
1 

 

 

お試し版  



2 

 

はじめに 

 

 

「どうやっても無理だ」 

「はあ、ついてないなあ」 

「だめだった、やっぱだめだった」 

 

これらは「一つの見方」でしかありません。だから私は伝えます。 

 

「むしろチャンスですよ」 

 

発想はすぐ変えられます。チャンスに気づいて、面白い道へ進みましょう。 

 

※ 「かち。」のサンプル本です。本編は第一章、二章、三章を載せます。読ん

で「これは！」ワクワクしたらお買い上げしてください。 
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世の中「面白い」ほうが価値(勝ち) 

 

・ 米大統領選挙でトランプ氏勝利 

・ 面白さとは何か、どう創るのか？ 

・ 関連：今、ピンチだ、助けて！ 

・ 関連：仕事がつまらない 

・ 関連：勉強もつまらない 
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米大統領選挙でトランプ氏勝利 

 

2016 年に米国で大統領選挙がありました。多く(主にメディアやリベラルと呼

ばれる人たち)の期待を裏切って、ドナルド・トランプさん(共和党)が民主党の

ヒラリー・クリントンさんを破って、大統領になったのです。 

選挙中、私は「トランプさんが勝ったら面白い」思ったので、彼がなると予想

しました。途中、ヒラリーさんに関する報道を見ていると、 

「やっぱりヒラリーさんが勝つのか」 

思っていたのですが、当日にならないとわかりませんね。 

 

ヒラリーさんは「大まかな流れ」がオバマ元大統領を通して見えている。オバ

マさんは「対話」に重点を置いた政策ですが、ロシア以外に戦う姿勢を見せず、

法案も思い通りにいかず、引きこもり気味となった。一部の国がチャンスとば

かりに動き、民主党の限界を感じた人が多かったと私は考えました。 

もう一つ、ヒラリーさんの旦那、ビル・クリントンさんが大統領だったとき、

かなり反日・親中政策を行っていたため、彼女が大統領になったら「反日親中」

を踏まえて政策を行うだろうなあと思っていました。彼女が大統領になっても

「大まかな流れ」が見えて、トランプさんに比べるとわくわくしないのです。 

 

一方、トランプさんは何をしでかすかわかりません。日本としてうまくやれば

大きなチャンスを得ますが、失敗すると大ピンチに襲われます。先が見えない

分、展開次第で日本が有利になるから面白い。政治で見ると、ヒラリーさんが

適していると思いますが、面白さで見ると、トランプさんが勝るのです。彼が

選ばれた理由は色々あるでしょう。私はヒラリーさんよりトランプさんの方が
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「面白い」と考えた。 

 

日本でも 2009年、野党だった民主党が与党となりました。当時の自民党が「で

きない何か(面白さ)」を期待した国民は多かった。一部の新聞社しかできなかっ

た、外務大臣への記者会見をたくさんのフリージャーナリストにやらせたとこ

ろは感心しました(ただ、いろんな人が気軽に官邸へ入れたので、他国から来た

スパイも簡単に入り、情報が筒抜け状態だったそうです) 

確かに民主党は面白い取り決めをいくつか行ったけれど、尖閣諸島沖の中国漁

船と日本の海上保安戦衝突や東日本大震災の対応他を通し、民主党は国民が望

む「期待」に応えられなかった。だから次は選ばれなくなったのです。民主党

が「自分たちの行為」を振り返って新しい一歩を踏むかと思われたのですが、

自民党(2016 年では与党の提案に対し、大声で騒ぎながら反対の上、審議拒否、

採決前にはプラカードや暴力をふるって抵抗。国民にとって「求めていないパ

フォーマンス」に力を入れているのです。 

 

トランプさんが大統領になったら、日本をはじめとする国はどう動くかわかり

ません。彼に票を入れた有権者が望む「面白い政策」をとらないと、Noを突き

付けられるでしょう。 
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面白さとは何か、どう創るのか？ 

 

世の中は「面白い」未来に向かって進みます。「面白い」はなかなか思い通り

に行かず、ピンチも多いけれど、チャンスにあふれ、予想もしない成果を出し

ます。  

今、あなたが何かにのめり込んでいる時、わずかな気づきを見逃さず、考えて

計画を立てて動けば、素晴らしいチャンスをつかみます。ただしチャンスは必

ずしも好ましいものでなく、むしろ嫌な形で表れやすい。 

 

米国大統領選挙の話に戻ります。トランプさんは何が起きるかわからない「面

白さ」があります。大統領になってから「沖縄にいる米軍の一部を台湾に移す」
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常識外の動きをとるから怖いけれど面白い。ヒラリーさんは大まかな未来が予

想できるけれど、大きな賭けも起こりにくい(むしろ日本にとって好ましくない

事態が起きると私は考えています)。 

 

いつの時代も人は「ワクワク」を選びます。あなたも「自分にとって」楽しい

道を生きています。ただ、楽しいは不安定であり、必死にもがきます。他人か

ら見ると、暗中模索するあなたが面白い。漫画やドラマで主人公たちがあれこ

れ考え、何かをなすときに面白いと感じるでしょう。自分で気が付かないだけ

で、あなたの生き方は他人から見ると「面白い」のです。 

面白いは与えられるものでなく、創り上げるもの(演出)。「どんな状況だろうと

楽しむエンターテイメント」を心に抱いていないと、毎日がつまらないと感じ

てしまうのです。お笑い芸人は日々の体験や思ったことを笑いにつなげるよう、

色々考えています。あなたも体験した出来事を「面白く」伝えられるよう、頭

を使うのです。「面白さ」を見つけるヒントとして――。 

 

0 面白さの反対「不満」 

面白いは必ず裏――つまらない・不満といった負の側面――があります。あな

たの中にある不満を紙に書いて吐き出してください。他人が抱く不満(人と話を

しているとき・SNSで不満をのべているとき)も紙に書きだすと、意外なところ

に気づいて面白くなります。 
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1 言葉を改める 

 

言葉には魂が宿ると言われています。言語を用いて、相手とコミュニケーショ

ンを図りつつ動いてもらいます。相手は他人だけではなく自身も示します。例

えば、あなたがイラストを描いて人に見せようと思ったとき、「誰にも見せるな」

感じ、恥ずかしくてごみ箱へ捨てた。自分の内側と言語を通してコミュニケー

ションを図った結果、「恥ずかしいからごみ箱へ捨てた」行動をとったわけです。 

 

どこからか湧いた言葉に「やりたいこと」を止められ、ストレスを感じ、人体

を含む周りへ影響を与えるのです。どこから湧いたのでしょう？ 

あなたの潜在意識です。潜在意識の力は強く、あなたが何かをなす際、彼は「行

動させない」よう、適当な言葉を出して、あなたの動きを止めます。 

言動を改めると、少しずつ考え方も変わります。あなたは常に自分の言葉や態
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度気づかなければならず、思い浮かんだ言葉を紙に書いて、言葉を改めれば考

えや動きも変わっていくのです。 

 

 

2 先回りして感謝する 

 

「あなたにとって最高の未来」を前提に感謝しましょう。例えばあなたが今、

お金の問題に悩んでいたとします。未来はお金の問題に悩んでいないと考え、 

「お金の問題が解決しました、ありがとうございます」 

「今日も豊かに暮らしています、ありがとうございます」 

ポイントとして、今あなたが向き合っている問題が何であれ「すでに解決し
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た・悩みなどない」前提に立つのです。「自分ではどうしようもできなかったけ

れど、見えない力や意思、偶然が重なって問題が解決できた」ため、感謝を述

べるのです。あなた一人ではどうしようもないから、第三者に助けを借りる。

その人(仮に神様と置きます)にお礼を述べるのです。「解決した」前提で言葉を

使うため，潜在意識も落ち着いて、発想が広がります。 

 

潜在意識は「時間に対する考え」がありません。あなたが過去にいじめられた、

借金を背負った。将来はお金持ちになった、いじめかえした……出来事は過去

や未来でも、潜在意識は「今起きている」出来事として捉えています。だから

将来の不安を「今起きている不安」と潜在意識は勝手に捉え、あなたがじゃ b

ふてしまうのです。見方を変えると、今起きている不安は「未来ではすでに解

決されている」言葉に出すと潜在意識も納得し、解決に向かうための行動を今

のあなたが選ぶのです。 
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3 楽しい態度を創り上げる 

 

 

「今起きている問題が解決しました、ありがとうございます」 

言葉だけでは物足りません。態度でも解決した状態を味わいましょう。そのた

めに「演技」をします。体を動かすと、脳みそや潜在意識も「あ、解決したん

だ」勘違いを起こし、幸せな気分になります。 

人間は幸せな気分だと「やりたいこと」を深く追求します。そこにあなたの「最

高価値」が眠っているのです。反対に自分で「だめだな」と不幸な気分でいる

と「最低価値」を生み出します。他人はあなたが出す「最高価値」を求めてい

ます。最高価値を出すために「幸せな気分」を自分で作りましょう。 

 

例えば喜びとしてガッツポーズをとる。「ああ、問題が解決した、ほっとした」
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わざとらしくふるまいます。潜在意識は「今の感情」しかみません。大喜びす

ると、「あ、解決した」みなし、あなたに心の安らぎを与えます。安らいだ時こ

そ、本当に問題を解決するアイディアが浮かびやすい。そのときもわざとらし

く「やった、解決した」大喜びしましょう。 

 

以上、「面白い」を創る方法について述べました。世の中は地獄だと私は考え

ています。地獄は何をやっても辛い、苦しい。だからこそ少しでも楽しく、明

るく、面白い状況を自ら創り、周りを巻き込められるかが私たちに問われてい

ると、強く考えています。 
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今、ピンチだ、助けて！ 

 

ピンチはチャンスです。あなたにとって「今、これがピンチだ」と感じている

事柄はすべて「あなたが大きく生まれ変わるためのチャンス」です。 

「いざ」というとき、すぐにピンチをチャンス発想に変えられるかがとても大

切です。「これは危機だ」思ったら「喜ばしい、むしろチャンスだ」考えをすぐ

に変えてみましょう。すると「どういった部分でチャンスか」気づきやすくな

ります。 

 

出典は覚えていませんが、ジョセフ・マーフィー博士の本に面白い話がありま

す。借金がかさみ、請求書が来るたびにうんざりするのでなく、請求書と同額

の収入を得たと捉え、喜びなさい。すると潜在意識も「これは喜ばしいこと」
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勘違いをおこし、収入が加速していく。 

マーフィー博士の発言は「ピンチ→チャンス」に頭を切り替える良い例です。

私も原稿を書いている間、家族に風邪をうつされて寝込んでおりました。体の

あちこちが痛い、仕事の締め切りは近い……「風邪をひくなんて馬鹿だなあ」

と自分を蔑んでいましたが、「風邪を引いた、チャンスだ」考えなおしました。

すると風邪を引いた自分に対し、「家にこもっていたから体力がなくなった」い

ろいろ気づき、生活の見直しを図るのです。 

 

ピンチ→むしろチャンスと考える→生活習慣・思考・態度を振り返る 

→今までとは違う行動をとってみる 

 

あなたが今、何かしらのピンチに襲われていたら、すぐにチャンスだと言葉に

出して、ニヤニヤ笑ってみましょう。反対に引きずると、ますますピンチを自

分で招いてしまいます。後、疲れている時もどんどんピンチを招きやすい。体

が疲れているなと感じたら、すぐに休息をとって、体力を回復させましょう。

体力がなくなると、自分の体調を含む、将来の不安ばかり考えます。他人はも

ちろん、発想の転換すら思いつきません。 
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脱線：憂鬱になったら笑ってみよう 

 

体調を少しでも良くしたいと考えているなら、笑顔を作りましょう。笑えない

出来事があっても、作り笑顔を浮かべ、5分ほど無理やり笑ってみましょう。健

康プログラムの一つに「ラフターヨガ」があります。無意味無目的に「あはは

は」と笑ってみるのです。理由などいりません。ただ声を出して「あはははは」

笑うと、気持ちがよくなり、鬱屈から抜け出せます。 

笑っている時にアイディアや面白いことが浮かんだら、すぐ紙に書いておきま

しょう。情報をまとめて計画を練り、行動していくと、未来を少しでも良い方

へ変えていけます。気持ちが沈んでいる時ほどチャンスです。 
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関連：仕事がつまらない 

 

「今やっている仕事がつまらない」感じたとき、心は「そこ」にありません。

別なところ――過去や未来や空想――にある時です。 

例：仕事中「夕食、何にしようかなあ」と考えている。 

 

そこで心はここにあり状態――与えられた役割に命を懸け、わき目を振らずに

取り組む姿勢――を作れば、仕事がつまらないと考えなくなります。どうすれ

ば面白くなるのか。仕事は実験(試行錯誤)と考えるのです。実験を重ねて新しい

法則や仮説を生み、情報を周りと分かち合うのです。 

 

ひとつの例を出しましょう。私はあなたに向けて記事を書いています。記事を

書いている時、「文章のうまい人はどこに力を入れているの？」 
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疑問を抱いたので調べます。気づいたことを紙に書く。するとある日、 

「表現がうまい人は『柔らかい言葉(大和言葉)を使っているに違いない」 

そこから「柔らかい言葉」に気を配って、記事を書いてみる。すると…… 

 

科学の目線で捉え直しますと 

・ 記事を書く→実験してデータを手に入れる 

・ 「文章の～」→実験後、反省して疑問を立てる 

・ 調べる、気づいたことを紙に書く→課題を見つける 

・ 「表現が～」→仮説を立てる 

・ 柔らかい言葉に気を配って記事を書く→仮説が正しいかどうかの実験 

 

仕事は自分を育てる実験だと思えば、良いデータを出すために何をすべきか？ 

考える素材となり、楽しくなります。あなたにとって嫌な結果が出ても、嘆く

のでなく、「一つのデータを得た。ありがたい」考え、しっかりと検証していき

ましょう。データを得ていくうちに、当たり前と捉えている出来事に疑問を抱

きます。当たり前は「見えない・気づかない仕組み」が働いているのです。そ

こに気づき、新しい仕組みを作っていくと、最高価値が生まるのです。 

 

今、あなたに与えられた環境は、あなたにとって「最高の」実験場です。仕事

を通し、あなたは様々な実験をさせてくれるのです。実験に飽きてきたとき、

仕事を変えようか、考えてみましょう。どんな仕事も「楽」はありません。楽

だと思って実際にやったら、かえって辛いと感じるでしょう。楽と思われる仕

事には「あなたにとって楽だなと感じる部分」しか目に入りません。だからこ

そ「いかにして楽しむか」を意識して、仕事に取り組んでください。  
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補足：趣味も実験 

 

 

仕事と趣味を兼ねて、私はイラストを描いています。「趣味」と思われるもの

は、視点を変えると「仕事」になります。仕事は「他人の苦労・面白くない」

行為を取り除き、対価として相手から価値をいただきます。趣味は相手がいな

い状態です。相手を思い浮かべる時点で、趣味は仕事へ変わります。 

 

イラストを描いて人に見せたとき、私は知らない人から「下手」と言われまし

た。「下手くそでもいい」思った場合、趣味になりますが、「なんだと、うまく

なってやる」思った場合、趣味でなく仕事へと変わります。相手を考えている
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からです。 

そこで「うまくなろう」思った場合、「うまくなるため」の実験が始まります。

まずは「自分にとってうまい絵描き」を見つけ、その人を比べ、気づいたこと

をすぐに試し、また比べる。さらに気づいたことを……繰り返していく。 

 

趣味も他人を考えた時点で仕事になります。ただ、対価が発生するとは限りま

せん。あなたが何かしらの対価を要求し、相手が「いいよ」と支払ったとき、

商売が成り立ちます。 
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振り返ってチャンスを見つける 

 

※ 体をひっかくときの自分を振り返った文書 

 

仕事にマンネリを感じたとき、今までの仕事内容を振り返ってみましょう。 

振り返る際、思い浮かんだキーワードを書きます。例えば私は今、あなたに向

けて記事を書いています。企画書、プロット、なぜ書こうと考えたのか、自分

に問いかけます。振り返ったうえで、 

「もっとこうしたほうが、相手にうまく伝えられる」 

「もうちょっと作業を速めたほうが、時間が浮くのでは？」 

 

気づいたらすぐ紙に書く。振り返ると、昨日、一週間前、一か月前に比べ、あ

なたがどれだけ伸びているかがわかり、これからどんな課題を与えていくかが
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わかります。見直しは面倒くさい、恥ずかしい、振り返りたくないと思います

が、チャンスも眠っているのです。チャンスに気づいたら、あなたは生活(環境、

心の変化も含む)が変わります。 

 

見直しは仕事のみならず、勉強や趣味にも応用がききます。 

勉強においてマンネリを感じたら、一度習った公式からキーワード、問題など

を覚えている範囲内で書き出してみましょう。そこで行き詰った部分が「わか

らないところ」であり、すぐ復習しなければなりません。 

見直すと、なんとなくわかっていた部分が「はっきり」わかっているのか、「わ

かっているようで実はわかっていない」ことに気づきます。「自分は何をしたら

よいのだろう？」思ったときに、今までの自分を振り返ってみてください。 
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関連：勉強もつまらない 

 

「勉強をやって意味があるの？」思ったことはありませんか。勉強をしたから

と言って、良い大学へ入り、待遇の良い場所へ就職きるわけではありません。

勉強をしなくたって、お金持ちになった人、元からなっている人はいます。 

 

勉強は「今までできなかったことができるようになる」だけではありません。
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「世の中に堂々と動いている『見えない仕組み』に気づき、新しい仕組みを作

り上げる」ところに価値があります。 

勉強は必ずしも国語や数学といった教科だけでなく、趣味や仕事も含まれます。

例えばイラストを描き「本当はこう描きたいのに～」課題に気づいて色々調べ

ると、すでに勉強しているのです。 

 

勉強を少しでも楽しくやるには、どうしたらよいのでしょう？ 

すでに一度取り組んだ部分を深く掘り下げましょう。あなたが受験生でも、私

のやり方は有効です。学習指導要領にそって、試験が出されます。ほとんどの

問題は教科書に書いてある事柄をきちんと理解できているか。練習問題を通し、

教科書を深読みするよう努めてください。 

 

ひとつの問題を出しますので、解いてみてください。 

例：問題、次の文章を簡単に訳せ 

Many Japanese people visit Thailand because they said “We want to escape 

the coldness” But Thai people visit Japan in winter because they want to 

meet snows. 

訳：多くの日本人は「寒さから逃げたくて」タイに訪れるが、タイ国民は雪を

見たくて冬に日本へ向かう。 

 

インスタグラムでタイにいる女子大生とやり取りをしている時、彼女が書いた

文章でございます。わざわざ和訳しなくても、何を伝えようとしているのかわ

かりますよね。ここから何を学ぶのか？ 

 



24 

 

すぐ思いつく項目は文法や単語、熟語です。中学校の文法に want to V(動詞) で

「～したい」欲求を示します。「the coldness」はなぜ cold だとだめなのか？ 

coldは形容詞で coldness は名詞です。coldにも名詞はありますが「風邪」と意

味が違ってきます。 

このように一つの練習問題から文法や単語を細かく見ると、テストを受けると

き、基本事項を思い出しながら取り組むので、ミスを防げるのです。 

 

和訳や文法・単語に慣れてきたら、ほかの部分へ目を向けてみましょう。一つ

の単語や文法を取り上げ、色々と調べると、より深い視野を身に着けるのです。 

 

※ 彼女、実は女でなくニューハーフ(だとしたら？) 

 

例えばタイ(Thailand)という単語から、タイ王国の歴史や地理、文化について

勉強してみる。性別が男、女以外にもたくさんあるらしいです。テレビの影響

か、タイといえばニューハーフがたくさんいると捉えています。 

タイ王国の歴史や地理、文化は英語の勉強と関係ありませんが、タイについて
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「昨日の自分」より詳しくなります。すると、あなたと同じようにタイ王国に

ついて知りたい人が現れるのです。そこで「あなたが現時点で知っているタイ

の情報+タイについてあなたが思うこと」をブログやツイッターなど、媒体物を

使って記していけば、新しい気づきを得られるのです。 

 

勉強する→気づいた項目をブログ他で人に伝える→新しい気づきを得る 

 

どうして新しい気づきを得られるのか。人に伝えるとき、自身がわかっていな

いと伝えられないのです。学校で先生が生徒にいろいろ教えます。先生は授業

や問題について「細かい部分」まで分かっていないと、生徒に突っ込まれたと

きに恥をかきます。それだけでなく、自分でわかっていないものを教えている

ため、先生としての価値も落ちるのです。 

わからない分野に手を出すのも勉強ですが、わかっている分野ほど細かく見直

していかないと、「大切な事柄」に気づかないまま、試験本番(いざというとき)

で忘れ、焦ってしまうのです。わかる分野ほど「別な視点」から掘り下げると、

新しい発見(価値)に気づきます。価値に気づくのが早いほど、あなたが今、何を

すべきかがわかるのです。 
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2 

少し先の未来を見渡し、今、すべきことは？ 

 

・ 思い描く未来へ進みたいなあ 

・ ピンチの裏にチャンスがある 

・ 発言者から未来を見る 

・ 大衆の流れを見て利を得るには 
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「思い描く未来」へ進むために 

 

世の中は「ほとんどの人が少しでも面白い」と思った方へ流れます。あなたに

とって「どんな未来が訪れたら面白い」と感じますか？  

例えば大好きな歌手が「さいたまスーパーアリーナでコンサートを開いてくれ

たらなあ……(その人はまだ、さいたまアリーナでライブをやっていない)」思っ

たとき、現実になったらワクワクするでしょう。まだかなえていないけれど、

かなったときに大喜びする。そのとき、あなたにとって一つの考えが浮かびま

す。 

「その人(歌手)がさいたまスーパーアリーナでライブを開くために、自分とし

てできることは何だろう？」 

すると、ライブへ足を運んで応援したり、ライブにはいかないけれど、友人や

知人に「この歌手、めちゃくちゃいいよ」伝えたりと、あなたが歌手の告知を

進んで行うでしょう。「思い描いた未来」に向かえばいいなと考えているから、

楽しくなって体が動くのです。 

この時点であなたは「思い描く未来」に向かって進んでいます。ただ、いつコ

ンサートが現実になるか、あなたの手によって決められないのです。いつどこ

で起きるかわからないところにストレスをためてしまうのですね。あなたと同

じように考える人が多いほど、思い描く未来が現実になりやすい。少ないと、

なかなかなりにくいと考えましょう。 
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ピンチの裏にチャンスがある 

 

「こういう世の中になってほしいなあ～」あなたが考えたとしても、予想外の

ピンチがやってきて、思い通りにいかず戸惑ってしまうでしょう。ピンチにな

ると、人は必死にピンチから逃れようと頭を使います。そこにあなたの将来を

決めるチャンスが眠っている。ピンチを乗り越える時点で、今まで通りの生き

方ができなくなります。今まで通りの生き方はチャンスに目を背けるのと同じ。 

ピンチを「お先真っ暗」とみるのでなく「新しい自分」に出会えるチャンスだ

と思い、喜びましょう。ピンチはいくつかに分けられます。 

 

 

・ 命の危機 

命がなくなるかどうかの問題です。災害が起きてあなたの身にピンチが起きた

とき、必死に考えます。交通事故にあうと、車に乗る恐ろしさ、持つ力など、

今まで気づかないところへ目を向けるのです。 

 

・ 生活の危機 

今までやっていた仕事を辞める・辞めさせられる、離婚や結婚など、今の生活

が大きく変わった場合、生活の危機と考えましょう。お金が無くなったとき、

今すぐお金を得るために何をすべきか。嫌でも体が動くと思われます。 
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・ 心の危機 

心の危機は生活や命にかかわってくるのですが、今すぐ解決すべき問題でなく、

先延ばしができます。「あなたにとって触れたくない気持ち、固定観念」が目の

前に迫っている状況です。例えば私がイラストを描いた。ネットへ上げようと

思ったとき、ふと不安がよぎった。「下手くそ」と言われたらどうしよう…… 

新しい作業をやろうとしたとき、今までにない動きをとるため、心に危機感が

生まれたのです。だから「今まで通りの生活」をしようと願う意識が邪魔した

のです。他人が邪魔をするのでなく「あなた自身の心」が必死に止めようと働

くのです。 

 

心の危機を乗り越えるには、不安に逆らって動けばよいのです。私は「恥ずか

しい」と思いながらもイラストを上げたところ、第三者から「下手」言われた

のです。腹は立ったけれど、「ネットへ上げなければよかった」とは全く思いま

せんでした。むしろ「どんな世界を描きたいのか」新しい視点(チャンス)を得た

のです。 

 

心の危機は生活へ「今すぐ」結びつくものではありませんが、危機を乗り越え

る気がない限り、あなたにとって欲する未来はやってきません。心の危機ほど、

あなたにとって「言い訳」が出て来るでしょう。言い訳に従うか、無視を決め

て動くかで、あなたの将来は確実に変わります。新しいチャンスに気づき、少

しでも「思い描く」未来へ進むなら、心の危機に気持ちを当てて、乗り越えて

いきましょう。ピンチはチャンスです。 
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関連：自分の将来を「あえて」考えない 

 

未来は何が起きるかわからず、あなたが思い描いた通りに動いても、予想外の

出来事が生まれ、どうしたらよいかわからず混乱するでしょうでも、予想外の

出来事は考え方次第で、すぐチャンスへ変わります。 

 

例えばあなたが作家になりたいと考えます。作品をすぐに創り上げ、世間へ出

していく。けれど、ある日事故が起きて両手をうまく動かせず、キーボードを

叩けず、ペンを握れなくなった。作家をあきらめるべきか……。 

あきらめる選択もありですが、「むしろチャンスだ」捉えると、自分は声に出

し、誰かに文章を書いてもらい、「両手をうまく動かせない作家」として呼ばれ

るかもしれない。「こうでなければならない」決め込むと、予想外の出来事に対

応できず、ストレスをためて自分を追い詰めてしまうのです。 

 

「事件が起きた、チャンスだ」考えれば、どんな状況も自分の将来に生かせま

す。だから自分の将来は細かく考えなくていいです。「理想の未来」はアクシデ

ントがほとんど起きない状態を前提としていますが、生きていると予想外の事

件が起き、すぐに対応しなければなりません。大まかな将来を決めたら、細か

い分野は「あえて」考えないで生きると良いです。予想外の出来事が起きたと

き「これはチャンスだ、やった」喜び、将来の自分づくりへ生かした方が、か

えって想定外のチャンスに気づきやすいと、私は考えています。 
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発言者から未来を見る 

 

世の中をつかむうえで「誰がどんな情報を述べたのか」はきちんと見ておきま

しょう。「誰」はあなたにとって信頼できる人か。信頼できない理由はなぜか。

発言者を見ていけば、その人がどんな方へ大衆を導こうとしているのかがわか

ります。後はその道に向かうか、逆らって別の道を見つけるか。あなたにかか

っているわけです。 

 

未来の動きについて、色々な予測本――占いや精神世界、経済など――が出て

います。たいていは「暗い雰囲気」にさせる内容ばかりです。暗い雰囲気にさ

せたうえで、書き手の「狙い」通りに沿って、「その人なしにはいられない」洗

脳される恐れがあります。洗脳されたくないと思ったら、今から 5年、10 年前

の「未来予測」本を手に取って読んでほしい。「適当なことを書いているなあ」

とわかります。未来は「2割ほど」当てればよいのです。 

 

そこで「発言者の狙い」を考えなければなりません。発言者とは政治家やコメ

ンテーター、専門家、あなたのまわりにいる人々、そして自分自身です。あな

たを含むすべての人は「自分にとって最も好都合」な発言をします。そこから

「聞き手が発言者の思った通りに動いてほしい」と企んでいるのです。 

 

ひとつの例として、子供が包丁を振り回したら、親として叱ります。親は包丁

の怖さを知っているが子供は知らない。「子供が包丁の怖さを知り、いたずらに

握ってほしくない」と考え(たくらみ)、親は子供へ言います。「包丁をぶんぶん

振り回したらダメ、けがをして私たち、死んじゃうかもしれない」と。親にと
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って包丁を振り回す子供より、振り回さないほうが「けがをしない、人を傷つ

けない」という利点(好都合)があります。子供は「叱られたくない」メリットを

計算し、包丁を振り回さなくなるのです。 

 

同じ現象が新聞やニュース、ブログ他に言えます。発言者はそれぞれ「自分に

とって好都合」だから述べている。ある事件があった場合、重要な情報を伝え

る方がいいと感じる人、隠した方がいいと思っている人、偽りを伝えて不安を

与えたほうが良いなと感じる人、いろいろいます。発言者を「絶対の事実」と

捉えてはいけません。あくまでもその人から見た「真実(嘘を含む)」です。 

一人の発言者に出会ったら、いったん受け取りながらも、自分で調べる・試す

責任が生まれます。どう調べればよいのか。検索サイトを使ってキーワードを

入れ、関連した情報を読んでいくといろんな視点を見つけられるでしょう。そ

こから「自分はどんな立場に立って」物事を見ていくか。 

 

 

※ グーグルを使って、「税金」をテーマに調べる。 

 

税金を例に出します。仮に安倍政権が 8％→3％へ税率を下げようと発表した
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とき、「なぜ増税をしない」と騒ぐ人(主にメディアや野党の一部)が現れます。

彼らにとって増税したほうがメリットを得るからです。例えば日経平均株価が

下がったとき「減税したから経済が落ち込んだ、安倍政権の経済政策は間違え

ている」攻め立てた場合、野党は政権交代へつながるかもしれない。新聞社は

「新聞」の購入へ至るかもしれない。人の立場によっていろいろなメリットが

あるでしょう。増税したほうがメリットを得るから「増税しろ」と発言してい

る。 

一方で「よくやった、できればもっと減税すべき」という意見や、「廃止」、「も

っと重税しろ」……いろいろある中で、あなたはどの意見に最も共感を覚える

か。「増税してもメリットよりデメリットの方が多いわ」思った場合、増税しろ

と言う人に賛同しません。減税や税の停止を訴える人に共感を覚えるでしょう。 

 

 

※ ツイッターより https://twitter.com/ 

 

あなたの「意見」を知ったうえで、ツイッターやブログ、人と税金の話をして、

「増税すべきか」「減税がよいか」「他の考え」をつかんでいきます。あなたが
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つかんだ情報の量によって、大衆の気持ちが大まかにわかります。さらに発言

者の特徴を見て、情報の質も決まってくる。 

例えば「減税してよかった」とあなたが決めます。次にツイッターなどで人々

の意見を見ていく。「増税すべきだ」と書いた人のツイートを読み、減税を選ん

だ安倍政権を「応援」する人は、安倍政権に不安を覚えている。「抵抗」する人

は安倍政権のなすことに反対をしている確率が高い。 

賛成・反対一つにも発言の中身から「その人は誰に訴えているのか」を大まか

に見たうえで、相対的に多い方が「大衆が望む意見」と思ってください。感覚

でかまいません。およそ 300 件のツイートを見て、250 件くらいが「減税を選

んでよかった」書いていたら、大衆は減税を望んでいると思ってください。大

衆の意見は多いほど、情報の精度は増しますよ。 
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大衆の流れを見て利を得るには 

 

発言者の大半がどの意見を抱いているかが分かったとき、あなたにとっての利

得を考えます。消費税の例をあげると「減税したほうがいい」選んだ場合、あ

なたがとるべき行動として、 

 

・ 消費税の仕組みに関する本を紹介する 

・ 増税を叫ぶ連中の「デメリット」を多くの人へ伝える 

・ 増税しなかった安倍政権を「あえて」批判する 

 

これらの行動はどこから出てきたのか。相手をいたわる気持ちから生まれます。 

・ 目の前にいる人が消費税について、正しい知識を持っていないかもしれな

い 

・ 友人が「増税」しか頭にないかもしれない 

・ 知人が「減税のデメリット」に気づいていないかもしれない 

 

「～かもしれない」と書いた理由は「わかっている人」もいるからです。「わ

からない人」が得するためにあなたが考えるのです。自分が得をするために考

えても、アイディアは出ません。他人の生活が少しでも良くなるよう考えるか

ら、今とるべき対策がわかってくるのです。 

利を得ると書けば、自分がいかにして利益を得るかを考えがちですが、他人に

対し、いかに利益を得させるかを考えるのです。相手の生活が少しでも良くな

るよう、必死にあなたが頭を使うのです。 

「自分は何も利益を得ないの？」不安に陥るかもしれませんが、安心してくだ
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さい。利益はあなたが考えるまでもなく、すでに分かっています。お金や新し

い出会い……すでに分かっているので、気にしなくてかまいません。それより

も「相手の生活が少しでも良くなる」ように、頭を使いましょう。 

 

「誰の利益」につながればよいのか。親しい人でよいと思います。自分の子供、

後輩、架空の生徒……あなたにとって「この人の成長が私にとっての幸せでも

ある」人を思い浮かべ、彼が成長するお手伝いとしてふるまえば、相手はもち

ろん、あなたにも利を得られるのです。頭の中だけの話ではありません。経験

に基づいた話です。 

 

詳しいやり方は「おまけ」にて載せます。 
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紙に書いて利(チャンス)に気づけ 

 

ピンチはチャンス。どうやってチャンスを形にしていくかが、あなたの将来を

大きく分けます。冒頭で「行動に移す方法」として、紙にいろいろ書いて、計

画を練ってから動くと書きました。 

事件が起きたとき、ピンチの内容を紙に書く。 

次は尋ねる。「どうしてピンチと思うのか？」など。 

浮かんできた言葉をどんどん書いてみる。 

その後「どう考えたらチャンスにできるのか？」 

考え方を変えるために、一つずつ紙に書きこんでいくと、混乱を抑えながら、

別な考えが浮かんできます。別な考えも紙に書いておくと、ピンチだと思って

「焦っていた心」がだんだん落ち着きを取り戻すのです。 

 

あなたにとってピンチでなくても、他人にとってピンチと思う内容も紙に書い

て「どうやったらチャンスへ変わるのか」問いかけてみましょう。あなたが他

人に代わって解決してあげると、より大きなチャンスを得ると考えています。 
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3 

価値とエネルギー 

 

・ 自分で気づく→高い価値 

・ 願いがかなった瞬間を分析したら 

・ 他人と比べると価値が落ちる 

・ エネルギーと価値の関係 
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自分で気づく→高い価値 

 

コロンビアに住んでいる知り合いがいます。私は彼を「ころさん」と呼んでい

ます。スカイプを使って、彼と話し合っていたときです。 

 

私「ころさん、願がかなった瞬間はうれしいけれど、持続せず、次の願いを探

していると気づきました。たとえると目の前に釣り竿でニンジンをぶら下げた

騎手と馬の関係ですわ」 

彼「……君(私)は本を読んでそれに気づいたの？ 人から教えてもらって気づ

いたの？」 

私「いえ、紙に書いて自分の生活習慣を振り返った時、ふっと疑問がわいて気

づいたのです」 

彼「それはとても尊いよ。自分で気づく、ものすごい価値のある行為だよ」 
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「自分で気づく」という行為は高い価値を生みます。なぜでしょう？ 

気づくためには自分を「実験物の対象」と捉え、科学の目線で自分を観るので

す。正解も間違いも単なるデータの一つであり、今起きている事件や出来事に

対し、反省しつつ改良を加えていかねばなりません。 

気づくためのステップとして 

1 何かを体験する(勉強や読書、遊びなど何でも良い) 

2 体験した内容を振り返る(反省と私は呼んでいる) 

3 反省した内容に疑問を抱き、仮説を立てる 

4 仮説を検証し、「1」へ戻る 

 

なにかに気づいた結果、敵から身や財産を守るのです。例えば Eメールを開い

たとき、添付されたファイルを開いたり、長い URLを踏んだりした結果、第三

者にパスワードをのぞかれ、パソコンを乗っ取られます。「知らないところから

URLが送られてきた。まずは検索サイトを使って調べてみよう」と、Eメール

の件名や書いてある文書を元に調べていくと、注意喚起を促すサイトがずらっ

と並びます。 

 「ああ、詐欺メールだったか。良かった、踏まなくて」 

開く前に気づけばよいのですが、気持ちに焦りを生み、開いてしまう人もいる

のです。それこそが「あなたの生活習慣・普段の思考」です。 

 

メール詐欺を科学の目線からとらえ直してみましょう。 

1 Eメールを開き、「何かやばい」と味わう 

2 Eメールをきちんと読みなおす 



41 

 

3 「妙に長い URLだな」疑問を抱き、「詐欺か？」仮説を立てる 

4 検索サイトに長い URLを入れて調べ、詐欺とわかる 

 

結果、「長い URLが来たらまずは疑って調べてみよう」という新しい習慣を私

は身に着けます。長い URLだけでなく、おかしな日本語や身に覚えのないもの

が届いた場合も、同じ対策をとるのです。 

 

からくりに気づいた場合、単に身を守るだけでなく、道具としても使えるので

す。儲かっている会社は仕組みがあります。お客様をどういった形で集め、価

値を伝え、商品を売り、リピーターへつなげるか。ビジネスモデルは今、うま

くいっている会社のモデルを分析したうえで、自社にも使えそうなところをま

ねていく。 

「誰も口にしない、目に見えない」仕掛けに気づくことが、いかにすごいか。

「何に気づけばいいか」わからない場合、まずは自分の生活習慣や普段から考

えていることに振り返りましょう。そこに今のあなたを変えるチャンスが眠っ

ています。 
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関連：願いがかなった瞬間を分析したら 

 

※ 感動-時間グラフ。感動が高いほど喜びも大きい。一つの感動(get!!)を得る

と、感動が高くなるが、時間がたつにつれ、感動は少しずつ薄れ、新たな

感動(get2!!)を求める日々が始まる。 

 

コロンビアの師匠に伝えた、私が気付いた内容は「ほしいもの」についてです。

あなたが今、欲しいものって何でしょう？ 

 

あなたが得たい物はもちろん、なりたい未来、この地位や名誉が欲しいと思う

ものすべて取り上げてみてください。今、あなたがかねてから欲しい道具を購

入したり、欲する地位(賞状)をもらったり、人々から「●●といえばあなた」名

誉をいただいたとします。他人が見ると「すごいなあ・うらやましい・自分も
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そうなりたい」いろんな感情を抱くでしょう。 

 

あなたに振り返ってほしい瞬間があります。あなたがかねてから欲しかったも

のを手にしたとき、人から褒められたとき、思っている未来に進んだときの「心」

を観てほしいのです。 

願いがかなったとき、心から感動が押し寄せると思います。すっきりした気分

になると思います。しかし翌日、2日、3日……と時がたつにつれ、感動はだん

だん薄れ、次の欲しいものへ目を向けるのです。次の新しいものがなかなか手

に入らず、心に苦しみを感じるのです。 

 

「馬の鼻先にニンジンをぶら下げる」ことわざを聞いたことがありませんか。

馬はニンジンが欲しいから、必死に走る。ニンジンを食うと馬は欲求を満たし

ますが、時間がたつと腹が減って、新しいニンジンを欲し、全力で走ります。

願いも同じで、一つの願い(ニンジン)がかなった。その場では喜ぶけれど、時間

がたつと新しい願いが生まれ、欲するように走る。欲するときに苦しみや辛さ

が生まれ、時に自暴自棄、自分を見下してしまう……「欲する地獄」にいます。

「欲する地獄」に陥ると、自分を見下す(自己価値の否定)ので、抜け出さなけれ

ばなりません。どんなことがあっても、自分の成長を褒めるようになると、本

当にあなたが欲しているものに気づきます。 

 

例えばお金が今すぐほしい場合、お金という「硬貨やお札」でなく、お金を通

して得られる商品、幸せ、権利……お金でなく「快適な生活」を欲しているの

です。快適な生活に気づくと、お金のために悪事に手を染める確率も減ります。

あなたにとって快適な生活とは何か、考えるようになるでしょう。 
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欲する地獄にいる状態だと、自分が本当に欲している状態を見つけられません。

ただ、目先のモノへ執着し続けているのです。そこに心のスキが生まれ、他人

に操られやすくなります。「あなたが欲するもの(地位や名誉も含む)の大半が、

ぶら下がったニンジンと見なければなりません。どんなこともうれしいときは

一瞬だけ。時が過ぎると馬のごとく、新しい欲を求めるのです。 

 

欲する地獄から離れると、何も欲しなくなるのでしょうか？ 

そうはなりません。人は絶えず何かを欲している生き物です。欲するものは物

もあれば、ゆとりや時間もあるでしょう。一番は「自分の成長」で、昨日はで

きなかったことが、今日は少しできた。成長を求めているのです。 

以上、自分を振り返って私は気づきました。あなたも振り返ってみてください。 
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他人と比較すると価値が一気に落ちる 

 

私はインスタグラムを用いて、イラストを上げています。インスタグラムには

「いいね」というハートマーク型のボタンがあります。「いいね」をもらっても、

広告へつながるわけではないけれど、「自分のイラストが周りに認められている」

気分を味わうのです。 

私は普段(2017/2/1 時点)、60 から 80 ほどの「いいね」をもらいます。100 超

える状態はめったにありません。だからこそ、100 を超えると嬉しくなります。

私がフォローしている他人のアカウントを見ると、1000や 10000以上の「いい

ね」を簡単にもらっています。彼らと比べると、私がもらう「いいね」の数は

少ないです。「お前、その程度しかもらえないの？」画像を上げるたびに 100以

上の「いいね」をもらっている人はこう思うでしょう。ここに大きな罠があり

ます。 

 

人は他人と比べたとき、「自分を見下す(劣等感)」か、相手に勝った気分(優越
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感)を抱きがちです。あなたが比べる部分は他人でなく昨日と今の自分です。 

「いいね」の例だと、他人が 1000「いいね」をもらっている状況と自分が 100

「いいね」しかもらえない状況を比べるのでなく、今までの自分が 60「いいね」

もらえたのを、100も「いいね」をもらえた。なぜもらえたのかを振り返るので

す。 

 

成績が優れた他人と比べる時点で、あなたが体験して気づいた価値が落ちます。

他人がすごく見えて、自分が発見した気づきに否定的な気持ちを抱くからです。

他人と比べる必要はありません。あなたが何かを試し、気づいた事実こそ、多

くの人に伝えるべき価値が現れるのです。 

「他人と比べるのは不幸の始まり」と、偉い人がおっしゃっていました。そう

は言ってもつい、比べてしまうのですね。そこで自分の成長につながるヒント

があると考え、気づいたことを紙に書いてください。他人と比べて優劣感が生

まれると、最後は自己価値の否定につながります。学びと貶しは違うので、学

んでいるつもりが「俺ってたいしたことないなあ」愚痴をこぼさないよう、気

を付けて他人を観てください。 
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脱線：エネルギーと価値の関係 

 

自己啓発書や精神世界に関する本で「エネルギー」という単語をしばしば見ま

す。エネルギーについて掘り下げてみたいと思います。少し難しい単語も並ぶ

のですが、お付き合いください。 

物理学ではエネルギーを「仕事する能力」と定義しています。物理における仕

事(英語でWork)は「力(F)と進んだ距離(x)の掛け算(ベクトルでいう内積)」です。

力は「ある物体を変える働き」です。 

物理には位置エネルギーと運動エネルギーが加わった、エネルギー保存則があ

ります。位置エネルギーは「初めから持っている仕事」であり、運動エネルギ

ーは「動いた結果」変わる仕事です。運動エネルギーが減ると、位置エネルギ

ーが増えて、その反対もあります(おまけ:アインシュタインのエネルギー式に、

光の 2乗に質量をかける) 
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エネルギーについて何を述べたいか。あなたが生きているだけで、必ず誰か・

何かへ影響を与えるのです。ただし、影響は目に見えるもの・見えないものが

あります(目に見えないほうが多い)。 

例：あなたが友達に「今すぐ死ね」と言います。言われた方はショックを受け

て、あなたへの信頼を落とし、少しずつ距離をとります。目に見えないから気

づきにくく、言われた人がいなくなったとき、「あいつに死ねと言わなければよ

かった」気づくのです。言葉に「力(何かを変える働き)」があり、あなたを信頼

する・しない「距離」が変わる。エネルギーがあるのです。 

お仕事(今、あなたが働いている行為であり、物理でいう「仕事」とは意味が

違う)はエネルギーの受け渡しです。他人が抱く悩みをあなたが取り除いてあげ

た結果、お礼として報酬を受け取ります。エネルギーとしてお仕事を見ていき

ますと、お客様の悩みは位置エネルギーに当たります。そこであなたがお客様
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に代わって悩みを解決する。あなたが動くので、運動エネルギーとなります。

結果、お客様の悩みが解決し、あなたに何かしらのお礼を出すのです。 

価値を生み出し、欲しい人へ与える行為は、エネルギーの受け渡しです。あな

たはどんな力(技術や知恵など)を他人へ与えたいか。他人はどこにどんな悩みを

持ち、あなたはどの分野に力を与えられるか。物事は単純です。自分はどんな

活躍ができるかを考えるなら、エネルギーの交換として考えてみましょう。 

 

エネルギーはお仕事以外の分野にも当てはまります。特にお金。あなたがお金

を使って商品と交換したとき、相手は「お金と何かを交える権利」を得ます。

あなたは商品を得る。また、仮にあなたが貧乏だとして、神社へお金を賽銭箱

へ入れた後、予想外のところから臨時収入が入ってくる。 

「お金がないのに、さらにお金を出したらなくなるのでは？」思うでしょうが、

エネルギーは必ず保存します。あなたが出したものは「まさかそんなところ」

から入ってくるのです。ただ、「意外な場所」がわからないから、不安を抱くだ

けです。お金はないのでなく、「いたるところにある」のです(心理カウンセラー、

心屋仁之助氏は「空気のようなもの(※)」と表現しています)。必ず「まさかそ

こからお金が入ってくるとは」を体験しますので、お金の入りどころを自分で

決めつけないよう、気を付けてください。 

 

※ 心屋仁之助『一生お金に困らない生き方 PHP出版』』 
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あとがき 

 

サンプル版は一部省略しています。 

本編を読んで「これは面白そう」「なんか、心がワクワクした」 

思ったらすぐ購入してください。 

 

心が反応するときほど、あなたにとって「チャンス」が目の前にある状態です。

ぜひ本編からおまけをすべて読み、気づいたことをどんどん書き、未来へつな

げてくださいませ。 

 

千賢 光太郎より 

 


