
私が永年研鑽してきた地震予知法で東海地震を予知して、人命被害の減少に貢献したいとの思いで

昨年末から活動していますが、４月１６日現在でも、私の警鐘を参考にしたいとのご返答を下さった方は

一人もおられません。

あまりにも地震学や気象学の常識から逸脱しているように思える予知法のことや、

東海地震が南海トラフ巨大地震の一部分として発生するという、地震学の多くの専門家の意見が常識化

している現状ではやむを得ないことだと思っております。

また、私が、東海地震が今年の８月から発生する可能性が急速に高まってゆくと警鐘する根拠が、地震学

の観点からは明確でないことや、前兆らしきものが発生していないことも原因していると思っています。

私が東海地震の警鐘を早くからすることは、心理学の見地からは、地震に対する恐怖心をあおって、

連鎖的に様々な被害を発生させてしまうことになるのです。

ここでは、私の警鐘が与える心理的被害や、そこから生じる様々な被害を軽減するために、

私が永年研鑽してきた、最新の心理学の法則を基にして、東海地震の被害想定地域の方々のために、

東海地震に対処する際の心理的被害の軽減法についての私の考えをまとめてみました。

今は東海地震の切迫した脅威を唱える専門家の方は一人もおられませんが、

今後、何らかの前兆現象の発生が報じられた時には、恐怖心が溢れてくることと思います。

そのような時に、できるだけ心のバランスを保ち、心身の健康をそこなわないで、地震対策をしたり、

意義のある日常生活をおくれるための方法を、５つご紹介させていただきます。

しかし、これらの方法は、私がそのことを達成したうえでアドバイスしているものではなく、

私が達成しようとして実践し始めたことを述べているものであることをご理解しながらお読みください。

① 過去の熱中や奮闘の経験を思い出してください。

テレビを見ている時には、ドラマや実録番組に引き込まれて、泣いたり、怒ったり、感動したりする感情を

感じます。 実際に体験しているわけではなくとも、見ている人には、生じてくる感情は本物です。

実際に感じることのできる感情エネルギーです。

ゆったりとくつろいだ姿勢で目を閉じて、過去の熱中したり奮闘した状況を思い出してください。

過去の年齢にこだわらずに、やりたかったことをエネルギッシュにしていた状況に入り込んでください。

新しいスポーツや仕事に最大限の力を出して活動していた状況に入り込んでください。

大きな試練の中で、全力で奮闘していた状況に入り込んでください。

その状況をできるだけ詳細にリアルに体験するように集中してください。

イメージをリアルな映像をともなって体験できる人もいれば、ぼんやりとした映像を見る人もいます。

どちらでもかまいません。 ご自身の通常の思い出し方でいいのです。

その体験の時に体に感じていた、熱いエネルギーを感じてください。

その時に体に湧き上ってきた、衝動や活力を感じようとしてください。

明確なエネルギーでも微かな感覚でもかまいません。

だだ、過去の熱中や奮闘の体験に意識を集中して、体験してください、感じてください。

現在の年齢が、５０歳であろうと、８０歳であろうと、２０歳の時や３０歳の時に体験した熱い思いや

気力は今、体験できます。 気力や感情エネルギーは、歳をとらないのです。



② 愛や感謝心は恐れの思いや感情を癒します。

人の心は、過去に得たものよりも、失ったものにフォーカスする傾向があります。

無自覚に過去を思いだす時、嬉しかったことよりも、ひどい扱いを受けたことや失敗したことを

思い出す傾向が強いものです。

そして、同様の怒りや恐れが生じた体験を、次々と連鎖的に思い出してゆく傾向があります。

意識的に、過去のありがたかった体験や嬉しかった体験を思い出すことを始めてください。

意識的に、苦境を救ってもらったことや、手助けをしてもらったことや、励ましてもらったことや

思いがけないプレゼントをもらったことなどを思い出してください。

思い出す映像が明確でもぼんやりしていてもかまいません。

普段の思い出し方でいいのです。

ただ、その状況に意識して集中するように努めてください。

その時のありがたく思った感情に浸ってください。 急がずにじっくりと感じてください。

ありがたく思った感情に充分に浸れば、次のありがたかった体験を思い出していってください。

この習慣を毎日続けるように心がけてください。

一人になった時、就寝前、目が覚めた時などに、時間や回数にはこだわらなくともよいのですが、

最初はできるだけ多くするようにしてください。

肉体が気力や感情エネルギーを生むのではなく、気力や感情エネルギーが肉体に影響を与えるのです。

６０歳・７０歳・８０歳になって、特にしたいこともなく、歳をとったから体もずいぶん衰えてしまった、

と思いこんでいても、本当にしたいことが見つかったり、危機的状況に遭遇すれば、

２０歳の時と同じ、気力や感情エネルギーが湧き出てきます。

人の思いが生む、気力や感情エネルギーは、消化した食物が生む熱エネルギーではないのです。

気力や感情エネルギーは、何キロカロリーと科学的に計測できるエネルギーではないのです。

肉体の働きで生じるエネルギーではないのです。

人が感じたり、発揮しているエネルギーは、気力や感情エネルギーと肉体から発生する熱エネルギーが

混合しているのです。

何歳になっても、１０歳や２０歳や３０歳の時と同じ、気力や感情エネルギーを発揮したり、感じたり

することができるのです。

過去の全力で奮闘していた状況を体験することに、意識的に取り組むことを試してください。

ひとつの状況に時間をかけて取り組んでみてください。

充分にその時の活力を体験したと思えたら、次の状況を捜し、同じようにじっくりと再体験してください。

終ってからも、体験した活力や気分に、しばらくはひたるようにしてください。

それが微かなものであっても、その気分にひたってください。

このイメージ法を、気分が滅入っている時にするのか、くつろいでいる時にするのか、いつするのか、

何分ほどするのかなどはご自身の感覚で判断してください。

東海地震への恐怖が湧くまで待たずに、今日からでも初めてください。

この方法は、誰にでも無理なく出来る方法であり、活力や自信が高まります。

ぜひ、試してください、続けてください。



人は現在の状況や、未来に起こるだろうと想像した状況を恐れます。

お金の欠乏、成績・成果の失敗、敗北、離別、災害、事故、紛争、人からの非難・軽蔑、神の罰

自己の恐れや怒りの感情、才能や能力、容姿や肉体の問題、などなどきりがありません。

生じてきた恐れの感情を押えたり、無理に無くそうとしないでください。

恐れの感情は、嫌ったり逃げようとすると逆に強まり、心身がこわばり、苦痛や無気力が増してゆきます。

恐れが生じるのは自然なことで恥ずかしいことではありません。

恐れの思いや感情に飲み込まれるのではなく、恐れの思いや感情を受け止め充分に感じきってください。

生じてきた恐れの思いやイメージや感情を意識して感じてください。

恐れの感情を感じきる勇気をだしてください。 恐れの感情を感じきることには、最初は大きな勇気がいる

かもしれませんが、慣れてくると少しの勇気で感じきることができるようになってゆきます。

最初は感じることが怖かった大きな恐れも、小さな恐れを感じることになれていくと、感じきることができる

ようになってゆきます。 恐れの感情を充分に感じきることに習熟していくと、

心身のこわばりがほぐれ、活力が増してきます。

喜びや愛や感謝心など と 恐怖や怒りや嫉妬心など を 善・悪と分けたり、

ポジティブ・ネガティブと区別したりして、賞賛したり、非難したりすることから様々な葛藤が生じます。

潜在して蓄積しているネガティブと呼ばれる感情を解放し、全ての感情と適切に共存してゆく生き方も

選択できるのです。 生じてくる全ての感情を受け入れ感じきり、めぐらし、よりエネルギッシュに、

より喜びを増しながら生きる、という生き方も選択できるのです。

③恐れの感情の対処法 あらゆる感情を感じきる方法

恐れの感情は、最も人を苦しめる感情の一つで、様々な争いや病気の根本原因ともいえるものです。

恐れの感情を、どう解釈し、どう対処するのかは、誰にとっても重大な問題です。

ここでは、私が昨年末から実践を始めた、ひとつの方法を紹介させていただきます。

感謝の体験と同様な方法で、人を愛した体験を思い出してください。

愛情を感じた時の状況を思い出して体験してください。

恋愛、親子孫への家族愛、接した人々、などとの関係で

愛情や親近感が湧き出てきた時を思い出して感じてください。

愛や思やりの気持ちで、手助けしたり、世話をしたりしたことを思い出して感じてください。

遠く離れた愛しい人への愛情が浮かんできた時のことや、しばらく会わなかった人と出会って喜んだ

ことなども思い出してください。

その時の状況に集中してください。 その時に感じた愛や喜びを感じようとしてください。

これらの習慣を続けてゆくと、今まで見過ごしていた日常のちょとした出来事の中にも、

愛や感謝できる事柄があるのに気づき、自然と愛したり感謝している自分に気づくようになってゆく

かもしれません。

この習慣を続けてゆくと、憎んでいた人に対する嫌悪感が減少していることに気づくかもしれません。

この習慣を続けてゆくと、恐怖心が湧く程度が減ってゆくかもしれません。

この方法も、誰にでも無理なく出来る方法であり、恐れを癒し、愛や喜びを増やします。

ぜひ、試してください、続けてください。



全ての感情を解放し、全ての感情と共存する生き方を目指していくと、

体を流れる様々な感情エネルギーの循環のバランスが良くなり、心身の健康が良くなってゆきます。

食べ物のバランスが自然とよくなり、過食や食欲不振も解消してゆくことでしょう。

永年の持病や腰痛や関節痛や肥満が解消してゆくかもしれません。

セクシャルエネルギーが活性化してゆく人もいるでしょう。

年齢よりも若く見られるようになってゆく人は多いことでしょう。

全ての感情を解放し、全ての感情と共存する生き方を目指していくと、喜びや憎しみや悲しみが交錯

しながらも、家族との愛や思いやりに満ちた、こころの絆を深める人もいるでしょう。

不満やわだかまりを上手にぶつけあう方法を会得してゆくかもしれません。

心の平安や喜びが増し、子供や孫や趣味とのふれあいが増してゆく人もいるでしょう。

従業員や従業員の家族の喜ぶことを企画したくなるかもしれません。

感情の活発な循環と共に、創作意欲やチャレンジ精神が活性化してゆく人もいるでしょう。

アイディアや新しい発想が頻繁に浮かんでくるようになるかもしれません。

お金の欠乏から脱出できるかもしれません。

どのエネルギーや特性が活性化されてゆくかは、個人差があります。

仕事上の問題の解決を後回しにする習慣をやめ、問題点に気づいたら直ちに解決してゆくという

新しい習慣が始まってゆくかもしれません。

相手の思いや気持ちを察する感受性が増してゆくかもしれません。

相手の反応が怖くて言えなかったことを、思い切って適切に伝えることができるようになり、

お互いの理解と親近感が深まってゆくかもしれません。

配偶者、親子、上司や部下などとの対人関係の恐れや怒りや嫉妬心の感情が軽減されると、

仕事の問題や病気の問題やお金の問題なども、同時に軽減してゆくという、相乗効果が発生してゆく

かもしれません。

別離や新しい出会いがあり、対人関係が変化してゆくかもしれません。

愛する家族を失った悲しみや、愛する家族を救えなかった後悔などは、永年に渡って人を苦しめます。

そのような大きな苦悩や悲しみも、感情の生じるままに感じ続けることによって軽減してゆき、

愛や思いやりの気持ちや心の平安が芽生えてゆくのではないかと思っています。

場合によっては年数がかかるかもしれませんが、苦しみや悲しみを封印するよりも、感じ続ける方が、

心の安らぎをより速く得ることができるのではないかと思っています。

しかし、恐怖や悲しみを感じきるという心の作業は、強制的にするものでも、できるものでもありません。

その人に、取り組んでみようという、決意が生じた時がその時です。

しかし、思い出すのも恐ろしい恐怖の体験をされた方もおられるかもしれません。

そのような恐怖の過去にいつ向き合うのかは、ご自身の気持ちや判断が正確です。

様々な感情を、善・悪、又は、ポジティブ・ネガティブと区別して、

悪やネガティブと判断した恐れや怒りや嫉妬や悲しみの感情を、恐れたり、非難したり、

恥じたりして抑圧し、感じきることをしないことで、恐れや怒りや嫉妬心や悲しみが蓄積してゆき、

心身の様々な問題が生じてゆきます。

体を流れる様々なエネルギーや活力が低下してゆきます。

肉体の様々な病気やうつ病になる人もでてきます。



私も永年そうでした。 大学の３年生のときから４～５年間は、うつ病に苦しみました。

私も昨年末から、恐れの感情を感じきることを実践しはじめ、効果を実感しつつあります。

この方法は、時間をかければ、私のような繊細で気の弱い者でも出来るようです。

昭和の中頃までは、戦争が続き、男が泣いたり恐れたりすることが許されなかった時代もありました。

男性も女性も、自然な感情表現がゆるされなかった時代のなごりが、今でも根強く継承されています。

しかし、今は違います。 個人の自由で、どのような生き方でも選択できる可能性に満ちています。

教育界は残念ながら、まだ、感情を重視することを教える段階にきていませんが、

あらゆる感情を経験しながら、心のバランスを保ってゆく生き方もあるのです。

おもいきり泣いたらスーとした。

おもいきり怒ったらスッキリして後が残らない。

などの経験をされた方は多いのではないでしょうか。

同様に、おもいきり怖がったら怖さが軽減するのです。

私達が何かに怯えている子供に接する時、非難するでしょうか。

私が子供の頃は、男が泣いたり怯えるのは恥ずかしいことだという社会通念がありましたが、

今は、心配しなくても大丈夫だよ、と優しくいたわる人が増えつつあるのではないでしょうか。

子供は恐れを充分に体験することによって、恐れになれてゆきます。

子供には、思い切り泣いたり、怒ったり、させてあげて下さい。

子供が怖がっていれば、あなたは怖い気持ちよりも強いのだから、怖くても大丈夫よ、

と言ってあげてください。 恐れの感情を怖がらせないでください。

恐れの感情を感じきり、理解し、解放する習慣をつけさせてあげてください。

自らの恐れの感情にも、同様に優しい接し方で感じきることを心掛けてください。

恐れを感じきる過程で、恐れや恐れの対象を理解するゆとりが生まれます。

自らの恐れに優しく向き合うほど、理解が深まり、恐れを和らげ、解放することができます。

悲しんだり、怖がったりすることは、相手にぶつけなくてもできます。

相手に言う場合でも、正直に伝えることができます。

しかし、怒ることは、多くの経験と知恵が必要だと思います。

感情の成熟した人が、ユーモアで包んだり、機知に富んだ言葉で表現するのには感心してしまいます。

相手にぶつけずにおもいきり怒りを発散する場合は、自分なりの方法を見つける必要があります。

しかし、愛のある伴侶や家族間では、怒りを思い切りぶつけ合うことが適切な場合があるかもしれません。

湧いてくる恐れに直面し感じきるということに習熟してゆくと、

次の段階に入る準備ができたことになります。

潜在していた大きな恐れの感情が、解放を求めて湧き出でくることがあります。

その時は、感じようとしてください。 潜在していた恐れの感情を解放するチャンスでもあるのです。

感じきるには、３０分から１時間ほど、あるいはそれ以上かかるかも知れませんが、

チャレンジしてみてください。

また、意識的に、過去の大きな恐れの体験を思い出し、感じきり解放してゆくという方法もあります。

人によっては、思い出すのも恐ろしくて、心の深淵に封印している恐怖の経験があるかもしれません。

そのような過去の状況にイメージの中で入り込み、恐怖を再体験して解放してゆくのです。



恐れを抱擁できるようになると、自然と勇気が湧いてきます。

私は、恐れは勇気を出して克服すべきものだと思っていました。

高校生の頃は、勇気にあこがれ、勇気のある人を尊敬し、うらやましく思っていました。

しかし、自分にはどのような恐れでも抱擁できる内面の力があることを知って、

昨年末から、恐れを受け入れ、恐れを感じ、恐れを解放し、恐れと共存する生き方を実践してみると、

今まで恐れて出来なかった自己主張や自己表現をする勇気が、自然に湧き出てくることに気づきました。

大きな勇気を気張って出す必要がなく、適度な勇気が自然に湧いてくることに気づきました。

恐れはなくなっていないのですが、身動きができるのです。

恐れの全てのケースでそうなるには至っていませんが、そのような体験が増していっているようです。

怒りや嫉妬心や劣等感も、人の心の苦悩を増す大きな問題ですが、

ここでは詳しい記述を省略させていただきます。

④ 自分の望みをイメージして喜びを感じてください。

テレビのドラマの人物になったつもりで感情が湧いたり、

過去の自分を思い出してその時の感情を体験したりできるように、

なりたい未来の出来事を体験している自分を想像して、

そうなっている時の自分の感情を体験することができます。

達成したい目標を達成している自分の感情を体験することができます。

過去に体験した覚えのない恐怖の状況のイメージが湧いてくるかもしれません。

どのような恐怖の状況が浮かんできても、湧いてきたイメージの状況から逃げずに直面し、

恐怖を体験することに集中して感じきってゆくのです。

どのような恐怖の体験でも感じきり、解放してゆくことのできる能力は、全ての人に備わっています。

過去の恐れに直面し、感じきり、解放しようという決意ができた時が、それを始める時です。

しかし、どうしてもしなければならない、ということではなく、決意された方が取り組む方法です。

取り組む必要のない方もおられることでしょう。

感情エネルギーの平等性

感情エネルギーは、物質的な測定器で計測できませんが、実感できる確かなエネルギーです。

全ての人の感情エネルギーは同質です。

国籍が違っても、聖者も罪人も、大人も子供も、健康でも病弱でも、感情エネルギーは同質です。

人間の本質的な、思考エネルギーや感情エネルギーは同質です。

人は、見た目や態度や能力や肉体で人を差別しますが、愛や喜びや恐れや悲しみの感情は同質です。

人の苦悩の主な原因は、周波数の低い感情エネルギーの片寄りや、停滞だと思っています。

人の幸せ感や充実感は、周波数の高い、愛や喜びの感情の実感や、全ての感情エネルギーの循環から

得られると思っています。

肉体の状態や、思考の使い方や、感情の停滞などが原因して、感情の感じ方には差が出るようですが、

感情エネルギーそのものは、全ての人に共通した同質のエネルギーです。



私の育った家庭環境

私は、昨年末から、恐れの感情から逃げずに感じきることに努めてきましたが、次第に、全ての感情を

受け入れて、人間らしく生きるという生き方をしてゆきたい、と思うようになってきました。

私は、結婚するまで教育者だった祖母が、戦前の学校教育や家族制度を強要する家庭で育ちました。

勉強しなさい、勉強しなさい、と常に言われ続ける毎日でしたが、幸いにして暴力のない家庭でした。

当時の社会規律を順守し、よく勉強して、立派な社会人になることが求められました。

しかし、人の感情に対する思いやりが希薄で、自由な感情表現ができない家庭環境でした。

それをするべきです、それをしてはいけません、という言葉が常に祖母の口から出ていました。

父は、我慢強く、当時の社会規律を順守することに努め、社会人としても成功しましたが、

家庭では寡黙で、心の底では深く母を愛していても、いたわりの言葉や、愛情表現をすることは

ありませんでした。 当時の社会規律では、愛情でさえ、自由に感情表現することは男らしくないと

されていたのでしょう。

当時の母は、祖母の信奉する家庭作法に関しての非難に耐えることが精いっぱいで、

３人の子供たちに充分な愛情をそそげる心理状態ではなかったようです。

当時の社会規律では、目上の人に口ごたえすることは、悪いことでした。

目上の人が怒ることは許されましたが、目下の人が反抗することは悪いことでした。

当時は、信条や規律の順守が尊ばれ、自然な感情表現が抑圧される社会風潮でした。

私は幸いにして、勉強だけは強く強要されましたが、遊びや趣味は自由に何でもさせてもらえました。

しかし、母は、教育者だった祖母と、士族の祖父と父の家庭に嫁いできて、その家風に順応することが

できませんでした。 祖母と母の不調和の感情が、毎日のように家庭内に流れていました。

父は祖母が正論を言っているだけに、黙認していました。

母は口ごたえをせずに耐えていました。

もし、そうなりたい目標や、ほしい物があるのならば、好きな家族や友人にプレゼントしたいことや、

手助けしたいことなどがあるのなら、ほしいものを得ている自分や、プレゼントをしているところや、

手助けをしているところを想像してください。

自然と想像でき、喜びの感情が湧いてくるのならば、喜びをかみしめながら想像してください。

その喜びの感情をなんども感じてください。 喜びが生じることは、何でも想像してください。

そうしていれば、実行しようという衝動が生じた時は、直ちに実行してしまいます。

喜びながら実行してしまいます。 そして感謝されてまた喜んでしまいます。

このことは、喜びや愛や感謝心の湧いた時には、誰もが自然に行っていることです。

子供にすること、孫にすること、母や父にすること、兄弟にすること、親戚や友人にすること、

同僚や近隣の人にすること、自分にすること、日常の小さな喜びも大切にして積み重ねてください。

喜びの気持が湧くことならば、ためらわらずに何でも想像してください。 喜びを感じてください。

喜びの感情が多いほど、恐れや、怒りや、悲しみや嫉妬心が生じても、それらを抱擁して癒し、

共存して生きてゆくことが容易になってゆくはずです。

接する人々に喜びの気持ちを伝播してゆく人になってゆくのは素晴らしいことです。

達成したい目標があるのなら、その目標を達成している状況をイメージしてください。

イメージして喜びや達成感を充分に感じてください。

経営者の方々は、大きな目標も、自然とそのようにして達成してこられたことと思います。

イメージして喜びの感情が湧き出ることなら何でもイメージし、喜びを感じてください。



私も、当時は、母にもいたらぬことが多いと批判的でしたが、成人して理解が深まってくると、

士族や教育者の規律を強要され続けた母に同情するようになりました。

今から思えば、当時の勤勉を重視し、自由な感情表現が少なく、非難の言葉が多い

家庭環境は、物質的な豊かさにもかかわらず、心の重圧が多いものであったと思えるのです。

父は、会社でのストレスを一人で耐え、家族に発散することはありませんでした。

近所にいた叔母の介在が、家族全員の心の安定をささえてくれていました。

私は成人してからも、勉強を異常に強要し、非難の言葉の多かった祖母を恨んでいた時期がありました。

ささいなことで常に母を非難し、家族の心情を考慮しなかった祖母を思い出した時は非難していました。

しかし、祖母のことや祖母を恨んでいたことは、最近でも私の意識にはほとんど上がってきませんでした。

しかし、昔の記憶をたどりながら、この章を書いているうちに、

常に勤勉や作法を必死で強要していた祖母は、家族の幸せを願い、全力で奮闘していたのだ、

常に自分のことよりも家族のことを優先していたのだ、

当時の社会常識の中で、最善を尽くして家族を立派にしよう、守ろうとしていたのだ、と理解できた時に、

涙がこみあげてきました。

小さな体で私たちのために、全力を尽くしてくれていた祖母を恨んで批判していたことを

すまないと思いました。

祖母の表面的な、言葉や態度を非難して、祖母の内面の心情と動機を思いやることができて

いなかったことに気づきました。 戦時中や戦前の多くの苦難から、恐怖に耐えながら必死で家族を

守ってきた祖母の心情を、戦後育ちの私が知らなかったことに気づきました。

こみあげてくる熱い涙と共に、祖母への恨みの感情が解放されてゆくのを感じました。

祖母が晩年に寝込んだ時、母が真心をこめて、臨終までの１年間ほどを介護したことも思い出しました。

祖母の非難の動機が、いじめではなく、家族を思う熱烈な心情にささえられていたからこそ、

母は、真心から介護することができたのではないかと思いました。

祖母の介護を通じて、２人の心のわだかまりがかなり氷解していったのではないかと思うと、

安堵感や喜びが湧いてきました。

父が会社で奮闘し家族に豊かな生活をさせ、祖母が家庭で最善を尽くしてくれたにもかかわらず、

家族を感情的な面で十分に幸せにすることができなかったのは、

勤勉・忠義・孝行・献身などを強要して、その規範を順守できない人を強く非難する伝統的な生き方

だったと思うのです。

外見的な、礼儀作法を重視して、人の内面の感情を軽視する、伝統的な生き方だったと思うのです。

人を、上下 優劣 善悪 と比較して差別する、伝統的な生き方だったと思うのです。

恐れの感情を感じたり、泣いたりすることを、恥と教えてきた伝統的な生き方だったと思うのです。

知能の発達を重視して、感情の発達を軽視してきた伝統的な生き方だったと思うのです。

そのような生き方が正しいとされ、真面目にそのような生き方をしようと、奮闘してきた多くの人々が

内なる心の平安や喜びを得ることが難しかったのではないでしょうか。

今は、伝統的な生き方を吟味し、継承したいものと変えたいものを選別できる時代です。

無自覚のまま、伝統的な生き方を受け継ぐと、その弊害も無自覚に継承してしまいます。

信奉する主義を人にも勧め、人の思いや感情を軽視する生き方を、私も継承してきました。

恐れの感情を感じることを恐れ、怒りの感情を軽蔑し、自己の自然な感情を軽視しながら、

新しい思想、新しい生き方を模索していきました。

幸いにして、私たちの世代は、伝統的な生き方とアメリカからの民主主義が混合してゆく時代でした。



⑤ 非難の連鎖思考に気づく

愛情を秘めた叱咤激励と、自分の正しさや優位性を得ようとする非難とを区別すべきです。

相手に良くなってほしいと願い、様々な点を考察をしてからする指摘と、

相手の一面だけを見て、見下した感情でする非難とを区別するべきです。

相手に親しみや愛を感じているのか、相手を嫌ったり見下したりしているのかを、知る必要があります。

叱咤激励や指摘は相手の心に響き、事態を良くする可能性がありますが、

見下してする非難は、相手の反発心を招くばかりか、非難する当人の恐怖心や劣等感も増大

させてゆきます。

善・悪 正しい・間違い 優・劣 美・醜 勝・負 好き・嫌い と区別して考えることは誰でもして

いますが、無自覚でいると、相手が悪い、相手が間違っている、相手に○○が欠けているといった

非難思考をしてしまいがちです。

家庭教育や学校教育から、正しい、間違っている、と分類する考え方を継承していくようです。

高尚と思える宗教家の非難も、児童の非難も、自分の方が正しいと主張するならば、

心理的構図は同じで、相手の心を傷つけ、自分自身の心も傷ついてゆきます。

自然に湧き出る感情は、抑圧するべきではありませんが、自己の恐怖心や劣等感を減らしたいのならば、

非難の思考習慣を意識して減らしてゆく必要があります。

非難の思考習慣は自己の肉体にも向けられます。

肉体の嫌いな部分や弱い部分を嫌ったり恥じたりして非難の思いを持つと、

肉体がダメージを受ける上に、感情もダメージを受けています。

学生運動、ヒッピー、などが流行し、封建主義から自由主義への移行期の混乱の時代でした。

大学に入ってからは、ケネディ大統領に憧れ、理想主義を追求していきましたが、

理想と現実のギャップは大きいものでした。

体を鍛えようと柔道部に入りましたが、柔道の練習に行くときに次第に恐怖心が増してゆくように

なりました。 そして、大学３年の時に突然に全ての感情が鈍化しました。

当時は、うつ病という認識が医学会には無く、不明な精神的障害に陥ったことを恐れました。

以降は、それなりに全力で頑張っては来ましたが、健康面でも、経済面でも不調の多い人生でした。

しかし、自分が納得できる生き方の探索は続けてゆきました。

そして、今は、自分の自然な感情を充分に感じる生き方してゆきたいという望みが膨らんでいる

ところなのです。

私が今、始めようとしている生き方は、私が選択した一つの生き方であり、

この世界には多様な思想や生き方があり、幸せの基準も多様に存在しています。

幸せの基準や人生の目標も、人それぞれで、非常に多様です。

１つの宗教、１つの国家思想が、人々の自由な生き方を束縛した時代から、

個人個人が、各自の内面からの思いや直感で、生き方を選ぶ時代になってきています。

学校教育や社会常識は従来の伝統を濃厚に継承していますが、

革新的な経営者や一部の思想家や独創的なアーチストや多くの若い人々は、

自己の直感に従って、自己責任で自分の人生を創造していっているようです。



東海地震の心理的被害の軽減について という趣旨からかなり逸脱した内容になってしまいましたが、

東海地震に対する恐怖心の軽減のためには、上記の①②③④⑤の心理的方法をお勧めいたします。

特に③の恐怖心の対処の仕方をお勧めいたします。

このことは私にとっては新しいチャレンジですが、経験豊かな多くの方にとっては、十分に経験済みで

体得しておられる方も多いのではないでしょうか。

秀でたスポーツマンや経営者の方が、対戦前の恐怖心や人と対面する恐怖心のことを、正直に言って

おられることを何度か本やテレビで見聞きしてきました。

東海地震発生の可能性が報道されるようになった時、

地震のことを考えていると、家が壊れる、工場や機械が破損する、愛する家族が死傷する、

などの最悪の事態が浮かんでくるかもしれません。

最悪の事態の思いやイメージが浮かんできても、逃げないで感じきってください。

どうしても、感じきれない時は、無理をしないで、過去の愛や感謝の出来事に浸って心を癒したり、

過去の奮闘の出来事から力を得るのが適切かもしれません。

ご自身の感覚や直感に従ってください。 ご自身の感覚や直感がもっとも正確です。

恐れを感じきることに習熟してゆくと、愛する家族や親しい人々と協力して万全の防災対策をして

地震に対処する様々な方策が気概を伴って生じてくるかもしれません。

地震に対処する様々な方策が浮かんで来たら、ベストと思える方策を選択することができます。

恐れの感情を感じきることに習熟してゆくと、３０年以上続いた東海地震の脅威のために、着手できな

かった家族計画や生産計画や設備計画のイメージが浮かんでくるかもしれません。

喜ばしい地震後のイメージが湧いてきたら、何度もそのイメージに浸って、そのイメージを感じてください。

何度も何度もイメージと共に喜びや希望の感情に浸ってください。

経営者の多くの方々は、大きな苦難を乗り切った後に、大きな飛躍ができたことを、何度も経験して

おられるのではないでしょうか。

東海地震が最大の苦難ならば、乗り切った後には最大の飛躍がくるのではないでしょうか。

ぜひ、地震後の大飛躍のイメージを育んでください、感じてください。

日常生活で、愛や喜びや楽しみの思いを持ったり、怒りや、抗議や、反発や、不満の思いを持つことは、

自然なことだと思います。

しかし、日常生活で、怒りや、抗議や、反発や、不満や、自己卑下の思いが極端に多い場合は、

①②③④の心理的方法を実行しながら、特に③の方法を実行しながら、非難癖の修正に取り組んで

ゆくことが望ましいのではないかと思っています。

私も、相手の一面だけを見て、相手の背景や心情を考慮しない非難の思いや発言をすることを、

なんの疑いもなく続けてきました。

自分は正しいことを言っている、事実を見ていると信じて、その弊害に気づけませんでした。

非難される人よりも、非難をする人の方が、より大きな心身の弊害を受けることを知りませんでした。

数年前まで、胃が弱い、胃が弱いと思うことが習慣で、更に胃を衰弱させていました。

肉体には自然治癒力があり、非難の思考習慣が自然治癒力を弱めることを重視していませんでした。

今は、習慣となっている非難癖を自覚することから始めています。



東海地震の発生前でも、発生後でも、恐怖や苦悩や悲しみから救われたいと願われた時には、

今まで述べてきたような方法もあることを知っていてください。

しかし、今まで述べてきた方法は一例で、解決策は多様に存在しています。

自己の経験や直感・家族、友人、カウンセラーからのアドバイス・心理学・宗教・精神世界などからの、

多様な解決策があります。

人それぞれの、その時期に最適の解決策が常に存在しています。

それを見つけるためには、ご自身の経験と浮かんでくる直感が最も信頼できるものです。

ご自身の思いや直感を信頼して捜してください。

東海地震の発生時に、どのようなパニックになるのかは人によって様々でしょう。

それらのことは私には想像できませんが、どのような事態や心理的パニックに襲われようとも、

適切に事態を切り抜ける方策や活力が、必ず内面から湧き上ってくることを確信していてください。

過去の試練に奮闘し、乗り越えてきたご自身を信頼してください。

ご自身の意識に生じてくる、アイデアや衝動を信頼してください。

内面の力と知恵は全ての人に内在しています。

ご自身の思いや直感を信頼してください。

その示唆に従ってください。

皆様のご健闘とご安泰と躍進を信じつつお祈り申しあげます。

２０１５年４月１６日 明日香地震気象研究所 松本安生

実際に東海地震が発生した時の、臨場の恐怖やパニックは体験しなければ分かりません。

しかし、普段の生活で、恐怖に直面した時の対処法を習熟していると、最大の恐怖のパニックの時でも

最も適切な判断をすることができる可能性が高まるはずです。

できれば、今からでも、恐れの感情を必要以上に恐れず、恐れを感じきるという心の操作に取り組み、

恐れの感情を解放する生き方を始めてください。

恐れから逃げたり、恐れを悪者あつかいにしたり、恐れを封印する生き方をやめ、恐れに呑み込まれず、

恐れを感じきり、恐れを理解し、恐れを和らげ、恐れと適切に共存する生き方を目指してください。

私達には、恐れを感じきり和らげることのできる天性の能力が備わっています。

この能力がない人は一人もいません。

その能力があることを教わっていないだけです。

試してみると分かります。 恐怖が和らぎ、喜びや安心感や自信が増してゆくことが。

恐れと共存できるようになってきたら、意識して喜びや情熱の湧くことを始めてください。

喜びや情熱を感じることのできる事柄に、意識を集中するように努めてください。

喜びや情熱を感じることのできる新たなチャレンジを始めてください。

ご自身に関係する人が、喜びや情熱を感じているならば、その活動やチャレンジを応援してください。


