
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、様々な苦しみや病気の根本原因ともいえるものです。

恐れの感情を、どう理解し、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。

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。

病気、お金の欠乏、成績・成果・事業の失敗、敗北、離別、災害、事故、紛争、人からの非難・軽蔑、

自己の恐れや怒りの感情、才能や能力、容姿の問題、死の恐怖、神の罰、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。

恐れをさけようとして攻撃的になる場合もあります。

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。

恐れにより、みぞおちや胸やのどがしめつけられたり、顔や頭がこわばったりします。

胃やみぞおちあたりから恐れの感情が湧き出てくる場合もあります。

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。

恐れを感じながらも、ハート（心臓）のあたりに意識を集中していてください。

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。

恐れの感情そのものを恐れなくなり、恐れが増加したり、潜在したりしてゆくことがなくなってゆきます。

恐れのせいで仕事上の問題の解決を後回しにしていた習慣をやめ、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機微力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。

何時かはしようと思っていた新しい趣味やチャレンジを、始めるようになるかもしれません。

東海地震の心理的被害の軽減について では、①②③④⑤の章で、恐怖心を軽減し、

喜びや充実感を増してゆく、心理的方法をお勧めしてきました。

しかし、私も、昨年末から③章の恐怖心を感じきることを実践し始めたばかりで、実証例が少なく、

理論ばかりが多く、説得力に欠けていたことと思います。

私は特に③章と⑤章の心理的方法を重視して実践してきました。

そして、今までの実践の結果、心理的、肉体的な好ましい変化を実感し、③章と⑤章を修正すべきだ

との思いが強くなってきました。

そこで、この東海地震の心理的被害の軽減について② を追加作成することにいたしました。

⑥肉体をいたわり、肉体の感覚を大切にする ⑦「ありがとう」と言う習慣をつける

⑧東日本大震災のトラウマの軽減に必要なこと も追加いたしました。



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、後悔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。

亡くなった人を思い出した時は、我慢しないでおもいきり泣いてください。

長い期間にわたって充分に悲しみ、泣いた後には、その人への愛が浮上してきます。

愛しているよ、今でも、いつまでも愛しているよ、との真実の思いを心で何度も叫んでください。

後悔や悲しみが涙とともに少しずつ解放され、愛が涙と共に膨らんでゆくのは自然な流れだと思います。

悲しみは時間の経過と共に解放されてゆきますが、その人への愛がなくなることは決してありません。

子供は、様々な感情を自由に感じ、表現し、解放しますが、成長していく過程の家庭環境や社会通念で、

感情の取り扱いには様々な制限が加わってゆきます。

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。

愛や思いやりや自信や喜びの感情も薄れたり感じられなくなってゆきます。

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。

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。

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、知育を重視していて、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、すね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。

自然な呼吸を心掛けて、ハート（心臓）に意識をおきながら感じきってください。

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。

相手に悲しんだり、怖がったりしていることを言う場合でも、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。

感情のあつかいに成熟した人が、怒りを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

必要があることも多いのではないでしょうか。

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、

潜在していた大きな恐れの思いと感情が、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、１時間ほど、あるいは１日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。

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精神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。

恐れのために、問題の解決を先送りする永年の習慣も減ってきました。

何かにつけて言い訳する習慣も減りつつあります。

相手の言動を理解しようとすることも増えつつあります。

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。

重要な決断は、十分に恐れを感じた後にすると、適切な判断が出来るように思います。

怒りや嫉妬心や罪悪感や劣等感や無力感の蓄積も、人の心の苦悩を増す大きな問題ですが、

その存在を認め、それらの思いが浮上してきた時は、抵抗せずに感じてみるという対処法は共通して

いますが、ここでは詳しい記述を省略させていただきます。

⑤ 非難の連鎖思考に気づく

愛情を秘めた叱咤激励と、怒りにまかせてする非難とを区別するべきです。

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、

自分の正しさや優位性を得ようとする、見下した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、非難する当人の心身の不調を増大させ、

喜びや活力を減少させてゆきます。



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

非難思考を連鎖的にしてしまいがちです。 様々な人の悪口ばかりを言うこともそうです。

家庭教育や学校教育から、正しい、間違っている、優れている、劣っている、と比較する考え方を

継承していくようです。

数学や科学の分野では、正誤、の考え方は正解ですが、多様な考え方や感じ方や価値観や思想や

宗教観が混在するこの世界で、人の表面的な言動に対して正誤を判断する思考習慣は自戒すべきです。

高尚と思える宗教家の非難も、児童の非難も、自分の方が優れている、正しい、と主張するだけならば、

心理的構図は同じで、相手ばかりか、自分自身の心身をも傷つけるだけで、何の解決ももたらしません。

自然に湧き出る感情は、抑圧せずに感じきるべきですが、喜びや気力を増したいのならば、

非難の思考習慣に自覚して気づき、非難思考を減らしてゆく必要があります。

幼い頃に、非難の言葉を多く受けながら育ったり、暴力や折檻を受けて育った人たちが持つことの多い、

蓄積された強い恐怖心が生む、強烈な怒りをともなった非難の連鎖思考は、深刻な苦悩を継続させます。

しかし、あまりに問題が大きすぎるので、ここではそのことにはふれないでおきたいと思います。

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、非難の思いを頻繁に持つと、

肉体がさらにダメージを受ける上に、愛や気力も減少してゆきます。

私達は、人には思いやりや愛や感謝心を持つことの大切さを教わってきましたが、

自分の肉体に対して思いやりや愛や感謝心を持つことの大切さを教わってこなかったのです。

自己の肉体を、自分の子供を愛するように、いたわり、励まし、好きになることが、健康の秘訣のようです。

日常生活で、愛や喜びや感動の思いなどと、怒りや、心配や、悲しみの思いなどが、交錯することは、

自然なことで、その瞬間、瞬間のエネルギーの動きの変化を充実感として感じて生きているといえます。

しかし、日常生活で、非難の思いや言葉が多ければ多いほど、感情エネルギーは停滞し、喜びや充実感

を感じることがむつかしくなってゆきます。 気力の湧出も阻害されてしまいます。

私も、相手の一面だけを見て、相手の背景や心情を充分に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。

マスメデイアの報道で知る、様々な事柄の登場人物を非難することは、日常的でした。

自分の優越性を感じようとする動機が根底にあることに気づけませんでした。

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。

様々な感情エネルギーが停滞し、苦悩が増してゆき、気力の湧出が阻害され、充実感が感じられなく

なってゆくことを知りませんでした。

また、肉体に対する非難思考も無自覚に続けていました。

数年前まで、胃の弱さをなさけなく思ったり、体の気に入らない箇所を思うことが習慣化していました。

体の悪くない部分はあたりまえのことと思い、感謝することはありませんでした。

筋肉の弱いところを強化したり、柔軟性を高めようと、様々な健康法も工夫してきました。

しかし、どんな健康法を試みても改善できませんでした。

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、更に体を弱めることに気づいて

いませんでした。

今は、習慣となっている様々な非難癖を自覚することから始めています。

肉体の弱い部分をいたわり愛し、元気な部分に感謝することも始めています。



⑥ 肉体をいたわり、肉体の感覚を大切にする。

肉体の健康には、肉体の自然治癒力を信頼することが大切です。

肉体の健康には、わが子に接するように、肉体を愛したり思いやることが大切です。

私達は、自分の肉体の気に入った部分は誇らしく思うけれども、気に入らない部分をうとましく思う

ことを習慣化しています。 気に入らない部分をうとましく思うことはあたりまえだと思っています。

人に対して愛や思いやりを持つことは、誰からも賞賛されますが、自分の肉体を愛したり、感謝する

ことは、現在の社会常識では、あまり賞賛されないばかりか、自己中な人と思われるかもしれません。

しかし、健康になりたければ、自分の肉体の気にいらない部分も思いやり愛することが大切です。

誇らしい部分を愛することは簡単ですが、気に入らない部分も愛したり、感謝するのです。

でも、自分の肉体の気に入らない部分をうとましく思う気持ちは無くせません。

社会生活の中で他人と比較して、肉体の気に入らない部分が生じるのはしかたのないことです。

うとましく思う気持ちを無くすのではなく、新たに、気に入らない部分を愛することを始めるのです。

うとましく思う気持ちが湧いてきても無くそうとはせずに湧くがままにしていて、その思いに気づきながら

愛することを始めるのです。 私達の愛は、体の気に入らない部分も愛することができるのです。

愛情が生じない場合は、「ありがとう、ありがとう」とアファメーションしてください。

その時の自然体の気持ちでいいのです。 ただ、「ありがとう、ありがとう」と連呼してください。

痛みや不快感のある部分に意識を集中して思いやりや愛や感謝を注ぐことも始めてください。

わが子や大好きな人に向ける愛情を注いであげてください。

愛してる 愛してる 愛してる と心をこめてつぶやきながら愛を注いでください。

あるいは、ありがとう、ありがとう と言いながら、意識を、痛みや不快感のある部分に注いでください。

私達の思いやりや、愛や、感謝は、肉体を癒す力も秘めているのです。

試してみると分かります。

痛みや不快感を避けようとした場合と、痛みや不快感のある部分に愛や感謝を注いだ場合とを、

実際に体験して比較してみることをお勧めいたします。

恐れや怒りや悲しみなどの感情エネルギーの停滞や蓄積も肉体を硬化させ、自然治癒力を阻害します。

食物からの栄養は肉体の健康には大切で、適度な運動やマッサージも肉体の健康には有効ですが、

嬉しいことがあれば体も元気になり、恐怖心や心配が蓄積すれば病気になるように、肉体は、感情エネル

ギーの停滞や蓄積に敏感に反応して、自然治癒力の低下や、筋肉の収縮を引き起こします。

非難の思いや感情の停滞の肉体への弊害を、現在の医学は十分に認識していません。

愛や感謝やユーモアがもたらす暖かい感情エネルギーは、肉体の緊張をほぐし滋養を与えます。

肉体の感覚を大切にしてください。

頭脳の考える能力が重視され過ぎていて、肉体の感覚の感受性が軽視され過ぎています。

視覚や聴覚や味覚や臭覚や触覚の五感の鋭敏さが鈍ってはいないでしょうか。

心地よく立ったり、座ったり、散歩したりする筋肉の要求を満たしているでしょうか。

五感の感覚、筋肉の動き、喜怒哀楽の感情や、気とも言われる生命エネルギーや、セクシャルエネル

ギーが肉体の中で流れているのを感知する時、生きている実感、充実感として感じることができます。

仕事や研究や人間関係やテレビやパソコンやスマートフォンなどの活動に意識がいきすぎていて、

肉体で感知される様々な感覚や感受性をおろそかにしていないでしょうか。

愛や喜びや心地良さや充実感などは全て、肉体を通じて内面で感じることができるのです。

仕事や研究や人間関係の最中でも、常に肉体の感覚や感性を意識することも大切にしていてください。



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、

特に③恐怖心の対処の仕方と、⑤非難の連鎖思考に気づくと、⑥肉体をいたわり肉体の感覚を

大切にする、をお勧めいたします。

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。

恐れを感じきることで得られる、愛や安らぎや気力や自信や勇気を育んでください。

私達には、恐れを感じきり和らげることのできる天性の精神力が備わっています。

この精神力がない人は一人もいません。 その精神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、愛や気力や安心感や自信が増してゆくことが。

自然な呼吸を育んでください。

呼吸の大切さは古来より、宗教修行、ヨガ、武道などでも伝承されてきています。

自然なゆったりとした深い呼吸は、生命エネルギーの湧出には欠かせないものです。

恐怖心のせいで、息を止めたり、ひそめることが多く、浅い呼吸が習慣化していないでしょうか。

永年の恐怖心のせいで、のどや胸やみぞおちあたりの筋肉がこわばり、大きな呼吸がしづらくなって

いないでしょうか。 のどや胸やみぞおちあたりのこわばった部分に、愛や静かな意識を注ぎながら、

のどや胸やみぞおちで大きな呼吸をすることに努めて、こわばりをほぐしていってください。

呼吸を胸とのどでする習慣もつけていってください。

こわばった部分に「愛しているよ 愛しているよ」と言いながら大きな呼吸をするのも効果的です。

あるいは、こわばった部分に、静かに意識を向けて、大きな呼吸をすることを習慣化していってください。

その過程で、不快感や恐怖心が生じてきても、抵抗せずに感じきってください。

のどや胸やみぞおちのこわばりがほぐれてゆけば、腹式呼吸を含む全身呼吸となります。

のどや首まわりやあごをリラックスしながら首をまっすぐにすることに努めてください。

自然な呼吸をのどまで引き上げることに努めてください。

首回りのこわばりがほぐれてゆくと、自然と姿勢が良くなってゆき、体の爽快感がましてゆきます。

宗教修行、ヨガ、武道、スポーツなどでは、呼吸の重要性は説かれますが、

日常生活での自然な深い呼吸の大切さが、軽視されすぎています。

赤ちゃんは、全身で自然な深いリズミカルな心地よい呼吸をしています。

自然な心地よい深い呼吸は、もとから肉体にそなわったもので、生命エネルギーを湧出させます。

全身で呼吸をする試みを習慣化し、自然な呼吸を誘発していってください。

自然にひらめく、ご自身の直感も大切にして信頼してください。

私達は、あまりにも、権威ある人の指示に従うように、子供の頃からマインドコントロールされ過ぎてきて、

最も頼りになる、自己の直感や判断力に頼ることを教わってこなかったのです。

肉体を愛し、肉体の感覚に鋭敏になり、全ての感情を感じきることや、ゆったりとした自然な呼吸を

心掛けることで、直感の湧出もスムースになり、判断力も適切になってゆくようです。



恐怖心を敵と考えたり、克服するものと考えたりして、恐怖心を無くそうとして画策するから、

恐怖心が増大したり、潜在したりして、苦悩やトラブルが生じてゆくのです。

自分には、恐れを感じきり和らげることのできる天性の精神力が存在することを信じられたら、

恐れに直面し、愛や気力や自信を増しながら恐れと共存することを習慣化することができます。

それには、まず試してみなければなりません。

経験して実感を積みかねてゆけば、その確信を深めてゆけます。

アスリートの方が、演技や競技をする直前に、恐怖心に抵抗すると、恐怖心は更に強まってゆき、

筋肉の委縮が生じてしまいますが、演技に対する恐怖心や多くの人の期待に応えなければならない

プレッシャーを緊張感として受け入れ、生じてくる恐怖やプレッシャーに抵抗しないで感じきることで、

気力が充実し恐怖心やプレッシャーも解放されてゆきます。

ゆっくりと大きな自然な呼吸をすることに努め、恐怖心を緊張感として感じるようにしてください。

そうすれば、演技を始める時には、恐怖心を忘れて気力に溢れて演技や競技に集中することができ、

より良い結果を得ることができると思います。 また、充実感を感じて全力で演技や競技に集中できた

ことから生じる満足感も得られるのではないかと思います。

私達が遊園地の恐怖マシーンや恐怖映画を体験する時は、絶対に自分は安全だという思いに支えられ

ているからこそ、恐怖心をスリル感として楽しむことができるのです。

小さな子供は高く放り上げられると喜びます。

滑り台、ブランコ、ドライブ、スキー、スカイダイブ、なども恐怖心をスリル感として楽しみます。

元気な子供や青年は、好奇心を持った新しい体験に、スリル感を感じつつ飛び込みますが、

成長して、恐怖心に捕われることが多くなるにつれて、自発的なチャレンジ精神は消失してゆきます。

恐怖心を感じきることを習慣化できれば、チャレンジ精神も復活してくるにちがいありません。

仕事の場合を考察してみると、恐れから逃げようとしてする判断と、

恐れに直面し、恐れの状況を客観的に理解しながらする判断との違いは歴然としています。

恐れから逃げようとしてする判断の結果は、解決を先送りしたり、自己弁解や責任転嫁をしたりして、

様々なトラブルを生んでゆくことが多いものですが、恐れに直面した後にする判断の結果は、

状況の根本的な解決につながってゆく可能性が高いのではないでしょうか。

恐れに直面していると、自然と気力や勇気が湧いてきて、適切に事態を解決するアイディアや直感が

浮かびやすくなるようです。

相手の考えや気持ちを察する機微力や思いやりも増してゆくようです。

今日の企業経営には、変化、変革が欠かせないのではないでしょうか。

私が若い頃の経済の高度成長期には『継続は力なり』という言葉を多くの経営者が言っていましたが、

今の変化の激しい社会情勢では、常に変化しつつ成長することが必須のようです。

組織は、ともすれば恐怖心による自己保全意識が蔓延してゆき、柔軟に新しい変化を起こし続けることが

難しくなってゆくようです。

恐怖心に捕われていると自発的に新しい体験に飛び込めないのです。

『競争社会で企業が存続、繁栄してゆくためには、危機感を持つ必要がある』という言葉をよく聞きますが

企業の厳しい状況を知って生じてくる恐怖心を受け入れ、恐怖心を危機感として十分に感じきれる人は、

気力やアイディアが湧き、モチベーションが高まってゆくのではないかと思っています。

一体感や協調性も増してゆき、新しいチャレンジへと先導してゆく人になるのではないでしょうか。

経営危機に陥った企業が、トップの方が代ってから見事に再建した実例を、数多くニュースで見聞きして

きましたが、そのトップの方は、恐怖心の対処の仕方に成熟してしておられたのではないでしょうか。



日本の多くの企業が、東海地震という大災害により、巨大なプレッシャーに見舞われます。

多くの企業が、そのプレッシャーの最中で、最大限の知恵と活動力を発揮して、組織の変革をなしとげ、

大飛躍の礎を築いていかれるのではないかと思っています。

特に、企業トップの方の機微力と判断力と決断力が問われます。

経験豊かな経営者の方々には、恐怖に直面することに習熟されている方も多いことと思います。

過去に何度も、大きな苦難に遭遇し、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、

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来るのではないでしょうか。

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。

恐れの感情を感じきることを続けていると、気力や積極性やアイデアが湧いてきます。

恐れの感情を感じきることを続けていると、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を続けていると、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希望の感情に浸ってください。

⑧東日本大震災のトラウマの軽減のために必要なこと

東日本大震災から４年が過ぎましたが、多くの方々が未だにそのトラウマから解放されておられない

のではないでしょうか。

愛する家族を失った悲しみや、助けることができなかった罪悪感に未だに苦しんでおられる方も

おられることでしょう。 愛する人を失った悲しみは非常に大きく、耐えがたいものです。

そのような方へアドバイスをするのは、今の私では経験不足で適切でないかもしれません。

そのような苦しみが続いておられる方が、その感情に直面し、深い悲しみや罪悪感を感じきろうと決心

できる時がいつになるのかは分かりません。

その人を思い出すのが怖くて、封印している写真や持ち物があったり、その悲劇の場所に行くことが

できないでいることと思います。

その思いに直面しようという思いが湧いてきたならば、そのことを実行し、湧き上る激しい感情を受けいて

十分に感じきってください。

大丈夫です。 どのような悲痛な悲しみでも、感じきれるだけの大きな力があなたにはあります。

悲しみを感じきるたびに、あなたが感じるのは、その人への愛情が深まってゆくことです。

悲しみを充分に感じ、生じてくる愛情も充分に感じていってください。

しかし、あなたの悲しみや苦悩が深く、私の以上の表現に対して憤りの感情が湧いてくるようでしたら

私の思慮のなさをお許しください。



激しい揺れや、津波に遭遇した恐怖心が、中クラスの地震が発生してもフラッシュバックすることに

悩まされておられるかたも多いことでしょう。

大震災後に頻繁に発生した余震のたびに、恐怖心を感じきることができなくて潜在させてしまったことは

やむをえないことです。

しかし、心の中に封印した恐れは、肉体を硬化させ、様々な自然な感覚や感情を麻痺させています。

地震のたびに、潜在している恐れがフラッシュバックしてきて苦痛を感じます。

今後は、地震の恐怖心が浮上してくるたびに、感じきることに努めてください。

最初は、勇気がいりますが、経験を積んでゆくと、自然と勇気が湧いてくることに気づくようになります。

私達には、どのような恐怖心でも感じきれるだけの精神力が内在しているのです。

試してみれば分かります。 ぜひ、試してください。

地震で恐怖心が発生するのは自然なことです。

地震のトラウマを解消してゆけば、地震による恐怖心の発生が大きな苦痛ではなくなるのです。

今後、大きな地震の揺れに遭遇しても、恐怖心を感じながらも、積極的に判断し、行動できる

ようになっているご自身に気づかれることでしょう。

日常生活で発生してくる様々な恐怖心に対しても、同様に感じきることに努めてください。

恐怖心を抱擁することによって生じてくるチャレンジ精神で、復興活動にはげんでください。

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、私が目指している方法で、解決策や生き方は多様に存在しています。

自己の経験や直感・友人、先輩、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、

多様な解決策や生き方があります。

人それぞれの、その時期に最適の解決策や生き方が常に存在しています。

今までのご自身の経験から培った今の生き方が最も信頼できるものかもしれません。

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判断してください。

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。

内面の精神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、現実に直面してください。

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５月１７日 明日香地震気象研究所 松本安生


