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ごあいさつ□

このたびは本冊子を手にしていただきましてまことに

ありがとうございます。

いきなりで申し訳ないですが、ある時、心理的なショ

ックがあった人を見舞ったら、左上腹部の一部が凹んで

ポッカリ穴が空いていました。そこへ手を当てたら「う

わあ！脳と心の中がぱあ－っと明るくなったー！」とご

本人。私の方がビックリしたのを覚えています。

人間の感情の変化、生活の変遷と共に、それに応じて

背骨や腹、いや体全体が変化しているのをあなたはご存

じですか。そして、そのことがあなたの健康を害したり、

あなたらしさを取り戻すきっかけになることを。

心身セラピーは自然療法です。心身症、ストレス症状、

生活習慣病、原因や病名不明の症状、人間関係の悩みな

ど様々な問題に活用することができます。この冊子では

この手法をご紹介させていただきます。

この方法は机上の空論に類するものではありません。

歴史的背景のある体験的心理療法をベースにしていま

す。「なぜ、心理療法なのか？」それはその実際が分析的

な手法と違い、身体感覚や動きを伴うからです。しかも

大変アナログな経過をたどります。その説明が困難なた

めにあまり知られていません。しかし、この冊子では心

身セラピーが体験化学として成り立つことを多くの実例

と共に解説を試みています。ほとんどすべての人に役立

てていただけます。
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NRT 自然性回復セラピーの指導内容は「整体」と「心

身セラピー」の二つです。整体は身体面、心身セラピーは

心理面に軸足を置いて 、あなたの健康回復を援助しま

す。整体は1983年頃から行っています。心身セラピーは2

000年より少し前から臨床や講座で実用化してきました。

心身セラピーは整体と「体験的心理療法」を融合させ

た体験療法です。融合という意味は、おおよそ心身の自

然に即していると思われる原理が、この二つの指導技術

の根本原理上で重なっていることによります。

体験的心理療法は体の感覚や動き、生命の恒常性にも

着目していますので、私にとってこの二つが一つの現象

に感じられるのはごく自然の成り行きでした。

例えば整体では相手の呼吸に合わせ、即すことを触れ

方の基本として教わります。これは心理療法においてク

ライアントの呼吸が吸気に力が入れば緊張、呼気では安

心傾向を表すと同時に、そのことに即して援助すべきこ

とと重なります。整体体操では「どこを伸展弛緩させ、ど

こに力を集めるか」このバランスの取り方が上手くいく

と、たった一回の体操で姿勢や体調がガラリと変わった

りします。これは心理療法的に「どの心理緊張をゆるめ、

どこに気持ちを集めるか」に重なり、過敏と麻痺(弛緩)

が表裏関係にある生々しい点で原理的に重なります。ま

た体験的心理療法では自然に表出してくる体の動きや感

覚をとても重要な情報として活かそうとします。これは

整体でも全く同じです。

この冊子では整体そのものの詳しい解説を行いませ

ん。けれども人の体に実際に触れて確かめてきたその体

験を元に、これまで解説されてこなかった体験的心理療
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法、心身のつながり方について解説を試みています。

ただ、心身セラピーは大変アナログな作業なものです

から、それがための欠点もあります 。是非ともこの案内

を通して利点の度合いのほうがはるかに大きい事を知っ

て頂きたいと思います。

それから 、表紙に「気づきが…」と表していますよう

に、ご本人の気持ちの注ぎ方が作業上大変重要になりま

す。でも気づきを特別視する必要はありません。

例えば、いつも通る商店街に新店舗ができて「あらっ」

と気づく、鏡を覗いて新しいシミを見つける、これらも

気づきに他なりません。しかし何時に銀行に行って用を

済ませ、午後には大嫌いな PTA の会議に出て、夕飯は…

と様々な要件や目の前に起きる事、先のことに心を奪わ

れる、あるいは何かに真剣に取り組んでいる時には商店

街の新店舗にも気づかなかったりします。

どんな人であれ気付けないことは必ずあるものです。

私は気づきという言葉に初めて出会った時、「気づき？

そんなにも自分は気づけていない？」と不審な気持ちと

反発心にかられたのを覚えています。しかし今は自分を

含め、全てにおいて気付いている人はいないはずと思っ

ています。

ところで、気づきにはちょっと慣れれば誰でもできる

凄さと極めて大きな自己回復の力があります。しかも頭

の良し悪し、地位、職種、年齢性別に関係ありません。商

店街の新店舗ならばしっかり外界を見れば気づくことが

できますし、少し関心度が高ければシミは直ぐに見つけ

ることができるのと同じです。

でも、自分に起きていることだけど関心が薄い側面と
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いうのは誰にでもあります。皮肉なことに、としか言い

ようがありませんが、心身症やストレス症状など問題症

状が起きたときには通常よりは自分に意識を向けやすい

状態になっています。そして、気づきは考えることでは

なく、意識を向けるだけでよいのです。というか「考えな

くてもよい」と言った方がいいかもしれません。

特に体、心(感情)、言葉に一致感が生じる気づきは、身

体症状や悩み事からあなたを解放させる力があります。

気づきのコツを身につけることの価値は、生きる自由度

が広がる、つまり「息することが楽になる」ことにつなが

ります。気づき方のコツについても解説してあります。

問題解決の要点としましては、気づきをきっかけとし

てリラックス状態をシッカリ体感することにあります。

リラックスとは無防備で腑抜けた状態ではありません。

気づけていない緊張を見つけて弛めることができれば、

本来の緊張力が回復して、緊張と弛緩、自律神経の働き、

姿勢のバランスが取れます。このことは身心どちらの面

においても同じことが言えます。

お笑いにおけるボケとツッコミのバランスはその現実

的な象徴の一つでしょう。笑いがナチュラルキラー細胞

を活性化させガンの抑制効力、免疫力向上作用を持つの

も身心のリラックスと関連がありそうです。

その要点は深い呼吸にあります。心身症、ストレス症

状、生活習慣病のどれであっても必ずそうなるにふさわ

しい姿勢、気持ちの動き、呼吸の仕方があるものです。そ

の癖を変えるのではなく、それが自然に変わるようなむ

しろ全体の安定を回復しようというのが心身セラピーで

す。あなたの問題解決に役立てば幸いです。

※<⇒>はリンク記号です。 PC やスマホで閲覧の場合リンク先に飛ぶことができます。

※PCでの閲覧を想定のため、製本版では文字サイズなど不釣り合いな点をご了承下さい。
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［１］心身セラピーとは？□

心身セラピーは人の自然健康を尊重した整体と体験的心理療法を協力させた自
然療法です。この章ではその要点、呼吸から人を眺めてみると心身の密接なつな
がりが分かりやすいこと、心身セラピーの骨子が体験的心理療法であり、体験を
通して心が解放されることについて説明します。

１．オーダーメイドの自然療法を目指す■

▼あなたの何が悪いか？ではなく…

日頃、「あまり思いつめないでね」とか 「心配が過ぎると体に障るから気をつけて
ね」と、私たちは知り合いに声をかけたりします。しかし、ほとんどの人は自分のこと
となるとその病気や症状に心が関与しているとは思いたくないものです。

水面下での自然の適応とは別に、症状の不快要素も合わさって「治らないのは何
が悪いからか？」「どうしてこんな目に…」と、不安混じりにだれでも考えてしまいま
す。このことが「何らかの悪い要素を自分の心が持っている」という思いにつながる
のでしょう。

それは「自分は悪くない」と、つまり心が問題を抱えているとは思いたくない気持ち
からだと思われますが、これは誰でも持ちうるごく当たり前で自然な感情です。人間
の弱さと自癒力を認めようとすると、善悪を決めつけるのは難しくなるのが実際のと
ころではないでしょうか。

生きているということは意識的なようでいて想像以上に無意識の適応をしているも
のです。良くも悪くもです。もののたとえに人間の意識を「氷山の一角」と表現しま
す。確かに水面下の心の営みは分かりにくいものです。これが気づきが尊ばれる
理由の一つでしょう。

無意識とは「無い意識」ではなく、いっぱいあるんだけど「意識できていない、意識
しにくい」という意味と私は解釈しています。そして無意識の中には様々な理由で
体の生理的反応とつながっている仕組みが実際にあります。

そのつながりは私達にとって否定的な側面よりも正当防衛的でその人の自然を守
り維持しようとする作用の方が遙かに大きいのです。むしろ体と心のつながりがある
からこそ、気づきから体が変化する実際を感じることが可能にもなります。そのこと
を実証しているのが体験型の心理セラピーです。

無意識と身体のリンクは誰でも共通のことです。決して心身症を患っている人のみ
のことではありません。この心と身体のつながり方については“[２]心身一如”をはじ
めとしてこの小冊子では様々な角度から解説を試みています。

社会的な問題、犯罪レベルになりますと加害と被害、責任問題が発生します。しか
し心身セラピーでは健康問題においては何が悪いかとか因果関係の求め方だけ
なくとも体や心の自然が取り戻せることを可能にしています。

姿勢保健均整法（[３]私事ですが<⇒>39頁）という療術を編み出した亀井進という人
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が「内臓は本来相互に協力し合い助け合って生きている。それがひどく病的になっ
てくると、いわゆる自分のことしか考えてないみたいな状況になってくる」と言ってい
ます。

それはその内臓の魂胆が悪いという事ではなくて、あまりにアンバランスになり全体
が統制の取れない社会のようになってくると、個々にしか生きるしか手がなくなって
くるのと似た現象です。この状況を変えるのは自然治癒力に対して協力できるよう
に全体にまとまりが回復されることです。

気づこうとするだけでも自然良能作用や自己回復の力が高まってきます。それはあ
なたの何が悪いかを探ることよりも力を持っています。おそらくあなたの自然健康を
守ろうとしている側からしたらどのようにバランスが取れるか、そのことが焦点なので
す。

▼あなたの個別性を重視し、自然を回復

心身症、ストレス症状、生活習慣病という呼び方は、個別の病名ではなくて、ある傾
向性を持った病気群の総称です。ですから「心身症や生活習慣病は治る病気

．

か？治らない病気か？」という問いは、答えるのが大変むずかしい問いになってし
まいます。

その病群の中には大腸、胃、膀胱、胆のうといった袋状の内臓もあれば、肺臓、脾
臓、肝臓、腎臓、心臓などの血液が集まっている臓器もあります。さらには目、耳、
鼻、喉など器官の場合もあるでしょう。

さらには心身症、ストレス症状は心が関与している事は明確なのですから、メンタル
を全く無視して病気を治すとなりますと、病症とつながったメンタル面を残して生理
的に局所を処置することになります。

テレビリモコンのチャンネルを押せばそのチャンネルが映ります。そしてそれを見た
い慾求や理由とチャンネルが存在しています。そしてテレビ自体のスイッチを切れ
ば画面は消えてなくなります。しかしテレビが消えても見たい慾求自体が無くなる
わけではありません。

ちょっと幼稚な比喩になってしまいましたが、「症状のみが消失することは不自然で
はないのか？」という疑問を私は見逃したくないのです。自然性回復セラピー(以後
NRTと略す)では、自然治癒力を信頼しています。

病気は本来の自然な状態から何らかの理由で不自然な状態になってしまっている
のだから、自然を回復すべきという考え方でいます。考えというよりも、整体と体験
型心理療法の両方の経験からそのような発想になってしまったのです。

百人の人が居たら百の体や心や生活があります。その意味で百の自然があっても
いいはずです。NRTはあなたの個別性、自然を重視したオーダーメイドの自然療
法を目指しています。健康は本来自然のものとして丁寧に扱わねばならないと考え
ます。

病名ではなくあなたの中で変化改善しようとしている働きに対して気づきの価値を
充分に活かし、自然治癒力に協力することが改善のコツと考えています。問題に活
用してお釣りが来るくらいの価値、効用があります。この方法の要点を3つにまとめ
ました。
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●● 整体と体験的心理療法を融合させた自然療法
●● 生ものとしての心と体を丸ごと一つで扱う自己回復法

ナマ

●● 問題に対して調和的な態度でのぞみ、気づきの価値を活用

心身セラピーの特徴については、[４]心身セラピーの効用と特徴(43頁)<⇒>、において
体験的心理療法の立場から様々な角度での説明を試みています。

２．呼吸から眺めてみるとココロとカラダが見えてくる■

呼吸から人を眺めてみると、感情や心理の動き－脳－神経－身体の様々なつな
がりが見えてきます。呼吸の型は息の形であり、生き方とつながりがあります。

気づきを通して深くくつろぎ和らいだリラックス状態に至れば身体症状と別れること
が可能であることを想像していただけるでしょう。

あなたの心だけを、あるいは体だけをもってあなたとすることは不自然です。ある血
液は脳のために使い、別のは体に使うということはあり得ません。神経も脳から全身
につながっています。驚いたらハッと息を吸い、ホッとすると息を吐きます。

詰まっていた便がまとまって出てしまうと、息が深くなり体全体が軽くなります。胸が
広がって気分が明るくなります。迷っているときには腰が決まらずそわそわとした動
きになります。不安とともに猜疑心が高まりますと顎を上げたまま目の玉が横に運
動します。

腹が立てば腹直筋が緊張し、おかしくて吹き出すと前かがみになり下腹を絞るよう
にして深く息を吐きます。笑いすぎてお腹の皮がよじれるのですね。そして感情の
抑圧に耐えようとするとき、人は息を吸ったまま堪えています。

こ ら

その衝撃緊張が固定化すれば、息を吸わせる働きを持った神経の周辺は緊張し
たままになってしまいます。息を詰めるということは肋骨全体の動きが固まることにも
なります。肋骨は背骨につながっていますので、脊髄神経周辺の過敏状況によっ
ては人それぞれの個別の問題症状が起きても仕方がありません。

呼吸は様々な感情の動きと連動する性質があります。ちょっと極端ですがテレビの
刑事ドラマなどでは、捕まった犯人が最後に気づけていなかった事実を聞かされ
て、自分の誤った思い込みを悔いたり、過去のありのままの辛さを思い出して号泣
するシーンがあります。

そういうときは背中の力が抜けて床にしゃがみ込み下腹を目一杯絞るようにして、
床を叩きながら悔しそうにして泣いたりします。あれを「泣いている」と受け取らない
で一種の呼吸法だと思えばわかりやすいでしょう。結局笑っているのと同じで吐い
て吐いて吐き切る呼気主体の呼吸法をやっています。

その呼吸法は無意識的な緊張と連なっている体の否定的な緊張が抜けるので、笑
うのと同じことで心身の健康には良い作用があると思われます。それを望んでいる
体が社会にあるからそのようなドラマもある程度の視聴率が取れるのでしょう。それ
が全てとは思えませんが。
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同じ泣くのでも泣くことで何かを訴えたいとか注意を引きたい時には吸気が主体に
なっている時もあります。その呼吸法の違いは感情の動きと確実に連動していま
す。それから涙には体に残ると毒素になる成分が含まれているという研究もありま
す。やはり体には良いようです。

涙の一つも出ないようになっちゃったらまずいかもしれません。たとえ映画やテレビ
でも場面に感動して泣けないよりは泣ける方が健康のためには良いようです。実際
に「悲しくても涙が出なくなって困っています。」と悲壮な顔でフランス人女性が来
たことがありました。

涙腺を抑制する背骨に「そんなに興奮しなさんな」、鼓舞させる腰椎に「おいっ！シ
ッカリしろっ！」みたいな刺激をしていたら涙が出るようになり、涙を流すほどではな
いけど大喜びされたことがありました。そうかと思うとある背骨に触ると涙が出るほど
ゲラゲラと笑い始め、手をパッと離すとピタッと止まる人もいました。背骨というもの
は大変味わい深いものです。

呼吸の話しに戻ります。息を意識的に止めて下腹にこらえると持久力をつける効果
があります。しかし、イジメなど理不尽で攻撃的な抑圧を受けた場合も呼吸を詰め
ますが、この場合は心身共に無意識的な緊張を強いられてしまいます。

でも一度その緊張が解けて弛めば大きな問題が生じることはないです。もしも緊張
が解消されなければどうなるでしょう。そのことは「神経や筋肉は使ったら一度完全
リラックスさせるのが正常性やその強さを保つコツである」という体の仕組みから眺
めれば答えは明白です。

息を吸えば緊張し、吐けば弛むのは極めて自然な体の原理です。運動系、内臓
系、神経系どれにしてもストレスの影響を受けないコツは効率よいリラックスだと言
えるでしょう。

したがって睡眠の質は大切です。神経や筋肉に休息を与えることにその意味があ
るといえるでしょう。また、ドラマや映画を見て感応して笑ったり怒ったり、泣いたりす
るのは、無意識内の緊張を代償的に解放する作用があると思われます。直接自分
の問題は解消できなくても一時的にでも体が共感して呼吸が深くなるのですね。

呼吸は他の内臓と同じように無意識になされています。しかし息を意識化するのは
可能なように人間はできています。体と心の重心を安定させるために古来から東洋
では呼吸法が編み出されました。

ヨガでは下腹にあるとされている丹田を「生理的に心理的にバランスを取る中心
点」としています。そのことの価値と意味は、気づきと共に無意識的緊張から解放さ
れ深い呼吸を取り戻したとき、体にどのようなことが起きるかを感じるとハッキリと自
覚することができます。

あなたにもぜひその実感を味わっていただきたいものです。

３．“今ここ”で起きていることに着目した体験的心理療法■
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ドラマや映画を見て感応することには内部的な緊張を一時的にでも解放する作用
があると先に説明しました。そのことについて体験的心理療法では早くから気づい
ていたようです。現時点での体験、それには意味や価値があると。

そのことから、人が何かを語りながらそれと不一致な動作をしていたり、急に何らか
の身体感覚が生じたとき、それを意識的に体験、吟味すると深い気づきが得られ
る、このことを発見したらしいのです。

例えば、とても嬉しいですと言いながら、手をどこかへ当てる動作を繰り返したとき、
それを既に意味づけられたボディランゲージとするのではなく、体験吟味する価値
のある情報とするのですね。

これは夢分析などで「蜘蛛は○○を意味する」「刃物は…」といった固定的な意味
づけとは全く価値が異なります。なぜなら気づきを手伝う側は一切判断しないから
です。

つまり「あなたの腰痛は腰椎何番の異常が原因である」とか、「あなたの病気は心の
エネルギーのネガティブな状態をあらわしている。」などシャーマニックな能力の持
ち主が出した答えであるとか、「腰痛とは怒りだ！」というような、他者が規定する在
り方とは全く道筋が異なることになります。

これだけの説明ではまだほとんど意味を分かっていただけないかもしれません。で
もこれは、今ここで生きていて息をしていて、今起きていること、あなたに生じてくる
ことは全て尊重されることを意味します。この冊子では臨床例や様々な説明を試み
ているのでその理解の参考にしてください。

私は20歳代にヨガを習っていた時に「自然な生き方とはトラワレズ、コダワラズ、ヒッ
カカラズの生き方」と教わりました。しかし、ストレス症状を抱えながら「トラワレナイ、
トラワレナイ」と呪文化しても…、結局とらわれている。(笑)

それが体験型心理療法になると「引っかかりがとっかかり」でした。気になることがあ
るならばまずちゃんとそれに接してみようよ、ということになります。「ちょっと身こころ

ミ

(体の言い分)を聞いてみよう！」ですね。この作業がオーダーメイドである理由はこ
こにあります。

そしてやってみると体験を通して有益な価値や意味のある情報を手にすることがで
きるではありませんか！そして心理的で身体的な統合が起きて、結果的にトラワレ
ズ、コダワラズ、ヒッカカラズの生き方が身になってくる実感があるではありません
か！

そのうち、怖れの感情、他人の感情に巻き込まれなくなり、身体がガラリと変わった
り、見え方が全く変わったりするのです。驚きました。この実験・体験を何度も何度
も繰り返しました。裏切られたことはありません。必ず心身が一致して深い呼吸とリ
ラックスに至ります。

それでこの状態を深息と名付けました。整体に深息法という呼吸法があります。こ
しんそ く しんそ く ほ う

ちらは丹田に力を集めて息を深くさせ心を静める呼吸法です。NRTにとってどちら
も大切です。

深いリラックス状態になり心身ともにくつろげるという事は、身体症状を起こさせてし
まう心理緊張が解けることを意味します。

ホ ド
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「あなたの身こころに従えば救われるのです」って言うとダジャレっぽくて軽い言い
み

方になってしまいますが、盲信する必要はありません。信じ過ぎず疑い過ぎず、実
験的な気持ちがあれば十分です。実験的という言葉が嫌いなら確認の気持ちでも
かまいません。

４．体験的心理療法の技術を導入している理由■

▼健康とは？

NRTでは、健康について素朴な考え方を持っています。それは体のことで言うなら
ば、異常を異常と、不自然を不自然と感じてそれを自ら整え治す力が円滑に働く、
それを健康の目標にしています。

人は赤ん坊から幼児になっていくときに何度か転びながら、転ばないコツや転んで
立ち上がるコツを覚えていきます。体に何らかの異常が生じたらその不自然を感じ
て元に戻したり、より適応力の高い状態にバージョンアップしていく作用は本来当
たり前に備わっていて、そこに自然健康のきほんがあるはずなのです。

整体では、意識が全部把握していなくても、我々の体がどのようにして歪みを整え
たり疲労を回復させたり、病気を治しているかについて、整体なりの具体性を持っ
て研究されています。

整体なりの具体性とは姿勢をチェックしたり指や目で人の体の変化を確認している
という意味です。整体の指導というのは体が整え治そうとしているそのやり方に協力
する、適度にそれを促進する立場に立っています。

例えば、体内に不正なものがあって下痢、排泄をするのであればこれは体がやっ
ている健康法です。だから1週間以上も続く下痢があったら病的だということになり
ます。下痢をしている間少しは食べてもいいから、下痢が止まったら一食抜きなさ
い。これは整体の知恵です。

どういうことかと言いますと、下痢は腸の筋肉が緊張して大仕事をしたのですから休
息という残業手当を出せば、「まぁ嬉しい！」と、また元気に働いてくれるからです。
試してみるとふくらはぎの筋肉がしっかりしたり、腰がシャキッとして姿勢が変わるの
がわかります。

普通は逆をやってしまいがちなんです。不要物を取り急ぎ排泄しているのを止め
て、治ったと思って減ったのを取り戻そうとして直ぐに食べます。まだ、腸の休息が
とれていないうちにです。まぁ、残業手当もなしで過労気味の就労状態は一般的で
はありますが。

すべての病気をこの下痢の理屈で処理することは不可能です。しかし、慢性病や
突然の病気の蔭にはこういった自然で当たり前のことに、日常で気づけないでいる
ことが想像以上に原因しているのです。野生動物の場合はその力に従うことで健
康を保っています。
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過敏反応は良くありませんが、敏感に異常を異常として感じなければそれを整え直
そうとする反応は起きてきません。このように整体の健康観は技術よりもその人の力
を認めようとしているところが一大特徴と言えましょう。

心身セラピーは関わり方として心の側に軸足があります。そして、心の健康の原理
も体の健康と大きく重なると私は考えています。体験的心理療法を学んでその思
いは強まりました。

▼心の正常と異常はわかりにくい

心の問題となりますと実際には少しややこしくなります。なぜかというと心そのものは
見えないからです。まず第一番に心が歪んだとしても何がどう歪んでいるのか、一
体それは異常なのか何が正常なのかは大変わかりにくいです。

姿勢や内臓の調子が悪いと閉目して立たせると体が揺れるので、体の歪み方の分
析もできます。いつもより片方の足が短くなってくると転びやすくなっていると想像も
つきます。背骨が凹んでいると力が無くなっているが捻れているとそれでも頑張っ
て何とかしようとしていると、背骨と内臓器官と心理の連動を少し想像することも可
能です。

しかし、心理的な面で人間的に心が転びそうかどうか、倒れそうかどうか、折れそう
かどうかは実際には大変わかりにくいのです。すでに周りの援助を必要とする状態
に入りかけているのに「自分は大丈夫」と、そう思っている人もあるでしょう。または
自分のことに全く気づけないでいる場合もあるのです。

あるいは精神分析を受けて自分の状態を把握してる人もいるかもしれません。心の
病気とまでいかなくてもなんらかの依存症的な傾向が出ている人もあるかもしれま
せん。それらも体の問題と同じで病名と処方の構図で扱ってしまい、良くないことと
か異常としてレッテルを貼ってしまうと、私は何か大切な事を見落としてしまうような
気がするのです。

話がひどく飛びますが、私がご縁があった人の中には幽体離脱の経験者が３人い
ます。その中の一人の女性はかなりきわどい心臓の手術を受けている最中に、そ
の部屋の上の方からずっと状況を眺めてたと言います。家族がすごく悲しい顔をし
て集まっているのを見て、そんなに心配しなくてもいいのにと意外に気楽に眺めて
いたそうです。

「心がそのような動きをすることは日常的ではなくてむしろ異常ではないのか？」と
いう見方もあります。しかし、自然に起きたことですし、本人にとってはさほどの問題
でもなくそれはイノチにとってのある種の適応作用のように受け取っていたようで
す。

これと同じで社会とか常識とかでは変な心理状態ではあっても、生命全体のバラン
スではその時必要な適応作業をやってる可能性もあるのです。普通の判断として
は病名をつけたり異常な状態として判定してしまいがちなことも、実際にはその場
を乗り越えようとして起きている適応反応のこともあるのではないでしょうか。悩み事
でさえ病名がつけば病気になります。

病名をつけて本人を孤立させること。私はそれはあまり良い手法ではないと考えて
います。もちろんそうせざるを得ない時もあります。が、その人を取り巻いている関
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係性の上で心や身体の問題が起きていることが実際には多いのです。その構造は
身体症状が体全体の歪みの表れであったり心の反映であったりするのと似通って
いると思います。

そして、異常を異常として感じてそれを自動修正してしまう体の健康的変化のよう
に、心の問題がスラスラと解消されることに自信を持っている人、心の健康を保って
いる人は、おそらく私を含め実際のところいくらもいないのが現状でしょう。だから何
が悪いか誰が悪いかの判断よりも選択肢を明確にして可能な限りより自然な方へ
舵を取るべきです。

原因を追求したくなるのはありがちなことです。でも広い意味で心の自然治癒力に
相当する作用がどのようにバランスを取り変化しようとしているか、私はそれを優先
します。

異常・正常、病名を決めつけようとするのではなく、「今ここで何がどのように起きて
いるのか」そのことに一つ一つ気づきを深めていくのが体験的心理療法の道です。
やや重いうつ病を発症して来た人がありました。薬をやめてもらい整体とワークを並
行させて行いました。

でも私は「うつ病を治す」という意識をさして持たずに、とにかく目の前で起きている
ことの中から何かを見つけようとしました。結局それでいつの間にやら元気になって
しまった。分析的に見ると生育歴に問題があると思っていたのですが、良くなり始め
たらそのままどんどん良くなって健康管理まで上手になり、仕事に大変生きがいと
責任感を持って働いています。

私がブログ日記に体調の不調や何らかのトラブルなどつい書いてしまうと、大丈夫
ですか心配しましたと携帯にその人からメールが来たりします。ありがたいことで
す。

▼調和的な立場

心身症やストレス症状は心が関与している問題だということは医科学でも言われて
いることです。問題に対して悪因子という原因を追求しそれを取り除くという一般的
な方法。でもそれでは、体自体が自らの歪みを整えるプロセスのように、どのように
新たに変わろうとしているか、その新陳代謝の道筋は見えてきません。

これが理由でNRTでは、体験的心理セラピーを導入しています。心身症、ストレス
症状、慢性病は一見確固たる特定の問題があるように見えて、実はその人の安定
を一時的に保つために生命が行っているバランス方法かもしれないのです。

何らかの異常や不自然を感じて復旧し治すための一時的な停滞経過状態かもし
れないのです。ジャンプしようとしたら一度しゃがまざるを得ません。言葉としてこの
ように客観的な表現しても、ご本人にしたら何の足しにもならないのは理解した上
で書いていますが。

自然良能作用の一環として体が反応している状態であるなら治りやすいはずで
す。もしもそうでない問題ならば大変治りにくいでしょう。生命の延長線上にある自
然治癒力でさえも反応の仕方が分からないのですから。でも、そのようなレベルの
問題は多くはないでしょう。

体験的心理セラピーの手法ではいきなり問題を排除する方向へは着手しません。
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しかし「どのように心身全体が変化しようとしているか」は見えてきます。それが完
了できれば心身症、ストレス症状、慢性病である必要はなくなります。とくに機能的
な病気はその傾向があります。（器質的な問題との違いは「機能病と器質病の分類(22
頁)」<⇒>に説明があります。

気づきが主体になるということはそういうことなのです。闘うことよりも調和的であるこ
とを優先した方が心身共に自然治癒力に協力することにつながるからです。このよ
うに書いてもこの時点ではまだピンとこないかもしれません。

▼整体と体験的心理療法の相互補助

体験的心理療法の目的は気づきとそれによる自己回復又は成長です。したがって
腑に落ちる確信、つまり体と感情、言葉に一致感がある気づきがあれば、それで作
業はとりあえず一幕終了です。

しかし、抱えている身体の問題の進行が深かったりすると、別の形で身体症状が残
ったり、反応が出たりすることもあります。その場合は、長らく体についてしまってい
る癖、歪みを徐々に修正する必要が出てきますので、整体の体操や操法を必要と
する場合もあります。

心理作業の流れがその人の自然に適っていて気づきが的を得ていれば、たとえ身
体的反応が残ったとしても、実際には安定感と心地よさが生まれてきます。そういう
時は快と不快のバランスが取れていて肯定的な感じがあるからです。

私は自分自身にメンタルな作業の必要性を感じて当初いくつかのセミナーや体ほ
ぐし、ワークの現場に出てみました。とても驚いたことの一つに「ここは心の作業を
やる場所です。身体的反応が起きたとしてもそれは各個人で自己責任で対応処理
してください。」と断っている場があることでした。

実際にきつい体の反応が起きてしまった現実を目にしました。ある時、 セミナー
(体験的心理療法のものではない)に出た後、そこで一緒だった若い人が上のクラ
ス(アドバンス)に出た後に慌てて電話をしてきて、頭痛がひどいということで整体を
行ったことがありました。ベーシックに出ていた時よりも体はガタガタに歪んでいまし
た。

そのセミナーの場合、やり方として心の中に悪因子を見つけてそれを取り除くという
手術みたいな手法に偏りすぎていた。その問題をどうするかが因果関係を含めセ
ラピストの判断だけになってしまっているのです。結果的に一気に心のタンスの引
き出しを全部開けてしまう形になってしまったように思えました。

短期間に一気に成果を上げようとすると、「心のここんところがいけない！」とばかり
にそれを鷲づかみして引き抜く。このやり方になってしまうのではないでしょうか。因
果関係に偏ったり体と心の変化速度を無視してはいけないと思いました。

ほぐしすぎに注意！

それから、いきなりメンタルに着手しないで整体体操や操法で先に体を弛めておく
ほうが良い人もあるようです。私の講座では体に意識を向け、その都合を尊重する
という気持ちを育てる意味も含めて、最初に整体体操や呼吸法を行うことが多いで
す。
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体をゆるめること、意識と体をつなぐことは現代は大切です。健康には不都合なほ
どに鎧化した体が増えています。でもからだをほぐすことに時間をかけすぎてはい

よろい

けません。この点で「少ない刺激で大きい効果」を狙った整体体操は有益です。手
前味噌ですみません。

５．臨床例 石は落ちて玉はホームランに［ Ｍ男さんの例 ］■

腎臓結石が尿管に詰まって痛む人(Ｍ男さん)がありました。この痛みは「痛みの王
様」と言われ、有名です。おそらくこの人の尿管は捻れて部分的に狭くなっていた
のでしょう。ずっと整体だけを行っていたのですが、あるとき、痛みからイメージを引
き出して、動きに変換してもらったことがきっかけで、石が降りてしまいました。

医師が（刃物を研ぎながら？）「もうそろそろ手術をしないと限界かなー…」と言った
ばかりだったらしい。結局、心身セラピーの作業をやったことでで石は膀胱から出
てしまい、医師の暴行？から逃れたのでした。その石は７ミリの不整形で一部は刃
物の先の形(写真の赤矢印部分)をしていたのに、不思議なことに痛みもなく尿と一緒
に出てしまいました。

しかし、その後体には左の腰に二、三の緊張が残ってい
て、要するに興奮した腎臓がせっせせっせと働いてしま
う、つまり石を造成しやすい癖を持っていたのです。それ
を整体体操と操法とで整えて体はどんどん良くなりました。
折に触れてワークが必要と思われるときには、それを説明
してワークも行いました。

私が嬉しかったのはその人が趣味で野球をやっていて、その都度の結果が出てく
れたことでした。腰が良くなりだしたときに、ほとんど飛ばなかったレフト方向にも打
球が行くようになり、それまで一度も打ったことがなかったホームランも打ちました。

それで経過と共にどんどん良くなって一年以上経ってみると、40歳代なのに20歳
代の人たちに「先輩！一体どうなってるんスカ？」って言われるようになってしまい
ました。私自身はさほど野球の結果を意識してパワーをつけるみたいな作業をせ
ず、目の前のことに応じて整えたのみです。

Ｍ男さん自身が実験的な気持ちを持ち続け、ワークと整体や整体体操を楽しんで
やったことが大きかったと理解しています。意外とこれが大事。心や体の問題となる
と慎重でなければならないのは当然なんですが、ちょっとだけでいいから楽しむ気
持ちがあった方がうまくいくんです。少年少女の眼とでも言えばいいでしょうか。そ
れはあなたの生命力の一つです。

６．他の療法との比較■

心身症、ストレス症状、慢性病。これらの病群についての医科学的な説明はこの冊
子では省略させていただきます。各病態の理解のためにはそれは必要な事柄なの
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でが、心身セラピーを実際に行うにあたっては、本当に参考程度にしかなりませ
ん。

例えば「医学とどっちが効くか？」という比較自体が難しいのです。様々な方法と取
り組み方が全く異なるとしか言いようがありません。リンゴを食べるとして、そのまま
かじりついて食べるのとミキサーでジュースにするのでは味わいが全く異なります。
胃袋に入る内容とか栄養素は変わりません。しかし、体験が全く違います。

病名は医学のために便宜的に作られたものです。病名そのものがあなたの存在を
表しているのではありません。しかし大それたことを言ってもさらに解りにくくなるだ
けかもしれませんので理解のための様々な比較を試みてみました。簡単ではありま
すが参考にして下さい。

〔 医療 〕
たぶん、医療には対立、排除という考え方が基本にあると思います。心身セラピーの前面

には「問題に対する調和的態度優先」の考え方があるのでこの点で道が分かれると思われま
す。
〔 各種代替え療法 〕
医療以外の療法も問題症状を変えることに焦点がありがちです。この方法ではむしろ問題

の部分以外の全体がどう変わるかに焦点があります。全体が変われば部分も変わるからで
す。
〔 各種健康法 〕
私たちは文化生活をしているので何らかの偏りが生じても仕方ありません。健康法はその

バランスをとるために様々あってもよいと考えます。整体は熱が出ていても一呼吸に対し四脈
のバランスを保っていればそれは自然な状態とします。心身セラピーもそれと同じで今どのよ
うに変わろうとしているかを大事にします。
〔 精神分析 〕
私は精神分析を受けたことがないので想像でしか語れません。自分への客観的な理解は

大切だと考えます。心身セラピーでは体の感覚にも目を向けますし、客観的な側の主観、実
感も大切にしていると言えます。分析する側ではなく、本人に作業の軸足があります。
〔 自己開発法 〕
私には開発という言葉には全くゼロから商品を作り出すみたいな印象があります。この方

法には既に持っているのだけれども遺失物みたいになってしまった、ソレを取り戻すイメージ
があります。持っているもので賄えるはずというスタンスです。NRTでは鍛錬し力をつけること
を否定してはいません。しかし何かを足さなければどうにもならないとは考えていません。
〔 宗教 〕
この療法には神や仏への信仰やベシベカラズの教義は存在しません。実際に感じているこ

とを拠り所にして辿っていけば本来の自分に出会えるはずの立場をとっています。ただ、心身
のバランスを取ろうとする働きが生命の側にあるという仮定はあります。「宗教は神仏からの
観点を大事にしている」と言うならこの方法は「心身を支えている自然から眺めることを大切に
している」という言い方もできます。
心身の自然現象には大変大きな枠として「変化しバランスをとって安定し」の繰り返し構造

があり、そのことに原理や原則がある程度存在するとＮＲＴでは考えています。しかしそれは
療法についての説明上のことであって、作業の上では本人の実感や実際に起きていることに
集中するのみで、その中での気づきを最も大切にしています。
世の中には信仰で身体的な病、しかも機能的ではなくて器質的なものまで改善した事実は

よくあることです。これはおそらく対立を乗り越えた安堵感、それがもたらす心(脳)の安定度が
体に反映するのでしょう。脳と体の連鎖は次の章[２]心身一如で解説しています。宗教の教義
は様々です。信仰は自由で良いと考えます。ただ、一つのみを正しいとすると争いが起きるの
はどの世界でも常ですので私はそういうのは好きではありません。持ち主に対して協力し合え
なくなった病的な内臓と同じ構造に感じてしまいます。この冊子の内容の一部に、少しだけ仏
教を参考にした説明を挿入した箇所があります。
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〔 心理学や心理療法 〕
これらは基本的に個人の自覚を扱ってきました。セラピストの現場での直観判断は別として

骨子となる理論は何らかの因果関係に基づいているのがほとんどでしょう。そこから病名と処
方が確立されるのは一般医学と構造は同じでしょう。心身セラピーでは因果関係よりも今ここ
で完了しつつあることや生まれつつ
あることに焦点があります。
最近では家族やグループを対象と

する心理学手法がクローズアップさ
れてます。心身症やストレス症状とい
っても本当に個人だけの問題である
のか確かに疑問な点があります。個
人の自覚が家族やグループへの大
きな変容を促すこともありますから、
個人のパワーを見くびっては行けま
せんが、宗教やグループを扱う心理
療法が個人の変容を助けているケー
スは実際に数多くあるものです。体
験的心理療法にも個人の問題をグ
ループ上で扱ったり、グループそのも
のへの関わり方を発展させている手
法もあります。

７．心身症、ストレス症状、慢性病について大まかな傾向性■

少しだけ各問題について傾向性、留意点を述べておきます。

▼心身症

要するに「黙っちゃいられない！ 」と体の方がフィードバックしてる形な
のですから、それをいかに受け止め情報活用するかがカギになります。

背骨の胸椎３番という処が回復し息を吹き返す必要があります。ここ自体
が東洋医学では肺兪というツボになっています。何を伝えるかは個別の問
題ですが、自分の感情や自分の状態について表現をする体験は必要になる
かと思います。

おそらく、イイ子・良い人としての役割、それとバランスを取ろうとする
役割、そのどちらに対してもオープンな状態になるのが理想的かもしれま
せん。でもそのことをあまり分析的に考える必要ありません。

抑圧がどの程度あるのか、それが背骨を介して何処へ落ちるのかは体のタ
イプによっても異なってきます。そういう意味では意識や知識ではわかり
にくい部分もあります。因果関係にこだわる必要ないかと思いますが状況
によってはシフトダウンして作業をゆっくり進めなければならない場合も
あるでしょう。

喘息の発作時の気管支のイメージ、それを音に表し、さらに動きを加えま

図１.取り組み方のいろいろ
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したら、「僕、もう薬飲まない」と、母親の前で言った少年がありました。
意気揚々として帰っていきました。後で説明しますが胸椎３番とという処
と間脳がつながっているのでこのようなことが起きるのです。

この胸椎3番の問題はかなり多くの病態に関係しています。ここが脳内の間
脳に関係しているためと思われます。喘息、膀胱の問題、坐骨神経痛、神
経衰弱、目の使い過ぎ、蕁麻疹をはじめとする皮膚の病、胃炎、腸炎、過
食などとの関連性が深いです。症状に対して直接関与はしますが、ここ自
体が根本的な原因ではないのですからむしろここを観察点にするとよいで
しょう。

心理緊張が体に落ちることは脳を守るという側面があるように思います。
だからあなたが体の都合を聴くに当たって脳は極めて友好協力的であるは
ずです。脳も体の一部ですから。

▼ストレス症状

心身症と傾向性は重なってしまいます。これもおそらく嫌われ不安のテー
マが内在しているのです。正当防衛感覚は動物の時代から持っているので
すから、そのことに素直になる必要があるでしょう。体のタイプの問題も
あります。「悩まない人が人を悩ます」という名句もあります。悩みは決し
て無駄にはなりません。

単細胞的にストレスに強いか弱いか、だめかダメじゃないかみたいな発想
はあっさり脇においたほうがよろしいです。重力というストレスに対抗す
ることで人間の体が成長しています。空気の圧力も日常では感じませんが
低気圧になると空気の圧迫が弱くなって不調になる人がいます。

ある程度の圧迫があって反発作用が働いて元気になっている面もあるので
すから、意識以前の働きがそのストレスとどう対抗しようとしているかよ
くよく調べてその情報を活用する策も必要でしょう。

もちろん逃げの一手しかないときもあります。そういう人もいました。そ
ういう時は逃げるという行動に対して否定的なこだわりを持ってはダメで
す。生真面目な自分を脇に置く訓練を必要とします。ベシベカラズで観念
が固まっている人には難しいでしょう。しかしそれでも大丈夫です。心身
セラピーの実感体験が必ずあなたを助けてくれるからです。

免疫力の回復には嫌悪の感情やストレッサー(ストレス状態を引き起こさせるも
の)をいかに活用するかがちょっとしたポイントになります。うまくいくと体に野
性味が戻ってきます。

▼慢性病

ずっと手前に書きましたように生活習慣病というのは慢性病になるような
生活がパターン化しているのです。こういう傾向性を持っているときには
何かの症状があるとそれを何物かで抑え、また症状が別の形で出て指圧に
通ってみたり、そうかと思うと気功を習ったりヨガをやったりしたけれど
もまた調子悪くなったりして薬を飲んだりと収拾がつきません。まるでモ
グラ叩きみたいです。
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まず効果があった事はその時点で止めてみることです。よくなったのでも
っと続けたら…という肥大した空想が、まるでそのことだけを続けていた
ら絶対に患わないみたいな空想につながっていることがあります。効果が
あった事は止めてみる。そのことで一つの答えが出ます。継続力が無いか
ら治らないとは限らないです。

そこで問題が起きるのであればやはり何か体の都合があるのです。体の声
を聴く作業をやっていきましょう。呼吸器の病気を薬で抑えたがために何
年か経って泌尿器系の病気になることもあります。呼吸器と腎臓膀胱系は
表裏関係にあります。こういった相関性はいくつかありますがそれは西洋
医学の土俵上では扱われていません。

身体症状において何らかの繰り返しや堂々巡りが生じてしまう時、内面的
にも同じことが起きている可能性があります。気づけていない葛藤がある
かもしれません。

多くの慢性病は古くなると循環器系の故障を起こす傾向があります。もし
かしたらそれらの中にはずっと先で認知症や脳梗塞に至るケースもあるので
はないのかと私は考えています。脅迫的な言い方ですみません。血管の運
動と流れは全体につながっているので流れの不全は脳内の流れにも影響を
与えるからです。

例えば、関連性や原因が感じられないのに肘から先、膝から先に違和感や
症状が起きる時、問題が深まっている可能性があります。脳も体の中心か
ら遠いところにあります。頸椎から尻尾までの背骨の1番真ん中に相当する
胸椎11番という骨は循環器と関係しており、ここがいよいよ不調になると
首の上の方が連動的に詰まります。

そのことが脳内の血流にも影響を及ぼすのです。上頸部は脳の機能に関係
しているからです。肩甲骨周辺を整えるだけでも肩や首が弛んで頭がすっ
きりすることがあります。胸椎11番はもっと下の体の中心寄りです。中心
寄りが悪くなると肩や首に力を入れて体を支えるのは一種の保護なのです
がそれが慢性化するとその異常も感じなくなるものです。

糖尿病でも長くなると膝、肩や腕に様々な症状が出てきます。末端に症状
が移行していくのは本当に馬鹿に出来ません。というよりも見逃してはい
けない。TVでセカンドオピニオンの番組や症状の経過を詳しく述べている
のを注意深く聞いていると、中心から徐々に手足へと、つまり遠くへ遠く
へと問題が移行していくケースに出会います。

例えば膝の痛みは腰の３番の骨が原因しているものが多いです。幼児期の交通
事故で首を歪めたのが原因していたケースもありました。しかし、腰から膝へ時
間をかけて移行するものが多いです。前の症状との関連が分かりにくいので
見逃してしまいがちです。問題は「なぜ、３番が曲がるのか？」にありま
す。

慢性病という停滞した状態になるというのは何らかの機能が居眠り状態にな
っているものです。やはりどの機能、どのような自分を回復するべきかを
自覚することと、それがなぜ居眠りをこく必要があったのか、どのように
自分に関わったら良いのか気づいていく必要があるでしょう。
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もしも気づいて価値のある自分、楽な自分に出会えるとしたら、慢性状態
とは言え、いつまでも情報をよこしてくれている体はすごいと思いません
か。付き合いがよすぎます。あなたのことを見放していないということに
なります。

▼機能病と器質病の分類

身体症状や病気には機能性と器質性の大きく分けて二つがあります。大切
なことなので書いておきます。機能性の異常は馬車の車輪の軸を止めてい
るネジが弛んでいるようなものです。そのためにガタガタするのだから締
め直せばよいのです。

器質性の異常は軸の異常も含め車輪自体が歪んだり壊れかけたりしている
のです。車輪だったら取り換えれば良いだけですが、人の体はそういうわ
けにはいきません。というか、体がそのような質のものであるとは信じた
くないのが普通でしょう。

以前、肝臓内の癌が何かの膜で覆われていて、まるでそれ以上増えないよ
うにパックにされてしまったかのような映像を見たことがあります。体の
底知れぬ適応力を見せつけられた感じがしました。

機能性は姿勢や心理のアンバランスの改善によって自律神経を介してすぐ
に効果が現れる傾向があります。ネジがちゃんと締まってくるのですね。
器質性に移行する手前には必ず機能性の期間があるものです。必ず器質性
に移行するとは限りませんが心配だったら医療検査も必要でしょう。

器質性は形状が変化したものを指します。内臓に穴が開いたり、腫瘍がで
きたり、位置が移動したりなどです。この場合は急速の改善は求められま
せんがそれなりに変化した背骨や腹部の状況、心地よさ、ほっとする、積
極性といった本人の実感と合わせて必ず変化していく傾向があります。

器質性の問題だからといって悲観してはいけません。その経緯と今に、何
らかの肯定的な意味が隠されていることもあるからです。また問題が深ま
っているということは気づけることも大きいってことです。それは物とし
ての一部分ではないです。

緊張の度合いや深さはどうしても個人別のことになります。また、深度が
ありそうな問題は個人レベルではなく、その周囲の人にとっても重要な意
味が存在する可能性も十分あり得ます。
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[２]心身一如□

カラダとココロはつながっている。このことについて様々な角度から説明を試
みて、あなたを納得させようとする魂胆と腹黒が見え見えのコーナーです。ご了
承ください。

１．臨床例 “無理に飲み込もうとしていた子”、“沈黙して脳が喜んだ人”■

悪い姿勢のように見えて、実は見ている人の見え方の問題であったりします。
沈黙とか言葉にならないことがご本人に大事なことを教えてくれることもあるよ
うです。

▼母親の気づきと受容が子供の姿勢を変えたケース [ A子ちゃんの例 ]

「ひどく姿勢が悪いから」と、ある小学生の女の子(A子ちゃん)は連れて来られまし
た。背骨をみたら上胸椎に一箇所極端に捻れて曲がっているところがありました。

ネジ

少し試したのですがその箇所はテコでも動きそうにありません。

整体終了後、ちょっとした雑談が元で瓢箪から駒みたいな展開があり、A子ちゃん
ヒョウタン コマ

が親族に虐めをうけていたことが判明しました。私がお母さんの話の内容から虐め
イジ

のことを指摘し、母親がそれに気づいたら、その子が突然ワッとかがみこんで泣き
出してしまった。

我慢して内向していた感情が表面化したのでしょう。ところがあからさまに泣いてい
るのは分かるのに、涙や声が思うように出てきません。無意識に声や感情をコントロ
ールする癖が長らく身についてしまってるのです。

気がつけば、「悪い姿勢」と評価されていた彼女の姿勢は、私達が何か大きな食べ
物を詰まらせて慌てて飲み込む時に、喉の下の方に力を入れてうつむいた時の形
そのままでした。

A子ちゃんは子供にとってはかなり努力しないと飲み込めない“気持ち”を飲み込も
うとしていたに違いありません。不完全な泣き方ではありましたが、急速に胸が開い
て喉元を隠さない姿勢に変わってしまいました。

そこで彼女にもう一度お願いして、背骨を確認しましたら曲がっていた箇所は真っ
直ぐになっていました。私は我が眼を疑って何度も触り治したのを今でも覚えてい
ます。どうやら自然治癒力の働きを邪魔していた緊張は
少しは抜けたようでした。

問題の背骨周辺の緊張はほどけていました。それまで
ずっと黙っていた彼女は急に喋りはじめ指導室の中を見
回し、自分の興味のあるものを見つけ、それについて私
と会話するようになりました。指導室に入ってきてから一
言も声を聴いてなかった。

この例はあくまでも、このように心身、生活は密接につな
がっているという一つの例です。「姿勢が悪い原因はい
じめである」という意味の紹介ではありません。
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彼女に心身セラピーを行ったのではありませんが偶然の展開で、心身の自然の変
化を止めていた緊張が抜けた例でした。適応しようとしてそれが未完了だったのが
再び経過したのです。

彼女は当たり前に泣いて息を吐き出すべきところ吐けないでいた。あるいは母に助
けを求めたくても何かの事情が彼女にそれを許さなかった。私たちは時々変な思
い込みに支配されていることがあります。例えばクソが出そうになったり、下痢をし
たいのを我慢したら人格的に成長したり、腸が強くなるはずだと。しかしそれは間違
っています騙せば鈍くなるだけです。

A子ちゃんの喉のその閊えが取れたことで全体の感覚が戻ってきました。母親は子
ツカ

供に対する周りの親族の態度がイジメに相当するとは気付いていなかった。でも、
そういうことってよくあります。不自然なのに日常習慣化してしまうとか、人間関係に
強い権威的な葛藤、力関係があると感覚を麻痺させてでも適応するとかあり得るこ
とです。

お母様に気づきが生じて場が動いたこと。これは予想外の展開で、母親の感覚
の回復は嬉しかった。

心身セラピーでは、姿勢の変化、体の内外の感覚、浮上する感情の変化、感覚、
言葉の使われ方、ときには周囲の音など、その場に生じるさまざまな現象を分析は
しませんが、生命がよこす大切なサインとして丁寧に扱います。

原則的に整体もこの作業も本人主体ですから、通常はできるだけ周りの人の話を
聞くのは避けているのです。この時は、お母さんが勝手に喋るので(周囲の音？)何
気なく聞いていたのがこのような展開になったのでした。

▼沈黙が大事だったケース [ Ｂ子さんの例 ]

整体でも、心身セラピーでも時々クライアントが黙ったままになってしまうことがあり
ます。意外とそういう時に内部的に大きく動いていることもあれば、停止感覚が訪れ
ている時もあるようです。そういう時はその体験自体を大切にします。B子さんの例
です。

「腹が出て緊張しているからでしょうか？肩が巻いて体が前に屈みたがるので、私
は胸と肩を開きたい」と、Ｂ子さんは硬くなった肩を開きながら言います。確かに整
体体操をやっても手技で刺激をしても、肩胛骨を寄せると姿勢全体が整います。

しかし、今日は体が勝手にやりたいように動くようにと私は勧めました。するとＢ子さ
んは立ったまま前屈して上体をぶら下げ、そこから気ままな動きが広がっていきまし
た。すると、何と！それで姿勢全体が整い、肩と胸が開いてしまったのです。

そして「脳が止まっている。しかもすっごく喜んでいる！」と意味不明な事をB子さん
は言うんです。今度はその次の格好が大変奇妙でした。

四つばいの状態から両肘を床につけその間にオデコの上部を置き、手の指を軽く
組んでその前に置き、膝から下を曲げてカカトをお尻に付けようとする、というなん
とも不思議な格好になりました。

何だか面白そうなことが起きていると思い、「今どんなことが起きているのですか？」
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と訪ねてみたら「言葉にならない」と言うので、言葉にするのは止めてもらいました。

結局、この時は沈黙が大事だったようです。この人は元々喋り上手です。営業の
シャベ

仕事もしています。しかし恐ろしく満足して晴れ晴れとして帰って行かれました。

アメリカ人で体験的心理療法のセラピストにこんな話を聞いたことがあります。アメリ
カ人の中には、自分の実績を表す書類などを持ち歩き大変よく喋り、賑やかで自
分の主張が強い人が多いんですと。

それに対して日本人は仕事ではあまり露骨ではなくて自分自身のことを表に出さな
い人の方が多い。しかし、日本人は宴会になると日常では喋らなかった人達が大
騒ぎしたりする、日本の飲み屋は大変うるさいですと。

そして先のタイプのアメリカ人は、夜になると暗いバーの片隅でアルコールの入っ
たグラスを片手に、ムズカシイ顔をして何時間もそのまま固まってひと言も喋らなか
ったりする人がいるんですと。

饒舌と沈黙のどちらが良いかではなく、我々はそうやって何気なくバランスを取って
いることが一つのポイントだと思うのです。そしてこのＢ子さんの場合、何も言葉にな
らず、沈黙に深い快感を味わってバランスが取れました。そのことを腹の緊張が誘

いざな

いました。

このことにはあなたが心身症、ストレス症状から解放されるための示唆があります。
意識以前に身体には自らバランスを取ろうとする力がある。そのことを示していると
思いませんか。

２．心理緊張が身体症状につながる仕組み■

心理緊張が背骨、脊髄神経を介して内臓に影響してストレス症状を起こすのは
間違いないようです。しかし、不明な点もあります。

▼脊髄神経を介して繋がる心と内臓
つな

背骨には管があり、脳から伸びている脊髄神経が走ってきて、各背骨から内臓や
器官へと枝分かれしています。ピンとこない人は焼き魚を食べる時に丁寧にさばい
てみればわかります。脳から一本の糸あるいはヒモみたいなのが出ていますから。
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脊髄神経には、意識して行える身
体の動き(随意筋)、内臓の動き(不
随意筋)を興奮させたり抑制したり
する作用があります。また、内臓へ
は自律神経が分布していて交感神
経(主に内臓拡張)と副交感神経
(主に内臓収縮)の作用によるその
働きの違いがあります。(図１参照)
例えば気管支は副交感神経・迷走
神経の作用で収縮し、交感神経で
拡張します。

神経には内臓や器官の分泌の鼓
舞・抑制をコントロールする作用が
あります。「呼吸から眺めてみるとココ
ロとカラダが見えてくる」(11頁)<⇒>、
涙が出ないフランス人は、涙を抑
制する胸椎４番の働きを抑制し、促
進する作用を持っている腰椎１番
を興奮させるように刺激しました。

姿勢が悪いと言われて来たA子ち
ゃんの涙の量が少なかったのは焦りの感情とも関係している胸椎４番の興奮が強
かったからでしょう。この４番の右は胆のうの鼓舞、収縮作用を持っています。肝臓
の機能促進にも関係しています。

小さな魚に餌をあげる時にサインを出して条件反射化させた上で、サインを出しな
がらも餌を与えないというストレスを与えて調べたら、胆のうに異常を来していたとい
う医科学的なデーターを読んだことがあります。以前からストレス(神経系)と胆のう
は関連が深いように感じていましたから、大変説得力のあるデータと思いました。

それから神経作用ではなくて内臓の関係性みたいな現象もあります。肝臓や胆の
たん

うが興奮すると胃の機能が低下するなど。これは漢方的な見方です。肝臓、胆のう
は胃と脾臓の興奮を抑える作用を持っています。たぶんこれは医学にはない発想
でしょう。そもそも東洋医学は悪因子を決定づけることはせず、全体の相関関係を
改善するという基本方針があります。

A子ちゃんが緊張して食欲が落ちているにもかかわらず「しっかり食べなきゃダメじ
ゃない」「完食できなければいけません」など煽りたてられて、焦って困惑し、うつむ
いている姿が目に浮かびます。

余談になってしまいますが、目の機能は肝臓、胆のうとの関連性が深く、現代人の
その機能はかなり酷使されてると考えた方が良いでしょう。また肝臓・胆のうは神経
的な疲れつまりストレスに影響されやすい処でもあります。視覚、聴覚、嗅覚、味覚
は露出している脳神経だと解釈すれば納得がいきます。

東洋医学では「目は肝臓の窓」とも言います。昔から「目は心の窓」というのもまんざ
らではないような気がします。以上のように脊髄神経と内臓作用から眺めていくとそ
のつながりがある程度見えてきます。しかしもっと大事なのは気づきです。

それは心身症ストレス性、慢性病の改善には重要な問題です。言葉は難しいです
がこれは統合の問題とつながります。[５]“統合”ってどういうこと？(63頁)<⇒>でもう

図１ 自律神経の仕組み(コトバンクより引用)
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一度説明します。

疑問、脳からの信号は背骨を下っているはずなのだが…

背骨の11番という処はその神経支配は生殖器に始まり、脾臓、肝臓、胆のう、小
腸、大腸、すい臓、腎臓、膀胱、副腎皮質、筋肉、男性性、女性性と恐ろしく多岐
に渡っています。この11番を揺さぶると下半身の血行が促進されて温かくなる人が
いました。

本当にここは様々なところに関係していま
す。したがって脳から心理的衝動が下って
きて、この背骨で引っ掛かっただけでも様
々な個別の症状が生じてしまう可能性があ
ります。
医学関連の脊髄神経の支配領域を示した
(図２)を見ますと、脳からつながってきた
脊髄神経が見事に各背骨から枝分かれし
て各内臓につながっていく様子がよくわか
ります。

心理緊張が何らかの症状を引き起こす原
因は脊髄神経を走ってきた信号がどこかの脊椎を介して内臓等に影響を及ぼすか
らです。その背骨の付近にはそれを示す表情があるものです。

このように書くと、心⇒脳⇒脊髄⇒各内臓・器官というように、まるでインターネット
からパソコンへのデータダウンロードみたいに緊張信号が流れていくように思えて
しまいます。

しかし、私は本当に神経そのものの伝導だけなのだろうかと疑問に感じることもあり
ます。それは、感情や何らかの心理的緊張が背骨に影響する箇所の様子は、脊髄
神経という深部的な流れではなく、手で微かに背骨周辺に触れて確認できるレベ
ルのものが多いからです。

もちろん、衣服の上から軽く、あるいはやや強く触れて触診できる範囲の硬直、緊
張、弛緩等を指で刺激してその興奮や鈍りを調節できるのは事実ですから、皮膚
から神経が作用して内臓に影響していることは確かなのですけど、そこまで強い刺
激をしなくても状況が変化することもあるのです。

例えば、脳からの衝動が、胆嚢や肝臓を拡張させる作用を持った胸椎９番の右側
タン ノ ウ カンゾウ

に閊えているとします。この時、背骨の際表面に独特な感触があるのです。という
つか キワ

事は脳からの衝動は深さとしてさほど深いレベルで走っていないことになります。そ
して極めて微かな刺激が心身を変化させることもあります。

腰椎２番という腰の骨があります。ここの右は胸椎９番右が肝臓を拡張させるのと反
対に収縮に関係しています。この骨の右付近を軽く指の重さもかけない程度の圧
で触れていると「心が軽くなる」と言う人があります。ここはどうも気分と関係あるらし
く、涙が勝手にぽろぽろとこぼれだした人が何人かいます。ボンヤリと指をただ乗せ
ていただけなんですが。

そういうときは本人だけでなくこちらまでビックリしてしまうのです。計算してではなく
何気なく指を乗せていただけだったりするからです。その眼からの排泄が完了して
起き上がっていただくと、晴れ晴れとしていて、肌が艶々、目もキラキラしてます。

図２神経解剖図(引用元：プロメテウス解剖学アトラス医学
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私はどんなに努力をしても脊髄神経や筋肉を押さえたり、体操をさせたりして肌が
艶々してこの溌剌とした状況を生み出すことは出来ません。人間にとって体とはか
くも愛すべき存在なのです。結局内部から動いて変化してくる時の変化が最も大き
い。そういうことになります。

言葉が脊髄を通って内臓だけでなく全身に伝わる

胸椎９番の右側は肝臓の拡張と関係があり、地震や津波などで肝を潰すような体
き も つぶ

験をすると異常に緊張してしまうっていう、文字通り「肝を潰す」現象があります。こう
いう時に肋骨の9番を弛める体操行うと気持ちの萎縮も取れるものです。ありがたい
ことに整体にはそういう体操もあります。

それから、腰を揉んだり強く抑えたりするのではなく、微かな手応えを見つけてそこ
も かす

に指を当てて気持ちを集中します。そして受けている人が半ば眠りに落ちそうにな
ったその瞬間、例えば片方の下肢がガクンと動いてふわーっと全身が緩んでいくと
いう弛み現象があります。

これは風呂の湯に浸かっているとブルブルっと一瞬体が震ってフッと緊張がゆるむ
のと同じです。そして、同様に言葉がその人を一気に弛めてしまう現象もあります。

[ Ｅさんの例 ]金融関係と言えば緊張感のある仕事場としては第一級でしょう。そ
のような場で長年生真面目に仕事をしてきて体がカチコチになっているＥさんに、
自分に対して「私はだらけたり、ルーズであってもいいんだよー」（魔法の言葉？）と
言ってもらったら、右手のコブシを前に向けてほわっと開きながら「すごく体がくつろ
いで、顔が中からニコッとします」と、答えました。

生活習慣病

慢性病も生活的な堂々巡りが生じているのですから、予想外に心が関与しているこ
とを考慮する必要があるでしょう。例えば糖尿病はそのよい例です。

昔は薬による改善が主でしたが最近は脳科学や免疫学の躍進もあってでしょうか、
心の関与について重視されてきています。

仮に単純に考えて糖分の取り過ぎが原因だとしても、食事を摂るにあたっては様々
な心理や感情を含めての各自の生活的な癖があるものです。「生活習慣病」とい
う名前は実に見事なネーミングです。

井本整体・井本邦昭先生の著書の中に、死刑の期日が決定したら糖尿病が発症
した例が紹介されていました。おそらく死刑囚の体調管理をしている係管が検査数
値を見て糖尿病が発症したと機械的に解釈したのでしょう。

この場合、問題にすべきは無意識的な心の生活の在り方で
でしょう。血中の糖分を減らしたら糖分ケアーは無くなって心
の緊張は弛まなくなってしまうからです。寒い地方で栽培した
キャベツを深い雪の下に閉じ込めて糖度を高める方法があり
ます。寒さに対抗するためにキャベツが糖分の量を増やすの
です。そのまま生で食べても美味しい程になります。

死刑囚の心の寒さを感じて「可哀想だ」と、カラダが血液の糖
分量を上げて脳を守ろうとするのでしょうか。私は単なる生命
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のバランス反応だと思うのですが、あなたはどのように解釈されますか。

そこから眺めると慢性病もとにかく治って元気になるべきなのでしょう。病気を起こさ
せている生活習慣のどこかに自己回復のとっかかりがあるはずです。そのために心
身セラピーは必ず役立つと考えます。

慢性病の人はそれが心身症やストレス症状と違って別物と思っていることでしょう。
確かに違うのですが、もしかしたら症状や病気は闘うべきものという常識をそのまま
鵜呑みにしてしまっている可能性もあります。

闘ったり整えたりする力は内部にあるのですから、それに協力する道筋を見つけ出
すことへ関心を向けていただければと、そのように思います。うるさいことを言ってし
まって本当に申し訳ありません。ほんの、ほんのちょっとで良いから生活習慣の中
にそれまでと違う気持ちの扱い方、心の生活を持ち込むことができればよいので
す。

心身セラピーをそのために活用することは十分できます。

３．整体と心身一如■

“思考”は人間とその社会にとって大変重要なものでありますが、思考と身体
との一体感は希薄です。対して思考以前の脳の働きつまり感情、感受性、言葉に
なりにくい本能的な感情、それらの働きの方が体と直結しやすい傾向があるのは
確かです。ふと、何気なく思ったことがカラダの反応へとつながったりします。

▼体の要、“ 腰 ”にその人本来の感受性が宿っている

人が考えたり、行動する以前に感
じるというプロセスが必ずあるもの
です。「腰は体の要」と慣用句に

こ し からだ かなめ

も用いられます。意識以前に働い
てしまう人間の感受性を五つの腰
椎が担っている。このことを整体
は発見しています。これは何十万
人かの体に直接触れた背景があ
ると言われています。

これを理解するには、人間が行動
したり感受性が動く手前に腰椎1
番〔思考〕、2番〔感情〕、3番〔闘
争〕、4番〔本能〕、５番〔行動〕(図
の緑色L１～５が腰椎と神経)のスイッ
チがあると解釈するとわかりよい
です。 一種の人間タイプ論です
ね。体が先行して勝手にスイッチ
が入ってしまうのですから心身一
如についての研究の一つといえます。次項で説明します。

図３.脊髄と末梢神経の図



- 30 -

▼五つの基本動作で分類される体のタイプ その行動様式と感受性傾向

基本動作

まずは腰椎と内面のつながりの話しに進む前に基本動作について説明します。背
骨のうち腰椎は五つあり、これらは身体の五種類の動きとの関係があります。動き
は心のような見えないものではなく運動力学的なことです。

だから動作と重心の掛かり方を分析していくことで腰と全身の運動の関係がある程
度判明してくるのです。例えば首の回転運動で首筋が痛むのは腰椎３番を始めと
する回旋運動に関係する椎骨やそのグループに属する筋肉や足首に異常がある
のではないかと言う具合にです。もしもこの読みが関係ないならば、これで一つの
フルイガケができたことにもなります。

その五種類の基本動作は運動力学的に特定の腰の骨を緊張させます。「各運動
に対して支柱の役割を担う骨がある」ということですね。それを表にすると次のように
なります。

[腰椎] [運動分類]
１番 …上下運動…つま先に重心をかけて頭を後ろに倒す動作と、踵重心で頭を前に
倒す動作
５番 …前後運動…上体を反らせるか、体を屈して肋骨を前に縮める動作
２番 …左右運動…重心を左に偏らせるか、右に偏らせる動き
３番 …回旋運動…左(右)つま先に力を入れ上体を右(左)に捻る動作
４番 …開閉運動…骨盤を中心とする開閉動作と連動する全身関節の開閉動作

五つの運動と連動するエネルギー動向

例えば頭の前後運動ですと、自分でやっても他人にやらせてもいいですが、とに
かくつま先に重心をかけやや顎を上げる、逆に、踵にかけてややうつむく動作をや
ってみてください。前者ではエネルギー(緊張)がスーッと上に上がり、後者は下がる
感じがすると思います。

前者では＜体内部のエネルギーが脳へ分散＞され、後者は＜脳の緊張が内部へ
反映される＞傾向があります。これは動作と共に身体の緊張箇所が変動するのだ
と解釈してください。それと同じ原理で他の４つの運動にも各種のエネルギーの動
きと支柱に相当する箇所があるのです。というか、それが無いと人の運動自体が大
変不安定なものになるのです。

この五つの動作には感受性の動きが必ず伴います。それが腰の骨の特徴とその
人の「無意識的心理の動き方の癖」とのつながりがあるという話へと広がっていきま
す。つまりその人の動きの癖から感受性傾向を特定できるということになります。人
によって意識以前にどの腰椎が過敏に働くか、必ず個別性(タイプ)があるのです。
取り合えず表にしました。
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[腰椎][ 運 動 ][ 態 性 ][生理特性][ 心因 ]
１番 上下型 頭 脳 ᇓᇅ 思考
５番 前後型 呼吸器 ᦀՠ 行動
２番 左右型 消化器 ᯟ 感情
３番 回旋型 泌尿器 ୋຜ 闘争
４番 開閉型 生殖器 ৮ 本能
[胸椎]※3
11番 循環器型 筋 肉 ᥫ 能動受動

どの人間も基本的に腰椎は五つあるのですから、すべての要素を持っていること
になります。ただ特別に色が濃いみたいに最も過敏に働く腰椎があるのです。した
がって生理特性や心因も働きやすい傾向を持つことになります。どれがいいか悪
いかというのは一切ありません。ただし相性はあります。

上下型(均整法では前後型)は思考が過敏で頭で納得しないことには行動になりま
せん。この人に仕事を覚えさせようと思ったらまずマニュアルを作る必要がありま
す。頭を余分に使う傾向があるので睡眠の質が保証される必要があります。そのた
めには腰椎１番に弾力をつける必要があります。「ポカンとすることとはなんぞ
や？」の傾向があります。頭の形が逆三角形で首が長い傾向があり、腕も下肢も長
いが肘からの上下、膝からの上下の長さが等分。

前後型(均整法では肋骨型)は、スポーツマンタイプが多くて行動しながら考える傾
向があります。物事を数値的に判断しやすく合理性を重視しますので冒険をしても
計画的な冒険となります。顔が菱形で顎の線がパシっとしていて体全体が逆三角
形に見えます。上肢下肢は肘から下、膝から下の方が長い。エネルギーが内向し
やすい陰性のこの型は非合理性を持っていて大きな組織だとか、神、宇宙といっ
た果てしないものに興味を示す傾向があります。

左右型は消化器が過敏です。明るく天真爛漫なのが基本。食べることがスイッ
チ。食べていると頭の回転もよくなる。フランス人はこの傾向が濃い民族。好き嫌い
の感情や気分で動いています。理屈は好きですが意外とまとまらず前後型の意見
を頼りにする傾向があります。陰性の消化器型はちょっとしたことで食欲が落ちる傾
向があり、気難しい場合もありますがアート性を持っている人が多いです。陽性の
男性は清濁併せ飲める人。総じてこのタイプは下痢をしたときは急いで止めないこ
と。手首足首は細くはなく過食になると更に太くなる。

回旋型は泌尿器型とも言います。腰が分厚くしっかりしている。恐怖に過敏で闘
争的局面になると素早く身構えます。心理的に勝とう、負けまいのどちらかが起点
になって行動をとっています。何事も意志で受け止め意志で行動しようとします。し
たがって他人もそうだと思い込んでいるので、誰でもが魂胆を持っているという観念
に取り込まれやすく誤解を受ける。無為に腰をひねるので腰が疲れやすい。現実
的ですのでボス型で頼もしい人が多い。腰や目が四角い形をしている。腕と下肢
が体に対して短かく太い。

開閉型は骨盤が敏感なので本能とか勘とかで行動しています。理屈が通りませ
ん。感情の処理がしがたく、愛憎の密度が濃い。上下型の客観性が大きな助けに
なることがあります。卵が歩いてくるみたいに見えるのは骨盤開型でナース的な優
しさを持つが、元気になったものまで囲おうとする傾向もあるので共依存に注意。
小さめの体で関節がギュッと引き締まって集中力が強いのが閉型で和式便器にし
ゃがんだ姿勢で体が休まる。開型はしゃがめない。肩から肘までが肘から先よりも
長い。そのバランスは下肢も同じで末端に行くほど手も足も細く小さくなる。特に開

*均整法・十二腫体質と、野口整体・

体癖 その分類名の違い

上下型…均整法では「前後型」

前後型…均整法では肋骨型、
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型は肩と手首のギャップが大きい。若い時は痩せていて出産後骨盤が開くため夫
に騙された言われることがある。これは骨盤を閉めればなんとかなるが骨盤の締め
すぎは病気作りにもなるので注意が必要。

※ 男性は一般に上下型が入っていて女性よりも理屈っぽいです。女性は左右型が濃い
ので気分で 行動しがちです。もちろん男性よりも男性性が勝っている女性もいます。そ
の逆もあります。
※ 態性はそのタイプの強い箇所でもあり、それが故に疲れやしわ寄せが集まりやすいと
いえます。
※3各タイプに陽(エネルギー分散傾向)と陰(吸収傾向)の2種類があり、この陽と陰そのも
のが体のタイプとなっている循環器型もあるので合計12種類のタイプがあることになりま
す。このタイプの純粋型はあまりいないので説明を省きました。体が硬く肩が衣紋掛けみ
たいになっていて我が強いのが陽で、色白でずんぐりしてのれんに腕押し的なのが陰のタ
イプで極端に優柔不断。

脱げない服と認めること、そして留意点

以上、取り急ぎの説明になってしまいました。腰椎を起点としたタイプ分けであると
いうことは身体の構造と行動様式で分けているのですから、「意識よりも先に入るス
イッチがある」と解釈せねばなりません。それについてはどのタイプも公平です。こ
のように言うと、人間性を固定的に見すぎているとの批判を受ける可能性があるか
もしれません。

しかし、これは活かすものであり、人間相互に理解しあって自分以外の存在と自分
に対して受容力を高めるきっかけとなるものです。そのためには自分のタイプを受
け入れて、長所を広げるべきものです。そして各タイプがその短所を語る資格があ
ると考えるのが妥当です。自分の体と付き合いながら人生を通して大切に接するべ
きものと私は受け取っています。

どんなタイプ分類でもついつい他人の短所、欠点を批判することに使われがちで
す。それはほとんどの場合、投影現象です。投影とは見えにくいところにある自分
の問題であるのに他人の問題のように見えてしまうことです。タイプという体を脱ごう
と思っても無理ですからお互いの体を優しく見る能力が必要で、それが自分の人
間性や体を育てるというパラドックスがあります。

いろいろと偉そうなことを書いてしまいましたが私自身がこの問題でかなり悩んでき
ました。傷つけられたり傷つけもしました。夫婦関係が上手くいかない人に教えて
改善した例もあります。タイプが異なると相手の感受性の動きが分からないので
す。

まだ不明な点があります。よく言われる本当の自己なる働きは、タイプという殻の中
にあるのか、タイプの拘束を受けてしまうのか否か。それから指導の際にどのような
言葉や表現を使ってあげると話しが通りやすいのか、そういった点での指導上の課
題があります。

非合理なことを前後型(肋骨型)に勧める必要がある時でも「それでなぜ得するか」
を付け加えると納得しやすいのです。そういった点では全ての人に同じ言い方で
は限界があります。回旋型は勝とう負けまいという現実的対立で元気がでるので、
内面にあるもう一人の自分との対立作業を行おうとすると恐怖が先立ってしまって
元気がなくなるのです。

自分と闘うこととは己をやっつけることではないはずなのですがそれが分かりにく
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い。しかし、見方を変えると対人との関わり方自体が内面に関わる道にもなり得ます
ので、そこがこのタイプのポイントになるように思います。頼もしい人が多いタイプな
のですからその力の広げ方ですね。

とにかく結果的に内面の表現手段として、体という服が存在するということは確かな
ようです。まだそのほんの一部しかご紹介できませんけど心と体の密接な繋がりは
否定できません。それは言わば私やあなたの自然を回復するために大きく役立つ
のです。

腹にあるこころ

これは背中よりも腹部のほうに強い傾向ですが、腹部
を触っていると何らかの不快感情に繋がった気持ち

つな

悪さやムカムカ感が表面化してくる現象があります。

悪心やムカムカが何に対してだったか、分かる場合も
お しん

あればわからない場合もあります。本人が「アレだ！」
そう言ったりしてますから本人的に何か分かる実感が
あるのです。そして腹部と背部には相関がありますか
ら片方の異常が修正されれば片方も変わります。

背部と腹部の深層とのつながりを説明するのは難しい
です。ここの内容を科学的な説明だと言える自信を私
は持っていません。事実を述べるのみです。

整体で硬結と呼んでいる緊張があります。触診するとヌルッとしていたり、針で刺す
こ うけつ

ようなのもあります。聞くところによるとこれを科学的に把握しようとレントゲンを撮っ
たり解剖した人があるそうです。しかし見つからなかったそうです。生きている体の
現象なのだからしかたありません。

ヨガを学んでいるときに「腰は攻め、腹は守り」と教わりました。腰には積極性の度
合いが宿り、腹には守り方が現れる。大雑把にそのように解釈しても間違いはない
でしょう。別のところに書きましたがヨガでは腹部に生理的に心理的にバランスを取
る中心点＝丹田の存在を認めています。

そして整体では上丹田、中丹田、下丹田の三つを重要観察点として実用化してい
ます。上丹田は首から上の緊張度合、心のリラックス度が現れる。中丹田は栄養の
同化力、下丹田は生命力、気力の充実度を観るところです。これらは表面ではなく
て深さがありますが入り口としての場所は実際にあります。

下丹田は恥骨から上に指3本分の処。(図の位置は作成ミスで実際はもう少し上で
す)このように腹にはその人の精神と体のバランスが現れる不思議さがあります。断
腸の思い、腹に据えかねる、腹ふくるる思い、腹が立つ、腹芸、へそ曲がり、腹を決
める、痛くもない腹を探られる、腹を読むなど、表面的な心理と言うよりは潜在する
心理を表した言葉が多いです。

犬でも受け入れた相手には腹を見せるという行為があり、これは野生の狼にも見ら
れる行為ですから、我々人間以前の動物の時代から腹という存在がコミュニケイシ
ョン＝関係性において重要な役割を持っていたことを表してはいないでしょうか。

図６は井本整体で教わった腹部の調律点を簡易的に描き現したものです。注目し
て欲しいのは第一番と第三番です。第一番は怒りを強く抑圧させられたとか、大き
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な怒りを抱えているとか、長らく辛い思い
を抱えているとか、そういう時に痼りとなっ

し こ

て現れます。

そこは肝臓下部に相当します。肝臓は栄
養の貯蓄と解毒を司っています。アルコ
ールだけではなくてその人にとってヤバイ
と言いますか、毒素となる感情の停滞状
況が現れると思えばよいでしょう。ある殺
人事件の犯人と間違えられた人が整体の
先輩の患者で、この一番の緊張が消えた
ので訪ねたら、真犯人が見つかったのだ
とニコニコ。

第三番は不平不満の現れる処です。有
名な整体の先生はここに触れながら「嫌
だなぁー、こういう人、あんまり見たくない
んだよなぁー」とつぶやくんです。そこに不平玉が出ているのを知らない本人は「し
まった腹を読まれた！」と思って真面目な気持ちを取り戻す。読身能力と誘導能力
が高いと、そうやって体に対する礼儀の気持ちを引き出しておいてから取り掛かる
ことができるわけです。

いくらその先生の料金が高くても、大金持ちで横柄な人になってくると「ちょっと身
体を置いていくから、ちゃんと治しておけよ」みたいな、そういう人も出てくるらしい。
とにかく、心身一如をよく表している話しです。腹は不思議なところです。

では、この現象をどう解釈すればいいのでしょうか。体の持ち主に対して、それこそ
体が不平不満を持ってしまうので体の腹づもりが腹に出るのでしょうか。そうではな
いと思います。ただ単に内面的な状況が腹にそのまま表れると、そのまま受けとめ
ればそれで良いと思います。

最初のご挨拶のところでの心理ショックで腹部が凹んでしまった話は四番の辺りで
す。極端ですが分かりやすいと思います。心に穴が空き、思考の介入が不可能な
状況だったのです。

▼体は嘘をつかない、のではなく…
うそ

体は嘘をつかないという意見があります。しかし私の印象はちょっと違っています。
心身のつながり方について実例を交えてご紹介しましょう。

「脳の中がトロけてきました」 精神⇒身体現象と身体⇒精神現象

ある女性は心理緊張が溜まるとあれこれと身体症状に見舞われます。そこで「精神
⇒身体現象」に直接関与すると言われている胸椎６番(26頁)(図３．黄色に分類されて
いる上から６番目)に軽く触れていると「フー…」と呼吸が深くなって全身が弛んでくる
のが分かります。何が起きているのか聞いてみると、「脳の中がトローととろけてく
る」とか「脳の芯がゆるんできて心地よい」と言うんです。

体に触って脳が弛んで気持ちが弛んで…という事は、体から脳を介して心に変化
が起きているのですから、これは「身体⇒精神現象」だと言うことです。そうなるとこ
の6番は身体と精神の交差点かもしれないってことになります。

図 6 井本整体・腹部十二調律点
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この６番が精神と身体のつながりに関与するという情報は姿勢保健均整法という療
術の学校で、臨床所見として教わりました。この骨の脊髄神経が脳内の脳下垂体
後葉(図４)とつながりがあるという神経学説によるとの説明がなされています。

脳下垂体後葉ホルモンは利尿作用を抑える働きや分娩後に赤ん坊が乳首を吸う
ことで子宮が収縮することに関与しているそうです。しかし、臨床的にはこれだけの
問題ではなく、感情にも関係している傾向も確実に見受けられます。

実際、この背骨の緊張が弛む体操をしばらくやらせると感情が安定する人もいま
す。この背骨の調整は心理的なものが絡んだ糖尿病には役立つでしょう。ここは腎
臓機能抑制にも関与しているからです。いや、糖尿病だけではなく、身体症状と心
理が連鎖していれば大概ここが緊張しているのです。

この背骨を整える体操でパニック症の症状が軽くなり、ついには治ってしまったフラ
ンス人が居ました。当初は、デパートで空間が歪んだり狭くなったりで視野狭窄もあ
り、車にも乗れませんでした。また、喉が狭くなりくっついてしまって息ができなくな
るとも。

このような状況にある
ときは整体体操をやら
せると、効果のある場
合は本人が直ぐに分
かるものです。きつい
体操なのに「あっ、イ
イ感じ！イイ感じ!!」と
フランス訛り日本語で
騒いでました。最初は
床に寝ると苦しくなる
し、いろいろ試みるも
うまくいかず困りまし
た。胸椎５､６番あたりに刺激がいくと良いようでした。胸椎５番は脳下垂体前葉つな
がりです。体の疲れている側の５番の同側は疲れて緊張しているものです。からだ
を整えゆるめることも大事です。

葛藤と連動する胸椎２番

葛藤という心理現象があります。方向性の違うエネルギーに迷わされて道の選択が
不能になるのです。ちょっと信じられない話かもしれませんが、心理葛藤が強くなり
ますと肩の高さから少し下にある胸椎の２番という背骨が歪むという現象がありま
す。

その葛藤が絡んだ悩みが解消すると、なんと！胸椎の２番が整うという「精神⇒身
体現象」があるのです。最初に紹介した女の子A子ちゃん(23頁)<⇒>の背骨はこの下
の胸椎３番でした。ここは臨床的に間脳(図５)という脳の中枢部位とつながりが深
いところです。(参照：「２．心理緊張が身体症状につながる仕組み[ストレスと肝臓・胆のう]」
の「自律神経のしくみの図」)

背骨は数珠つなぎ状態なので歪みが連動連鎖することもあります。一つが捻れれ
ば下が逆向に捻れると言う具合にです。ちなみに背骨が捻れる現象は何らかの負
荷のかかった状況に適応するために強さを引き出そうとする現象です。このことか
らもその女の子が置かれていた状況がうなずけるでしょう。

図 4．脳下垂体前葉と後葉
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胸椎3番がねじれたまま固まっていたのは彼女がじぃーっと耐えていたことを物語っ
ています。使ったところは弛めて
から休めると強くなるいう原則から
したら、抑圧し虐めてもさほどもそ
の効果はなかったでしょう。

このように整体には心身を区別し
ないで体を観察してきた凄さがあ
ります。失恋をすると凹む背骨が
あるという観察には舌を巻きまし
た。心が落ち込んだからといって
背骨まで凹まなくてもいいと思うの
ですが、それらしいのを見つけた
ときに打診しましたらその人はめ
ちゃくちゃ驚いていました。とにか
く体は嘘をつけないのです。

「今…パ、パニッ…ク症が、起きて…いま…」［ Ｌ子さんの例 ］

まるで大昔の無線機で話すみたいに電車の中から電話をかけてきたＬ子さんは心
理トラウマを抱えている人でした。少しきわどい内容なのでここにはそのことを書け
ません。

私は一瞬迷いましたが、「いや、やってみる価値はある」と思い直してあることを試し
ました。それは火傷であるとか、心理的な打撲を受けた時に行うのが良いとされて
いる整体の操法です。息子が夏の海で日焼けしたときに試したことがあります。

ワァッ！と驚いて言うことに「今、全身が急に冷たくなった」と。火傷、生理、心理ショ
ックの時、全身にヒスタミンの量が増えているのだそうです。この方法はどうやらヒス
タミンの量を抑制する作用があるようです。息子は水ぶくれになりませんでした。

生理の時には被暗示性、被刺激性が強いので昔から安静な生活を心がける習慣
があったはずですが、今の時代は最も避けるべき眼の酷使が当たり前の生活にな
っています。この意見は一歩間違うと女性蔑視の意見にされてしまいそうですが、
男性よりも有能で緻密で感覚が優れたせっかくの身体を損なってしまう可能性があ
ることを覚えておいたほうが良いでしょう。

Ｌ子さんにその操法を行いましたら、「今の箇所で私の全てが変わるような気がし
た」と言い、気持ちの混乱が治まりました。驚きとともに今でもよく覚えています。Ｌ
子さんの言い方はちょっと大げさ過ぎるかもしれません。状況が状況だけに感じ方
が誇張されたのでしょう。

ただ、操法は「トラウマがあるんですね」はいポン、みたいな感じで行う質のもので
はありません。とにかく整体の心理打撲用の技術を覚えておいて良かったと、本当
にその時は思いました。

こういったケースではなくとも、体の症状には昔患った病気がちゃんと治っていない
と、ある痛みや症状がもとで連鎖的にひょっこら顔を出すことがあります。また、季
節の温度変化が激しくて自律神経が揺さぶられて鈍りから回復し、そのために古
傷が痛むということがあります。

図５.間脳の位置
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そういう時は蒸しタオルなどで落ち着いて対処するだけでも良い結果が得られま
す。治ってないところをちゃんと治す機会が与えられたと思って深い呼吸を心がけ
るのがよろしいです。呼吸が深くなれば心は落ち着いてきます。これも一種の連鎖
反応です。

体の古傷再発は悪くなったのではなくて回復の最中にあることを受け入れた方が
早く良くなります。その気持ちが自然良能作用に対してのサービスになるからで
す。

◆パニック障害について

突然起こる激しい動悸や発汗、頻脈（ひんみゃく：脈拍が異常に多い状態）、ふるえ、息
苦しさ、胸部の不快感、めまいといった体の異常と共に、このままでは死んでしまうという
ような強い不安感に襲われる病気です。

発作では自分が自分でないような感覚に襲われることもあります。基本的には心理その
ものに原因はないとされているがしかし発作への予期不安という緊張恐怖から抜けられ
なくなります。この発作は、「パニック発作」といわれ10分くらいから長くても1時間以内に
はおさまります。

検査をしても異常は検出されません。脳内の神経伝達物質セロトニンが増加する治療を
行うと改善がみられるとの報告があります。しかし、セロトニンの分泌の状況もそれが原
因という見方は物質上のことです。なぜセロトニンの分泌異常が起きるのかを想像すれ
ばセロトニンの分泌異常は一つの結果的な現象のはずです。私は、あまりに症状が激し
いその時点は別としても、脳内は全体に対して指令系なので可能な限り自然な治り方を
望みます。

パニック障害は基本的には心理的要因は少ないと言われています。しかし、中には過去
の心理的な傷が関与しているケースもあるとも言われています。でも私は過去が原因に
見えるのは、危機感連鎖の可能性があるとみています。L子さんの例では体の面からの
改善例を書きましたが、まずはとにかくパニック症自体をワークしておくことが大切かと
思います。

過去を持ち出しすぎて大げさな展開になったり、あまり因果関係にとらわれない方が改
善の近道です。そのためには予期不安が生じたときに自分にどのようなことが起きてい
るか、気づきを深めることが有効なのです。心に原因があるとかということよりも、要する
に不安の一角が崩れることを優先した方がよいように思います。

あと、体が乾かないように水分を通すことも大切です。ガブガブ飲んでもダメで、冬場に
水を上手に飲むのがコツです。唾液をよく含ませること。要は乾いた処に染みこまないと
療養価値がない。夏場も水をやたら飲むのはよくない。発汗後に梅干しなどで塩分を少
量摂ってから水を飲むと浸透圧の作用で染みこむ。発汗には筋肉の疲労を取り神経の
疲れを取る作用もあるのでそれが冬の健康につながり、夏の価値はそこにある。かいた
汗は急激に冷やさなけれそのままの方が体が涼しい。

▼異常な状態

身体は正直なものです。先にも書きましたように強く怒りを抑制していると肝臓のあ
たりにシコリができますし、感情に問題がなくとも何らかの中毒状態になっても結局
肝臓のところにシコリができます。要するにその人にとって一時的にでも毒素になる
ならそれがそのまま現れる。

それは肝臓の医学的検査の数値とは関係ありません。重なることもあれば重ならな
いこともあるのです。そういう自然の反応は我々の思考や感情以前の純粋な性質
を持っているのかもしれません。その反応自体が病み、悩んだり、魂胆があったり
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するのではないはずです。

別の項目で書いた背骨に現れる表情も同じことです。身体は嘘をつかないのでは
なく、嘘をつけないのであり、そのような性質を持っているからこそ様々な矛盾を整
え直すことが可能になるのではないでしょうか。問題があるのに問題が表現されて
いなければそれこそ異常というものです。

そういう奇妙な状況の体を見たことがあります。心身ともに様々な異常を訴えますが
背骨には首以外はほとんど異常を感じません。精神的に際どい問題があると思わ
れました。指導が大変困難なように感じました。ある程度の日常生活は可能なので
すが時々ちょっと危ないといいますか。自分の取った行動をサッパリ覚えてないと
かで、これは回りの人も協力しなければならないケースと感じました。得てしてそれ
が無いんだなー。

それから、別の人で背骨の際を触っても全体に膜がかかったみたいでぼんやりし
ていて正体が掴めない変な人がいました。もしかしてと思って、精神安定剤など頭
脳系の薬を飲んでないか聞きましたら、何種類かを飲んでいました。

頭痛もひどいとかでその薬も飲んでいました。こういう人は背骨を刺激してもどこか
パッとしませんし逆に刺激が効き過ぎるところもあるような感じで、あぶなっかしくて
触る気がしません。

薬を飲まないと仕事ができないし、仕事をしないと生活ができないし、問題は棚上
げのままだし、みたいな状況で好循環に持っていくのが難しいです。自己ケアーの
必要性を勧めましたが生活上の自立を優先されました。

４．この章のまとめとして■

心と体は密接につながっている。この章ではこのことについて様々な角度から説明
を試みました。そしてそれは大変肯定的なこととして、あなたの可能な範囲でこれを
受け入れていただければ、それで十分です。

もしもあなたが心身セラピーを試みる気持ちになったとしても、ここに書いてある事
は一切忘れていただいて構いません。覚える事は何もありません。疑問も自然に湧
いてくるものですし、あって当然です。そのまま気づきの作業を行うことも全く可能
です。

※心身のつながりについて参考blog「心身症･ストレス症状､改善回復の秘訣！“心身セラ
ピー”」

http://sinsinsyou.nrt7.com/
http://sinsinsyou.nrt7.com/
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[３]私事ですが□

NRTの主宰者である私、金光由展は20
歳代(1977年頃)にヨガを学びその後、姿
勢保健均整専門学校を出て、野口整体の
弟子だった方に整体を教わりました。これ
まで整体は30年以上やってきました。

しっかりとがっかり

40歳代に入った頃から自分の内面を見つ
め直す必要性を感じて体験的な心理療法
に臨みました。そしてそのことが元でその
心理療法の価値を仕事に活かすことに目
覚め、そのための研究と工夫をしてまいり
ました。

私は子供を持ったことは大変幸せなことで
した。子供に感謝しています。あ、家内に
も(笑)。というか苦労をかけすぎた。ごめん
なさい。さて、私は子供を育て始めたら自
己矛盾や内面葛藤が強くなってしまいまし
た。内在していた問題が季節変化とともに
古傷が痛む形で出てくるのと、まあ似たよ
うな話です。

動物は親になればそのまま親の役割がち
ゃんと出来るのです。しかし私はそうでは
ありませんでした。体験的心理療法への
つながりはそのことがきっかけでした。あま
りにも自分は未熟でした。金銭的な責任
感も大事でした。しかし親になるためには
それだけでは全く不十分でした。

野口整体の創始者、野口晴哉先生は人
間が大変早産の生き物であることを早くか
ら見抜いており、更に胎児にも心があるこ
とを認むるべきとしています。そのことに私
は大変感動して、胎児に語りかけをしたり
自分で赤子を取り上げもしました。

しかし、その影響もあってか、生まれてき
た子供がしっかりしている割には自分の発
想や感情行動にはがっかりしたものです。
そのうち何が正しいのか適切なのかさっぱ
り分からなくなってしまいました。

それに言葉が悪いですが自分の親を振り
返っても何ら当てになるものがありません。
完全な子育てができる人などはいないと
思います。しかし、精神的な支えになるそ

u 姿勢保健均整専門学校

亀井進が創始した均整法がその当時

の文部省認可により設立された。偶然

にも身体の分類方法が基本12種類に

分かれる点では野口整体と全く同じだ

った。かなりな数、病名別に姿形の特

徴や治し方が確率されてはいる。しか

し「なぜ、そのような歪みや異常緊張が

生起するか」に関してメンタルな取り組

みは皆無。療術領域のみ。でも、姿勢

の医学的な世界なのでその意味で科

学性はあると思われる。亀井先生の

「病気とは身体的葛藤」は名言と思う。

u ヨガについて

私が学んだのが何ヨガかはここでは

伏せます。その指導者は真面目と不

真面目、狂気と正気のゆらぎが極端で

あまりにも悪名が高かったから。(笑)

でも、実行実証主義であったことは確

かです。超能力など超常的な力への

執着を大変嫌った人でもあります。体

や心の問題について解説しているこの

冊子の中でヨガの説明を多くしてしまう

と、分かりにくくなるので省略しました。

「科学的に、哲学的に、宗教的に」を標

榜していた求道的な人だった。死と背

中合わせの懸命さがありましたから恐

かった。一旦1つの修行方向に向かっ

たら情操が破綻してもやり切ってしまう

傾向がありながら、個人的に接すると

ちゃんとあっけなく普通の人になってし

まう面白さもありました。

ヨーガではなくヨガの方です。オーム

とは全く時代が違うので誤解のないよ

うに。ヨガは仏教の母胎になったと言

われています。良い面もあるでしょうけ

ど、劣等感など内面が整理されないま

ま超常的な力へ引き込まれるとよくな

いです。心理学の助けも必要と思う。
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の本はやはり精神性であることに間違いはありません。

子供は大人を小さくしたものではありませ
ん。その快感が守られるべき生き物です。
そうかといってわがままを全部聞くわけにも
いかない。

そして「我がまま(ありのまま)」が認められ
ず抑圧された過去を持つ大人が自分を含
め奇妙な病気をしていたり、自己不一致か
つ我がままで奇妙な行動をとって周りに迷
惑をかけている現実が見えてくるとまた分
からなくなります。

精神統一を学ぼうとして

一時期は700人にも会員数が満たない仏
教、キリスト教、神道を複合させたような宗
教に関わってみた時期もありました。しか
し、その昔に一世を風靡した教祖は既に
おりません。「この教義に完全に帰依しな
いで、精神統一できるのか？」「いや、精
神統一は精神統一だ」と、気持ちは常に
大きく揺らいでいました。ただ、人が集まっ
て和やかにしているのは心地よかった。

そこの後継者は超常的な力を見せはしま
せんが立派な人で、実に素朴で強い信仰
の持ち主でした。ここで自覚できた事は様
々ありました。しかしその方とは別に、教祖
に身近だったはずの人たちに宗教の光と
いうよりは、影の問題が淀んでいることにそ
のうち気づき始めました。救済者という超
常的な力の持ち主が出てもダメなんだと、
そう思いました。

もしも誰かの気合い一声で心身症やストレ
ス症状が消失したとしても、症状の影にあ
る緊張までもが弛むかどうかは別問題で
す。それだけでなくて御利益がある人とな
い人の差が新たな嫉妬を生んだりするん
です。

拍手喝采、見事に刃渡りを済ませた着物
姿の妙齢なご婦人が子供のお菓子を盗ん
でスルッと袖の中に入れるの見ました。その人目を盗む視線がなんとも…。でも後
ろめたそうな表情してたので安心しました。刃渡りで度胸が良くなって悪いことする
んなら、そんなことしないで小心でいた方がまだいいです。

それは私個人においても別の意味で同じことが言えると思いました。ちょっと下の

◆ 体験的心理療法

私が実際に体験を通しているの

は、主にプロセス指向心理学、ファミ

リー・コンステレーション、ゲシュタル

ト療法の３つです。別の項目を設け

て説明してありますのでそちらを参考

にして下さい。

気づき体験を通して自己成長、自

己覚醒へと向かっているのはどれも

同じです。

◆ 野口整体と井本整体

姿勢保健均整専門学校で知り合っ

た人で、小川長也さんという野口整体

に関わりのあった人に十年ほど勉強

会で教わりました。また野口整体から

独立した井本整体で中等講座まで学

びました。均整法と井本整体は療術

要素がありますが、野口整体の世界

は療術を越えて本質的な自然健康道

と言えるでしょう。

井本整体の良いところは整体が秘

匿していた様々な側面を科学性を重

視しながら表沙汰にしたことです。ここ

の整体体操は合理的で身体力学的に

体の自然を全うしているので指導室で

も気づきの講座でも大変役立ってい

ます。自然治癒力優先であるのはど

ちらの整体も同じです。井本先生は整

体は決してサービス業になり得ないと

ご著書の中で明言しています。結局こ

の世界では体の側に立ってしまって

いるんです。



- 41 -

方にあるコンプレックスや抑圧に対する無意識適応の心理には誰しも気づきにくい
のです。ましてや並外れた外なる力に依存すれば自分の持っている力には気づき
にくくなります。

その意味で、33歳ぐらいでもう治せない病気はないとまで言われた治療能力を仕
舞い込み、各自の力が発揮されるようにと、整体を優れた健康法にしようとした野
口晴哉先生の卓見と行動力は見事です。実に潔く清らかだと思えました。私は頭
がどこか弱いせいか、こうやっていろいろと比較をしないと物事が見えてこないので
す。

ある時期、私は宗教と整体と心理学が共存していました。「混在と混沌」が実態でし
た。

結局、教義に偏る宗教や、鰯の頭も…みたいな信仰でもなく、肉体行に没頭する
いわし あたま

のでもなく、人里離れるのでもなく、社会思想のような知的なものでもなく、分析的
な心理学でもなく、ひたすらの瞑想でもなく、体と分離せず、この私さえあればいい
方法は…？

そのような求め方になっていきました。若い時に学んだヨガでは体験体得を迫られ
ましたが自然を援助している原理原則、法則がすでに説かれていて、その知と行を
結びつけることを問われました。こうすればこうなるのだと。

しかし、知ではなくとりあえず自分用の「智」(＝具体的に役立つもの)を見つけるに
あたって、整体の提唱する活元運動(体の本能的動きに任せてしまう運動法)や体
験的心理療法では、実感していることそのものに良い悪いや注釈解釈をつけずに
いきなり委ねる手法がとられていました。当初それには面くらいましたが、そこには
「自然」というものがちゃんとありました。

様々なことを同時進行させてきましたので順を追って説明することの方が難しいの
でかなり雑なダイジェスト情報で申し訳ありません。まだここに書ききれないこともあ
ります。(笑)

体や心を患い、問題を抱えるとあれこれ悩むのは私だけのことではないでしょう。ど
んなことにも不安はつきものです。「身を捨てて浮かぶ瀬もあれ」式でうまくいくこと
があることも知っておいた方が良いと思います。これもなかなかどうして努力しない
と身につきません。

心身の問題では小細工な自力は命そのものの尊い働きを否定することになりかね
ません。それは同時に自分への否定となってしまいます。その点で体験的心理療
法は委ねることと意識的に統合することとのバランスがちゃんとあるので私は好きで
す。

心身セラピーのやり方は、身を捨てたりしないで、そのまま起きていることに委ねな
がら、信じ過ぎず、疑いすぎず、身こころを気づきの作業で確かめながら進む方法
です。

私は2014年９月にNPO法人GNPゲシュタルト療法のトレーニングコースを終え、201
5年９月にはファシリテーター養成コース終了予定です。新たなスタートです。

さらに様々な興味関心が広がりつつあります。例えば12種類の体のタイプが複合し
ている場合、対人関係というより内部的なエネルギーの分裂が悩みとなります。顔
はまん丸でにこやかだけど体つきは逆三角形で直線的。
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もしもそんな体があったら首から上は食べることは大好きで明るいが現実的行動は
利害と計算に過敏でシビアーな行動をとる。そして時々感情が爆発しそうになる。
食べると食べないの葛藤が強いというように、首から上と下の身体的葛藤が感受性
や行動にまで影響するなんてことはあり得るのです。

ケースとしては少ないでしょうけど、そういったことにも体験的心理療
法の手法は役に立ちそうな気がするのです。今後の研究課題です。

おっと、私の個人的なことはひとまずこのくらいにします。
次は心身セラピーの効用と特徴について説明します。
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[４]心身セラピーの効用と特徴□

１．心身セラピーの効用・効果■

心身セラピーにおいては、心身症、ストレス症状、慢性病から回復するだけでなく、
同時に以下の効用を実感してきました。どちらかというと下記の効用が病気の改善
という二次的効果を生み出しているというのが実際のところ…、いや、同時かな。

★ 自分らしさを感じるようになる
★ 外の情報に頼らなくても、自分らしさが自湧することが分かる。
★ 抑圧からの解放を実感することがでる。

☆ 未完了や未消化の感情から解放される。
☆ 自分らしさを分裂させてしまう思い込みに気づくことができる。
☆ ほっとした安心感が心の奥に生まれる。

★ ネガティブな感じ方、見方が肯定感に変わる。
★ 他人の立場に立った観点を自然に持てるようになる。
★ 自分と他人の気持ちに対して受容力が生まれる。

☆ 自分のありのままについて肯定感が持てるようになる。
．．．．．

☆ 自分を好きになることができる。
☆ 嫌われるという不安から距離が取れるようになる。

★ ネガティブ、ポジティブどちらにも偏らなくなる。
★ 自覚的で主体的な選択力の価値に気づき、身につく。
★ 自己信頼、自己尊重、自負心が深まる。

土台となっている体験的心理セラピーが「自分らしく、楽な息ができて、自由
で他者に迷惑をかけない自覚的な生き方」へと向かっているので、場に応じて
これらの効用が生まれるのは自然といえば自然です。

「楽な」の表現は何も感じないままの「お気楽」ではありません。ストレスをストレスと
感じながら、それに対する受け取り方、選択的対処に弾力がでてくることを指しま
す。

２．心身セラピーの特徴■

★１．自然健康の原理を基本としている

心身セラピーは気づきを土台とした自然療法です。気づきは心身全体のバランス
をとってその自然を維持しようとする力を開く作用があると、このセラピーでは考え
ています。
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問題症状が自然経過するのを尊重した整体の原理と、身体を使った体験的心理
療法の基本の原理原則がほぼ重なっていることがこの方法を支えています。

心身セラピーで生じてくる様々な現象が“ その人にとってより自然であるかないか
”そのことについては自然健康を最も重視する整体での経験が私には大変役立ち
ました。この二つの療法の原理的な重なりは沢山ありますがここでは代表的なその
一つについて紹介します。

病気は、それが恥ずかしいこととは限らない…過敏と鈍りのバランスに気づこう…

心身症、ストレス症状を持っている人はそれを大変に恥ずかしいことのように思い
がちです。しかし一概にそうとは言えません。あまり病気をしたことがない人は自分
が健康に優れているように思いがちです。しかしそれは勝手な思い込みのこともあ
ります。

整体で最も嫌われる体の状態は無病病状態です。体が鈍くなりすぎて反応すべき
反応ができない状態。そういう体の人たちが風邪でも引いて発熱したら大騒ぎしま
す。しかし本当はお祝いをするべきかもしれないのです。細胞の新旧を交代させる
酵素は熱が上がるほど活発に働くからです。このことは癌の発生率にも関係してい
ると整体では言われています。

詳しいことは野口晴哉著「風邪の効用」筑摩書房という本を参考にして下さい。無
病病状態はある時突然重い病気を引き起こします。体は鈍ったままでいられない
ので揺り戻しをやろうとするのです。整体では癌、心筋梗塞、脳の血管障害などを
その主なものとしています。

４．体験的心理療法の技術を導入している理由－「健康とは？」(13頁)<⇒>の項目に書きま
したように「異常を異常として感じる」このことが健康の基本であるべきなのです。何
も問題が無いのを整体では健康としていません。もちろん病気ばかりしているのを
健康ということも出来ません。

一方、心理面でも似たような現象はあるようです。よくいわれる強い人、強さに固執
している人には多い傾向のようですが心や感覚が鈍るという現象もあるようです。
「悩まない人が人を悩ませる」なんて言葉もあります。くよくよと悩んでいることが良
いというのではありません。

物事の矛盾や悩みを抱えた経験がないとか、悩みを感じないことが強いことだと思
っている人を見ていると、生きるサバイバルのみが現実だとばかり合理性と結果比
較や目的に偏る傾向があります。するとそれに見合ったような体や感受性の動きが
出来上がってしまうのです。

ところが体がそういうのを修正したり整え直したりするために病気をやっているように
見える時があります。決して天罰を与えるとか、そういう問題では無いのですが、病
気などでバランス現象が起きているときには本人にはそのように感じられてしまうも
のです。

[反骨する脚の例]人の上に立っている方が生き生きとしていられるタイプの人がい
ました。ずば抜けた才能の持ち主でもありました。その人は重いメニエル氏病や下
肢が勝手に動いて謀反を起こす原因不明の症状を患っていました。初期は布団か
ら立ち上がれませんでした。

その人は女性特有の勘と知性と行動力と采配能力が備わっているもので、会議が
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適当なところで収まりかけた時に、見事に非の打ちどころのない論理と先見の明で
スパッとひっくり返してしまうんです。実際、この人の言う通りにすれば○千万円が
無駄にならずに済むので会社としては助かるはずなんです。しかし幹部男性陣の
バッシングを受けてしまう。

今思えばその下肢はまるで反撃しろと言っているかのようでした。おそらくそれは一
つの生き方を示していたのでしょう。しかし、無理に会社に出かけようとするとつっ
ぱってしまって「今日は行くな」と言ったりする。

そうかと思うと「雨で皆が喫茶店で時間を潰しているときに、足が表に出たがるので
足についていったら契約が一件取れた」と言って大笑いしてました。すべてが意志
で行動していた人にそのうち「従う」要素が生まれてきました。

結局、支配される側の苦しみをじっくり味わうことになったのだけど、最終的にはつ
まらないことで人に気を使ったりする自分や自分の欠点に気付いて、その自分と別
れ「これからはありのままの自分を大切にする」と。また、コントロールを捨てて任せ
ることの価値も身につけました。この人は定年退職後の計画をしっかり立ててアド
バイザー的な仕事を創造しました。

こういう人は上に立つべき人なのだと思います。問題は立ち方や下にいる人の気
持ちをどれだけ汲み取れるか、言い換えると権威的な位置からサッと降りてしまう能
力が問われるのかもしれません。最終的にすごく心身のバランスが取れて問題症
状は二度と患わなくなりました。

この人に関してはメニエール氏病についてさりげなく行ったことがあるだけでその、
他はワークは一度も行ないませんでした。本人が嫌がるからです。この人の話はこ
こでは「過敏と鈍りのバランス現象」として取り上げました。

仮にワークをやったとしても大会社という大組織との葛藤問題ですから、私にも想
像がつきません。「従う能力を高める」という意味では身体問題が役立ちました。体
は従わせるものではなくて従うものだということを知るには象徴的な例です。

この過敏と鈍りのバランスは純粋にはタイプの問題ではないと考えます。私も対人
関係で困った時、その相手を理解できないことの一つに、その人と同じような悩み
方をした経験がないことに気づくことがあります。それは鈍っているのと同質です。
人と人が出会ってみると感じ方の個人差や反応の速度など違いは必ずあるもので
す。

身体の問題、心の問題を分けないで少し脈絡のない説明になっていますがお許し
ください。まとまりをつける一点は「過敏と鈍りのバランス」です。体も心も生ものです
から似通った現象があるのです。体のどこかが過敏になる時、どこかに鈍いところ
ができます。

これと同じで、例えば家族の中で誰かが過敏になってしまう時、同じテーマでその
周りに大変鈍い人が居る、そういうこともあります。心のテンションが上がりにくく些

さ

細なことが気になる時、物事の細やかさを全く気にしないテンションの高い人が近
さい

辺にいたりするものです。

首から上が充血しすぎている時、足が冷えやすい状態になり、冷静さを欠いたりし
ます。だから昔の人は頭寒足熱のバランスが自然に適っていると悟ると同時に、そ
のことに生ものとしての自然の法則を感じるからそれが慣用句としてまかり通ったの
でしょう。
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症状があるのはそこが過敏だということです。ならばどこかに鈍り現象が発生してる
可能性があるのだから、そこをみつけて揺さぶりをかけると過敏(病気症状)が消え
るのではないか。そう思ってやってみると上手くいく。私はその現実に何度も出会っ
てきました。L子さん(36頁)<⇒>のケースは過敏を直接消すことで普通の状態に戻
ったケースです。

時々こんな人がいます。体を触ろうにもちょっと手が近づいただけでもビクッとする。
体に触れてしまうと全身を歪めて緊張してしまいます。こういう時に、触っても大変
鈍い処、触ったと感じられない処を見つけて、そこを普通の感覚に戻すことができ
たらその過敏現象が収まるものです。

体験的心理療法を行っていると、時々不思議な感覚が訪れます。どこか懐かしい
ような、悔しいような、避けたいような、運命的再会のような。それは自分の心の中
で鈍っていたところがやっと回復しかけたときです。

こうやって過敏と鈍り、そのバランスを取ろうと反応している働きが心身、生活の面
で似たような現象を見せている。私にはそのような現象として見えます。 B子さんの
例では、体の感覚から始まり、続いて動きの自然に従ってみたら沈黙が訪れまし
た。その時訴えていた症状も消えました。もしかしたらB子さん(24頁)<⇒>は生活の
中で沈黙することについて鈍くなっていたのかもしれません。

このような現象に気づけると、病気に対してあれこれと注釈や解釈をつけたくなくな
ります。また、優しい気持ちにもなれます。なぜかというと、鈍るという現象の背後に
は鈍らせないと自分を守りきれなかったいきさつもそれなりにあることが見えてくる
からです。

責められるべき人はさほどいないのかもしれない。ふと、そう思える時があります。

★２．「今ここ」に全てがあるとし、分析、因果関係にこだわらない

今ココしか自覚できない、はず

厳密に言うと、私たちは今ココしか自覚できないはずなんです。現在の進行形の中
にしか自覚がないからです。

「過去を自覚する」という言葉は不自然です。
同様に「未来を自覚する」これも不自然です。
もしも古い過去の記憶が呼び起こされたとしても、現在があるという保証があって成
り立っています。未来も同じです。夢予知であるとか第六感も現在があってのことで
す。

ドラえもんのどこでもドアでは過去、未来どちらへも自在に行くことができます。でも
結局今の時間の中に戻らざるを得ません。今ココがある。その保証があって全てが
成り立ちます。ですから結局過去を想起しようが未来を感じようが今を生きているこ
とになります。

分かりにくいことを書いてしまって申し訳ありません。過去は記憶の中にあります。
それと体が繋がっていたりするので、その実感が再浮上することがあります。それは

つな

今ここで実感している過去の記憶でもあり現時点での現実に他なりません。



- 47 -

その現実についての今の感じ方が次の変化を決定する。どうもそういうことらしい。
たとえば喘息の症状について吟味している最中に過去の感情が浮上することがあ
るとします。「なぜ浮上するのか？」といえば、何か未完了、未完結のテーマが潜
在化しているからです。

この作業は決して事件の犯人を追うみたいに過去を洗い直そうというのではありま
せん。過去の臭いが立ち込めて来もしないのに過去を嗅ぎ分ける必要はないと考
えます。また完了完結させるとは、単なる気持ちや感情の排泄と言う意味ではあ
りません。自然に浮上したことには従うべき意味や価値が必ずあるものです。

そのことは今ここの現在を舞台やドラマの場面に想定すると分かりよいかもしれませ
ん。どの作品もその作者は必ず意味を持たせてそれらの役割を与えています。あ
なたの体とアナタというたった一つしか無い劇場で様々な展開があります。体の感
覚、動き、イメージ、言葉にならない感覚、感情など。

不思議なことに、表出する自然のプロセスに従うことができると、結果的には心理・
生理・外見・呼吸に整合性がある事を実感できます。例えば、蕁麻疹の時、肝臓の
機能を高めて下痢を起こすと蕁麻疹が止まります。排泄が完了するからです。それ
と同じで、完了して安定したい心身の自然の変化、慾求は誰にでもあるのでしょう。

今回は詳しく書きませんが、「ある人に出会うと蕁麻疹が出来るから」とワークをやり
に来た主婦がいました。結局のところ一回のワークで蕁麻疹はピタリと止まりまし
た。中毒している心理的要素を内側に止めないで対人関係上に使うというリサイク
ルが可能になったからです。下痢もしなくて済んだのでした。

腎臓結石が尿管に詰まっていたM男さん(17頁)<⇒>の例を思い出して下さい。私
は彼に、痛みが起きている処をあなたはどのように感じますかと聞きました。彼は左
手の拳を右手の平に押し当てそれを捻るようにしてまるで右手の平を掘削するかの
ように動かしました。私はその動きを見ていて閃きめいた疑問が生じたのでそのま
ま彼に質問してみたのです。

それはM男さんの人間関係上の態度の癖であったようで、その時にその問題の箇
所にズキッと痛みが走ったのだそうです。そのことは私には黙っていたのですが眼
をパチクリさせていました。どうもそれがきっかけで石が降りたらしいのです。

今ここの流れに集注することができると必ず価値のある新しい現実が生じます。「今
ここに全てがある」この捉え方は元は仏教の教えであり、それをパールズという人が
ゲシュタルト療法に統合させたと聞いております。

心理分析は行なわない 流れに従うのみ

心身セラピーではさして心理分析を行いません。したとしても、作業の後で体験を
通して見えてくる問題の背後の構造を確認する程度のことです。ベースにしてるゲ
シュタルト療法という心理療法や他の体験的手法も分析作業を行いません。

分析を無視するのではなくて、目の前で起きる体や心の変化それ自体が全体が整
っていくためのサインとして受け取っていきます。今起きていることや実感すること
は、さらに全体がまとまろうとして生じていると、このような認め方をしているのです
から、一つ一つのプロセスから体と心と言葉が一致、統一され、完結するように手
伝う作業となります。

一般的には、例えば過活動膀胱だとか、肩こりという名前があってその原因はいく
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つか考えられて、それによってその原因を取り除くべく適切な薬その他の処置を行
います。そうでなければ別の形で因果関係を追求し、過活動膀胱、肩こりに何が効
くかを探します。

それと同じ観点で「心に問題があるならば心を分析し因果関係を明らかにするべ
き」とするのは一つの方法です。その方が科学的であるという共通の思いもあるの
でしょう。しかしこれでは「どのように鈍りから回復しようとしているか」「何が完了しよ
うとしているか」「生々していく新しき」は見えてきません。

蝉、トンボ、蝶、彼らのサナギは一夜にして成虫へと変容します。 「変化し続けてい
る」というこの一点では、そのための原因よりも変化を完了しようとすることの方が本
質のはずです。

子供の時に私はセミの幼虫を見つけて持ち帰り、小さな鉢植えの木の枝にそれを
とまらせました。しかし小さな鉢植えだったために変容途中の羽が葉っぱに触れて
奇形羽の成虫になってしまいました。

普通に飛べませんでした。かわいそうなことをしました。私が余計なことをしなけれ
ば生を全うできたものをと罪悪感にかられたのを今でも覚えています。どのように身
を処したら良いのかわからず、そっと背を向けて庭から家の中に戻りました。

その蝉には残酷な言い方になってしまうけど、体に問題が起きているとき、今そこに
あるメッセージ性に随うことができると本来の自然を回復する道が開けてきます。私
たちは変化し続けています。

ある時私は、自分の顔の筋肉が硬くなってることに気づいてそのことで仲間にワー
クをしてもらったことがあります。その感覚を丁寧に調べてみると、顔の皮を外に引
っ張られるような実感がありました。そこで座布団を使って顔の皮をひっぱる動作を
表現するうちに眉間の処に違和感を感じ始めました。(先に登場した顔の皮の役割
が終わったと理解してもよいでしょう)

その違和感を確かめていくうちに、自分の中から自然と「分かってるんだ。ずっと前
から分かっているのだ。」と激励的な言葉になりました。まるでそこに精悍で野性的
な男、例えばアメリカインディアンの胸厚の男とか、アフリカの広い大地で槍を持っ
て立っているみたいな人、そんなヤツが居るみたいな。この時、本当に心の底から
深く深く癒された感覚が訪れました。

それはその頃の自分にとってもっとも必要としていた言葉でした。自分にとって何
が必要かを分析して出てきたものではないですが本当に丁度良かった。しばらく涙
が止まりませんでした。思考以前にそのような明確な気持ちがあるのは不思議です
が単純な比喩をすると薬は手作りのものがあることになります。

おそらく、私の顔の筋肉を固まらせている疲労物質、心のそれも同時に排泄できた
のでしょう。実際に顔から汗をかいていました。内部からの自然な排泄は著しい病
気の予防効果や背骨をゆるめる効果があります。

これは[心理緊張が身体症状につながる仕組み]疑問の項(27頁)<⇒>でも実例をもとに
説明しました。こうした体験から断言できるのは、その変化は体操をやったり顔に蒸
しタオルを当ててサッパリしたっていうのと全く違うことです。変化の度合いが深い。

私は当初、春先だから春の身体変動として顔が外に広がってきているのだろうなぁ
と、それくらいの整体的判断でしかなかったのです。確かに体の春めき現象はふわ
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っと広がって持ち上がるのですが、このワークのおかげで胸と心のずっとずっと多く
の方から春が広がった実感がありました。自然と感謝の気持ちが湧いてきました。

古人の言葉に「お天気の悪口を言うものは幸せになれない」とあります。人間とは
現金なものでこのときは本当にそうだと思えました。四季折々、季節変化はときに厳
しくもありますが私達の背骨や骨盤を整えて健康や心の豊かさを見守ってくれてい
るのは確かです。

でも、被災して心が萎縮した人は例えば「バカヤロウー！」って地震に対して文句
を言った方がいいです。私達の身心を支えている側の自然もあるのですし、外なる
自然は私達への個別のケアーが不可能だからです。とにかく身心の変容が停滞し
て固定化するのは避けたいものです。

先に紹介した例、姿勢が悪いと連れてこられたＡ子ちゃん、沈黙に浸ったＢ子さ
ん、その他どの例も分析とそこからの先読みというパターンは存在しません。そして
その場の今ここでの慾求が完了して次の変化へと自ら進んでいきます。

これらの臨床例での変容を支えているのは、言うなれば心の自然生理現象とも言
えるのではないか。それは体の生理現象も同時に支える働きがあるように私は感じ
ます。

寒い時には身体を縮めてぶるぶる震えます。しかし何らかの理由でその当たり前の
ことが許されなければ体は冷えていくでしょう。しかし筋肉の震えに任せて更に力を
入れて震える、あるいは「寒い！」と大きな声を出すとかクシャミをすれば体は温まり
ます。クシャミにいちいち感謝する必要ありませんがとにかく体の智恵が含まれて
いるのです。

そこには大変素朴でホメオスタシス(生命の恒常性)に裏付けされた自然がありま
す。心の緊張と解放もこのくらい素朴な働きに守られているとしても不思議なことで
はないと、私にはそのような気持ちがあります。

因果関係を分析をしなくても、現在浮上している流れが自然経過すればそのことで
本人の中に心身一如で自覚できることが必ずあるのです。ですからこの作業は指
導側よりも本人主体の作業で進みます。

因果関係や合理性にこだわらない

先の話と内容的に重なります。例えば胸が痛いとします。東洋医学的な見方をする
と「怒れば肝(肝臓)を破り、悲しみは胸(肺)を傷つける、恐怖は腎臓に、焦りは心臓
に響く」という結論があります。だからといって、この手法では存外に悲しみを隠して
いるのではないかと疑ったり、分析的に悲しみの元を探るようなことはしません。

ではどうするか？ それは今ここで起きているその痛みと一つになったり、痛みと
対話するのです。そのためのテクニックもいくつかあります。勝手にそのやり方を持
ち帰って実習して痛みが消えたと報告してくれた会員もいました。必ず消えるとは
断言できません。

消えないときにはそれなりの理由があると受け取った方がよいでしょう。(でなければ
作業にブレがあるのかもしれません。そもそも痛み止めの処方ではないし。)そうし
ているうちに次に取り上げるべき現象が自然と表出してくるのです。最終的に胸の
痛みが悲しみとつながるべきものならばそのようになるということです。
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この作業は目的指向ではないことになります。というか、目的優先に偏ると見えなく
なってしまう部分を扱っていると言えるでしょう。経過指向ですね。流れに随うので
す。

因果関係は最終的に自然な形で見えてきます。しかしそれよりも「体験は体験」、
思考など「頭の作業は頭の作業」、「感じていることは感じていること」と明確に分
け、自然浮上することを受け入れる作業を優先します。

「どうしてそれでうまくいくのか？」

これを読まれている人にはその疑問が湧いていることでしょう。それは人知以前に
知恵としての内在智があるからとしか言えません。自然を維持するためのバランス
慾求が私達の内部にあると、私はそのような解釈の仕方をしています。

内在智がバランスを取ろうとしている、その自然の働きや流れに上手く乗ることさえ
できれば大概うまくいくのです。なかなかそれは難しく、簡単ではないかもしれませ
ん。

しかし、あなたが内在智を疑っていたとしても全然構いません。気づきの作業は、
何かを盲信するのでもなく、知力を尽くして疑い続けたり、排除的な力をつけるた
めの努力をする作業ではありません。気づきは現実確認、経験確認です。

★３．病名にはほぼこだわらない

「病名と処方」。殆どの人がこの発想自体を当たり前のこととしているでしょう。テレビ
でセカンドオピニオンがテーマになっている番組を見ても針の穴を突くようなプロセ
スを経て病名を決定する作業を行います。あれはあれで素晴らしいですね。

ところであなたはこのお知らせのここまでを読んで、これまで心身症、ストレス症状
の病名がさほど登場しないので不安になっていませんか。
「果たして私の問題にこの方法は役立つのだろうか？」と。

正直に申します。実は病名別での説明が心身セラピーの立場では難しいのです。
身勝手な説明をさせてもらえるなら「全くアナログな作業だから」です。しかし、十分
すぎるぐらい想像を超えて様々な問題に役に立ちます。

療法の比較は[第1章 ６．他の療法との比較](17頁)<⇒>で行いました。ここではあえ
て一般的な医療や代替え療法の立場ではなく、実際に把握し得たことを元にして
説明させていただきます。

年齢性別、病名が同じ人がいたとします。例えば喘息です。もしもこの二人が心身
セラピーを行ったとします。すると、まったく別の答えが出てきます。気づきとしては
当然違ってくるということです。内面や生活環境が全く同じという人はいないからで
す。

ただし、生理学的には全く同じ要素も必ず持っているのも事実です。自律神経的
に見た場合、喘息の人が気管支や呼吸器系の副交感神経が興奮しやすく交感神
経が低下しやすい傾向は同じです。

気管支の副交感神経緊張はそれを収縮させる働きを持っています。(ストレスと肝臓・
胆のうの項目の図を参照のこと) 姿勢や背骨を観察すると、病気が同じ場合は身体に
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似通った問題を抱えていることが分かります。ただし体のタイプが異なると処し方を
変える必要があります。気づきの作業の場合はそのことにあまりこだわる必要はあり
ません。

体のタイプに関しましては姿勢保健均整法や整体で学んだことが大変役立ってい
ます。病気と姿勢の傾向性には法則性もあるものです。ある程度病気の概要が分
かっていれば身体の何処が変われば良いのか見当も付きます。メンタルな作業だ

ど こ

けでは変わりにくい処があれば、補助的に整体体操をやったり、直接触って弛める
ことも考えられます。

調和的スタイル - でなおすスタイル -
病名さえ決定できれば治し方が確立できる。でも、それは「病気を治す」という「対
立したスタイル」であることには間違いありません。これは色々な意味で仕方がない
ことです。あまりにも大きな社会的現実です。

心身症やストレス症状について「対立しないスタイル」をとるとしたら、どうなるのか
…。
それは各個人別の作業をやるということになります。そのためには今起きていること
や全体に対する気づきが不可欠です。

体験的な方法の強みは気づきがあると同時にそこからの心身の変化を自覚するこ
とができることにあります。次は整体でのことですが体とは可愛くて正直な存在であ
ることを理解するには十分でしょう。

[ 体の都合で食べていなかった例 ]先に登場しました体がカチコチだった人で言
葉によって顔が中からニコッと開いてきたというＥさん、そのずっと以前に背骨を見
ていた時のことです。体に触れながら「あれが良いとか悪いとか、食べたくもないの
に理屈をくっつけて人や時間に合わせて食べていませんか？」と聞いたら「そうで
す！」と答えました。

ところが「そうです」と答えた途端に私が押さえていた処が弛み、お腹がグーッと鳴
って「あら？お腹が空いてきました。」とお腹の持ち主であるEさんが答えました。

何が起きたのでしょうか？「体の都合で食べていなかった」という、身体に喜んでも
らえる気づきがあって、更にそのことに体が反応して「ああよかった！気持ちが分か
ってもらえて、今なら私の空腹を分かってもらえる」と本物の空腹感が戻ってきたと
いう、とても素直で可愛らしい出来事だったのです。

Ｅさんは生真面目なもので、ついつい場の空気を読んで自分は食べたくなくてもお
つきあいの食事をしていた。そのうち自分の食欲であるとか基本的な空腹感である
とかが自覚できなくなっていたのです。

ザックリ言ってしまうと、体を騙していたとそういうことになります。もちろん詐欺を働く
ような意味合いで騙したのではありません。体はＥさんの心の生活ぶりは全部知っ
ていたでしょう。そうでなければＥさんの「そうです」に対して反応できません。

私は対立の土俵にある病名ではなく、あなたそのものを尊重したいです。
現在の気づきが原因となって心身が変化するという結果が生ずる。
これを私は「病気で治す」スタイルと呼んでいます。

病気だけでなく全体がどのように変わろうとしているか、自然良能作用(自然性維持
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力)の都合を見つけ出す「調和的スタイル」と言い換えることができます。心身セ
ラピーはそういう質のものです。

病名があっても無くても、どこかに表現されている

NRTでは病名や○○症候群などいう言葉を無視はしませんが最重要視はしないの
で、極端なことをいうと私が知らない病名でも心身セラピーの作業はできることにな
ります。

ま、そうは申しましても、もしも病名が決定されているのであれば教えていただけれ
ば大変参考になります。細かい姿勢の状況や自律神経のアンバランスな状況につ
いて現状を把握するために重要な情報と成りうるからです。

その情報により、作業の途中での現在地を把握しやすくなります。生理的にバラン
スが取れる方向にちゃんと進んでいるかも含めてです。全ての現象は大変重要で
す。最終的に体を確認する際に、作業前にあった過敏、鈍り、痛み、背骨の可動
性これらの変化を確認します。

心身症の人は西洋医学的には症状につながる異常が検知されないとよく言われま
す。しかし必ずどこかに表現されているのです。病名にはほぼこだわりませんが、
背骨的にはどこが焦点になっているか、明確にした方が良いと考えます。

良くなれば良くなったで手で確認もできますし、なによりも触った時にその変化をあ
なたが実感をすることができれば、あなたに何が起きるでしょうか。それが病名と関
係していてのことであれば作業後の変化は大変ありがたい価値を持つことはおわ
かりいただけることでしょう。

いつも来室していなくても長いおつきあいの方は体が大変敏感になっています。あ
る背骨を触って観察し、整体を行った後でそこを触ると「あ、よくなりました！」と、こ
っちが言う前に声を漏らす人があります。そうやって感覚が回復した状態を健康と
いう見方をしています。

３．体験とは？■

何度も出てくる言葉、体験。この言葉に対するあなたの印象はいかがでしょう。特
にイメージは空想的な範囲のことでしかないと思っている人もいるかもしれません。
しかし社会的に評価されているスポーツ選手で今やイメージトレーニングをやってい
ない人はいないみたいな噂を心理療法の場で聞きました。以下に三つの臨床例を紹介
します。ここにはどんな体験があるでしょう。

▼手の開花 [ 主婦Ｃ子さんの例 ]

Ｃ子さんは、握った右手の拳が勝手に固まってしまい開かなくなって大変困ってい
ました。私は拳を開こうとするのをやめてもらいました。そして拳にただただ意識を
集中してその印象を丁寧に丁寧に確認してもらいました。

次に自分が拳になったようなつもりで拳の印象を口にしてもらいました。言葉はいく
つか変遷しましたがある言葉にピタット感がありました。その瞬間、右手はふわぁー
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っとまるで花が咲くみたいに開いていきました。

実はＣ子さんのように握った拳が固まってしまった人が他にもいました。ほとんど同
じ作業でその問題は解消してしまいました。もちろん、拳に対する印象とか気づき
の内容は異なっています。

時々、現在の症状に対してそれになったつもりで印象を聞くと、ここでいう拳の場合
「それを開かせてあげたい気持ち」とか、「辛い」という表現を使う人がいます。前者
は拳そのもののことではありませんし、後者は一体どこに位置する気持ちか分かり
ません。

痛みの様子を聞くと「叫びたい」と言う人もあります。叫んでもらっても良いのです
が、それが痛みの質を表しているとは思えません。どちらかというと痛みは叫ばさせ
てしまう側ですから。このように体験もよくよく吟味しないとイメージと体と言葉が一
致しません。

▼指の怪我が導いた「千万人と言えども我れ行かん」の道 [ Ｄ子さんの例 ]

ある中年の女性、Ｄ子さんは、車のドアを閉めた時にうっかり指先を挟んでしまいま
した。ちょっとした不注意に過ぎない出来事でした。でも、驚いたことに！そのこと
でワークがしたいとやって来ました。

いったいこの事例でちゃんとした意味が出てくるものなのか？と、私は不安と興味
で複雑な気分でした。しかし、実際には案ずるよりは産むが安しでした。

あん う やす

指に意識を集中してもらうと直ぐにイメージが湧いてきました。そのイメージは錫杖
しゃくじょう

の先端だったのですが、そこからまるで映画のカメラが引いていくみたいにイメージ
全体を広げました。《【錫杖(しゃくじょう)】僧・修験者(しゅげんじゃ)が持ち歩く杖(つえ)。杖の頭に鐶
(かん)が掛けてあり、杖を突くと鳴る。》

すると風に古びた僧衣をなびかせながら錫杖を片手に悠然と河上の土手を行く僧
侶の姿が浮き上がりました。そこで彼女にそのお坊さんになったつもりで歩いてもら
いました。彼女は錫杖と背筋を立てのっしのっしと大股であるきました。指導室が狭
いので私は大変申し訳なく思ったのを今でも覚えています。

そして今ここでの自分にピッタリの言葉を探してもらいました。
．．．

「千万人といえども我れ行かん」彼女はそう答えました。

彼女に聞いたら現在対立関係があって道の選択肢に困っていると。自分の進み方
に今ひとつ自信が持てないのだと。しかしこの体験が彼女を変容させました。指導
室を出て行くときには姿勢は伸びて反り、腰に力が入り威風堂々と出て行かれまし
た。

彼女の腰を最初に看た時には意志と関係ある腰椎が今ひとつシャンとしないで我
慢に疲れている感じがしていました。しかし、その腰にしっかりと意志を感じさせるも
のがあり、引き締まって見えました。まさに腰は攻めです。

誤解を招かないために加えておきます。彼女が指を怪我したのは新しい生き方を
するために必要な負荷だったなどの解釈は不要だということです。

私がそのような解釈するならば、それは私がそのように考え、解釈したというだけの
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ことです。それは勝手な私の頭の運動でしかありません。

そのことよりも、この例では心身症やストレス症状という心と体がつながった病症の
問題ではないけれど、D子さんとその対人関係において大いに価値があることに着
目していただけたらと思います。

このことを体の立場から眺めたとき、体にはどんなことが起きるでしょう。それは、あ
なたがちょっと辛い思いをしたのだけれども、あなたに関わった他の人から感謝の
意を述べられた時にあなたの身体が何を感じるか、そのことと感じ方は似かよって
いるはずです。

次に紹介する例は身体症状の問題ではなく、精神的な悩みについて電話でワーク
を行った例です。体験の力に着目していただきたくて取り上げました。ちょっとヘビ
ーなテーマの割には体験が大きく状況を変えてくれました。

▼生くることへと、眉間の音が導いた [ Ｎ子さんの例 ]

Ｎ子さんは私の実家広島県とそれほど遠くない所から電話をかけてきました。一度
会ったことのある人です。家族の中に重い中毒症の人がいて、家族内に複雑な問
題が起きている時でした。

「死にたいです」と話し始めるなり単刀直入の発言です。少し話を聞いていましたが
とっかかりがつかめません。そこで今、身体的に何か感じていることはないかと尋ね
てみました。すると「眉間のところで音が響いている」と、教えてくれました。

み けん

そこでその音がどんな感じか注意深く調べてもらいました。「トンネルの中で音が反
響するみたいにパァ～～～ンって感じ」と彼女は表現しました。私は驚きました。実
はＮ子さんのしゃべりかた自体が鼻腔の空洞に響くようなしゃべりかたをしていて、
私は最初からそれが妙に気になっていたからです。

とにかくしばらくその反響音を口で繰り返し出してもらいました。すると「実際に今ト
ンネルの中にいる気がする」と彼女は言います。そこでそのトンネルの中に居るとい
うイメージを広げてもらいました。

トンネルの中ですから暗いんです。しかし、彼女は結局トンネルの中から歩きはじ
め、出口へ向かって進みました。その一連の流れが終わって後、「もうちょっと生き
てみようと思う」と彼女が言うではありませんか！そしてとても丁寧にお礼を言われ
ました。なんという自発性！生きると言うより「生くる」に相応しいです。

それから数ヶ月は経っていたでしょう。私が広島に戻って、健康講座を行った時に
家族全員でその場に来ました。とても嬉しかった。まだまだ彼女の置かれている難
しい立場思うと激励したかった。

けれどもさしたることは何も言えませんでした。ただ、その場で軽いハグをさせても
らいました。というか自然にそうなってしまいました。日本人にはあまりハグするとい
う習慣がありませんから、私にもちょっと抵抗があったのですがでもあれでよかった
と、今思っています。

ただ、もうちょっと足らなかったような気がしてます。他の家族とも同じようにするべき
だったのかもしれません。後でその人たちの視線が心の中に残っていた。ひどく嫉
妬めいたものではないが不安で自信のなさそうなその感触が残っていた。
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電話において私がやった事はほとんどここに書いてあるだけで、アドバイスらしいこ
とは何もしていません。Ｎ子さんが本当に死のうと思っていたか、死にたいほど苦し
かったのか、もしそうだとしてもなぜそうなのか、家族に何か言われたりしたのか、私
は一切話聴きはしませんでした。

今思うと仕事の進め方として甘かったのではないか？もっと何が起きていたのか様
々な状況を確認すべきではなかったのか？の疑問があります。遠方からの電話で
この問題に臨まねばならないという制限がかえって作業を単純化させてくれたのか
もしれません。

私にとってはその時彼女が体験していること、できることを探すのみでした。眉間の
音は明らかにＮ子さんの実感です。体験です。そこから着手しました。そして、おそ
らくですが、彼女は光の方へ進むことには恐さがあったと思います。実際に躊躇が
あったのを覚えています。

こういうとき本当はそばにいて少し広いところで彼女に実際に歩いてもらう方がハッ
キリした体験が可能です。そこまでやれませんでしたが彼女が自分の意志で明る
いほうへ進みました。普通からしたら単なる空想程度の体験です。しかし、実際に
は大きく彼女に力をもたらしました。本当に私は何もしていない。体験したのは彼女
です。

寝ている子猫がレム睡眠のとき体をヒクヒクさせるのは獲物を捕らえる夢を見ている
のだというのをテレビで実験していました。脳内の視覚野と行動野を電極で繋ぐと
目の前にネズミが居てもそれを追わずに夢の中の獲物に向かって飛びつく動作を
するのです。夢中で！学習していることになります。

この情報とＮ子さんの話を同列に並べるのはＮ子さんには申し訳ないです。でも、
イメージには筋肉との連動があり、電気的に確認できるのでこれは科学データでも
あるわけです。イメージレベルでも体験なんだという説明としては説得力があると思
います。

６．心身セラピーの作業の流れと実際上の注意点など■

身体症状のワーク(作業)の流れは複雑ではありません。流れは展開してみないと
分かりませんが基本の形はとてもシンプルです。

１.まず、症状、状況をよくお聴きします
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あなたが実感していることは何でしょうか。それが重要です。それから心身どち
らの問題であろうと、確認の必要がある場所は衣服の上から触って背骨の状況
や腹部、姿勢全体などを確認します。医者の診断などもどうぞお話しください。

２.何について気づこうとするのか、問題を決めます
時々、一体何に悩んでいるのかご本人自身が明確でないときがあります。そ

の時はそのことを定めるために時間を使います。

３.現在起きていることに気付きの意識を向ける
病気や症状などの身体的問題。これらに意識を向けて感覚的な確認を行い

ます。付随する体の動き、身体感覚、イメージ、浮上する言葉など。

４.気づきの作業を繰り返す
気づきの意識を向けるのは次の3つのエリアです。内部：身体、感情 中間

部：思考や記憶、判断 外部：自分の外側の世界。これらで何がどのように起
きているかを確かめることが心身を変容させます。

▼ワークの種類

心身症、ストレス症状、慢性病では主に身体症状のワークを行います。体
のタイプについて説明したように人によって感受性が違いますから、イメ
ージ、動き、言葉など、その人のやりやすいパターンがあるようですので
それに即して行います。

ワークの種類には夢のワーク、イメージのワーク、未完了な感情のワーク、人間関
係・コミュニケーションのワーク、トラウマのワークなど様々なワークがあります。テク
ニックも数々あります。体の問題という身体的葛藤にはその人個人の内部的な葛
藤や対人関係での葛藤が関係していることがあります。どんな症状であれば何との
関係であるかは全く未定です。

ただし、何が何でも対人関係を変えなければ身体症状が存在し続けるかというとそ
うでもありません。それはA子ちゃんのケースを思い出していただければ分かるでし
ょう。気づけないまま閊えや緊張から解放されないで、とにかく深い呼吸＝深息を

つか

実感しないでいると体の過敏と鈍りの格差はさらに広がるでしょう。

身体症状のワークの成り立ち

おそらく初期的な心理療法としては「身体症状のワーク」という独立した方法はなか
ったはずと私は想像しています。

例えばの話ですが、ワークの最中に気づきが高まっていくプロセスの途中で、本人
としては言葉が出なくなる、なおかつ喉にこみ上げるものがあるのを感じるといった
身体感覚は度々あることです。

それを押して無理にでも言葉にするのも一つの方法ではあるのですが、無理にで
も言葉にしようとするが故に起きている現象とかけ離れた理屈を作り上げてしまう可
能性もあります。

そんな時に、むしろその体の感覚にしばらく留まり、その中にいると、そこに起きて
いることの印象が明確になってくることもあります。たとえば喉の下から熱い空気が
上がってくるけれども鉄板のような蓋がそれを阻止しているという風にです。

ふた
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そこで、空気や鉄板を使ってその印象を身体の動作に変えて流れを展開してみる
と結果的に深いリラックスに至るとともに喉の違和感どころか胸や肩や頭まですっき
りとして緊張が取れてしまっている。そして時折、最近とか今朝は喉が痛かったこと
が思い出される。そのような体験事実が繰り返し起きたのだと思います。

そして、当然ですがその体験は本人の自己の回復や成長に貢献していることも重
なって起きてくるのです。一般の科学で言えばプラシーボ効果に属するのかもしれ
ませんが、もうそれはどっちが先で後かとか、原因と結果とかの理屈では解らないこ
とであってひとつの出来事と言った方が良かったのでしょう。

そもそもプラシーボ効果というのは、体の変化改善は物としての変化のことであっ
て、心理が関与して変化改善したものは偽の変化であり、本当の改善ではないとい
う立場に立った言葉です。整体の野口先生は「むしろプラシーボで治ったのが本
当の治り方です」とどこかで語っています。そのように言いたくなる気持ちはわかり
ます。

さて、結局のところ表出した身体感覚や動きに随ってみると、問題が問題でなくな
ってしまっている。だったら…、それがどんな症状であろうと、肘や膝であろうと、
腹、背中、頭、肛門、腸、足など何であれ、それに語らせてみたくなるのはむしろ人
情というものです。

身体症状に語らせることが出来るならば自己の回復や成長に役立つのではない
か？この疑問と挑戦は自然発生だったのではないでしょうか。たとえ即座に症状の
代弁ができなくとも工夫次第でどうにでも展開ができるのがこのやり方の利点でもあ
るのです。

要求されたことができなければ「できない」と言っていいのが心理療法の一大特徴
です。それが「今ここ」だったらそれでよいのです。ワークとしての価値がなければ
身体症状のワークは決して存在し得なかったはずと私は考えます。

そして、そもそも、体験的心理療法の起源自体が心理畑ではなく、ひどい結核のた
めに死を宣告されたエルザ・ギンドラーと言うドイツの体育教師の孤独な体験にあ
る事は特筆すべきことでしょう。

彼女を診察した医師は約1年後に彼女に出会って彼女が生きていることに驚いて
自分の方から診察を申し込んでみるとそれは完治していたのです。詳しい事は「体
験型心理療法の発端と流れ」(72頁)<⇒> を参考にして下さい。

▼作業に際しての留意点

★ あなたの感じ方を尊重します。
★ それがどんな感情や実感であれ、心と身体と言葉の一致があれば1つの節目と
します。
★ 客観的で説明的な言語は重要視しませんが客観的な立場での主観は大切に
します。
★ 起きている流れに本人が気づけていない場合、それを指摘するこちらの態度を
指示的す ぎると感じることがあるかもしれません。その場合の質問はＯＫです。
★ 感情吐き出しのための作業ではありません。心身ともに成長していくことが目標
ですから 自覚性を大切にします。



- 58 -

注 1.心身セラピーを行なえない人
向精神系の薬を服用するなど自覚性の不安定な人、精神系の重い障

害のある人、精神科等に通っていなくても自覚性の確率が困難と思われ
る人。ただし本人ではなく身近な人の変容が本人の改善につながると思
われる場合、その方に作業進める場合もあります。
少し重いうつ症状で薬を服用していた人が薬をやめてワークと整体を

続けることでとても元気になって仕事に励んでいる人があります。状況に
よっては作業を進めることが可能な人もいます。ご相談ください。

注 2.社会的属性について
ＮＲＴの方針、心身セラピーともに特定の宗教や思想的団体に属する

ものではありません。また同時に、ご本人の社会的な属性にこだわりを持
った作業を行うものではありません。

▼気づきの作業で自己回復！ 臨床例ダイジェスト

ずっと以前、「心・言葉・体の不思議なドラマ」というメルマガに載せた例をい
くつか選んでみました。あなたの中にも同じイノチのアイデアが潜んでいます。

★ かわいい言の葉の力

不眠症の中年女性会員は、ワーク
によってかわいい言葉を口に出し始
めましたら、グッスリ眠れるように
なりました。それはまるで十五歳く
らいの女の子が言うみたいな言い方
でした。しかしその人は布団の上で
その言葉を繰り返しているうちに一
気に眠りに落ち、パッと目が覚める
ようになったと話していました。

★ 体はひどい上司の対応策を知って
いた

ある男性は顔の一部に激しい痛み
を覚えることがありました。それは
上司とうまくいかないときに走る痛
みでした。その痛みをワークしまし
た。すると厄介な上司への対応方法
が表出したのです。そして、それに
従って行動をとりましたら、なん
と！彼はその上司が苦痛でなくなり
上司からも信頼されて関係も変わっ
たのです

★ 過去を指差した指

中学受験の娘さんと上手くいかな
くなって悩んでいた人が、その話を

していてちょっと言葉に詰まった
時、何気なく自分の咽のある一部分
を指差しました。そこをきっかけに
展開しましたら、ご自分の過去にお
いて娘さんと似たような経験があっ
たことが浮上しました。それで心が
軽くなり、結果、娘さんとうまくい
くようになりました。

★ 症状のイメージがとっかか りに‥
‥

胃がひどく痛んでいたんでいたあ
る人は、その胃のイメージを動きで
表現して、その動きの印象を言葉に
できた途端、胃の痛みが止まりまし
た

★ 症状の立場からの自己アドヴァイス

久々に喘息に見舞われた三〇代の
女性は、整体を行なった後、ワーク
を行ないました。それで過去におけ
る家族との未完了の感情プロセスに
気づきました。
なんと！彼女は“喘息を恐がって

いる自分”に対して、喘息の立場か
らしっかりとした自己アドヴァイス
をしたら、喘息は急速に楽になり二
度と起きませんでした。
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♪ お知らせ
気づきの基本作業については心身リラックスを目的にした「深息の会」

という月に 1 度の会で健康の基本項目として実習しています。会員以外
でも参加できます。深息の会についてはこちらのブログ〔自然性回復セ
ラピー‥ MainBlog ‥〕と、巻末にも紹介しています。

http://nrt123.seesaa.net/
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［５］“ 気づき ”ってどういうこと？□

気づきを得るにも様々な方法や道があると思われます。ここでは体験的な心理
療法の手法にしたがってその方法の一端を説明します。身体の問題だけでなく豊
かさや育自共育につながる事は言うまでもありません。

１．臨床例 あっ、腰がシャキッとしました (U子さんのケース)■

U子さんはその日、「ここのところ精神的な大きな問題があるわけではないのだけ
ど、全体的につまり心理的にも体的にも、はぁ～って感じで凄く落ち込んでます」そ
う言われました。

話をしながら確認をしてみましたが、どうも低潮期という波が心身両面で訪れている
状況でした。打診しましたが今早急に処理しなければならない悩みも無さそうで
す。

そこでその日は、今気がついていることについてそのまま言葉にしてみることで、ど
の程度心理面が体に影響しているか試すことにしました。U子さんにも了解を取れ
ました。

まず「私は今、体の波も心の波も低潮期であることに気づいています」と言葉にする
ことから始めました。しばらく続けていると「あっ！今ので腰のあたりがシャキッとし
て、中から元気がでてきたみたいに明るくなった」と、ピカッとした感じで彼女はそう
言いました。

結局、どういう気づきだったか？それは落ち込んでしまった自分を良くないというよ
りも悪い自分と思っているってことです。実は、体と心の波には従うのが吉で抵抗
するのは吉ではありません。それはうまく活用すべきものです。

低潮期・高潮期は月の満ち欠けのようなものであり、体と心の二つの波があり、それ
があるのが自然なのです。低潮期は脈打ちが長めになりエネルギーの吸収が主
で、高潮期は脈が強く短く気の分散が主です。高潮期はやりすぎに注意し、低潮
期は整え直しに向いています。

低潮期の整え方が高潮期に反映し、同時に高潮期の円滑なエネルギー分散が低
潮期を楽にさせます。栄養の吸収を良くするには栄養や不要な残留エネルギーを
出しきった方が栄養の吸収が良くなる原理と同じです。栄養をとることを車にガソリ
ンを入れるのと同じように考えてる人にはちょっとわかりにくいかもしれません。

さて、どうもU子さんは低潮期の自分をあまり良く思っていません。そこで「以前の元
気な自分を探し出して比較したり、自分は落ち込んでいるのに庭の草むしりや風呂
掃除やらを溜め込んでいて、非協力的な亭主と子供たちに愚痴っぽくなっている。
それが今の私だ。」と、

その事実を言葉にした瞬間、腰がシャキッとなった。最も反応した骨の位置まで自
覚できていました。そういう気づきと身体の反応でした。その様子を見ていると、まる
で身体が人格を持っていて彼女の心の有り様、言葉を聴きながらそれに相応反応
しているかのようでした。身体的人格ってあるんでしょうかね。

鬱症状が重くなっていく一つのきっかけとして、ただ単に我慢したり元気がないの
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を逆転させようとしたりして、低潮期が低潮期として完結しないでいることも鬱の要
因になってはいないでしょうか。

心の整理をするとか体を整えるとか、低潮期が低潮期として完結すると今度は高潮
期のときにエネルギーが暴走するのを抑制する力になるのです。U子さんの場合、
自分が自分の低潮期を邪魔していることに気づいたことになります。気づきの作業
をやらなければそのことは遺失物化するところでした。

私たちは最も良い時だけを基準にしてしまい、そうでないことを悪いとかよくないと
決めつけてしまいがちです。そのことが心身を混乱させる原因になりうることを考え
たら、このU子さんの気づきとその内容は私たちに大変重要なメッセージを与えてく
れている気がします。

体の波の話がどこかでつながって、この冊子の最初の挨拶部文に書いた「強い心
理ショックで左の腹に穴があいてしまうことと、そこに手を当てるだけでも相当なケア
が出来た事」について、つい彼女におしゃべりをしてしまいました。すると次のような
言葉が返ってきました。

「そういうことを教えていただけると、何かあったときでもパニックになっている自分と
本当の自分とを区別できそうな気がしてきます。困ったことが起きても自分に対して
余裕を持てそうな気がします。」と。体だけでなく言うことまでがかなりシャキッとして
きました。

▼楽な生き方＝選択力と心の弾力を生み出す気づき

気づきがなぜ尊ばれるかというと、生き方、心の使い方、気の持ち方に無理と無駄
がなくなって、自分が自分に安心して楽でいられるようになるからです。

そうかといって「病気は気づきが無いから起きてしまう」って言うとこれはちょっと違
います。そして、身体症状など体の問題が生じた時には、何か不自然があることを
教えてくているという受け取り方からスタートすると、以外と早く安心に近づけるのは
確かだと思います。

だから、体や心に問題が生じた時は、より自然な自分に気づきやすいとも言えま
す。体を観察すると、歪みが溜まると自ら整え直そうとしているものです。例えば寝
相のように。

心もそうやって微調整されている面はあると私はみています。だから何らかの注意
を要求するトラブルが発生したときは、体や脳もあなたに協力してほしいのだと解
釈する方が自然です。

なぜなら、意識的に気づくことによって心に弾力が生まれて、あなた自身にしっかり
した選択力が身についてくるからです。それは悩まなければならないことが減ること
を意味しています。それが楽な生き方の実感につながるはずなんです。

気づきそのものは薬でもなければ、性格を変えたり、社会評価を上げるものでもあり
ません。しかし、それが元で心や体の面で本来の自分を取り戻す大きな機会を与
えてくれます。私もまだ気づきって何だろうと立ち止まることがあります。こんなこと
がありました。



- 62 -

▼余計な気張りは不要

ある時運良く、邦楽の先生(確か人間国宝)に希な体験談をお聞きする機会を得ま
した。いざ舞台に出て行こうとするほんの少し前に、突然声が出なくなった。それは
もう慌てた。三味線は弾けてもトップが声が出なければ話になりません。でも結局、
声は出たんだそうです。

どうしたか？「神様！どうか歌わせて下さいっ！お願いしますーっ」て心からひれ伏
したとのこと。そうおっしゃる声や顔つき、身振りを見ていて、本当にその時に必死
だった気持ちが伝わってきました。

おそらくそれは、感謝、詫びる、お願い、様々な気持ちが混ざった上でのそれ以上
言葉にしようのない必死の思いだったのでしょう。私はその話を聞いてすがすがし
くてありがたい気持ちになりました。かなりランクのある方からそれほどの生々しい話
を直接聞けるタイミングなんてめったに無いですから。

切羽詰まった逃げ場のない状況であると、私達は日常とは違った自分に出会える
こともあるようです。その先生の思いはそのタイミングにおいてちょうど良さがあった
のではないでしょうか。この話を全部が全部、全ての人の心身問題に持ち込むの
が良いかは疑問です。

この先生の話を聞いて私は、それほどの切羽詰まった状況など味わいたくないもの
だと思うと同時に、漠とした具体性の無いまま自分の努力の足らないのを責める気
持ちになりもしました。それは一つのありのままと言えばそうなのですが、落ち込み
加減のU子さんが自分のことを悪く評価したあげく回りへの不満を膨らませて自滅
しつつあるパターンに似ています。

この件についていろいろ考えましたが気づきの価値とこの話が繋がる一点は「ちょう
つな

ど良さ」にあるように思います。私は時々、気づきはそれに近づこうとしているので
はないかと思うのです。U子さんの気づきはこの先生のように恐ろしいほどの背水
の陣でのことはありません。でも丁度良さが極めて自然に伝わってきます。

今の自分のありのままを認め受け入れる。「これが今の私なのだ」と。邦楽の先生も
大舞台を前にして歌が歌えない鳥になった自分の受け入れ方があのような態度と
言葉とになったのではないでしょうか。今思い出してみるとすごく謙虚な方だったこ
とが思い出されます。

今ここでのちょうど良さにつながり、そのことでホッとして深息状態になり、少しずつ
執着から解き放たれ、心と体に弾力が生まれる。そのことが更に道の選択力や現
実の受け入れ能力を広げる。

気づきの作業では故意に自分を追い込むような気持ちは不要です。なぜなら、問
題を抱えて困っていること自体がすでにその状況だからです。実験的な気持ちを
持って自分に何が起きているか確かめるつもりになれ
ばそれで構わないです。

不可能を可能にしようとか、奇跡を起こそうとか、絶対
にとか、気張る必要はありません。今起きていること自
体の中に自己回復へと統合されつつある何かがある
からです。

いい朝日だニャー、 ン！誰？
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２．“統合”ってどういうこと？■

私が学んだ体験的心理療法はどれも統合を重視しています。そもそもこの言葉
はゲシュタルト心理学の基本概念です。「全体を、部分の寄せ集めとしてでなく、
ひとまとまりとしてとらえた、対象の姿。形態。」としています。でも私はこの言
葉があまり好きではありません。どこか堅苦しい印象があるからです。その理解
のために私はヨガ、整体での様々な実感と子供時代の体験が役立ちました。

▼部分即全体、全体即部分

足の裏には体全体が反映されます。なぜかというと、足の裏に全体重がかかるから
です。足の裏の重心のかかり方には腰と腹の緊張のバランスが反映されます。体
が左右に偏れば腰椎２番の片側が緊張します。体が前に倒れそうになれば腰椎１
番、捻れると腰椎３番など。

このことについての詳細は[２]心身一如３．整体と心身一如・五つの基本動作で分類さ
れる体のタイプ(30頁)<⇒>において説明しました。実は腰椎と重心の関係だけでな
くて、例えば膝の外側から 踝 までを背骨の胸椎1番から１２番までを配当して、背

くるぶし

中の痛みなどの問題について臨床的に効果を上げる方法があります。

膝から股関節までの外側は腰椎に配当して同様に効果を上げることができます。
不思議なことにそれは腕全体を使っても行うことができます。そうかと思うと鳩尾の

みぞおち

あたりの姿形、下腕、足の裏に相似形があってどこかのバランスが取れると連鎖的
に全部が整うという反応もあります。これらのことをテーマにして資料にしたら相当
の量になるでしょう。

一般人にはなかなか分かりにくく想像し難い事かもしれません。活字を読んでもリ
アルがありませんから。例えば小便の出の悪い人は左内股の緊張を解いて弾力を
つけると小便の出がよくなります。そしてO脚気味の形も整います。歳をとるとこの
内股の筋肉が萎縮してO脚気味になる老人は多いです。このことに心理が関与し
てる人もあります。

この全体相関には東洋医学的な要素も含みますし、「腹にある心」に記した整体が
独自で見つけた相関関係もかなりあります。ハッキリ言ってしまうと体をパーツの集
まりとして扱うこと自体に無理があるのです。

▼元に戻し、整え直そうとする力

「部分即全体、全体即部分」はヨガで学んだ事です。なかなか味わい深い統合的
な？言葉です。例えば、女性の生理において、初期的な時期に臭いに過敏になる
人があります。また生理のときには骨盤が開いてきますから、開きにくい人には頭
痛が起きたり、腰が捻れて硬いと生理痛になったりします。

そういう時に、生理のすぐ前に蒸しタオルでお乳の脇を温めたり、2日目に鼻っ柱と
その脇を温めたり、正しいやり方で足湯をするなど適宜行うと、生理が楽になったり
円滑になるものです。世の中には生理痛があるのが当たり前だと思っている人があ
ります。それは異常な症状です。また生理は4日で終わって骨盤が閉じ直してきち
んとお尻が持ち上がる。

それが本来の当たり前の変化です。「鼻っ柱と骨盤に何の関係があるのだ！」「乳
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の脇を温めて生理と何の関係がある？」そう言いたい人もあるかもしれません。しか
し女性のなかには生理の前にお乳が張ったり、生理の時に鼻の付け根あたりの眉
毛が硬くなっていたりするのを感じている人はあるはずです。

また、生理の前にイライラして子供に八つ当たりしたり、部屋を掃除しまくったりする
人もあります。体自体がバラバラに扱えない存在でありそれは心ともつながりがある
のです。心理的な変容はホルモン的な変化が関連しているのでホルモンと身体の
変化と心の変化をつないでいく研究もこれからなされていくでしょう。

ところで、生理のすぐ前にお乳の直ぐ脇より少し上を、つまり脇の下よりも少し下を
温かいタオルで温めて生理が円滑になるとしたら何がその変化を起こさせているの
でしょう。タオルは薬のように貼付けっぱなしにするものではありません。

足首から下を足湯で温めて改善されるのは生理だけでなく、頭痛、喉の痛み、肩
のこり、泌尿器の異常、腰の痛み、秋に入った頃に生じるさまざまな季節変動の症
状、春先の体の異常、これらに大変有効です。相当使い道があります。もちろん正
しいやり方でなければなりませんが。

ある箇所が変化するという部分変化が全体の改善に及ぶ、このことからヨガでは部
分即全体と言う言い方をしました。そもそもこのような反応を引き起こそうとするバラ
ンス力自体がなければその反応はあり得ません。パーツとしての乳の脇や足首か
ら下という発想では、体自体が全体を良い方へ引き戻し整え直し、さらに適応性を
高める事は理解し得ません。

この生命の力こそが統合の源泉です。太陽系は太陽の引力によって太陽系の星
は統合されています。竹ぼうきの先の1本1本の細い竹は太い竹の先に縛り付けら
れることによってまとまっています。しかし、彗星の動きによってある星の状況が変
化したとしても太陽はそれをどうすることもできません。竹ぼうきの1本の竹が外れた
からといって元には戻せません。

▼気づき自体が統合( 帰巣の原理 )
き そう

たとえ小さくとも気づきがあればそれは統合です。気づきによっては大中小と分け
ることが可能かもしれません。「ごめんなさい」って言っておけば自分も相手もずっと
楽でいれたはずなのに。そのような気づきもあれば、時に人生がひっくり返るほど
の気づきがあることもあります。

あくまでも私の感覚的な分かり方ですが、それらは蒸しタオルや足湯をやって体が
息を吹きかえすのと同じで、気づきが元で息が深くなって本来の自分に戻った感じ
がするのもそのこと自体が統合と言えるでしょう。

仏教の密教には曼荼羅という人間の奥深い精神世界を描いた絵があります。その
ような心の構図を作りそれを一つ一つ理想的な状況に再構築していく統合のあり
方もその一つであると考えられます。しかし、ここで統合と言っているのは今ここで
変化しつつあるその現実の中に含まれている統合を拾いあげることを言っていま
す。

イワシの群れはイルカなどの天敵に追われて群れの形が分裂してもサッと元のひと
まとまり状態を取り戻そうとします。巣を離れた鳩は元の巣に戻ろうとします。しかし
その鳩が大きな群れの鳩に出会うとそっちへ持っていかれてしまうことがあります。
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私たちの心の中にももっと自己の中心よりにあった方が都合が良いはずのエネル
ギーが、回りの様々な刺激(抑圧、思い込み、不自然な連帯感など)によって本来の
位置を忘れてしまってる事は沢山あるように思います。私自身が自分についてその
ように理解しています。

詰まっていた腎臓結石が降りてしまったM男さんが、結石が詰まっている処の様子
を左手と右手で示したと[今ココしか自覚できない、はず](46頁)<⇒>で説明しました。
左手は日常的なM男さんを、右手は非日常的な役割を象徴していると私は思いま
した。左手はどの様に何をしようとしているか彼は説明しながら手を動かしていたか
らです。

だから右手は全く別の要素を持っていると考えて、想定できるいくつかのことを私
は質問したのでした。左手は例えば仕事を全部自分で背負い込んで無理にでも
押し通そうとするとが、逆にちょっと抑圧的で例えば部下など拘束するやり方は不
得手になってしまっていないかと聞いたのです。

この不得手になっている側が先程の比喩の戻って来れなくなってしまっている鳩に
相当します。彼がその鳩の存在に気づいたので鳩は何らかの拘束から自由になっ
たのです。

その時はワークを行ったのではなくて、たまたまの話の流れでした。時間が押して
いることもあってあえて私が判断したのですが、偶然にもそれがM男さんの気づき
につながったのです。もしもワークとして行っていたらもっと深い気づきによって統
合されていた可能性があります。

気づきがあれば心の形が整い、それに見合うように体も連鎖的に整うのではないで
しょうか。

３．気づきの きほんテクニック■

このテクニックはゲシュタルト療法の気づきの3領域の理論に
ついて私なりの理解を書いたものです。これを知っ
ているだけでかなり気づきの能力が高まります。

右の図を見てください。気づきの対象となる体験は
内部、中間、外部の3つしかありません。あなたの
気づきの意識という針が指す方向は3つしかないと
いうことです。

その3つの内容について説明したのが次の図で
す。まず注目していただきたいのが中間領域で
す。この領域とは知的な作業、記憶、判断、思考な
どの活動を指します。それを「中間領域の体験」と
するのです。

中間領域 外部領域と内部領域の文字通り中間にあるとします。このイメージはさ
して無理のあるイメージとは言えないでしょう。大脳新皮質と間脳の位置関係と働き
の違いに目を向ければ理解できることです。
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内部領域 心理の面では感情、
気分、身体的な面ではおおよそ
全ての感覚や動きを含みます。
イライラするのも悲しいのも、貧乏
ゆすりも腹が痛んだり、うずくのも
身体症状すべてこの領域の体験
とします。

外部領域 いわゆる私たちの外
の世界に対する覚知を指しま
す。クーラーの音に気づいている
のも壁のシミに気づいているのも
空気の暖かさもすべてこの領域
の体験となります。

まずは自分がどの領域の体験を
しているのか、確認することが気
づきの第一歩となります。右図を
見て「左下に空白がある。なぜ有
効に使わないのか？」と考えたな
らば、それは中間領域的体験を
していることになります。

この説明がださいなーと考えているならばそれも中間領域です。つまらないダジャ
レを聞いて寒くなって鳥肌が立ったならそれは内部領域の体験です。暗闇に人影
を感じて怖くなったならば怖いという感情も内部領域です。その場合、「私は今、恐
怖の感情を味わっている。そのことに気づいている」このように言葉にするのが気づ
きの作業です。

昨日私は相撲を見ていました。あまりの白熱した横綱同士の戦いっぷりに自分の
体のあちこちに力が入ってしまうのを感じていました。そのことに気づいていまし
た。それは内部領域への気づきです。さすがに相撲の解説者も「いやー、体に力
が入りました。」そう言っていました。それを聞いて「本当にそうだ！」と共感した視
聴者もいたことでしょう。

映画やドラマを見てもそのような事はたびたび経験できることです。車がどこかにぶ
つかりそうになるのを車中から撮った映像を見ていると私はついブレーキを踏む動
作をしてしまいます。内部体験です。国会の会議を見ているとどうしても中間領域
体験が多くなります。しかしよくよく気づくと政治家に対して腹を立てている時があり
ます。これは内部領域の体験です。

このように説明すると、とても簡単そうに思えてしまいます。トレーニングは３分もや
れば十分です。しかし何か病気だとか、他人とトラぶったとか、そういう時に数分で
もとってやってみてください。少し難しくなりますがその価値は自覚できるでしょう。

気づきの作業自体は、意識によって自覚性を高めるテクニックと言い切ってしまう
こともできます。しかしそれによって大きな心身の転換が可能であるが故に、実は
本質的なあなたらしさの回復に役立つ奥深い要素を持っています。これは丹田の
話を媒介にすると少し分かりやすくなります。
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４．丹田 … もう一つの可能性 …
たんでん

■

▼気づきは上丹田(心)の呼吸法

「いったい全体、丹田などという目に見えない『点』と、気づきと心身症や
ストレス症状がどう関係しているのか？そんな屁理屈こそ返って思考領域体
験に偏るんじゃないの？」と言われそうな気がします。確かにその通りなんですが、
自己安心、自己信頼につながる深い可能性があることを知ってもらいたいのです。

丹田を練ることは古来から東洋では重視されてきました。要するにダルマさん人形
の重心が安定しているのと同じで、丹田力があるのとないのでは心身安定度に大
きな差があります。簡単に言ってしまうと「びっくりしない能力がつく」ということです。
だから胆力に憧れて多くの人が武道、自己開・啓発、ビジネスのためにそれ用の運
動法や瞑想、呼吸法を行います。

心身症やストレス症状やパニック症などを患った方の中には既にそういった努力を
されている人はあるのではないでしょうか。人間はまだまだ発展途上にあり重心が
安定しにくい生き物ですから、呼吸法による自律訓練法や丹田呼吸法など、それ
らは必要なことです。

さて、30頁の図に示した上中下の丹田は整体流儀のものです。そこそのものが丹
田というよりは、腰腹部の中心点に相当する丹田の状態が現れる処であり、押さえ
方によって上丹田の過剰緊張を弛めたり下丹田の充実度を増すことが可能になる

かみたんでん ゆる し もたんでん

場所です。つまりそこ自体が実質ではないけども直接のつながりがあるので、観察
点、調節点の両方が成り立つのです。

仰向けに寝て下肢を腰幅に開き、息を吐き出し息を止め、そのまま腰を反らせて下
丹田を軽く押さえ、下腹を膨らませて鎖骨の下だけで小さく息をする。この呼吸法
を正確に1分やるだけでも全身にまとまりができて肩や首の緊張が取れて心身のリ
ラックスを体験できます。

これは井本整体での下丹田を充実させる呼吸法です。仰臥で行うと肋骨や腹が大
きく動いてしまう人は正座で練習すると良いです。続けると、健康力は増し、自分の
心身に対して正常な敏感さが保てますので、自分を不自然にする違和感について
反応が早くなります。

ただし、効果を上げようとして長い時間をやろうとしないでください。効果の強い薬
が副作用が強いのとは違いますが、やり過ぎて重心が下がることに拮抗している力
が逆浮上すると身体的葛藤（リアクション）が強いからです。寝っ転がって行うことと
いうのは体全体がゆるみリラックスしていますから、刺激の度合いは予想を超えて
大きいのです。

極端な変化を避け「小さな刺激で大きく変化！」を整体では目指します。地道にや
りましょう。これは「身体を整えて心をも落ちつかせる」という身体⇒精神現象も含ん
でいます。これに対して心がほどけることで体の安定にもつながるのが気づきで
す。
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それは言わば、「上丹田(心)の呼吸法」と理解するも可能でしょう。このことは心因
性の症状の解決だけでなく、別の可能性や意味を持っているのです。この冊子で
紹介した実例を読んで多少ご理解いただけたかと思いますが、気づきがある時、よ
り深層の自己、信頼や安心感を得られる「ワタシ」の存在に出会っています。

その自己一致がある時、必ず実感することは「快」です。心地よさ。血流のよさ。

仏性と上丹田
ぶっしょう

20歳代に私が教わったヨガでは下丹田に対応する上丹田の実質を「仏性」として
ぶっしょう

いました。姿勢が整うことや時には背水の陣を敷くとかで下丹田が充実して心の安
定に寄与する。それに相関して心のバランスを取る中心点が仏性だというのです。
仏性とは仏教の用語です。しかし、これがまた分かりません。
ぶっしょう

下丹田が実になれば自ずと上丹田が自然に虚になることでバランスがとれるなら
じつ き ょ

ば、求められているのは思考や知力を尽くすこと違うことになります。頭を運動させ
て熱くすればするほど上丹田は実になり、下丹田は虚になるからです。おそらくポ
ジティブに考えるというのとも違うんだろうと思うのです。

中国の聖人で世界中で愛されている人、老子、その言葉に「其心虚 其腹実」(そ
の心を虚にしてその腹実なり）とあります。おそらくこれは下丹田の鍛錬もやったう
えで言っているのでしょうけど、「その腹を実にして…」と体の鍛練を先に説いては
いません。

「心をまるで雲一つない澄み切ったカラッとした青空のようにしてごらんなさい、下
腹に気力が充実してくるのが分かりますよ」と、心のあり方を先に説いています。す
みません。仏性について語る自信がないものですから老子を引き合いにして適当
なことを書こうとしています。

老子はこの世にたった一つしかないあなたの腹に、「あなたらしさが満ちて来ます
よ」と言っているに等しいです。

あくまでも想像の域を越えませんけど、その状態なら様々な思い込み、心の付着物
を手放すのは苦ではないでしょうし、迷いに振り回されることもないでしょう。自分の
ことがどのように思われているかなどあまり気にならなくなるでしょう。他との評価と
関係なく自分に安心していられるのですから。

それが可能になれば幸福度が増すのは言うまでもありません。様々な自分、他人
のそれに対しても受け入れの幅が広がってくるからです。このこと自体が心身症や
ストレス症状、慢性病改善の可能性を示してもいます。

他者が受け入れられないとき、よくよく調べると自己受容もできていません。他者へ
の怒りにしても結局自分に対する怒りが大体の場合において存在するものです。
そして、感情の記憶は必ず身体とつながりを持っています。体験的心理療法では
「筋肉には感情が記憶されている」と言います。

そのようなゴチャゴチャした心の波と離れて、自他のありのままと尊さを大切にする
気持ちを保てるならばどのように楽で幸せでしょう。オマケに体まで整ったら言うこと
なしです。しかし、手放すことには恐怖、不安が付きものです。宗教のように帰依す
る心、帰する対象があれば心に落ち着きが保てる利点があるのは、それはそれで
想像がつきます。
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仏教が説くところの仏性はおそらく個人的なエネルギーのみではないのでしょう。
ぶっしょう

誰にでもあって仏様とつながった最も尊い心の有り様というなら自他の線引きは難
よ う

しくなります。大体その深さというのは微かでまるで幻みたいで神仏に近くなるのが
相場です。

宗教で説かれた教義や例えば仏様の思いに意識的に同化することや、その先達
の気概に触れて感応することで脳の安定につながることもきっとあるのです。宗教
では他者に対する心の使い方や態度がそのまま自分への浄化、安心につながり、
それが自己成長を可能にしているのでしょう。

なぜここで仏性の話を持ち出しているのかといいますと、「それも気づきから得られ
る自分らしさと無縁ではないはず」という想いからです。気づきを深めることは体を
歪ませる緊張が取れてその人の自然体が取り戻せるのと同じ原理で、余分な心の
緊張が取れることにより本来の素の気持ち、自然心を取り戻せると私は想定してい
ます。

そしてそれを神格化して完全同化一体化しようというのではなくて、様々なエネル
ギーと同居していていいとも考えています。何故かと言うと中心自己のみを肯定し
たら他の一切を否定してしまうことになり、それも己を否定する緊張感につながりか
ねないからです。

体験的心理療法の一つであるゲシュタルト心理療法を創出したフレデリック・パー
ルズという人はそのやり方の統合に際し、仏教で説かれている「今、ここ」に立つこ
と、その価値と重要性を取り入れたと聞きます。

たとえ身体症状についてワークを行っても、症状から解放されて楽になるだけでは
なくて、あなたの本質が開かれるその可能性があることを記しておくべきであると思
いました。それは丹田を介して心身のバランスが取れることとも重なるので全く非現
実的で机上の空論めいた話ではないと私は受け止めています。

私が行っている体験的心理療法は教義ではなくて、どちらかというと思考を脇に置
いての実感実体験が主です。神仏と教義という宗教的な手続きは踏んでいませ
ん。しかし、今ここで現在起きている体験に気づくという極めて個人的な作業から
上中下丹田の安定につながるという可能性も現実であるということです。

宗教や他の療法との優劣ではなく、その事実を申し上げたいのです。

体験科学

さて、果てしなくて分かりにくい話しで申し訳ありませんでした。そもそも心身症やス
トレス症状の人の改善がたとえば信仰によるものであろうと、体験的心理療法であ
ろうと、器用な心理操作であろうと、科学的説明をつけるのは大変難しいのです。

ナゼかというと、脳に存在していた心理緊張が弛み、身体への反映や投射が無く
ゆる

なり、症状が存在する理由が無くなる。このことを科学で解明するには見えざる心と
見える体、その時そのまま生きたままを、その場で同時進行で解剖する方法がなけ
ればならないからです。

仮にもしもそのような科学が可能になったとしても、得られるのは説明でしかありま
せん。それに、私は気が短いからそれまで待っていられません。肉体が無くなって
しまったらもはや肉体を通しての実験を行うことができません。幽霊にでもなって誰
かに憑依する手もありますが、他人の体はちょっと抵抗があります。
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心身と言葉に一致感がある気づき、それはたとえ小さく些細なものであっても一種
さ さい

の心身統一と言えます。自身・自己一致という言い方でもいいかもしれません。そ
．．．．

の時は深い呼吸と自己信頼や体の異常感の消失や、問題と距離を取ることの可能
性を私は感じてきました。

不思議なことに老子の言う「心を虚にする」そのことにチョコッとだけですが近づける
んです。チョコッとです。「小さな気づきで大きな変化！」。それを体験したことのあ
る人は「体験科学はありうる」、この言葉を否定できないでしょう。

身内の話ですみません。太極拳を習っている次男が成果が出ないで踊り場状態に
入っていた時に頼まれてワークを行いました。結局のところ太極拳そのものについ
てではなくて不安が問題でした。

ところが、次に練習に行ったときには「どうして急に上手くなった!?」と先生を始め仲
間に驚かれたというのです。二人でゲラゲラ大笑いしたのを覚えています。おそらく
内在していた心中の実としての不安が虚に変わって、不安と体とのつながりも虚ろ
になってしまったのです。

確かワークの終わりに息子はこのように言いました。「そうか、自分と戦うということ
は、自分をやっつけることじゃないんだ…」と。私は慌てました。私が言いたい決め
セリフだったから。親バカとマヌケ丸出しですみません。ただ、体のタイプに回旋型
(闘争型)が入っている彼だからそれは驚きでした。言葉に湧出感があったので思
考とは思えませんでした。

私達の癖になっている自己叱責の中には自らの不安行動を結果的には煽ってしま
ってそれが堂々巡りしてしまっているケースがあるものです。しかもそれが全然役に
立たないことに気づいていなかったりします。これもまずそのことそのものに気づ
き、受け入れる段階がないままに方法論に走ると更に収集がつかなくなるもので
す。

老子が言う「心を虚にする」。これは全く雑念も何もない状態かどうかは疑問です。
もしそのような空っぽの状態があったとしてもそれを自覚している私が「有る」ので
すから、「何も無い」ってのはあり得ません。

「浮かんでくる雑念・想像に捕まらないでほったらかしにできる状態」くらいに思った
方がいいのかもしれません。不安があったとしてもそれがワタシの付着物ではなく
なればいい。気づきの作業はいきなりその虚の状態へ入ろうとはしません。そういう
目標を持たない。

しかしこれは意識上のテクニックなのだけども、結果的には心や体を歪め、まとまり
を奪うコダワリが取れて楽になっていきます。必ずとは言えませんが、身体症状のワ
ークから深い自己回復につながることもあるのがこの作業です。
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[６]体験的心理療法 その心意気の系譜 ＋実体験□

体験的(型)心理療法という呼び方は私の勝手な命名です。引用文のアンダーライ
ンはどうしても注目して欲しいところに私が入れました。 「細かい文字の連続は嫌
だ！」「体験的心理療法の歴史なんかまっぴら！」という人は最後のまとめだけでも
読んでいただければと思います。

１．体験的(型)心理療法について■

「体験科学はありうる」。体験的な心理療法を行ってきた人たちにはこの想い
があったと思いますし、現在その立場を守っている人には必ずあるはずです。私
も同意見です。一般に科学という時は何らかの形で数値化できるとか、法則性が
明確です。体の問題も電子技術の発達によってデータを細分化することで問題
処理に役立ってきています。この2015年の6月にテレビで「血液を1滴たらすだけ
で癌の検査を1時間ぐらいで済ませることができる技術が、あと1年ぐらいで実用
化できそうだ」と報じていました。その検査には本人の体験は全く関与しません
が科学データが体の問題に役立つ度合いもこれから確実に増えるでしょう。

しかし心の問題、あるいは心と体の連鎖的な問題となりますと、これはもう生
なま

物扱い以外の何物でもありません。体験的な心理療法を行ってきた人達が多く
もの

実感しているのは、身体という実態を扱えばその体験の積み重ねによって、体験
科学が成り立つことです。例えば、その手前でどんないきさつがあろうと、鳥肌
が立ったならば心の中にも鳥肌が立っているはずだからです。

●夢も体験も無意識の王道

心理学という学問を成立させたＳ.フロイトという人がいます。その弟子で
あるＣ.Ｇ .ユングはフロイトと決別して新たにユング心理学を創始しました。
そのユングが「夢は無意識(*1)への王道である」との言葉を残しています。
あなたにもしも内面の葛藤や家族との人間関係などでの悩みがあるとします。
それを解消するにあたり心理分析をするなら寝ているときに見る夢をとっか
かりするのが最善だと言っているのですね。

それに対して“ 体験的心理療法は(体験型心理療法と言ってよいかもしれ
．

ません)、あなた全体の中で今現在起きていること、体験、実感できること全
てが夢と同等に無意識への王道である。”そのことを実証してきてます。それ
は現実に数多くの心身両面の問題解決に至っています。

体験的心理療法は心身一如がごく自然な現象であることを結果的に証明し
てしまっています。心と体が一つのものであるということは科学的には証明
されていませんし、証明するのは大変困難です。しかし一人の人間がそのこ
とを肯定的価値を求めて実感体験するのは決して困難ではありません。

＊1.無意識…「無い意識」ではなく意識できない意識。通常、意識は氷山の一角であり、水

面下の部分を無意識であると象徴されています。しかし無意識はそれを遙かに超えた幅広さと

深さを持っていると想像した方が自然と思います。
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●体験型心理療法の発端と流れ

体験型心理療法はまだ100年ほどの歴史でしかありません。し
かし決して理屈をこね回して作られたものではなく、文字通り個人
の体験が発端となっています。

エルザ・ギンドラー（1885 ～ 1961）というベルリンの体育教師
は片肺をひどい結核に侵され、医者から死を宣告されました。当時
は山の上のサナトリウムで静養し、肺を休めるしか治療法はなかったのです
が、ギンドラーは貧しいため、そのお金がありませんでした。

しかしそんな中、彼女は、直感的に「我慢強く自分の内側で起こっている
プロセスを、深く、十分に感じ取ることができるようになるなら…。健康な
片肺だけで呼吸ができれば、結核で病んでいる片肺は休まり、癒えてゆくよ
うになるのでは…」と感じ取ります。そして、1913年までに、ギンドラー
はリラックスすることで健康になる方法を見つけました。

結核にかかった方の肺を動かさないようにするという自家製のワークを始
めて1年後にギンドラーはかつての主治医に偶然会いました。主治医はびっく
りして、「どうして生きているのか」と問いました。彼からしたら死んでいる
はずだったからです。医者はギンドラーに診察させてくれるように頼み、診
察しました。結局、ギンドラーの肺結核は完治していることが判明しました。

エルザ・ギンドラーの体験はその後センサリー・アウェアネスという名前
のワークに結実します。そしてサイコセラピーの実践と組み合わされて「ソ
マティック・アウェアネス(体についての気づき)」とも呼ばれるようになりま
す。内容は、自然なプロセスに戻るように人々を誘い、自らの体験と反応に
気づけるようにするという「単純な」ことです。センサリー・アウェアネス
は、「ボディサイコロジー(身体心理学)」と呼ばれるものや多くのサイコセラ
ピーにもに影響を与えました。

心理療法が言葉、体験、アートどちらのタイプであろうと気づきを重視す
ることは変わらないでしょう。身体心理学では、体の気づきをなくした人は、
身体と心が分離してしまい、苦しむと考えているそうです。体に気づくと身
体と心が一体という本来の姿となり、精神が自分自身と密な関係になり楽に
なるという観点があります。

●ギンドラーから後

ギンドラーは元々ドイツのハーモニック・ジムナスティク(調和体操)の教師
でした。自分の体験を通して「みんなに同じ決まった動きをさせるのはつま
らない、生徒の一人ひとりが自分の普段の生活の中での行動から、いろいろ
なことを体験して学習できるようにしてあげたい」と思うようになり、そし
て、生徒一人ひとりが自分のやり方を見つけ、それを伸ばすように支援しは
じめたそうです。彼女のこの資質は多くの心理学者に幸いしました。一つの
体験がどのような流れを生み出すかはその個人的な資質に寄ると思われます。

1925年に、ギンドラーは実験的音楽家であり、教育者だったハインリッ
ヒ・ヤコビーに会いました。この人が精神分析に興味を持っていたことがき
っかけで彼女は精神分析にも興味を持つようになり、必要なときにはときど
き、自分の生徒にサイコセラピーを紹介したのだそうです。

多くのフロイトの弟子が、ギンドラーのもとで学びました。クレア・ナー
タンゾーンは、1915年にギンドラーの元で学び始め、クレアと結婚したフ
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ロイトの弟子のオットー・フェニヘルもギンドラーのもとで学び始めました。
「性格分析」の創始者ウィルヘルム・ライヒの最初の妻であったアニーは、
クレア・フェニヘルとともに研究しています。ライヒのＮ人であり、長い期
間一緒に過ごしたエルサ・リンデンベルクは、第二次世界大戦の前にも、そ
して、その後にもギンドラーのもとで学びました。リンデンベルクは、ライ
ヒとともにノルウェーに住んでいたときに、クレアからも学びました。

C.G.ユングの弟子であり同僚だったグスターフ・ハイアの妻のルーシー・
ハイアは、ギンドラーのもとで学びました。このルーシーのもとでアメリカ
のローゼン・メソッドの創始者マリオン・ローゼンはドイツを去るまでの2年
間学びます。

このメソッドは心理療法ではないと、マリオンの著書「ローゼンメソッド
ボディワーク」の中でマリオンは記しています。

「ローゼンメソッドは身体を通して感情と体験につながる方法です。身体
は嘘をつきません。呼吸と筋肉を通して、身体は私たちの感情の真実を見せ
てくれるのです。筋肉の緊張を通して身体は、それは起こった当時にはうま
く扱うことができない感情と体験を抑圧します。私たちは起こった事が何で
あろうと忘れることがよくありますが、これらの感情と体験は依然として私
たちと共にあるのであり、身体にしまわれているのです。そして私たちは無
意識の中にそれらをとどめておくために、たくさんの努力をしなければなり
ません。この様な筋肉の緊張はまた、身体を通して呼吸が自由に流れること
を邪魔しているのです。」

●センサリー・アウェアネス

ギンドラーのもとで学んだ1人、シャーロット・セルバーは、1938年にニ
ューヨーク市に住むことにしてワークを教えはじめました。そして、最終的
に、自分のワークに「センサリー・アウェアネス」と名付けました。

有名な精神分析医であるエーリッヒ・フロムはセルバーの初期のもっとも
熱心な生徒でした。セルバーのもとで学んだ人は心理療法家をはじめ沢山い
るようです。精神科医トンプソンからセンサリー・アウェアネスを進められ
た女優ベティ・ウィンクラー・キーンは夢を扱うユング流の精神分析と、感
じることのワークを紡ぎ合わせ、ニューヨークで活動したそうです。

初期的にはフロイトの弟子だった人で革命的サイコセラピストと呼ばれた
フレデリック・パールズは、ギンドラーのワークに深く影響を受けたようで
す。1930年代の初頭、パールズはウィルヘルム・ライヒの患者でした。そ
して、パールズの妻ローラはギンドラーの生徒でした。ゲシュタルト心理療
法の開発者のフリッツとローラは、ニューヨークでセルバーから長期間学ん
だようです。1947年、あるところでの「計画的サイコセラピー」というテ
ーマの講義でパールズは以下のように話しました。「人間の個性の研究をより
よいものにするために最低限必要なものとして3つのものをおすすめしたいと
思います。ひとつはゲシュタルト心理学、ついで意味論、そして最後におろ
そかにできないものとして、ギンドラー・スクールのアプローチです。」（グ
レゴリー:2001）。

●エサレン・インスティテュート

体験的心理療法と呼んでいる流れは、エサレン研修所と切り離せない関係
を持っているのでその背景や成り立ち、活動などについて調べてみました。
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エサレン・インスティテュート(通称エサレン研修所)は、196１年、アメ
リカ、サンフランシスコに人間探求を目的に造られた人間成長のためのセン
ターです。後に人間開発運動の世界的なメッカとなります。ゲシュタルト療
法のフレデリック・パールズは初期的な段階でここで多くの人と関わりを持
ちながら彼の「ゲシュタルト・セラピー」を体系化したと言われています。
(米国カリフォルニア州モントレーからさらに車で80分。サンタルシア山脈と太平洋に挟まれた眺望

の素晴らしい場所にある。広さは約36,000坪。朝から晩まで催されているワークショプ、野菜中心の美

味しい食事、質素でオシャレな宿泊ロッジ、海を一望する露天風呂など、最高と言えるリトリートセンタ

ー。随所に見られるアートオブジェクト、静かなプール、大きく広がる芝生など、自由に過ごしていなが

ら心身共に健やかになる生活を体験できます。)

● 創立目的
エサレン・インスティテュートは教育、宗教、哲学、身体・行動科学の領

域において、人間存在の価値と可能性を強調する諸々の傾向を探求するため
のセンターである。その具体的な活動は、セミナー、ワークショップ、長期
宿泊研修、コンサルタント、調査研究等である。

● 創立へのいきさつ
この研究所を開いたのはマイケル・マーフィーという人で、彼は後に、マ

ズローやロジャーズと共に「人間中心心理学会」を創立し、その中での中心
人物であった。

スタンフォード大学のエリート学生であった彼は比較宗教学の講義を受け
たことがきっかけで生き方が180度変わってしまう。優等生であった立場や
チャンピオンであった学生ゴルフもやめ、一日５～６時間の瞑想を行う。そ
して仲間と共に統合的ヨーガの創始者シュリー・オーロビンドの本で勉強を
続ける。心理学の学士号は取って卒業したが1956年にインドのオーロビン
ドのアシュラムに行く。その帰り道に日本に寄ったりする。

帰国後しばらくして級友の リチャード・プライスと出会い、2人は1960
年になって、マイケルの祖父が持っていた温泉地に行く。そこは以前はエサ
レン・インデアンズの墓地であった。

彼らはやがてここに自分たちの夢を実現するようなセンターを作ろうとい
う決意をします。エサレン・インスティテュートで、翌年1962年秋に最初
のセミナーが開催されました。講師陣は東洋哲学者で禅のアメリカへの紹介
者であるアラン・ワッツ、感覚の覚醒のシャーロット・セルヴァー、プロテ
スタントの実存神学者ポール・ティリッヒ、実存心理学者アブラハム・マズ
ロー。

エサレンは1967年までには数千人の人がここを体験した。1968年にはハ
ーマン・カーン、カール・ロジャーズなども加わり、実存心理学者や人間中
心心理学者の集まるセンターという観を呈するまでになる。この流れは心理
学における「第三勢力」と呼ばれた。後には「人間中心心理学会」の結集と
なる。

活動の中心人物であるシャーロット・セルヴァーが行った「センサリー・
アウエアネス」(感覚の覚醒)はエサレンの核心をなすものとして存在していた。
これは元はと言えば彼女が創始したものではなくて、エルザ・ギンドラーに
帰する。シャーロットは当初ギンドラーに入門を断られるが結局11年間も彼
女のもとで勉強した。センサリー・アウエアネスはシャーロットがつけた名
前である。彼女は結婚し、離婚をしてアメリカに移住する。それから精神医
学研究所の人々と合うようになり、そこの人たちが生徒になり、エーリッヒ
・フロムと共に研究をすることになる。フレデリック・パールズをシャーロ
ット・セルバーに紹介したのはエーリッヒ・フロムだった。
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参考：ニュー・カウンセリング－ "からだ "にとどく新しいタイプのカウンセリング－ 伊東

博 著 誠心書房

●体験的心理療法の存在が示す重要なポイント

「ギンドラーは、体のことだけでなく、人間全体に興味を持つようになり
ました。『縄跳びしたくないなら、縄を跳び越えられなくても驚くことはない』
とギンドラーは言いました。ギンドラーは、『体』以外の何かが、体を動かし
ていること、そして、その『なにか』が、この『体』の機能に影響している
ことに気づいたのです。」とはクレア・ナータンゾーンの残している言葉。

この話は極めて重要です。とかく療法療術の世界では「何が効くか？」と、
小手先の技術に走り本質を見逃してしまいがちです。一般受けしそうなこと
は本質から遠くなるのはどの分野でも同じです。

ギンドラーは人が自己を回復する心身の変化変容が表面的な出来事ではな
いことを謙虚に受け止めていたと思います。しっかりと人間の深層にある力
を感じていたのではないでしょうか？一般受けする道を歩いたのではないこ
とは確かでしょう。

体験型心理療法のほとんどは気づきを促す方法です。だから、その気づき
が生命の都合自然に即したものであれば現在の不自然は解消するはずです。
気づきの道には普通で言う「戦い」がありません。覚醒し自覚することが目
的です。だから戦って病をやっつけようとする立場とは質を大きく異にしま
す。気づきを整体流の言葉を借りて私なりに説明すると、自分が無意識に身
に付けた不自然(体や心の閊えや錆び付き、抑圧感情など未完了の緊張)を解消

つか

する唯一の自己覚知と表現できると思います。不自然が解消すれば自然治癒
力の働きはその分だけ働きやすくなるのはご理解いただけると思います。

ギンドラーが呼吸器を患ったのは実に興味深いです。呼吸は感情や心理状
態と密接であり「息」つまり「自分の心」です。自分の内部にある不安恐怖
も受け入れながら何度も何度も「息」と一つになる作業を行ったでのしょう。
その過程で心身は一如だという実感は深まったことでしょう。そのこと自体
が彼女が本当の自分に気づいていく連続的な実験だったのではないでしょう
か。そしてそれを楽しんでもいたのかもしれません。

センサリー･アウェアネスとギンドラーの影響については以下を参考にさせて
いただきました。特に①はギンドラーから始まったワークの歴史が詳しく書
かれています。詳しく知りたい人は是非参考にして下さい。
①センサリー･アウェアネス センサリー･アウェアネス - ソマティックサイコセラピ

ー の 心 髄 ( Ｐ Ｄ Ｆ フ ァ イ ル

http://judythweaver.com/wp-content/uploads/Sensory-Awareness-Japanese.pdf
②「ニュー･カウンセリング」"からだ"にとどくタイプのカウンセリング 伊東博 著

誠心書房(絶版)

２．私が実体験した 体験型心理療法■

● プロセスワーク＝プロセス指向心理学(POP)

http://judythweaver.com/wp-content/uploads/Sensory-Awareness-Japanese.pdf
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プロセスワークは、プロセス指向心理学とも呼ばれる学際的アプローチです。言
葉だけでなく身体感覚や動作をふくめた心と体の全体性やものごとの流れ（プロセ
ス）を重視する心理療法として出発し、ダンスやアートなどにもつながる生き生きした
創造性も大切にしています。現在では心理学の枠組をこえて、より豊かな人間関係
や集団／組織の創出をめざすファシリテーション技法としても注目されています。悩
みや葛藤の解決方法としても有効ですが、自覚（アウェアネス）を何よりも大切にす
る生き方の提案でもあり、また、通常の意識状態ではとらえにくい微細な体験や自
我を超えた大きな存在とのつながりを重視する点ではスピリチュアリティの実践でも
あります。複雑にからみ合い変化する事象のパターンをわかりやすく分析する手法
と、個人やグループの変容をうながす体験的アプローチとをあわせ持つことが特徴
です。

プロセスワークの始まりは、創始者アーノルド・ミンデルがマサチューセッツ工科大
学で物理学を学んだ後、スイスのユング研究所の分析家として活動していた1970年
代に遡ります。夢のイメージが持つ意味やメッセージに通暁していたミンデルは、自
分自身やクライアントの身体症状の中にその人の夢に現れるイメージと同じようなパ
ターンが現れることに気づきました。彼は夢と身体の双方に同一のメッセージを送る
送り手を想定し、「ドリームボディ」と名付けて1982年に同名の著作を発表します。心
と身体はバラバラでなく一つの全体であり、そこにさまざまな形で現れるイメージや
症状やトラブルは、私たちがより豊かに全体的に生きる道を教えるメッセージだと考
えました。そしてそのメッセージを受け取るには、「すべてのことに意味がある」「問
題の中に答えがある」という姿勢や子どものような好奇心をもって関わり、静的に分
析するだけでなくメッセージが生きて動いていくプロセスそのものに随いふかく体験
することが重要だと考えたのです。

この続きは日本プロセスワークセンター「プロセスワークとは」 で読むこ
とが出来ます。分かりやすく書いてあるので一読をお奨めします。

・ あなたに電話がかかってますよ

以下はあくまでも私の体験を含めての個人的なPOPの理解です。
夢を映画の画面とすれば元のフイルムであるとかパソコンで言うところの

ファイルが必ずあるはずです。それは夢分析で言うところの分析されるため
の静的な作用ではなく波の下にある潮流に相当する生きた作用です。道教で
いうタオであるとか、心身や世界など様々な成長を根底で支えている働きに
近いと思われます。

POPでは、夜見る夢、表出したイメージ、頭の中をよぎる言語、身体の感
覚、症状、身体の動き、人間関係、会社などの組的問題、社会を動かしてい
る力、これらに現れてくる様々な矛盾や葛藤といった問題はその根底に一元
的な世界があるとします。これらの様々な問題現象は一つの根から伸びてき
た茎に咲いた花だとイメージすると分かりよいでしょう。家族やグループの
場合、皆で共有している根、茎、花があるという設定も実質的に可能である
ことになります。

ミンデルはどこかで次のような意味のことを言っています。「夢や身体問題
はつながっています。それらを放置するのはあなたにかかってきた電話をと
らないのと同じようなことです。それをさらに放置すると対人関係でもトラ
ブルが増えてくる可能性があるのです。」

これをあなたはどのように受け止めますか？ミンデルの言葉に緊張感を持
ってしまうのは私も同じです。ただ、少し経験があるせいでしょうか、かよ

http://www.jpwc.jp/processwork/index.html
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うなほどに、心身のバランスを取ろうとする作用に私達は守られていると、
そんな気もしてくるのです。

・ ワークの種類

身体症状のワーク、夢のワーク、ムーブメントのワーク、ボディワーク、
コーマワーク、インナーワーク、クリエイティビティ（創造性）、組織や社会
の葛藤解決のワーク、など多数。しかし、どれにおいても現在生じているプ
ロセスを吟味してその深層にあるエッセンスに触れ、それに随おうとする手
法は全く同じ。

・ POPとの出会い
オウム真理教の地下鉄サリン事件の前の年だったはずですので1994年の

ことです。思うところあって内面を見つめる必要性を感じて、あるところに
たどり着きました。そこでは分析的な心理学でもなく、東洋西洋にこだわら
ず、特定の思想を持たず、身体と心を同等に扱いながら、自他の等身大の部
分を大切にし、シャーマニズムや禅の良さや偏狭的でない瞑想を大切にして
気づきを深める作業を行っていました。

後になって気づくのですが、ここではゲシュタルト療法やプロセス指向心
理学を始め様々な手法を柔軟に応用していたのです。ここでの体験が私の体
験的心理学の最初の接点でした。そしてその時点ではゲシュタルト療法の事
は知りませんでした。プロセスワークをもっと知りたいと思いました。

数年経って日本でプロセス指向心理学のセミナーが続いたので私はとにか
くそれに食いつきました。しかし、なかなか自分の言葉になりません。特に
プロセスに従うということがわかりかけては見えなくなるのです。

身体症状やムーブメントのワークは自分が整体をやっていたり昔はヨガを
やっていたのでとても馴染みがあったのです。ところが、それはヨガとは歴
然と違う資質でした。例えばヨガでは「トラワレない、コダワラない、ヒッ
カカラないというスラスラとした楽で幸せな生活」をするために、断捨離行
のように自然健康の邪魔をするヤツを自分の領域から追い出す手法が多いで
す。邪魔者を追い出してしまえば心身の統一が可能になります。

しかし、追い出したいエネルギーの中には精神の深層にあって、もっと認
められるべき存在が実はあるのです。粗暴なようでいて人の面倒見が良かっ
たり、気むずかしいようでいて芸術的才能があったり、恥ずかしがり屋のよ
うでいて実はとても正義感が強かったり、意志が弱いようでいて大胆な判断
力を持っていたり等々。これは心理学的土俵でないと見えてこないことです。

誰でもやってしまいがちなことの多くは、嫌なこと、コンプレックスなど
弱いと思われる側面、恥ずかしい部分など否定的側面からは距離を取りがち
です。そしてあまりに厄介になると排除しようともします。そのために浄化
に力を注ぐ宗教の力を借りることもあります。

POPでは、まず余計な解釈をせず、その人の中で少数派になってしまって
いるソレ(気になっている要素)に触れてその奥にある微細で創造的なエネルギ
ーを拾い出し、それに従っていく工夫をします。

なぜそこに焦点があるのかというと、気づいたプロセスの中に「今どのよ
うに変化しつつあるか」とか「全体的に整合性のある目的」が既にがあるか
らです。あるいは本当の自分の慾求というのは表に出たがる傾向があるから
です。ただそれは、頭で考えた因果関係や目的が、その深部のプロセスと重
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なりにくいので、気づけても気持ち的にすぐには受け入れ難いことが多いで
す。

でも、体が答えをサポートしていることと、生命の働きが全体のバランス
をとって安定に向かおうとしている事は確かなことです。この深い領域では
スピリチュアルなエネルギーが関わる面も見逃せません。本当の自分と気づ
きの意識は磁石のプラスとマイナスが引き合う作用に似ているかもしれませ
ん。間にゴチャゴチャあると最初の内は惹き合っている感じが希薄なのでし
ょう。

・ 慈悲を取り入れた心理学

プロセス指向心理学では気づき、解放、慈悲の三つをを現場での柱にして
いるとの説明を聞いたことがあります。慈悲は本来仏教的な用語でしょう。
心理学にこの要素を持ち込むことについては賛否があると思われます。でも
私はこれも体とくっついたテーマではないかと考えています。これはあくま
でも私の解釈ですが、慈悲については動物の段階で既に源流があるのではな
いでしょうか。

私はツバメの巣作りと子育てをその自立までずっと観察していたことがあ
ります。親ツバメの子供への慈み方は半端ではありません。巣から子供が落
ちましたら子供を救おうと必死です。トラックが出入りしている所なのに下
まで降りて来ます。しかも他の子供に餌をちゃんと与えながらです。見境が
ないのです。どの子をも共に愛している。そしてその子を人間が巣に戻して
もその子が餌を自力で取ることができなければそのままとなります。適者生
存の原理を変えることはできません。しかしこのことは、私たちの祖先が生
きてきた過程の中ですでに慈しむ力と捨てる力(排除ではない)が投入されてい
る事は間違いないと私は思いました。

ツバメに限らず多くの動物の子育ては原型的な温かさを感じさせます。ト
ラウマを抱えた猫を飼っていたことがあります。何度噛みつかれたかわかり
ません。それが夜遊びが過ぎて…(笑)。結局子供を生んでしまいました。子猫
が危険なところへ行くと強く叱るんです。しかしひっぱたいてもその振りを
するだけで絶対に爪を出しません。

私を含め私達人間は、多くの立派な先輩たちの生き方を真似たり、心身の
深層に丁寧に触れてみないと慈しみの身こころを実感、自覚するのが難しい

み

生き物になってしまっているみたいです。人間は動物の時代よりも慈しむ力
は進化させていると思われます。しかしまだ様々なエネルギーを抱えていて
厳しさと優しさの統制が取れていない段階なのだと思われます。人間はみん
なさして変わらないのではないでしょうか。

仏教では4つの無量心「慈、悲、喜、捨」を説いているそうです。これは慈
しみ、共に悲しみ、喜び、別れる時を得て別れることだそうです。かなり深
い話なのですけど、決して高みから人を見るのではなく、等身大のお互いを
大切にするのが基本であると私は受け取っています。スピリチュアルという
のはそこに最初の基準があるべきです。POPが慈悲という概念を心理学に取
り入れてくれていたことは本当にありがたかったです。私の実家近くに神 応 院

じんのういん

という禅寺があり、大学時代に座禅をしに通っていました。その時に漂って
いた温かな気配とどこかで重なる部分がありながらも、心理学という緊張感
のバランスが嬉しかった。

ミンデルはこのようにも言っています。「もしも他者よりも自分の方が他者



- 79 -

について見えているなら、そのことを用いて他者を責めたり攻撃してはいけ
ない」と。この言葉に、ヨガの緊張と弛緩の理論で「他者をリラックス安心
させていただける能力と緊張させる能力は一つの表裏だ」とする、私はこの
意味をやっと分かり始めたのです。正直なところ私にはそのバランスが取れ
ない自分にもどかしさがあります。本当に人生には様々な経験が必要ですね。

・ 「見逃されている体験に深い気づきを得た」プロセスワーク体験

プロセスワークの理論は二次プロセスに注意を向けるという点で、身体症
状、夢、対人関係、社会問題、グループ（組織）どの問題を扱っても一貫し
ています。それは、プロセスワークがこれら様々な世界の根底にある「共通
の自然の原理」に即している可能性を示していると私は解釈しています。こ
のことはどの側面から取り組んでも自己の本質に近づくことが可能であるこ
とを表しています。

確か１９９６年頃だったでしょうか、アーノルド・ミンデルの右腕と呼ば
れたマックス・シュバック博士のセミナーに、私が初めて参加した経験を紹
介します。

‥“ 歩くワーク ”体験

その時、約200人ぐらいの人がいたでしょうか、ワーク説明の後で広い会
場を全員が反時計回りにぞろぞろと歩きはじめました。私ももちろん歩いて
います。

ふと気づくと、足が前にポンと跳ね上がる動きをしたがってるというか、
それをやってみたい気持ちに駆られました。よし、これでやってみよう。そ
う思って気持ちのタガを外して足を自由にさせてみました。するとまるでバ
レエダンサーがポンと膝を伸ばして足を前に上げるみたいに下肢を交互に跳
ね上げてしまいます。いや、バレエという優雅な動きではありません。パン
パン、パンパンと床から 弾 き上げる感じです。そしてこの動きにさらに任せ

はじ

ましたら、そのままその下肢の力で後ずさりをはじめました。「おいおい、ど
うする気だこれでは後から来る人とぶつかるじゃないか」と、そう思ったそ
の時には、体はくるっと向き直り、背中を流れの進行方向に変えて進み始め
ました。パンパン、パンパンと下肢を跳ね上げながら後ろ向きで進みました。

そして私はハッとしました。先程まで見えていなかった世界が見えたか
らです。派手で奇妙な歩き方に若干の恥ずかしさがありましたが、歩く事は
足に任せたら周りのことがとてもよく見えるのです。いろいろな歩き方や戸
惑っている人、考え込んでいる人、すでに止まってしまっている人、とにか
くよく見えました。その時思ったのです。このような歩み方っていいな。前
向きで歩くよりはこの方が世界がよく見える。なんだか自分らしく存在して
いる感じがする。そう思いました。

その時、マックス博士が駆け寄ってきて「good！good！」と、親指を立
てた拳で力強く肯定してくれました。そのことは私にとって大きな力になり
ました。後ろ向きになる事が否定的なこととは思えなくなりました。これは
正面から見るべきことに背を向けることでありません。感覚的にはむしろ逆
です。進行方向は変わらないまま、全体がよく見えるのはありがたいことで
す。それにもしもそのまま一歩先を行くことができたら世界の前面を正面か
ら見ることになりますから、全ては大きく違って見えることになります。こ
の奇妙な体験価値をキチンと説明するにはおそらくアインシュタインの相対
性理論とかの概念だけでも理解していれば何とかなるのでしょうけど私には
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サッパリです。アーノルド・ミンデルは元々物理学博士なのでそういった面
での整合性も検討した上で心理作業に臨んでいるものと思われます。

POPでは二次プロセスという言葉が常に用いられます。一次は例えば歩こ
うとして歩く限りは「歩く」事は一次プロセスです。考え事をしてるつもり
だったが気がついたら歩いていた。この場合は歩くことが二次プロセスです。
歩きながら右腕はしっかり振っているのに左腕は振っていないならば、その
左腕の動きは「歩く全体」と不一致で、どこかずれた存在となります。この
すでに体験しているのだけれども気づけていない体験、これも二次プロセス
です。あなたにもしも特別な身体症状や身体感覚、体の勝手な動きなどの問
題があれば、それもPOP的には二次プロセスとして扱うことができます。意
識的な出来事では無いからです。

子供の頃、私は漫画が好きで忍者物の漫画をよく読みました。敵が影から
狙っていたり、敵が近づくと「殺気！」って感じで第六感が働いて先手を打
つシーンにワクワクしたものです。あの殺気も一種の二次プロセスと言える
のかもしれません。ただその手のエネルギーは専門的な訓練をするか、才能
が必要でしょう。しかしワークでは才能や特殊な訓練は不要です。ほとんど
誰でも行えます。プロセスワークでは二次プロセスへの気づきから入って極
めて微細なエネルギーへの気づきを促します。それは微かで本質的であたか
も物理学で言う量子を空想させます。

歩くワークでは歩いていることに対して不一致な感じ（動きや感覚）を見
つけ出しましす。これは半ばぼんやりとした観察でもあり、嬉々とした好奇
心を持っての観察でも構いません。

私の二次プロセスは“脚が跳ねたがる感じ”でした。それを強調増幅して
みると私の人生にとって重要なことが起きました。私にとってとても価値の
ある視座が得られました。この肯定感は掛け替えがないです。私にとって後
ろ向きに歩くとは、体の声や内在智のメッセージに気づくことを表します。

実のところ私はこの作業にワクワクして臨みました。体に何が起きるか楽
しみでしたし、整体では意識的に無意識的な運動を広げる訓練(錐体外路系運
動の訓練)を行いますから、さしてこの作業に抵抗はありませんでした。整体
のこの運動法の場合、ただ動きっぱなしにするんです。それだけで治る病気
もありますから自然健康のきほんとして、整体では運動法として奨励してい
ます。常に体が身を守ろうとして保っている本能的な運動や感覚を鍛えるの
ですね。ですから無為の動きに接するのは私にとって極めて日常的なことで
した。それが心理学的な土俵の中で実を結ぶとは夢にも思っていませんでし
た。いや、気づけないほどに夢の中では微細な存在だったのでしょう。

その後何年経ってのことか忘れましたが、大分立ってミンデルの本の日本
語版が出版されました。そのタイトルを聞いたとき、私は思わずニヤリと笑
ってしまいました。とてもとても肯定感を持って！ そのタイトルは「後ろ
向きに馬に乗る」でした。

POPを正確に理解するには各自がミンデルの本を参考にすると共に、セミ
ナーに出るなど体験を通した理解をお勧めします。ほとんどの本がセラピス
ト向けですが「ドリームボディワーク」、「自分さがしの瞑想」は比較的読み
やすいです。

● ゲシュタルト療法
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今、あなたは、何を体験しているのでしょうか？
あなたの身体の感覚はどのような感じがしますか？
ゲシュタルトは「今ここでの気づきの流れを体験すること」が基本です。
気づくことによって自分を知り、選択の可能性を広げ、自分で責任を取って、自分

らしくいきいきと生きていくことをめざします。
ゲシュタルトでは、今ここに焦点を当てていく体験実習を、ワークと呼んでいます。
ゲシュタルトとは「統合された形」といった意味のドイツ語です。フリッツ・パールズ

が開発した実存主義哲学に基づいた、人間の成長を促すアプローチです。
自分の身体感覚や感情、気になることや未解決の問題などに焦点を当て、自分

自身に気づきを向け、今ここでの体験を通じて完結し、統合していくのです。
(以上、NPOゲシュタルトネットワークジャパンのホームページ「ゲシュタルト療法と
は」より抜粋)

ゲシュタルト療法はフリッツ・パールズによって、ゲシュタルト心理学、
実存哲学、ホメオスターシス(恒常性の原理)、ウィルヘルム・ライヒの「身体
中心型療法」、personality理論、ベイサーの「変化の逆説論」、現象学、「今
ここに全てがある」という禅の教え、気づきのサイクルの理論などが統合さ
れました。

ゲシュタルトという言葉はゲシュタルト心理学の「全体性」「まとまった形」
と言う意味のドイツ語です。人間は世界をバラバラな寄せ集めとして認識す
るのではなく、意味のある1つのまとまった全体像として構成し、認識すると
みているのです。はっきり言ってこれは西洋的な発想というよりは東洋的な
発想です。

参考図書
気づきのセラピー 百武正嗣 著 春秋社

ももたけまさつぐ

「いま‐ここ」の自分に気づくことで身心を統合するホリスティックなセラピーの基本
を、初心者向けにわかりやすく解説。セッションの具体例やさまざまなアプローチを満
載。
１部「からだからのメッセージ」２ 「部ゲシュタルト療法とは何か」３「さまざまなワー

ク」の三部構成になっている。１部では、「なぜ？」から「何が」に注意を切り替えて「思
考」から「感じる」ことに戻すことにより、身体の声こそが「あなた自身」であることを知
ることができると。２部では、「いま－ここ」中心のセラピーであることを初めとしてゲ
シュタルト療法の特色について一般の人にもわかりやすく解説。３部では、様々なワー
クの例と基本的で重要な技法について説明があります。人間の感情が否定的なもの
ではないことと体と1つであることがよくわかります。

・ゲシュタルト療法を体験して

体験を通して気づきを深めると様々な自己回復が可能になります。気づき
によって生きる選択肢が増え、自由度が増します。肯定的な意味で楽になり
ます。自分の感情に対する責任能力が高まります。これらは心身セラピーの
効果と効用のところと重なります。

分析的にならずともよいことが難しくもあり、生命の欲求に従えた実感も
湧いてきます。自然浮上することに従っていくと、影になっている緊張も解
ける方向に、その流れがちゃんと統合へと向かっていくのです。それがゲシ
ュタルト療法の特徴です。

ゲシュタルト療法はオーセンティックセルフと言って核としての己に触れ
て、己の本質(本当にどのように在りたいのか)を感じながら生き生きとした生
き方ができるように、その方向に向かっているように思います。簡単にその

http://www.gestaltnet.jp/gestalt.html
http://www.gestaltnet.jp/gestalt.html
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実感を得ることができるかというとそうでもないですが、分析的な手法より
もかなり速いピッチで到達するように思います。

プレトレーニング６ヶ月目で最後に行ったワークでは一瞬オーセンティッ
クセルフに触れたみたいな気がしました。通称シゲさんというファシリテ
ーターに「他のメンバーのことで心配で気になっていることがある」と
持ちかけました。すると「じゃぁその人のことでアンタがワークをやれ
ばいい」と、その人の前で自分のワークをすることになりました。即断
即決に少々抵抗がありました。でも、その人の代わりに座布団を置いて
自分との対話が始まりました。確か20分ほどで私とそのご本人とは深
く深く心が通じ合ってしまいました。

私が気づいたのは、それは自分のことが心配であったのであり、その
心配の出所は実際にはかなり深さがあり、自分でも驚くほどの純粋なエ
ネルギーでした。そのような自分とフッと一つになると何が得られるか
というと「安心」です。他との比較無しで自分が自分に安心していられ
る。心身一如で寛ぎ柔らぎました。

このことは別のところに書いたことと繰り返しになってしまいますが、こ
の方法には問題に対する対策と処方の構図がありません。 融 通 無碍でとらえ

ゆうずう む げ

どころがないの印象は強いですが、体と心(感情)と脳(言葉)の一致がもたらす
気づきはやはり深くて自然尊重そのものの感があります。

ゲシュタルト療法では「問題が生じるのは未完了、未完結を完結させて統
合したい欲求があるからだ」という観点を持っています。

悩みにも見えないところで新陳代謝しようとしている作用があるはずです。
私に起きている問題は、私がワタシとしてまとまっていくきっかけになり得
る。症状をきっかけにワタシ自身を取り戻せる。そういうことになります。
ゲシュタルト療法の実際上についての説明は[４]心身セラピーの効用と特徴
(43 頁)<⇒>と重なりますのでそちらを参考にしてください。また、先の百武

ももたけ

正嗣 著 気づきのセラピーは一般人にも分かりやすく書いてあります。
まさつぐ

● ファミリー・コンステレーション

ファミリーコンステレーションとは？
ドイツ人心理療法家バート・ヘリンガー氏が確立したグループセラピーの1つで、

家族療法の一種(体系的家族療法・システミックセラピー)です。現在、北米・南米・
アジア・中東など３０カ国に及ぶ国に広がり、へリンガー氏の著書は３０冊を越え、１
０カ国語以上に翻訳されています。
個人の問題を「家族システム」から見る
いま多くの人が鬱病や拒食症、引きこもりなどの問題で苦しんでいます。一般的

には「症状を抱えた個人の問題」と捉えられがちですが、ファミリーコンステレーショ
ンでは、家族の中の誰かひとりが苦しんでいるとき、個人の問題をその個人の問題
として捉えるのではなく、「家族」という１つのシステムに生じた症状と捉えていきま
す。問題や症状を抱えた個人を通して、その「家族というシステム」全体に働きかけ
ていくのが、最大のポイントです。
個人の心理的な問題を「家族システム」から捉えることで、新しい見かたや気づき

が提示され、多面的な解決と根本的な癒しが促される非常に特徴的なアプローチで
す。
『コンステレーション』とは「配置」あるいは「星座」などを意味する言葉です。家族を
夜空に浮かぶ星座のように配置するところから、このワークはスタートします。
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以上、スペース タオより抜粋続きはこちからU子ttp://www.space-tao.com/fc.U子t
ml

これも体験すること、つまりカラダを使った心理療法です。日本で紹介さ
れた頃に作られたビデオがあり、実際のワークとヘリンガーの解説を聞くこ
とができました。

プロセス指向心理学のワークショップ関係と縁遠くなってしまって確か5年
以上、いやもっとたっていたと思います。ひとりで勉強するのもやや気力が
失せていた頃、整体の仲間の知り合いがファミリー・コンステレーション(以
下ＦCと略す)のビデオを持っているとかで数人で上映会をやりました。それ
がきっかけで、５､６人集まって体で気づきを深めるための勉強会を始めまし
た。

ワークは問題を抱えた人の家族構成を代理の人をつかって部屋に配置する
ことから始まります。代理の人は思考停止し、体が何をしたがるか、どのよ
うに動きたくなるか、ただそのことに従います。この配置や人間の反応が当
人を含む家族の深層に潜在している「エネルギーのもつれ(絡まり)」を現して
いるとするのです。私は配置後の展開をＰＯＰの原理を使って、見逃されて
いるエネルギーを探っていく作業を行っていました。

私は配置後の展開として、代理の人が立っていた場所に座布団を置くなど
してその空間に息を与えるみたいな発想になりました。ゲシュタルト療法の
空席のテクニックを知りませんでしたが、偶然似たようなことをやっていた。
どちらかというと個人ワークに持ち込む形からＰＯＰの原理を使って見逃さ
れているエネルギーを探っていく作業を繰り返しました。

実際にヘリンガーの右腕と呼ばれたハラルドのセミナーにも出てワークを
受けたりもしました。もうしわけないけど、体験型心理セラピーは因果論を
越えたはずなのに様々な決め付けがあって受け入れられない側面がありすぎ
ました。そういうのが好きだと言う人もいます。そういうのとは誰か他人が
人生を決めて結論づけてくれるといいますか。

ただ、へリンガーの言う「集合的良心」なる働きはもしかしたらあるかも
しれないと思いました。私はＰＯＰに接していくうちに「家族全体で作って
いる家 族 体 」があるはずだという発想を持つようになりました。だから個人

か ぞくたい

と家族を分けないやり方を探したい気持ちもあったのです。動物の親子関係
は成長したら個別性がハッキリしてしまいます。しかし私たち人間は身体に
感情が記録される事実もあります。人間の感情の絡まりがどれほど深いか知
るには、テレビでニュースやドラマを見るだけで十分でしょう。

ざっくり言ってしまうと、私もあなたの体にもはよくも悪くも家族の歴史
が染み込んでいることになります。また同時にその修正感覚も体の中にある
ことになります。

私の感覚からしたら、ＦCのやり方はシステマティックに作業が行えるよう
にコダワリがあると見える。そのことに不自然があるように感じます。偉そ
うなことを言って申し訳ないですが。でも、FCを実験的にやったことで、自
分なりのグループワークの感覚が芽生えたことは確かです。これまたゲシュ
タルト療法の現場で再確認できました。そのうちグループワークに興味がで
てきたならば生かしていきたいと考えています。

勉強会を終了
FCが元で始めた勉強会は私の人間性の至らなさのために５年ほどでプツン

http://www.space-tao.com/fc.html
http://www.space-tao.com/fc.html
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と途絶えてしまった。今思うと、本当に申し訳ない終わり方だった。それは
自分を掘り下げていないことの表れであると反省もしました。それもゲシュ
タルト療法にしばらく身を投じてみようと決心したきっかけとなった。ゲシ
ュタルト療法への直接的なきっかけはほとんど偶然だった。

ゲシュタルトの最初のプレトレーニングの半年間の仲間には本当に助けら
れた。目黒に通う時、いつも呼吸が深く心が静かになっていくの感じていた。
そういう場を作っているゲシュタルト療法にそれなりの力がある事は確かな
のだけれども、ファシリテーターが「このグループは…家族みたいねぇ」と
つぶやいていたのを時々思い出す。言葉にするのは難しいけれども、そのグ
ループのどこかに見えない家族的な布置があったのかもしれない。でも、皆
で会う事はもう無いか、な…。その後のコースは別の意味で濃厚だった。

この経験から勉強会の自分を眺めると自己成長、自己受容の慾求度合いが
弱かったと思う。それは私の弱さでもあろう。本当に自発的に行動していた
ら責任感は自然に生まれてくるはずだから。

● その他の体験型心理療法

その他同種の心理療法としてはフォーカシングというのがあります。
あまり心理療法という構えたスタンスよりは体験を通して個人が気づき
を深めていくことと同時にグループ全体を育てていくことにポイントが
あるようです。ゲシュタルト心理療法ととても似ていると聞きましたが
実際のところはよく知りません。体や感覚に意識を向けるのは同じです。

心理療法と言うよりは気づきを体へ向けるエクササイズを行うことで
動きとともに体を整えるボディーワークがあります。アレクサンダー・
テクニーク、フェルデンクライス・メソッド、コンティニュアムなど。
体へ触れる方法を取り入れているものもあります。ロルフィング、シン
・インテグレーション、ヘラーワーク、リバランシング、コンシャスタ
ッチ、エサレンマッサージ、サイキックマッサージなど。

いずれにしてもこれらの特徴は気づきとその意識を大切にすることに
あり、いわゆる一方的な治療技術と異なるのは言うまでもありません。

３．体験的心理療法の系譜と心意気 まとめ■

▼ 心からエルザ・ギンドラーに敬意を表したい

ギンドラーが左肺に休息と注目をプレゼントしたのは卓見だったと言えるでしょう。
休息とは息を休めると書きます。何もしないという一見マイナス要素がプラスに転じ
る。これは生身だからこその現象である事を再確認しました。

井本整体の井本先生と飛行機の席が並んだことがきっかけで整体にハマった(ハメ
られた？)フランス人男性がいました。いきなり「君、いい手をしてるねぇ」と井本先生
がその場で見込んだのです。そして何年間かその男を自分から遠くへ置き去りにし
てしまいました。
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置き去りにされて彼はより強く立派になって戻ってきました。その彼から直接聞きま
した。「いやー大変でした。ヨーロッパ人にとって意識を体へ向ける事は大変なこと
なんです。体を感じようとしてもどこか遠くの方にある「自分とは別物」を把握しようと
するみたいに、まるで取り付く島がないんです。」と。

エルザ・ギンドラーももしかしたら初期的には同じだったのではないでしょうか。「医
者に見放されて腹の虫がおさまらん」みたいな体感覚的な言葉があったかどうかは
分かりませんが、自分をただ、ただ信じ、体に注意深く真剣丁寧に意識を注いだこ
とでしょう。

エルザ・ギンドラーはシャルロット・セルバーの入門を一度は断っています。彼女は
積極的に多くの人に広めようとしたのではないようです。それは一度は死を宣告さ
れようとも確信を持って肺を内観したとは言え、不安と共存しながら地道な道を歩
んだことを示しているのでしょう。そうやって自信を得た者からしたら安請け合いした
くないのは自然だと思います。

彼女がヨガや何らかの自然療法を改善の発端にしたという情報は聞きません。心
からエルザ・ギンドラーに敬意を表したいと思います。本当にありがとう。

▼ まとめ 「 誰にでもできる作業 」

以上を読んでいただければ、体験型心理療法をどのような資質の人たちが大切に
してきたかをご理解いただけると思います。

精神医学は元々生理学、解剖学を中心とした一般医学よりもランクが低いのが現
実と聞きます。心という見えないものの活動を数値化あるいは普遍化できないから
です。また同時に見える科学、それが一般聴衆が望むことでもあります。

しかしここに紹介した人たちはなんと言われようと身心の密接なつながりを意識し
てきたのです。その心意気をお伝えしたい。それが紹介の動機です。

体験型心理療法家は、私たちが日常で「あまり気をもむと体に毒だから気を付けて
ね」と言っているレベルのことを伝えようとしているのではありません。毒に当たった
体(あくまでも比喩ですが)から本当の自分を取り戻すための具体的な方法を展開
するプロ達だからです。

生きていく過程の中で私たちは身体や心に様々で不自然なクセを身に付けてしま
います。それが自分の心身を歪めるに十分な力を持っていたとしても気づけること
の方が少ないかもしれないのです。

皮肉なことに、本当に悔しい限りですが、病気や悩み事が自然性回復、自己回復
のきっかけになることを彼たちは教えてくれているのです。

私たち日本人は心身一如という言葉文化を持った民族でありながら、身体症状や
心の悩みについて心身一如で取り組むことに誰でもが緊張感を持っています。そう
です。心理療法に取り組むに当たって緊張感を持たない人はいないでしょう。

日本人は指先が器用であるし、面倒見の良い気質も合わさって身体症状に困って
いる人たちの治療をするのが好きな民族性を持っています。身体症状の影にある
心理的問題についてはどちらかと言うと宗教がその役割をやってきた傾向があるの
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ではないでしょうか。

ストレートな言い方をすると、困った問題は己ではなく何らかの力を持った面倒見
の良い人が問題を解消してくれると思い込みがちなのです。ちょっと露骨な言い方
になってしまいますけれども。

私は様々な健康法、療法や医療を否定する気はありません。ところ変われば水変
わるで個別性はどこまでも必要ですし、外科的な処置や細菌性の問題をほったら
かしにすることなど現実的ではありません。また、心臓病など内臓の器質が極端に
変化した問題改善には相当な技術を必要とする場合もあります。

しかし、身体症状だけを取ってしまうだけで、それを生み出す背景としての生活が
変わらないのであれば、体験的心理療法で導き出せる気づきの部分は必ず置き
去りになります。でも、置き去りにしたからといって、身体があなたを恨むっていうこ
とはありません。

気づきとは「何が悪いか」を判定することではなく、むしろ罪悪感からの解放につな
がります。そして、「病気や症状と心がつながっているとは思えない」「思いたくな
い」そういう気持ちがあったとしても、私はその人の事をダメだとか悪いとかいう気持
ちは全くありません。

そこをスタート地点にすれば良いだけの話です。それが事実ならばそれが「今、こ
こ」の真実だからです。病気や症状から病魔というレッテルをはがし、そのレッテル
の裏側に示されている肯定的なオーダーメイドの情報を探り確認する。その実験が
許される時代が来ていると私は感じています。

問題の中に答えがあることを知り始めているのです。エルザ・ギンドラー自身はサイ
コセラピストなどの心理畑の人ではありませんでした。息に注意を向けながら身体
体験を通して自己を探り、自分の事実に気づき、時間を信じて見守ったのだと思い
ます。

そしてこの人が「自分の何がいけないんだろう」という文脈に落ち込まなかったこと
も、私は奇跡的な出来事に近いと感じてしまいます。本当に何て人だ。

このことはとりもなおさず、そもそも心理療法を知らなくても誰でも体験できることを
意味しています。あなたが抱えている身体症状が肩凝りであろうと、内臓の病気で
あろうとこの実験は可能だということです。

インターネットは仮想空間ではあるけども、その情報量はハンパではありません。有
料情報を含めたら質の高い情報は限りなくあるだろうと思われます。だから多くの人
はググれば答えが出ると思っています。

あなたの問題についても検索をかければそれなりの情報が得られるでしょう。でき
たらついでにご自分の中にも検索をかけて、ぜひ、あなたの息を取り戻すきっかけ
にしていただきたいと、そう思うのですがいかがでしょうか。

※ 心身セラピーで身体症状のワークを行う場合、プロセス(どのよう
に変化しようとしているか)をベースにした形で行うか、ゲシュタ
ルト(未完了、未完結の完了)を主にするかは、講座企画のテーマや
その時、その人の状況によって流動的に行っています。
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あとがき□

死ぬまでに心身一如の健康観を元にした結果を形にしておきたい。私にはその気
持ちがあります。少し大袈裟で大上段に構えてる印象は否めないのだけども、60才
手前からその勢いはムクムクと膨らんできました。

相手のあることですから全部が全部「心身一如での問題処理」は無理なのですが
私にとっては大切な課題だと感じながら仕事をしてきました。とにかく形にしておき
たい。

そんなわけでこの冊子は心身症、ストレス症状、慢性症の人のための自己回復の
入門として書くのと同時に、前々からの自分の思いが出てしまいました。「問題を抱
えている者と、あんたとどっちを大事にしたい？」と言われても仕方がないかもしれ
ない。そう思いながら書きました。

読む方からしたら、何をどうしたらいいかその結論だけを知りたいのは当然と思いま
す。けど、なにせ体験がものを言う世界なので、ある程度の臨床例を書いて実際を
想像してもらうしかないと思いました。しかし結果的には予定していたよりも症例を
削除しました。それからお詫びしなければならないことがあります。

■普通どの本でもどんな人に読んでもらうのかかなり細かくターゲットを絞るものら
しい。私の場合、目標を一つの病名に絞ることができません。心が関与した病群の
中のどの症状でも構わないのでそれが分かってもらいたいのもあるし、年齢を特定
するのも無理があると思いました。子供から大人まで男女問わず様々なストレスに
さらされているのが実際だからです。

おそらく体験的心理療法の系譜など興味を持ってもらえる確率は少ないだろうけど
も、ある程度の経緯を書かないとこのタイプの療法が何者なのか、気になる人もあ
るであろうと思ったら書かざるをえなくなりダラダラと書いてしまいました。つい力が
入ってしまったのはエルザ・ギンドラーでした。

彼女の存在がなければ心理療法は分析心理の囲い、因果関係の囲いから抜け出
ることができなくてさまよい続けたかもしれません。本文と繰り返しになりますが、彼
女はリズム体操の指導はできたが、身体に対する東洋的なアプローチ方法、精神
分析を知っていたわけでもありませんでした。あなただって身体の問題と向き合うと
思えばできるはずなのです。

そんなわけで狙いの定まった書き方ではないので読みにくいと思うし、系譜の箇所
もページ数がかさんでしまったことをお許しいただきたい。体験的心理療法全体に
ついて知りたい人には多少の情報の提供にはなったかと思います。

■私は最近、ずっと前にやったテーマを再度ワークしてみました。以前のときには
ただ、ただ深く癒されたの感ありで、今回はそのテーマでは癒しという暖かさから自
立して、己への肯定感が大きく育った。ま、育自がうまくいったということです。なん
だか心と体が軽い。

この作業は数学で1つの問題を解くのとは違います。同じ問題をやってみても違う
答えが出るのです。違うことに自然があります。今は今で変化しようとする力がある
からだろうと思われます。また、完了の仕方が以前と全く違うってこともあるようで
す。どれも正しいってことです。
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■ワークを終えた人が深い息とともに時々口にする言葉があります。「これを説明す
るには、これを説明するには…」。とにかく心身セラピーの作業を言葉にするのは
難しい。その理由の1つが考える作業ではないことにあると思われます。仕方のな
いことです。

何か病気を患っている人からしたら「なぜこの病気が…」と考えてしまいます。ゲシ
ュタルト療法のモモちゃん(百武正嗣さん)が言うように、それを「何が－どのよう
に」、「いま－ここで」に変えてしまうことの意味や価値をすぐにはピンとこないと思い
ます。

正直なところ、私はこれを読んでくださっているあなたに、何がどれだけ伝わるか自
信がありません。いろいろな角度から説明を試みましたが書きすぎたような、書き足
らないような複雑な気持ちで一杯。でも、とにかく心と体が想像以上につながって
いることは多少はイメージできたのではないでしょうか。腹黒くあの手この手で書い
たので。

芋づる式という言葉があります。体のどの問題をピックアップしても心のことに何かと
っかかりを見つけて書き出しても、あれやこれやと芋づる式に整理されていない記
憶や体験、臨床などがずるずるとでてきてしまう。それを系統立てて書き直そうとし
ましたが文章の訓練をしていないことも原因して、やはり同じ言い回し、繰り返しが
増えてしまった。しつこい文章になった事をお許し願いたい。

■マインドマップというツールをご存知でしょうか。googleで検索してもらえればすぐ
に出てきます。それは1つのテーマから四方八方へとアイデアや必要項目、議事の
展開などの記録を、まるで神経細胞が伸び広がっていくのと同じように書きひろげ
る方法。頭の整理と掘り起こしには大変役立つし、もっと様々な可能性を持ってい
ます。

さて、心身セラピーの進み方はこれと全く逆だと言えるでしょう。外から中心へ向か
って進むのです。それは直線的ではありません。きちんとした螺旋でもないです。し
かしそれほどあちこちしなくても、あるポイントから病気の原因やとっかかりとなった
ことへフッとつながっていたりするから不思議。

たとえて言うなら樹の葉っぱを揺らしている風がどのような性質のものか見えてくる
みたいな…。本当に不思議だけど、その辺のプロセスを突き止めようとして細かく書
いても、読むあなたには何ら実感は無いはず。だから、書けば書くほどに中間領域
(知的領域)が活発になるだけで風はさっぱり見えてこない。書き表す力のなさをつ
くづく感じます。

■整体では生々しい現象があります。人の腹に触っているとそこにシコリとか緊張
を感じることがあるのです。筋肉腫の類のことではなく、一部の筋肉が緊張が抜け
なくなって束になり小さな固まりになるのです。中指の先に感じる程度のものだから
大きなものではないのだけど、触り始めの箇所と実際の芯の箇所がかなりズレるこ
とがあるのです。

つまりここ掘れワンワンとばかり真っ直ぐ進んでもそいつは捕まらない。こういった生
々しさも先の心身セラピーでの様々な情報の表出が揺らぎながら進むのと私は似
かよった自然現象に感じてしまうのです。そして、その緊張に指が届いてその芯の
頭に角度が合うと一気に体が弛んだり、症状が改善するものです。

東洋医学では経絡という気の流れの上にツボがあるとしています。あれがきちんと
図式化されたみたいにあると思ったら大間違いです。法則があるようでいて成り立
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たないこともあるのです。そこには生身の都合が入っているからです。

前回あるポイントで腰痛が取れたからまぁそこに触っておけば何とかなるかもと、た
かをくくっていると裏切られるんです。そういうどこか割り切れない作業に似たやり方
を欧米の人が心理学上で展開する事を見つけたのだから東と西を分けるのはもう
おかしいのかもしれません。

■野口整体について詳しい説明項目を作らなかったので、まったく何も知らない人
には唐突で不可解な点が多かったであろうと思います。お詫びを申し上げます。こ
れは私の下手な説明を読んでもらうよりも次に紹介するいくつかを読んでいただけ
ればおおよそ分かっていただけるでしょう。 Amazonでレビューを読んでもらうだけ
でも結構参考になると思う。

野口整体は過去に様々ないきさつがあって大変に閉鎖的な世界になってしまった
ようです。会員数は膨大で1万とか2万のレベルではなく○十万人。私はある意味
で閉鎖的なままで良いと言う気もするのです。

骨盤を閉めたら体が痩せる事をきちんと技術化したのは野口整体なのですがおそ
らくそのディティールが伝わらないままに暴露されてしまいましたから、返って病人
が増えているかもしれません。痩せたにもかかわらずにです。出産後に太るどころ
かお乳のでもよくなって前よりもいっそう整った体になることを狙って開発された技
術のはずなんですが。

しかしここまで情報が自由に駆け巡る時代を誰が予測したでしょうか。少し前は整
体という秘匿された情報にたどり着こうとしても、それこそまるで尿路に詰まった腎
臓結石みたいになっていたのを思うと時代パワーはすごいですね。以下をぜひ参
考にして下さい。

・永沢 哲 著『野生の哲学―野口晴哉の生命宇宙』(青土社)
・野口晴哉 著 『整体入門』 (ちくま文庫) 『風邪の効用』 (ちくま文庫) 『体癖』 (ち
くま文庫)

整体も心身セラピーも生物扱い。整体をやると体が私にこっそりと何かを教えてくれ
なまもの

ることがあります。そうこっそりとです。整体の野口先生は「我々は言わば仲介者と
なって、より良い体の使い方、生活の仕方を教えるべき」と言っています。確かにそ
の必要があります。自分の体のことが自分でわかる人はほとんどいなくて、人の助
けを必要とするのです。

井本整体に関しては井本邦昭先生の著書がたくさん出ています。井本整体も元は
野口整体の山口支部だったのですが独立したのです。療術的求め方に関心があ
る人は大変参考になります。

ただし、素人を相手に書いているようであってもプロを意識して書いてある本がある
のでレビューなどよくよく参考にしてください。誰かが「よくぞここまで開示したもの
だ」とレビューしてますけどそういうのはたくさんあります。

心身セラピーも整体と同じで、ひとりで自己覚知のための作業が行えるようになる
のは少し時間がかかります。POPやゲシュタルト療法のようにグループでワークを行
う方が合理的でトラブルも少ないし、啓発と気づきの度合いは深くなります。そのや
り方の原型を作ったパールズという人はとても賢い人だと思う。

『野生の哲学』の著者、永沢哲氏はプロセス指向心理学創始者A．ミンデルの書籍
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『紛争の心理学――融合の炎のワーク』の監修者です。この本には戦争を終結さ
せたワークの実際が紹介されています。戦争という葛藤解決に役立てる原理なら
身体的葛藤、内面葛藤に有用であることはザックリとですが想像できます。随って
いる原理やエッセンスは同じだからです。

■今度はお礼を言うべき人にその気持ちを述べることにします。少しでも知っても
らおうとしてこの冊子を書けたことの元には、整体を受けに来てくれた会員の中にワ
ークに臨んでくれた人がいたからです。それから講座に参加してくれた人。それが
なければ、実体験を載せることはできませんでした。

私は細かく臨床記録を取らない方だけど、以前は許される限りメルマガに実例を書
いていました。もちろん許可を取ってです。そのためあれこれとメモ取りをしてあっ
たのが役立ちました。2000年だったかあちこちでパソコンが誤作動起こすかもしれ
ないと言っていたときには確か既にメルマガを書いていた。

ただ、私は体験を通したこのやり方が好きだったことは間違いがありません。とにか
く好きなのです。だから講座にしても、個人セッションにしてもとにかくワークに臨ん
でくれた方々に感謝しています。貴重な体験ばかりです。あと、息子達が時々原稿
を読んで感想を言ってくれたのが助けになりました。

■プロセス指向心理学もゲシュタルト療法も答えを本人の中に見ます。では、作業
をリードするファシリテーターは何をしているのかというと、本人が気付けないサイン
にちょっとだけ先に気付いてそれをフィードバックする。つまり、コントロールや操作
を捨ててとにかく流れに従っている。だから改めて思うのは、自分も流れに従う能力
が高まればとそれを願う。

私の指導室の名前はNRT 自然性回復セラピー。全くムードのない名前です。そし
て自然ということにこだわりたいと思いながらやはり自然がわからない。いったい何
が自然なのか…。もしかしたらこれは永遠にこれ以上の言葉に出来ないのかもしれ
ません。「わからない。」これでいいのかもしれない。

少しずつ少しずつ見えたような見えないようなそんなことの繰り返しの中に、従い方
に慣れが出てくるとともに、心と体と呼吸と内なる自分とがつながったように感じる度
合いが増してくるといいますか。

あやふやでとりとめのない話で申し訳ないですが、決して建築基準法に準拠しない
適当な建物を建ててもいいと言うような、あやふやさを肯定しようというのではありま
せん。まるで油を塗ったナマズを絶対捕まえてみせるみたいにして病気や悩みを
押さえつけようとしなくてもなんとかなるような気もするのです。

この冊子では心理が関与しているとお思われる問題と心身セラピーの活用価値を
をご紹介してきました。しかし、実際には心身連鎖が無さそうな問題でも気づきと共
により良い経過へつながっているのが元々の事実です。

姿勢を整えるには歪みを正せば良いのは言うまでもありません。ところがイノチと言
うヤツは心の歪みを解消するにあたって、歪ませる力を転用し活かすアイデアをも
持っているんです。このことに気づけたのはラッキーでした。それは私達に与えら
れたもう一つの可能性でしょう。今をしてとにかく善くなろうとしている。

■最後になりましたが、もしもこの冊子を全部、いや全部ではなくともチラリとでも目
を通してくださったあなたに心からお礼を申し上げます。あなたの健康とお幸せの
きっかけになれば幸いです。
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講座 深 息 の 会 に 参 加 し ま せ ん か ？
入会不要！ 単発参加可能！

整体体操と呼吸法で姿勢と気の流れを整え、気づきでもって深息＝深いリラックスを体

験しましょう。身体や心を簡単にサッと弛めてホーッと楽になる。自律神経が整い、グッスリ

眠れる。自然治癒力を高め、ストレスに煩わされないための心身ケアーのコツをどうぞ。

年齢職種は問いません。誰でもできて効用が大きいのが利点です。一生の宝ですよ。

あなたはどの様な息をしていますか？ 続きはhttp://jump.cx/nrt_sin

又は、自然性回復セラピー MainBlog から

製本版問い合わせ前の確認頁：http://nrt123.seesaa.net/article/424221884.html
30 分無料電話相談をご希望の方は下の「心身セラピーのすすめ」案内頁から簡単アンケートへどうぞ。

発行元 NRT 自然性回復セラピー 〒 166-0003 杉並区高円寺南 4-27-2 高円寺パレスハイツ 201

発行者 金光由展 (携)090-3530-4181 (携)Mail：dream-dance@ezweb.ne.jp
☎ 03-3314-0581 e-Mail：kaisei@bf.wakwak.com

◆無料冊子「気づきが 心身症、ストレス症状、慢性病のこころとカラダを変える 心身セラピーのすすめ」案内頁

◆ ContentsBlog ⇒心身症･ストレス症状､改善回復の秘訣！“心身セラピー”
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◆指導室案内頁(PDF)⇒ http://jump.cx/nrt_p
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