp/nemotohiroyuki   

 

◆連絡先:ココロノオフィス E-mail:info＠cocoronooffice.jp（根本宛にお願いします） 

 

※ 本テキストの無断転載・転用を禁じます。 

 


