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１．言葉と心の関係 

 

 

（心を上回るようになった言葉） 

 

 言葉は往々にして、心を上回るようになりました。 

  

人間は自らの意思や考えを表現するため、言葉というツールを手に入れました。その後

言葉は時の経過とともに、接続詞などを伴い「理論」へと形を変えました。 

 そして理論はどんどん洗練され、自然科学や経済学の発展に大きく寄与しました。 

 

 同じように言葉は「理性」へと進化しました。 

 人間は理性を持つ唯一の動物と言われていますが、それは言葉を持ったからではないで

しょうか。「こういう場合はこうすべきだ」「これはすべきでない」といった「～べき」と

いう表現は、言葉によって構成された理想世界に現実を合致させようとするときに使われ

る表現です。 

 

 そして、いつしか言葉は力を持ちすぎるようになりました。 

 ただでさえ物事を表現するために抽象化された「言葉」というものは、具象性を置き忘

れたまま言葉だけでどんどん独り歩きし、「現実からかけ離れた」「実態の伴わない」世界

を構成するようになりました。 

今では数学や物理学の世界では、もはや提起された問題の答えが体感覚やイメージを越

え、言葉だけで導かれるようなことも多くなっております。 

 

問題は、人間の心もこのように言葉に支配されるようになってきたことです。 

もっと簡単に表現すれば、「言い聞かす」ようになった、ということです。 

 

 例えば、「この人と幸せになりたい」と願い結婚したはずなのに、旦那さんの DV や浮気

で悩んでる女性。「でも子供に恵まれた」とか「旦那の稼ぎで生活出来てる」、「だから私は

これでも幸せなの！」と言い聞かせがちだと思いますが、その女性は自分が幸せだって錯

覚していないでしょうか。 

  

 他にも、本当は人の役に立ちたくて始めた仕事のはずなのに、進めて行く中で初心を忘

れ「今月はこれだけの数字をやらなければいけない」とか「この戦略は絶対に推し進める

べきだ」など考えるようになる男性。 

 目の前の現状に対し頭を働かせていると、ついつい大切なことを見落としがちになりま



す。 

 

 以上の２人はあくまで例えですが、２人ともカッコで囲んだ部分が心の底から納得でき

るものであるならば、別に問題はないと思います。 

 ただしそうではなく、カッコの中が頭で考えて出たもので、本心を覆い隠すものである

としたら…？ 

 

もし後者であるなら、おそらく２人とも、結果的に自分の心に嘘をつき、ストレスを貯

めてしまいます。女性の方は場合によってはそのストレスから精神不安定になる、子供に

暴力を奮う、もしくは別の男性と浮気をするようになることも考えられます。また、男性

の場合の方はけっこうありがちな例ですが、「飲む打つ買う」などして自分に言い訳するよ

うになります。そして重症化するとやけ酒をあおる、女に溺れる、ギャンブルにはまる可

能性があるでしょう。「やっぱり俺は幸せだ」と、嘘に嘘を重ねるように。 

 

自分を言い聞かせることは、幸せでしょうか？ 

 僕には、この行為は時として言葉で心を殺しているよう感じます。 

 こういった現象は、根は真面目、プライドが高い、その半面傷つきやすい人でよく見ら

れる気がします。 

 

 

（ありのままの自分を大切に） 

 

 本来、人の心なんて矛盾を内包しているものなのです。そもそも、理屈があるから矛盾

するのです。 

 理屈先行で出来上がった概念は「規範」や「常識」、「貞操」といったものには往々にし

て合致するでしょう。しかし、それは決してあなたの心の奥底から湧き出た「本心」と同

じとは限りません。 

 

 例えば「特定のパートナーがいるのに、この人を好きになっていいわけがない。あり得

ない！」って考えたって、あなたはその人が好きなわけです。そして、言い聞かせてふた

をし、その気持ちを無視すればするほど、あなたはその人に恋焦がれて行くのです。 

  

コンプレックスと似たようなものではないでしょうか。 

乱暴に行ってしまえば、一般的にコンプレックスと表現されるものは、過去の出来事や

記憶に自己嫌悪や自己否定などが結びついて出来るものだと思います。そしてその記憶は

自己防衛のため頭の隅に追いやられてしまいます。 



同じように、頭の中で考えた「あるべき自分」が「ありのままの自分」と大きく違って

いた場合、あるべき自分になろうとして、ありのままの自分はどんどん追いやって行って

しまいがちです。そしてコンプレックスの記憶同様、「直視すべきでないもの」というカテ

ゴリに入れられます。 

 

もちろんあるべき姿を追い求めるのは向上心あふれる姿だと思いますが、それは本心が

望んでいる姿でしょうか。そして、そんな人生、疲れませんか？ 

「本当はこんな旦那と別れたい」、「本当はこんな仕事辞めて独立したい」、そんな「本当

は…」って気持ちは、尐なからず誰にだってあるはずです。もちろん認めたからと言って

何か出来るとは限りませんが、そういった「本当の自分」を追いやったまま目を向けてあ

げなかったら、どんどん心にひずみが生じて行ってしまいます。 

 

 自分が認めたくなかった、本当の自分。無意識のうちに言葉や理屈で覆い隠していた自

分の本音に向き合うのは尐なからず心の乱れる作業ですが、そんな隅に追いやっていた本

当の、ありのままの自分と真っ向から対峙し、認めてあげることで、初めて自分にとって

の「本当の幸せ」への道筋が浮かんでくるのだと思います。 

 

 言葉は心を表現するために生まれてきたものなのに、いつしか独り歩きをし始め、そし

て逆に心を支配するようになった。 

どうせ言葉を遣うのであれば、それを先行させ中身の伴わないものをつくるためではな

く、心の中から湧き上がるものを、丁寧につむぐように使ってみるのはいかがでしょうか。

ありのままの本当の自分を、誰かに、そして自分自身に伝えるために。 

 

 

（ありのままの「もの」や「こと」の把握） 

 

 世の中の構成要素は、乱暴な言い方をすれば「自分」と「それ以外」、いわゆる”subject”

と”object”、「主体者」と「サンプル」です。 

 ありのままの自分すら客観的に見つめることが出来れば、今度は同様に他の人のありの

ままの姿、そして人だけでなく「もの」や「こと」もありのまま見つめることが出来るよ

うになるでしょう。 

 

 世の中には主観という色眼鏡を通したものの見方をしている人が多くいます。 

 心理学や脳科学の世界では「主観を排してこの世界を見ることは出来ない」という説も

ありますが、全く取り除くことは出来なくても、過剰な思い込みなどを持っていて、取り

除く余地がまだまだある人だってたくさんいます。 



 例えば、自分の意見を周囲に強要してくるタイプの人は、まず間違いなくそれに関する

何らかのこだわりや思い込みなど、色眼鏡を通している面、つまり思考が先走って出来た

「あるべき世界」を追いかけている面があります。 

 

 自分、他人、もの、こと。全てがこの世界の構成要素です。 

 英単語や構文を間違えてしまうと英語が伝わらなくなってしまうように、構成要素１つ

１つをありのまま捉えられないと、この世界に対する認識すら歪んだものとなってしまい

ます。 

 もちろんそれらを全て捨ててこの世界を捉えるのはかなり難しいでしょう。ただ、日々

の訓練次第であなたの感じられる純粋な「感覚」だけでこの世界を見ることも可能なはず

です。 

  

多くのいわゆる成功者が「感覚を大事に」という言葉を残しておりますが、そもそも感

覚というのは意識と無意識が融合して出来たものです。言語が意識下のみで組み合わさっ

て出来る思考よりも正確なことが多いのです。 

頭で考えたことより、心で感じたことの方が真実に近いのです。 

 

 もし限りなく感覚だけでこの世界を見ることが出来れば、今までよりも視界の良い世界

があなたの前に広がることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．感覚で考える 

 

 

（抽象化されすぎた世界） 

 

 頭で考えたことよりも心で感じたことの方が真実に近い、ということを前章末でお話し

致しました。 

 ただ、この考えを「理想論だ」「現実味がない」など感じられる方も多いのではないかと

も思います。 

 

 というのは、もはや現実世界があまりに抽象化されているからです。 

 

 ここで一度「抽象化」について説明させて頂きます。 

抽象化という単語の意味は「対象から注目すべき要素を重点的に抜き出して他は無視す

る方法」です。 

  

りんご、みかん、なし、にんじん、いちご、ぶどう 

 

の中で、仲間外れはどれですか？と聞けば、あなたはおそらくにんじんと答えられるでし

ょう。果物ではなく野菜だからという理由で。 

 重要なことは、上記の場合「（食用）植物としての分類」（果物か、野菜か）という要素

を重点的に抜き出しています。こういった分類分け、場合分けを行なう作業は抽象化の１

つです。 

 ちなみに、同じように 

 

りんご、みかん、豚、なし、にんじん、いちご、ぶどう 

 

 と並べれば、今度は「豚」が仲間外れでしょう。「生物としての分類」（植物か、動物か）

という要素から（漢字かどうか、という要素もこの場合ありです）。 

 なお要素の取りようによっては２つの場合とも他の考え方や答えも出てくるかと思いま

すが、大切なのはある要素、考え方の軸を設定し、全体にあてはめることを抽象化という、

ということです。 

 

 今度は、３人の男性がいたとします。あなたが女性だとしたら、この３人の誰が一番い

いでしょうか？ 

 



A さん 年齢 38 才、身長 168cm、年収 800 万円 

B さん 年齢 32 才、身長 163cm、年収 1,200 万円 

C さん 年齢 27 才、身長 179cm、年収 500 万円 

 

 B さんの年収はかなり高めですね笑 

 

 ここで例えば B さんがいいとおっしゃった方なら「年収が高い」という理由で選ばれた

かもしれません。他、A さんがいいとおっしゃった方は「年齢的に落ち着いてそう」「バラ

ンスが良い」など、C さんがいいとおっしゃった方は「身長が高い」「若い」などの理由で

しょう。 

 あるいは「それだけ挙げられても比べられない」という方もいらっしゃるでしょう。む

しろ多くの女性がそうであることを望みます。 

 

 ここでは要素として３人の「年齢」「身長」「年収」の３つを挙げ、あとは省きました。

こういった要素を抜き出して考えることも抽象化と言います。 

 

 分類分け・場合分けする場合や、物事を比較する場合は、ある観点から、もしくはある

ものさしを用いて考えますが、このときに立つ「観点」だったり、使用する「ものさし」

のことが、抽象化の際の「要素」です。 

 

 抽象化について説明しすぎた感もありますが、ここから本論に戻ります。 

 「現実世界があまりに抽象化されている」と冒頭に述べましたが、この世界にはありと

あらゆるヒト、モノ、情報があふれかえっています。そして、それらをまとめて考えるた

めにはまさに抽象化して考えねばなりません。 

 その際に僕たちはそれらを比較・整理するに当たり、多くの要素を捨てて考えます。 

 例えば仕事の際に取り掛かるべきプロジェクトなどを比較する際は、最近では「利益」（＝

どれだけ利益が出るか）で考えることが多いでしょう。この際、「売上」や「社員の希望」

を捨てます。 

 また、大学は入学希望者をテストの点数で決めます。学生の個性は、未だ多くの入試で

反映されていません。 

 婚活も上記のように、１つではないにしても、尐数のものさしで相手を選んでいる場合

が多いでしょう。 

  

 現在の画一的・平均的で味気ない世界がつくられたのは、このように限られた要素でふ

るい分けがなされ、打ち出された結果なのです。 

 ものさしが、足りていないのです。この世界のヒト、モノ、情報の莫大さに対し。 



 

 もちろん優先すべきものさしは持っていた方がいいでしょう。 

しかし、そのものさしだけで測ったって、見えるものは限られています。そして、それ

が頭で考えるところの限界です。 

 

 

（既成概念と言う名の檻） 

 

 マニュアルは工程や動作などを画一化したものです。同様に、常識はこの世界の「善」

を平均化したものです。 

画一化や平均化も抽象化の１つと言えますので、マニュアルや常識と言ったこの世には

びこっている「既成概念」は、様々な物事がかなり抽象化され、まとまったものと言えま

すでしょう。 

 

 マニュアルや常識を知らないようでは、そのコミュニティで生活して行く上で差し障り

が出てくるでしょう。こういった既成概念に沿って行動出来ることも大切です。 

 ただし、もし一緒に仕事をする相手、生活をする人がマニュアルや常識に沿ってしか行

動出来ないような人でしたら、面白いですか？ 

 もしくは、相談しても一般論しか返ってこない人だったら何を思いますか？ 

 

 確かにこういった既成概念という線路の上を走っていくことは、とても無難です。多く

の場合５段階の通知表で４を取れるでしょう。しかし、５はなかなか取れません。 

 おそらくこの考えまでは多くの方にご賛同頂けると思います。 

 

 ここからが僕の考えですが、なかなか４の壁を越えられない理由は、そういったマニュ

アル・常識人間の方が、自分の頭で考えていないからです。 

いや、正確には自分の「感性」をフル活用していない、もしくは活用して出した答えを

怖くて実行できていないからです。 

 

 もちろん、オリジナリティを出すべく感性をフル活用して考えた結果得た答えを実践に

移すのは、往々にして勇気のいることです。なぜなら、失敗する可能性があるからです。

そして失敗すれば「ほら、言わんこっちゃない」「欲張るからだ」と非難される可能性だっ

てあるでしょう。 

 失敗が怖い。だからマニュアルや常識から外れない。一般論を言う。既成概念から逸脱

しない。もし失敗したら、誰かのせいにすればいい。 

 



しかし、そこはぬるま湯です。既成概念の線路の上を行くことで満足をしていると、そ

の人は感性を鈍らせ、思考能力を落としていきます。そしてオリジナリティを失っていき

ます。 

 そうして出来上がった画一化・平均化された世界では一層人々の思考能力が低下します。

そしてその状態でオリジナリティを欠いたまま足並みがそろい、お互い無意識に「現状で

いいよね」と思ってしまいます。もはや安心と安全の無限ループです。余程大きな外的刺

激がなければ簡単には壊れません。 

そしてたまに刺激を与える異端な人物が現れると注目され、大いに尊敬されるか、排除

されることになります。 

 

 抽象化されすぎたこの世界で生まれた既成概念。 

僕たちは、知らず知らずのままにこの既成概念と言う名の檻に閉じ込められていないで

しょうか。 

 

 

（感覚で、考える） 

 

（抽象化されすぎた世界）にて、最後に「そのものさしだけで測ったって、見えるもの

は限られています。そして、それが頭で考えるところの限界です。」と申し上げました。 

 それに対し、感覚は頭よりはるかに多くのものさしを同時に使い分け、ぼやっとではあ

りますが全体像を捉えられます。しかもそれは、時には一瞬にして。 

 

しかし、感覚で捉えると、場合によっては物差しを使い分けていることを自覚できませ

ん。そしてその結果、「上手く説明できないけどピンと来た」という感覚を得ます。経験に

よるえも言われぬ勘や、後述の「女のカン」の一部は、これによるところが大きいと考え

られます。 

理屈抜きにまずやってみるのが大事なのも、こういった感覚を養うためではないでしょ

うか。 

 

 感覚で物事を捉える際に大切なのは「腑に落ちた」という感覚です。 

 頭で理解できなくても、この感覚が得られれば、それは尐なくともあなたの中では正し

いのです。 

 

 ただ、そこで得られた感覚が正しくても、それを言葉に変換出来ないと、何ともなりま

せん。 

 



 そこで初めて考えます。抽象化を用いて。 

 

 これに関しては、人の顔を覚える際にも「確かあの時会った」「顔の輪郭はこんなもん」

「髪の毛はこんなもん」など、その人の顔の要素を抜き出します。伝える時も同様に。 

 同じ要領で、感覚で感じたことに対して考えます。その要素を、感じたまま、つむぐよ

うに。もしくはフードコメンテーターが「口の中でとろけるような、豊かな…」などと表

現するように、自分の感じたことを様々な角度から、様々な尺度を用いて言葉に変換する

のと同じなのです。 

 この作業は、まさに（ありのままの自分を大切に）で申し上げたような自分の心を表現

するのと同じです。 

 

 ただし、五感や心の中の感情ではなく、人の意見や価値観などを感覚的に感じ取るのは、

最初はなかなか難しいと思います。やはり先入観や自分自身の価値基準などの「ものさし」

があった方が、つまり既成概念という色眼鏡を通した方が頭にすんなり認識できるかもし

れません。 

 しかし、それでは複眼的な、いくつものものさしを利用した認識は出来ません。色眼鏡

を完全に外すのは無理だとしても、自分の中にある概念を極力取り払って他人の意見や価

値観を認識すべきでしょう。  

 

特に人の意見・価値観の場合、それを聞いて感じたことを言葉に丁寧に、かつ素早く変

換する作業は、感性と語彙力、そしてそれらの架け橋になる表現力の全てを駆使するとい

う本当はとても難しい作業ですが、一つ一つの言葉に対して自分の感覚的な裏付けを持て

れば、それをうまくつなぎ合わせることによって出来た表現には、相当な確信を得られま

す。 

 そうなりますと、周りの意見や考えなどを「感覚的に違う」「肌に合わない」と判断でき

るようになり、惑わされにくくなります。 

 

 

（基準は自分の中に持つ） 

 

 感覚的に理解したことを言葉に変換する際、やはり善し悪しなどの判断をするために何

らかのものさし、何らかの基準を用いてまとめていく作業が必要になってくるでしょう。 

 

 別にそれはそれでいいのではないでしょうか。それが既成概念によるものではなく、あ

なた自身が必要とするものさしであるなら。 

 しかもそのものさしは、尐なく抑える必要はありません。むしろ出来るだけ多く持つの



がいいと思います。 

 

 例えば、働かないことは悪でしょうか？ 

 

 もちろん、既成概念上これは「悪」でしょう。「国益」や「納税」などの観点から。でも、

それ以外に何がありますか？ 

 対して、宇多田ヒカルさんが歌手活動を辞めた時を思い出して下さい。「人間活動をした

い」とおっしゃっていましたよね？意にそぐわない労働を続けることにより、自分の人生

の限りある時間をよりやりたいことに費やせないこと、また自分の感性を鈍麻させて価値

観を毒することから、「個人的生産性」、言いかえれば「自己満足」という点では、働かな

いことは「善」です。むしろ労働こそ悪です。 

 

この場合はものさしとして「国益」や「納税」と「自己満足」を使い分けました。もち

ろん他のものさしもありますが、要するに善悪なんてものさしの取り様で変わるものなの

です。そしてそれらを複数掛け合わせ、総合的に善悪を自分自身で判断されるなら、それ

はいいのではないでしょうか。もちろんその場合、他人のものさしを根拠もなく否定する

権利はあなたにはありません。 

 逆にこれを自分が常識だと思うものさしだけを使って判断している場合。あなたの頭は

固いと言わざるを得ません。思考が、止まっています。 

  

 そもそも「白か黒か」「善か悪か」、そんな次元の低い話はやめた方がいいです。判断基

準は無数にあった方が多角的に、相対的に、それこそ「高次元で」ものを見られるのです

から。あなたの中に、あなた自身の基準をいっぱい持てばいいのです。  

 

 ただ、自分の基準に従って動くのは、確かに怖いと思います。この画一化・平均化され

た世界では、敵は必然的に多く出来ます。 

 でも、いいじゃないですか。あなたにとっての成功も、あなたにとっての幸せも、あな

たにしか分からないんですから！ 

 自分の評価は他人がするのではありません。あなた自身がするのです！ 

世の成功者が虚無感に襲われるのは、他者からの評価を自己評価と錯覚したからです。

無理解な他人の評価に惑わされてはいけません！もしあなたが自分に確かな感覚を持って

いるなら、そんなつまらないコミュニティからは一刻も早く脱却してください。 

 

 ちなみに、多くの女性は男性より感覚が鋭いと言われますが、それは頭で考えず素直に

情報を感じ取るので、感覚が鍛えられているからです。男性は理屈が邪魔して、うまく感

覚を養えません。 



 しかし女性はその感覚を言葉に変換し、体系的に説明するのは苦手なようです。なので

女性のカンに理由を聞くと「えー？なんとなく…」と答えに困窮する割に、何故かそのカ

ンは当たるという現象が生まれます。 

 

また、中には自分のことを「感覚派」と言って、ろくに考えもしず感じたままに行動す

る人もいますが、この場合自分を感覚派だと言い訳して、考えることを放棄しているだけ

と考えられます。 

 この場合「感覚派」というより、その感覚に基づいた情動に左右されるということで「感

情型」（理論型の逆）というケースもあります。精神年齢が低いか、繊細な人に多く、また

損をしたくない人にもこの傾向は見られます。また、これも性別では女性に多い気がしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．一人ひとりを大切に 

 

 

（個の力が弱い日本人） 

 

さて、2011 年 3 月 11 日。僕たちはかつてない大きな地震に遭いました。被災地では津

波により多くの家が破壊され、それに追い打ちをかけるように福島第一原発で爆発事故が

起き、未だに続く放射性物質の飛散が始まりました。 

このような状況下でも暴動をほとんど起こさず、調和のとれた行動をしていた被災地の

方々の姿は、海外の多くの人を感動させました。 

 

 ただし、それは日本人の性質の「いい面」だったのではないかと思います。 

 

 日本人は、とても依存的な性格をしており、判断を他人に委ねてしまう性質があります。 

 判断を委ねる他人というのは、いわば自分よりも大きく、確かそうな存在です。それが

集団であれば上記の震災時の被災者のように「和を以て尊しと為す」という状態になりま

す。ただし委ねる対象が集団ではなく上司だった場合は「長いものに巻かれる」となりま

す。 

 そして、対象が権威やマスコミの場合、現在の日本のようになります。 

大臣の些細な失言に罵詈雑言を浴びせる日本人、ろくに自分でインターネットなどで詳

細を調べもせずマスコミや政府官邸の言うことを信じて、放射線被害に遭う日本人。「裏切

られた」って感じ、失望感であふれる日本。 

 でもろくに考えもせず誰かに委ねっぱなしでは、結局裏切られ続けるでしょう。 

  

 「国民はバカ」とよく言われますが、そういうことです。 

 

自分で責任を取りたくないから、自分の頭で考えず、自分で判断をせず、投げてしまう。 

 そういった日本人の性質に気付いている一部のモラルのない官僚やメディア、既得権益

層は、上記のような「バカな日本人」が判断を投げたくなる先を巧妙に操って、自分たち

に利益が継続的に入ってくるように仕向けているのです。 

 あなたがバカとは言いません。しかし、国民全体としてはバカなのです。もはやこれは

抗いようのない事実です。 

「協調性がある」反面「自分の頭で考えない」。そして「自分に甘く、他人に厳しい」。

これが日本人の国民性なのです。 

 

 



（自分と他人の境界線） 

 

 自分の頭で考えないことに加え、特に日本人は妙な同化傾向があるような気がします。 

 

まず、自分と他人の区別がうまくついていないように思えます。 

例えば、過剰に子供に干渉する親、わがままを言いまくる恋人、口うるさい隣人、自分

の価値観を押し付ける上司。押しつけがましい親切心と余計なお世話を善とする人。 

 反面、そういった人ほど、身の回りの人に不幸があれば涙を流し、そうでなくともささ

いなことで共感を頂ける傾向があるように感じます。まるで自分のことのように、感情的

に。 

 

 これに関して、そういった方々にとってもやはり一番可愛いのは自分自身のようで、「自

分」という範疇に収まる人間（例えば家族、同僚など）の中心に居るのは自分自身です。

それゆえ、自分がいとおしく思える人にほどついついわがままに、もしくは自分の意見を

押し付けるようになってしまうのではないかと考えられます（血液型診断の表現を借りれ

ば、「A 型的自己中」）。 

 

 さらに、日本人は他人の言動に合わせがちです。 

 例えばヴィトンのバッグが流行った時がありました。これに関しては女性同士の「協調

性」が必要とされるものではないはずですが、「みんな持っているから、何となく」と言っ

た理由で自分も買ってしまう人は多くいたと思います。 

 もちろん高級ブランドであるヴィトンはステータスであり、さらにデザインにもバリエ

ーションがあり、敢えて他の人が持っていないようなデザインを選んで買って１つの自己

主張とする人もいます。ただ、そこまで考えず「何となく」ヴィトンを買う人も多かった

ことでしょう。だから「ヴィトンを持ってる女は安っぽい」という言われさえ出来たので

しょう。 

 

 他にも「赤信号、みんなで渡れば怖くない」なんてことわざもあります。 

 でも実際事件を起こし裁判になった際「みんなやっているから」なんて言い訳は本来通

用しません（警察も検察も目についた人だけを逮捕しているからというのもありますが）。

常識よりも法律の方が強いのは当然なはずなのに、「みんなやっているから」と判断を誤る。 

 

 日本人の文化の特徴が「甘え」と言われておりますが、こういった日本の相互依存的な

文化も、この同化傾向と関連があるように思えます。 

 

 以上「自分の頭で考えない」と「妙な同化傾向を持っている」という点について指摘さ



せて頂きました。 

僕としては、この２者間には共通の背景があるように感じております。 

 

 

（理性という共通解） 

 

「自分の頭で考えない」「妙な同化傾向を持っている」。僕はこの２者の共通解を「理性」

だと思っております。 

完全に僕のひとりよがりな考えですが、つまり日本人には「無意識」をコントロールす

る「理性」の働きが足りていないと考えております。 

 

 言葉を用いて理論を組み立てたり概念を生み出していくのは「理性」なので、「自分の頭

で考えない」の原因として「理性の働きが弱い」が挙がることにはなんとなく共感頂ける

のではないかと思います。 

 

 続いて妙な同化傾向についてですが、自分と他人の境界線となるのも、理性です。 

理性の「理」は「ことわり」とも読み、「断り」と語源を同じくしております。無意識で

は自分と他人の区別をつけられないということは精神分析などでも言われておりますが、

これを理性で遮断します。 

 

 例えば、子離れや恋人と別れる時など。 

 親子関係、友人関係、それから恋愛関係では思い入れも生じ、まさに他人のように思え

なくなってしまいます。なので、ここは理性的に、敢えて言い聞かせます。「子供は親のも

のじゃない」、「あいつにはあいつの人生がある」などと。 

 

 逆に、理性の働いていない人は自分と他人の区別をつけられず、したがって依存状態に

もなりやすいと言えるでしょう。それは恋愛依存状態の女性の、彼氏の前で見せる理性の

かけらも感じさせないほど凄まじい喜び方や怒り方からも何となく共感して頂けるかと思

います。 

 依存状態に陥るのが幸せなのかどうかはその人自身が決めることなので何も言えません

が、依存状態に陥って正常な判断力をなくさないでいたいのであれば、断る力＝理性を十

分に働かせないとなりません。 

 

ちなみに酔っぱらうと親子喧嘩や兄弟喧嘩になったりするのは、理性で遮断し尊重して

いた相手への思い入れが解放される結果ではないでしょうか。ケンカするほど仲がいい、

それだけお互いへの思い入れがあるという証拠とも読み取れます。 



 

 それにしても、理性を用いて自分に嘘をついて本心にふたを被せることは出来るのに、

自分を正しく言い聞かせコントロールすることは出来ない人もいるのは皮肉な結果だと思

います。 

 

 

（一人ひとりを尊重すること） 

 

 「世界に一つだけの花」は、CD が売れなくなってきた 2001～2002 年以降、この文章を

書いている 2011 年 10 月までで最後に 200 万枚以上のセールスを記録した曲のようです。

また、先行アルバムのシングルカットとしての記録も珍しいものです。時代や条件が違え

ば、およげたい焼きくんにも迫るようなセールスを記録していた可能性も否定できないの

ではないでしょうか。 

 この曲がこれだけ人々に受け入れられた理由の１つには、やはりその歌詞も考えられま

す。競争への過度なアンチテーゼとして取られてしまうこともあるようですが、尐なくと

も１人ひとりが「オンリーワン」ということだということには共感出来る方が多かったの

ではないかと思います（ちなみに僕もその１人です）。 

 

 ただ、自分はオンリーワンなのに、自分以外の人だってオンリーワンだということを認

めて上げられない人は未だに多くいるように感じます。 

 あなたがオンリーワンなら、他の誰だってオンリーワンなのです。あなたの周りにいる

一人ひとりの人が、自分の存在を尊重してほしいと願っているのです。 

 その意味ではむしろ「オンリーワン」より「エブリワン(everyone)」なのかもしれません。 

 

 説教癖があったり、議論をふっかける癖のあるあなた。やたらと話の長いあなた。逆に

口尐ないあなた。また、やたら自分のやり方を押し通したり、束縛するあなた。逆に放任

過ぎるあなた。周囲の人のオンリーワンを、ちゃんと認めてあげていますか？ 

 相手には相手の価値観は考え方があるのです。仮に相手が親しい仲間であろうと、年下

や目下であろうと、必要もないのに相手の意見に対し文句をつけたり否定したり、その存

在を無視したりするような態度を取るのは、１人ひとりが「オンリーワン」であることに

矛盾した行為ではないでしょうか。 

 

 「人を尊重する」というのは、ある意味自分と周りの人との間に、越えてはいけない壁

を設けることです。 

 相手を尊重すればするほど寂しく感じてしまうものではあると思いますが、やはり「人

は人」と割り切らなければなりません。 



 

 

（尊重していることを示すために） 

 

 では、日常の場で人を尊重していることを態度で示すにはどうすればいいのでしょうか。 

 

 「賢者は長い耳と短い舌をもつ」ということわざがあったり、コミュニケーションのテ

クニックの本などもたくさん出ておりますが、基本的には人は自分を理解してほしいと思

っているものです。 

 女性は自分の話をしたがると聞きますが、そんなのは男性だって同じです。確かに男性

と女性では問題解決指向の度合いに差はありますが、そんなのは細かい話です。人なのだ

から、自分を受け止めてほしいと願っているのです。 

 理解し、受け止めること。これが相手を尊重することとイコールになるのではないかと

思います。 

 

 では次に、人を理解するために、受け止めるために必要なプロセスとは何なのでしょう

か。以降はあくまで 27 年の経験でしかない僕ですが、気をつけていることを挙げますと 

 

・ 相手の考えや価値観を出来るだけ深く把握できるようにすること 

・ 相手が出来るだけ気持ちよくしゃべってくれるようにすること 

 

この２つの心構えを持つことです。 

なお、そのためにしていることを今思い返してみると、 

 

① とにかく聞くこと。相手が話している最中は、相槌以外口をはさまない。 

② 自分の価値観と違う場合でも、否定しないこと。でも、何故そういう考えに至ったの

か「質問」すること。 

③ 自分もしゃべること。ただし、出来るだけ短く、面白く。ただし断定口調や「～べき」

などの表現は極力使わない 

④ 結局相手の考え方や価値観がどうしても相容れないものでも、それはそれで容認する

こと。 

 

という４つの特徴くらいはあったかな？と感じます。さらに、もし可能であれば、 

⑤ 相槌や「へぇ～」「はぁ！？」の大小は、TPO をわきまえて。 

⑥ 笑うポイントを探り、合わせる。 

 



 実は僕自身が学生時代対人関係や会話で苦労することが多く、大学時代はコミュニケー

ションに関する様々な本を読みました。ただ、巷に売っているような自己啓発本の類いだ

と、②に関しては「相手を否定するな」だけ書いてあったり、③などは「自分はしゃべら

ない」など書いてあり、思わず「聖人君子か！」とツッコミを入れたくなるようなものも

ありました。現実にそんな態度を会話中で取ったら、恐らく余程のしゃべりたがりでなけ

れば、話している相手が途中でつまらなくなるだろう！と思うようなものでした。 

実際のコミュニケーションはやはり友人と話していく中で、また大学を卒業してからは

営業職としてお客様と話していく中で鍛えて行きました。 

 

①～⑥は、こんなのはあくまでテクニックです。重要なのはその前に書いた「・」の２

つの心構えです。 

この２つの心構えこそ、僕は相手を理解し、受け止める上で重要だと思います（心構え

が出来ていれば、テクニックなんておのずと身につきます。テクニックは方法であり、目

的ではありません）。 

そもそも、相手のことを本当に尊重していれば、こんなことは当たり前のようにできる

気もしますが。 

 

 ちなみに、よく「相手の立場で考える」なんていう表現が使われますが、漠然としてい

ますよね。 

 ただ、相手の基本的情報に加え、ここでお話ししましたような相手の価値観、考え方を

把握することが出来れば、あなたの頭の中にかなり正確な相手の全体像を浮かべられ、相

手の立場で考えることが容易になるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．表現すること 

 

 

（心の距離と表現） 

 

 （理性という共通解）で無意識では自分と他人の区別がつかないとお話ししましたが、

人が複数いれば、その人たちの間には当然お互いに何らかの力が働きます。長く一緒にい

た夫婦の顔が似てくること、一緒に居る人によって性格が変わってくること、「朱に交われ

ば赤くなる」ということわざもその力のためです。 

 あくまで感覚的にですが、僕はその力は心の距離に反比例すると考えております。「引か

れ合う力も、心の距離が空けば弱くなる」と。 

 

 この心の距離について見てみます。 

 

 遠距離恋愛が破綻しやすいということは、恐らく多くの人にご理解いただけるのではな

いかと思います。 

「物理的距離は重要だ」とよく言われますが、僕自身、物理的距離は心の距離にかなり

大きく関わっていると思います。 

 また、共通点のある同士はお互いを身近に感じるので、共通点も心の距離の要素だと思

います。 

 

 これらは半ば不可抗力な要素ですが、自分で左右できる要素として挙げられるのが「表

現」に関することです。ここでの「表現」は言葉による表現や感情表現に限ったものでは

ありません。相手が感じ取れる全ての表現です。 

 人間は知っているものしか好きになれず、逆に知れば知るほど好きになるようですが、

このことからも表現は大きな要素だと考えられます。 

 

表現の中でもとくに重要な要素の１つは、自己開示の度合いです。 

例えば、なかなか人に言えない秘密を「実は…」と告げた時、相手がその秘密を受け入

れてくれたら、あなたはその人を身近に感じると思います。そしてその相手を大切に思っ

てしまいます。逆に告げられた方も身近に感じることがあります。 

 

 また、大きく心を動かされるような出来事や、「どきっ」と驚くようなことがあった場合

も、その相手への「思い入れ」と言う形で距離を近く感じる場合があります。頭を占めら

れる割合が増えると、身近に感じてしまうようです。 

 例えば、予想外に素敵なプレゼントをもらった時などは「嬉しい！」と大きく心が揺れ



て、プレゼントをくれた人をちょっと好きになったりします。また逆に部下が仕事で失敗

した時、人情派の上司だと「馬鹿野郎！」と腹を立ててしまうかと思いますが、こういっ

た悪いサプライズでもやはり心の距離は縮まるようです。出来ない部下ほど可愛いのは、

そういった訳でしょう。 

 

 ちなみに、上の２つの例からもお分かりいただけるかと思いますが、心の距離は、必ず

しも二者の間で一致しません。 

 もちろん長期的には徐々に一致する方向に動くものの、ある一瞬だけを見るとその心の

距離は大きくずれております。 

 男性が女性に対しアプローチをする場合も、当初は女性側の男性への心の距離に比べる

と、男性側の女性への精神的距離は小さいと考えられます。よく「距離感を測る」「距離感

を詰める」というのは、この心の距離のずれの調整作業とも表現できます。 

 

 このように、心の距離は表現によって小さくなります。 

 激しくぶっとんだキャラや単純なキャラが人気者で愛されるのも、得てしてその人の表

現量が大きく分かりやすいからと考えれば合点がいくかと思います。 

 

 なお、人と人の間に働く力が心の距離に反比例することに関して「最大の愛は最小の力」

という言われもありますが、心の距離を近くに感じてしまうと、相手の影響をふんだんに

受けてしまいます。そうなると「相手への、自分の力」という意味では弱くなってしまい

ます。 

 こうなってしまったらもう、しばらく会わない（物理的距離の確保）、他のことをして忙

しくする（頭を占める割合を減らす）などして「（心の）距離をおく」しかありません。 

 

 

（カリスマの表現力） 

 

 2011 年の大阪 W 選挙では、橋下徹氏率いる大阪維新の会が府知事に松井一郎幹事長、そ

して大阪市長には橋下代表自身、が選ばれるという形で圧勝しました。 

 この結果に関して、もちろん大阪都構想を中心とした党の政策もさることながら、橋下

氏のカリスマ性もこの圧勝の要因の１つになったのではないかと考えられます。 

 

  カリスマがカリスマたる所以はいろいろ考えられますが、共通して言えるのは圧倒的

な「表現力」を持っているということです（政治家や経営者には「知識」や「先見性」も

必要となりますが、これは「自信」となり、「表現力」の源になります）。 

 例えば政治家ではリンカーンやヒトラーはその演説で市民を熱狂させました。日本では



同様に小泉純一郎氏の「感動した！」や「改革に、賛成か！反対か！」など短くも力のこ

もった発現は人の心を動かしたでしょう。 

経営者では堀江貴文氏が挙げられます。その先見性と大胆な言動は保守的な方からの多

いな反感を買ったものの、一方で彼にはツイッターの 70 万人を超すフォロワーなど熱烈な

支持者がいます。故スティーブ・ジョブズ氏もそのアイディアとプレゼンテーションで多

くの人を魅了しました。 

アーティストでは安室奈美恵さん、浜崎あゆみさん、倖田來未さんなど、歌を中心にフ

ァッションや言動などでも多くの女性の支持を得ました。 

  

こういった方々全員に共通して、表現力がある、ということにはご共感頂けるのではな

いかと思います。 

（心の距離と表現）でもお話ししたように、表現は心の距離を近づけますが、彼らはそ

の圧倒的表現力で多くの人の心の距離を短縮し、大いなる支持者（もしくはアンチ）を生

み出します。 

 

 ここで、思い出してみてください。あなたの周りにいる何か気になる友人。 

 大きな声。大きな態度。斬新なファッション。歯に衣着せぬ発言。自分に対する自信。

夢に向かって努力する姿。一貫性のある生き様。何か気になるとしたら、その方からにじ

み出る何らかの強い「自己表現」のためではないでしょうか。そんな彼・彼女は身近なカ

リスマかもしれません。 

  

 

（嘘） 

 

これに関しては、他人につく嘘と、自分につく嘘があります。 

 ただし、どちらも「真実と違う」という点では共通です。 

 

 言葉は十分に進化し、独り歩きしたことは既にお伝えしました。 

 悲しいことに、心とは切り離された言葉は、時に心と全く別のことを人に伝えることが

出来ます。「嘘」という形で。 

 先程出させて頂いたカリスマでは、実態のないものをあるように見せかけてプレゼンテ

ーションすれば、人はだまされてしまいます。また、好きでもない異性に愛の告白をして

相手の心をゆさぶる悪人もいます。 

 言葉には像をつくる力がありますが、本心に沿った言葉からは、それを聞いた相手の中

に実像を成します。しかし本心にない言葉も虚像をつくってしまいます。 

 これを見破るには、やはり自分の感覚を養い、発せられた言葉に対し違和感を持てるよ



うになること、もしくは言葉を発した後の行動をよく観察するしかありません。 

 

 自分に対する嘘は、（ありのままの自分を大切に）でお話ししましたので、ここでは割愛

致します。 

 ただし、怒りの感情については、本当は疑わしいものがあるように感じます。人が本当

に怒る時、本当は「寂しい」や「悲しい」、「情けない」という気持ちの方が勝っており、

それらの感情を起点としていることに、怒っている本人が気付いてないことがある気がし

ます。これは男によく見られる現象でしょう。日本語では「喜怒哀楽」とありますが、こ

れらは決して同列視していいものではないように感じます。 

 また、男の子はつい自分の好きな女の子をいじめてしまったり、気のないふりをしてし

まったりしがちですが、「恥ずかしい」という気持ちが入ると「好きだ」を素直に表現でき

なくなりがちです。 

 こういった現象を見て行くと、やはり論理的に優れた男の方が、いろいろ考えてしまっ

て自分の感情を読み違えてしまい、結果的に自分に嘘をつく傾向があると考えられます。 

 

 自分を表現するために生まれた言葉も、故意か過失か関わらず適正な使い方を出来ない

と本当の自分でないものを浮かび上がらせる効果があるのは皮肉です。 

 言葉は人と人の信頼関係、精神的距離感を変えてしまうツールなので、是非とも自らは

悪用せず、そして他人の悪用を見破れるようにしたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．幸せになるために 

 

 

（他人に気をかける余裕のなくなった現実） 

 

 戦後からバブル期にかけ、経済は右肩上がりで成長し、国民は働いた分相忚の稼ぎをも

らい、まさに「総中流社会」として、多くの国民が不自由なく暮らせていました。おそら

くこのような状況下で、多くの国民は心に余裕を持ち、他人のことを考えることもできた

と思います。 

 

時代は変わりました。今では誰もが自分のことでいっぱいいっぱいになっています。 

 

これに関しては社会モデルが変わったことやインターネットが普及したことにより、昔

よりも個人が多くの情報入手し選択できるようになったことも原因として考えられます。 

就活においては大学生の就職率が 2011 年で 60%を切ってしまったと言われております。

このような現象は有効求人倍率だけ見れば理論上起こりません。それでいて、３年で辞め

る若者は減る傾向がありません。 

また、婚活にしても男女比はほぼ１：１なのに初婚年齢はどんどん上昇し、離婚も 10 組

に３組という割合になっております。 

情報や選択肢が増えたことにより「よりよいものを」と人は考えるようになりました。

そして人気のある企業や異性へのアプローチが一極集中し、その結果ミスマッチが多発す

るようになったり、またうまくマッチングされたとしても若干の不満に我慢を出来ないよ

うになったと考えられます。 

もしくは単純に「選び疲れ」が生じていることも考えられます。選択肢があるから、人

は迷います。 

 

さらに企業でいえば合理化された経営戦略から１人当たりの仕事の量は増え、また一部

の優秀な人材を除いて同じ仕事量に対する報酬は全体として切り下げられました。 

外資系企業では元々そのような傾向はあったようですが、多くの人が働き疲れるように

なったはずです。 

 

個人的には、日本はつい最近まで社会主義国家だったように感じます。国の成長を背に、

国民全体で手を取り合って甘い汁を吸い合うと言う。そしていつしか甘い汁はなくなった

のに、国民はまだまだ一緒に甘えている気がします。 

そうして国の借金の額も増えて行き、経費削減の目的もあってようやく資本主義国家ら

しく転換して行く中で、前述のような社会モデルの変化、情報の多様化、企業経営の合理



化などの急激な変化が起き、もはや人々は自分のこと以外考えられなくなりました。 

このような時代に自分のことを分かってもらいたいと願っても、以前と比べてかなり難

しくなってしまったと考えられます。 

 

 自分の居場所は、誰かが用意してくれるものではなくなったと言えます。 

 

 

（たった１つの目的） 

 

 ブータンでは国民の幸福の量を指標化し、「幸福度」としてこれを重視しております。 

 

 僕の場合、幸せを簡単に指標化できるのかどうかという点で疑問がありますが、その「幸

せ」を最優先すべきものとして捉える姿勢は賛成します。 

 

 幸せじゃなくても、お金があればいいですか？ 

 幸せじゃなくても、人間関係に恵まれていればいいですか？ 

 幸せじゃなくても、生きていればいいですか？ 

 

 こんなふうに「幸せじゃなくても○○があればいいか」なんて聞いていたら「○○がな

きゃ幸せになれないだろ！」という反論が来そうですが、その反論なら歓迎です。 

 

 やはりたった１つの目的は、幸せになることだと思います。 

 

 ○○は手段です。お金も人間関係も、時間や命でさえ。幸せになるために必要な手段で

す。 

 でも、幸せになれないのであれば、どんな手段にも意味はありません。 

 逆に、幸せになるために不要な手段だってたくさんあるでしょう。 

 

 幸せの形は厳密には人それぞれなので、何が必要で何が不必要かも人によって違います。

ただ、その幸せの形は自分にしか分からないので、幸せになるためにはどうしても「自分

について分かっていること」が絶対的に必要な条件となります。 

 

 だから嘘のない自分であって欲しいのです。 

 既成概念に惑わされない自分オリジナルの認識や考え方を得てほしいのです。 

 そのためには、誰かの言葉や既存の理屈に惑わされないで、研ぎ澄ました感覚でものご

とを判断できないといけない。そしてそれを根拠に自分の姿を見極め、言動を起こしてほ



しい…そんな思いで第１章と第２章を書きました。 

 

 それが出来るようになったら、きっと自分って存在に対して、心の奥からの自信を持つ

ことが出来て、今よりももっと自分のことを好きになれると思います。 

 そうなったら、今以上に他人のことを尊重することも出来るようになるはずだと思いま

す。 

 そんなことから、第３章を書きました。 

 もし誰かを尊重できるようになった時、きっとその誰かはあなたから「居場所」を提供

してもらえたと思えます。そうしたらその誰かもあなたに居場所を返してくれるでしょう。 

 

 ただ、そのような人間関係だと、やはり「心の距離」という点ではベタベタな人間関係

と比べると開きが生じてしまうと思います。 

 きっと自分１人では生きていても楽しくはありません。仕事も１人では出来ません。独

立し合いながら、やはりどこかで協力し合い、支え合っていける方が幸せを追えると思い

ますし、また、一緒に居られること自体が幸せでもあると思います。 

 なので、第４章を書きました。 

 

 現実世界で感じられる幸せと言うのは、必ずしも「現実的な幸せ」とは合致しません。 

アップデートされていない既成概念や権力者は人を幸せにはしません。 

幸せは、周りを巻き込んででも自分でつかみとらなければなりません。 

 

こんな時、自分のことを理解し、自分にふさわしい行動を起こし、自分をもっと好きに

なれれば、次は人のこと好きになり、人を知ろうと思えるようになり、人に居場所を与え

られるようになります。 

そうやって好意と感謝のスパイラルを築ければ、その中で自分を起点としてもっと幸せ

を増やすことだって出来ます。 

 

閉塞感でいっぱいになった今こそ、そういった１人１人の変化が望ましい時なのだと思

います。 

まずは、この世にたった１人しかいないあなた自身にもっと正直になり、もっと好きに

なってあげるところから始めてみて下さい。 

 

 

 

 

 



～あとがき～ 

 

 27 才なりに、今まで生きて来て感じてきたことをまとめてみました。 

 

 僕は学者ではありません。人生経験もまだまだ長くありません。 

ここに書いてきたことの信憑性には何の保証もありません。正直、どこまで正しいのか

さえよく分かりません。 

 

 だからこそ、まだまだ仮説という段階の自分の考えがどこまで正しいのか、世の中に問

うてみたいと思っております。 

 具体的に何が違っているのか、ここに書き記したものを読んで下さった方、特に「馬鹿

じゃねぇのこいつ」と思われた方には、ご意見を頂きたく思います。一緒に、この世界の

総量を増やしていけたらと切に望みます。 

 なので、このレポートには著作権を設定しません。どんな用途にもお使い頂いて大丈夫

ですし、リンクはむしろ張って頂けたらと思います。 

 

 この世界の幸せの総量が増えることを祈って… 

 

 

’11.11.30  渡辺達也（Email : t.leo815@gmail.com） 


