
【真我と自我】



1、私たちは大いなる自分

私たちはこのボディだけの存在ではない

ワンネス、真我、大いなる自分、創造主、愛、生命、
エネルギー、意識、

私たちの頭で理解できるような存在ではない
自分で思っているより自分ははるかにスゴイ、壮大な
存在



2、真我と自我

本当の自分の姿＝真我、大いなる自分、意識
純粋な愛のエネルギー、現在の人生を映画を見てい
るように観ている存在、私たちの本質

今現在自分と認識している意識＝自我、エゴ
自分の都合のいい愛、現在の人生にどっぷりハマり
体感中の存在、人生にハマってこの人生を生きるた
めのシステム

自我が人生の悩みを創りだす
自我と上手に付き合う方法を学ぶことが幸せな人生
を生きるコツ



3、自我とは？

自我とは「私」のことを「私」と認識している存在
自我がセルフイメージを作っていく
自分を定義付けていく
私は優しい、私は体が弱い、私は価値がある、など

生まれてすぐの頃は「私」という認識がないといわれている
ワンネスや真我に近い状態、分離感がない
成⾧するにつれて外部からの情報が入り「自分」と「世界」、
「自分」と「他人」と別々のものだと認識し始めると言われ
ている



4、我に返るというのは？

本当の「私」は真我という、今の自分の意識では
認識できないような大きなもの

自分を意識しているときは自我しか感じれず真我
はわからない

我を忘れて何か夢中になったり没頭しているとき
真我が現れる

だから自分を認識したときに我に返るという
どこかから返ってきたような感覚になる

自我は真我に張り付いた仮面のよう本当のあなた
ではない、あなたの思い込みで作られたもの

真我



5、自我がセルフイメージを作る

セルフイメージとは、「自分について、抱いているイメー
ジ」のことを指し示す。
つまり「自分に対するイメージ（印象）」のこと

自分のことをどんな人間だと思っているか。
何が得意で、何が苦手か。
自分は周囲からどう見られていそうか
これらのことを「セルフイメージ」と言う

自我のセルフイメージと真我がかけ離れるほど生きるのが苦
しくなる

幸せな私



6、自我が出来上がるプロセス

赤ちゃんの時は外からの情報はゼロだった
育つにつれて周りの人や環境からどんな情報を受けて、どんな
情報をインプットしてきたかによって自我が形成されていく

最初は貧乏もお金持ちも知らない
どっちでもよかった

貧乏よりお金持ちの方がいいみたいだ
私はどうもお金持ちではないみたいだ
私は優秀ではないようだ
私はダメな子だ



7、ストローク・人との接し方

人との接し方が自我形成のための情報を与えることになる
どんな情報を発信しているか？
人への接し方、扱い方、言葉の掛け方を「ストロークを与
える」という

肯定的ストローク：相手の存在を肯定し、認め受け入れる
ような気持がいいもの

否定的ストローク：相手の存在価値ではなく行為に対して
否定したり叱ったりすること

ディスカウント：相手の存在価値や行為など下げたり、軽
く扱ったり、排除するような態度



8、ストロークを与えるときの注意点
・受取る側の問題でディスカウントしたつもりはないのにディ
スカウントされたと受け取られてしまうことがある

・「ほめる」の前提が「できないあなたができるようになっ
た」となっているとき

・受取る側に「期待に応えないといけない」という思いがある
ときの「はげまし」や「応援」

・「ほめる」や「はげまし」がおだてになっているとき

・心配することは相手を信頼していないということ

・助けたい、助けてあげたいという思いは相手を無力化させて
しまう行為



9、自我には3つの状態がある

親の部分
子供の頃に親のやっていること、言っていることを見たり聞いた
りしながら、自分に取り入れてつくり上げた部分

・批判的な親（父親的）
物事を判断するための基礎となる概念、考え方、理想を身につ
けた部分
規律正しい、道徳的、几帳面、厳しい

・保護的な親（母親的）
人に対する愛情の持ち方、示し方を身につけた部分
優しさを示す、保護的、世話をする



冷静な大人の部分
思考力、判断力が発達するにつれて、考えながら
物事に対処する過程でつくり上げられた部分

今ここで何をしたらよいか、どのようにしたら効
果的かなどを考えるコンピューターのような部分
情報を集める、比較検討する、可能性を計算する



子供のような部分
親からの影響を感覚的、感情的に受け取って、それに反応する過
程の中で、感覚的、感情的な反応の仕方を身につけて出来上がっ
た部分

・自由な子供
生まれたままの状態を損なわずに残し、強化した部分で人間が
本来持っているような部分
自由、明るい、あけっぴろげ、無邪気、エネルギーがある

・順応と反抗の子供
人に対して従順になったり、反抗したりするような形で行動し
たり反応する部分
従順、素直、じっと我慢の子、閉じこもる顔色を見る、依存的、
自分を責める、反抗的



この3つの自我状態はどこか一つにとどまるのではなく、
どこかのポジションにコロコロと入れ替わる

それは誰かと関わるとき、コミュニケーションをとる時、
または自分の心の独り言も必ず誰かと対話する形になって
いる

自分の中で天使と悪魔が出てきて葛藤しているときは、こ
の3つのポジションで対話している

10、自我状態とコミュニケーション



・素直なコミュニケーション

Aさん（素直な子供）
「Bさんのお洋服とても素敵！似合ってるね！」

Bさん（素直な子供）
「ありがとう！私も気に入ってるの！」

ストレートなエネルギーのやりとりで気分のいい会話になる

11、コミュニケーションの例



・こじれたやり取り1

Aさん（素直な子供）
「Bさんのお洋服とても素敵！似合ってるね！」

Bさん（反抗的な子供）
「ありがとう！私も気に入ってるの！」
（嫌味な人ね！心にもないこと言って！）

Aさんは素直に発信した言葉ですが、Bさんは卑屈になってい
る状態、Bさんは劣等感を感じていたり、嫉妬などがあったり
する



・こじれたやり取り2

Aさん（反抗的な子供）
「Bさんのお洋服とても素敵！似合ってるね！」
（似合ってないのによく着るわね）

Bさん(素直な子供）
「ありがとう！私も気に入ってるの！」

AさんがBさんを見下しているような状態、Aさんの心には劣等感
がある、BさんはAさんの言葉を全く気にしていない言葉通り素
直に受け取っている、Aさんだけが後味が悪い感情を抱く



・こじれたやり取り3

Aさん（反抗的な子供）
「Bさんのお洋服とても素敵！似合ってるね！」
（似合ってないのによく着るわね）

Bさん(反抗的な子供）
「ありがとう！私も気に入ってるの！」
（嫌味な人ね！心にもないこと言って！）

どっちもがお互い見下している状態、どっちも劣等感などがあ
る



ここでのゲームは言葉の裏に仕掛けられた隠れたメッセージを受け
取り、不快な感情を味わうゲームのようなもの

ゲームをする目的は
1、ストロークが欲しいため、構ってほしいという気持ち
2、周りをコントロールするため
3、自分が思っている世界観の証明、再確信のため、強化するため
4、人生や自分に向き合いたくない気持ちからの時間つぶし

得たい感情を得たり、得たい状況を得たり、相手をコントロールし
たりするのに使われる

12、こじれる人間関係～やめられない心理ゲーム～



ゲームの種類

 キック・ミー（私を蹴って）
相手がやめてほしいという行動をやり続け、わざと非難や批判される
ように挑発し、最後はひどいしっぺ返しをくらい、混乱と後味の悪い
思いで終わる。

 ひどいもんだ
ことあるごとに自分を悲劇のヒロインに仕立てあげ、いかにもひどい
目にあっていると大げさに言いふらし同情を得ようとする。

 義足
「こんな私だからできないんです」ということをアピールします。責
任回避や失敗など言い訳をし、自分のハンディキャップをアピールし
同情を誘います。泣き言や言い訳の多い人が良く使うゲーム。



 私を捕まえて
悪いことをして、すぐに捕まり、自分を罰するゲーム。
追跡されることにスリルを楽しむこともある。
「頭隠して尻隠さず」「私を捕まえてほしい」と訴える。

 泥棒に追銭
金銭的に被害にあいながらも頼まれると何度もお金を貸してしま
う癖のある人のゲーム。
貸すことがやめられない自分にも怒りを持ち、貸さない自分にも
罪悪感に悩まされる。
これは根底に「お金を貸してほしい時に貸してもらえない恐怖」
がある。

 あなたを助けたい
治療者や人を助けたい人に多い。助けたいがクライアントは別の
人のもとへ去っていく。信念や疑念に揺らぐ自己信頼のテーマ



 愚か者
いつも一生懸命やっても肝心なところで失敗して、周りから「しょう
がないなぁ」「馬鹿だなぁ」と言われることをどこかで喜んでいる
ゲーム。

 苦労性
自分を駆り立て、無理を重ね、疲労困憊して破たんするゲームです。
仕事中毒の人に見られます。何をやっても満足感が得られません。完
璧主義の人に多く、何かを提供していないと自分には価値がないと
思っている。

 精神療法
このゲームは医師側が自分の有能さを証明したがり、患者側が医師の
無能さを証明したがり、お互いに否定しあう悪循環になるゲーム。私
の病気はあなたには治せないと医師へ挫折感を与えようと患者側はド
クターショッピングを繰り返す。



 はい、でも
「はい」というが必ず「でも」と否定する。相手に何らかの指示を
求めているようで、実は人の意見を聞く気がない。

 あなたのせいでこうなった
自分の非を認めず、何でも人のせいにしてしまうゲームです。家庭
内暴力もこのゲームです。相手の欠点や落ち度を指摘します。
罪悪感を持たせたい、自分の責任をとりたくない思いがある。

 あなたのために
「あなたのため」と言いながら相手をコントロールする。
思い通りにしてくれないと私が怒られる、私が迷惑するなど、私が
困ると自分の心配が一番。



 決裂
激しく言い争い口論し、説得、相互理解などの可能性を諦めて無視す
るとか決裂するという結果に終わります。他者否定、自己否定するの
が目的だったり、親密になるのが怖い思いなどがある。

 さぁ、とっちめてやるぞ！
気に食わない相手の落ち度やあら探しをしては執念深く責め立てます。
人の揚げ足をとったり、ごねたり、吊し上げるのがこのゲームの特徴。
劣等感が強く、その劣等感を隠すため強い態度に出ます。劣等感のあ
る自分を投影させて裁き責め立てることが目的。

 仲間割れ
AさんにBさんはこんなこと言ってたよと言い、BさんにはAさんがこ
んなこと言ってたよと言って二人の仲を裂くゲーム。これを仕掛ける
人は「信用してはいけない」という思考を持っていて、自分の思考を
証明し、確信し強化したいがためにするゲーム。



もう一度お伝えしておきます

ゲームをする目的は
1、ストロークが欲しいため、構ってほしいという気持ち
2、周りをコントロールするため
3、自分が思っている世界観の証明、再確信のため、強化するため
4、人生や自分に向き合いたくない気持ちからの時間つぶし

得たい感情を得たり、得たい状況を得たり、相手をコントロールし
たりするのに使われる

本当によくあるゲームで自分でも無意識にしてしまったり、相手の
挑発に乗ってしまうことが多いので、このゲームにハマらないよう
にしましょう！



ゲームの公式：仕掛け人＋カモ＝反応→役割交代→混乱→結末

仕掛け人：表面的なメッセージの裏に隠されたメッセージを相手
に送ります
カモ：弱点を持つ相手、パートナー、子供など
反応：仮面的交流、裏の交流を相手が受け取る
役割の交代：カモが罠にはまる、捕まる
混乱：お互いの食い違い、隠れたメッセージで人格否定する、さ
れる
結末：嫌な感情を味わう、イライラ、怒り、悲しみ、絶望、ああ
やっぱり・・・など

13、ゲームの公式



今まで見てきた3つの自我状態もこじれるゲームも自分を守ろうと
して自我が反応する。

自我は快か不快かだけが重要
恐れと快楽がベース。
快楽も恐れから逃げるための快楽。

恐れを回避するために積極的に行動を起こす。
・欠乏感からお金持ちになりたいと思う
・認められたいから成功したいと思う
・嫌われたくないから良い人になろうとする
・不安を感じたくないから遊びまくる
など

14、自我の特徴



思考を止めない
常に何か思考させ、意識を過去や未来に行ったり来たりさせる。
「今」にとどまることをさせない。

満たされてしまうと自我のすることがなくなり存在できなくなるの
で、不満足感や欠乏感、劣等感、分離感、危機感などを起こす。

自我の役目は恐れ、不満足感や欠乏感を使ってこの世で生きていく
方法を学ぶシステムのようなもの。



12、恐れの種類

自我の欲求

マズローの５大心理欲求
1 死にたくない、生きたいという生存欲求、
2 仲間外れにされたくない、仲間とともにいたいという所属欲求
3 惨めになりたくない、自分に誇りをもって生きたいという尊厳欲求
4 誰かに認められたい、自分を認めたいという承認欲求
5 未来を良いものにしたい、夢を叶えたいという自己実現欲求



自我の特性や5大心理欲求などを学んできましたが、これらは
実は存在していない。
頭の中で勝手に創り出された妄想。

ですが自我という特性を知らないばかりに私たちは「いい人間
にならないと嫌われるぞ！」「人並みにちゃんとできないとバ
カにされるぞ！」など自我の幻聴に惑わされて恐れから逃げる
ための行動を起こし、ちっとも人生を楽しみ味わうことができ
ないでいる。

自我の創りだす恐れを手放し、人生を楽しめる自分を創る！
あなたは自我ではなく真我であることを忘れずに！

13、自我も恐れも幻想


