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PART1　うつ・不安になりやすい人が陥りがちな考え方ワースト5 
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うつ・不安などメンタル不調になりやすく、かつ回復しやすい人は、 
自分の具合を悪くするような思考の習慣を持っています。 

しかもそれが「自然」で「普通」だと思っているため、 
その考え方のせいで自分で自分を不調にしていることに気づかず、 
他人や出来事、環境のせいで自分は不調になったと感じています。 

  

そうした人たちが陥りがちな考え方ワースト5を挙げます。 

あなたには、いくつ当てはまるでしょうか？ 

  

  

1）被害者（犠牲者）意識： 
「●●（他人、外部環境）のせいで私はこんなにひどい目に遭った」 

  

2）他人は信用できず、油断すると危害を加えられる 

  

3）自分には能力も運もないので、なかなか良い人生を歩めない。 
　 人生は苦行だ 

  

4）失敗したら取り返しがつかない。 

  

5）思考の反芻 （はんすう）： 
嫌なことを、考えても仕方ないとわかっていても気になって、 
つい何十回も考え続けてしまう。 
その結果、考え始める前以上に気分も体調も悪化する。 
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 ではこうした考え方や価値観が身についてしまっている場合は 
どうすればよいか？ 

というと、以下のように改善、練習、上書きしていく必要があります。 

  

  

1）全ての出来事には、自分の成長のために役立つ要素がある。 

→だから嫌だと思った出来事の中の良い面に気づき、 
細かく書き出して記録し、そこを意識し続ける必要がある。 

  

2）全ての対人関係は相互関係。 

他人を信用できず常に警戒するばかりだと、 
真にわかりあえる人間関係は作れない。 

→だからまずは自分から相手を信用する必要がある 
（自己開示等含めて）。 

  

3）「自分は不運な、ダメな人間」というセルフイメージ（自己像）を
持っていると、 
脳の働きで、その通りの人生を引き寄せる　（一種の自己暗示）。 

→だから自分にも訪れたことのある幸運や他人からの親切や、 
楽しかった出来事などを意識して思い出し、細かく記録し、 

自分だって結構恵まれてきたし今後も恵まれるだろう、 
という気分に自分を持っていく練習をし続ける必要がある。 

  

4）たくさんの行動をして試行錯誤していくことで 
　自分がより成長・上達していく。 
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実際、世の「成功者」たちは、世間一般の人たちよりも 
はるかに多く行動し、その分、はるかに多くの 
「失敗」をしてきている。 
 
つまり「失敗」とは成功への過程での一時的な現象に過ぎず、 
その意味で本当の「失敗」は存在しない。 

→だから日常生活上で、毎日ささやかな「冒険」や「失敗」を経験し、
イメージ上でふくらんでしまっている「失敗」への怖いイメージを 
減らしていくことが必要。 

  

5）リフレーミング：人がストレスを受ける度合いは、 
出来事や環境そのものが理由ではなく、その出来事を 
あなたがどう受け止めたか（意味づけ、解釈）によって変わります。 

ということは、意味づけを自分にとってより負担の少ない内容に 
書き換えることができれば、あなたのストレスは減らせるのです。 

ストレスが減ると気分が上がって意欲や行動力が増えますし、 
そもそも頭が冴えて正しい判断が下しやすくなるので、 
現実的な改善もできやすくなるのです。 
つまり実際に生産的にもなるのですね。 

リフレーミングについて、ここではお勧めの手法を2つ、 
お伝えします。 

  

（1）反論思考 

  

ペンシルベニア大学心理学教授・同大ポジティブ心理学センター理事の

マーティン・セリグマン氏は 

「不安と悲観主義は脳の先天的バイアス（デフォルト）なので 
そのままでは変われないが、 
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後天的学習と訓練で誰でも楽観主義を習得できる」、 

「反論する方法は不安を一時的に軽減するのではなく、 
悲観的思考の暴走を食い止める力を身につけることができるので、 
これによりストレス耐性そのものを上げることができる。 

つまり反論の練習は楽観主義を身につけるベストな方法なのだ」 

と述べています。 

  

つまり一言でいうと 
「悲観主義は先天性だが、 
楽観主義は練習で後天的に身につけられる」、 
ということです。 

なので過去や現在どんなに悲観的で不安が強い人でも、 
今日から毎日コツコツ練習すれば、確実に変わっていけます。 

セリグマン博士の研究では、 
4週間以上の継続練習で効果が現れてくるそうです。 

  

以上をわかりやすくまとめた動画がありましたので、 
参考にしてくださいね。 

 https://youtu.be/gyO0Eu4Lle8　　 

  

  

（2）斎藤一人式「だからこんなに自分はついている」 
　　  及び「笑い化法」 
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これも悲観的思考や怒り、恨み、イライラや後悔といった 
ネガティブ思考全般からいったん心理的距離をおくことで 
冷静さを取り戻す、という手法といえます。 

  

a)「だからこんなに自分はついている」法 

  

斎藤氏の話に出てきた例はちょっと例えが古いので（下駄の鼻緒）、 
現代風に変えます。 

例えば今日は大事なクライアントへのプレゼンがあるという朝、 
玄関を出ようとした際にパンプスのヒールが 
（男性なら革靴の底が）いきなり取れてしまい、 
その靴はその日は履けなくなったとしましょう。 

  

悲観的な人は 
「なんてついてないんだ！それに幸先が悪い。 
　プレゼン、上手くいかないのでは？」 
とまで、とっさに考えてしまうでしょう。 

  

しかし楽観的な人は「うわ、家にいるうちに壊れてよかったよ。 
これで外を歩いている時とか、駅で階段をおりている時なんかに 
壊れたら転んで、かなりな怪我をしたかもしれないんだから。 
あー、よかった。 

もう時間がないから服に合わせたベストな靴じゃないが、 
代わりに別のこの靴に履き替えていけばいいから、助かった！」 

と思えて「うん、今日も自分はついている！！」と 
ポジティブなエネルギーを発しながら出勤できます。 
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当然その方が、プレゼンも自信をもって行なうことができるので、 
クライアントへの印象も良くなるでしょう。 

  

b)「何でも笑いにもっていく」法 

  

こちらは斎藤氏の話に実際に出てきた話です。 

ある時、ある地方に斎藤氏とお弟子さんたちが 
講演会で話すために赴きました。 

講演会は午後だったので、その前に昼食を摂ろうということになり、 
時間を短めにできるように蕎麦屋に入ったそうです。 

  

ところがそのお店、斎藤氏らが入店時も、その後何分間も、 
女将さんがずっと電話を続けていてなかなか来てくれません。 

やっと注文を取ってくれたと思ったら、 
蕎麦なのに異常に長く待たされる。 

そしてやっと出てきた蕎麦の味は・・・・・・。 

そこで斎藤氏が一言。 
「この蕎麦はすごい！蕎麦でだしをとっている」。 

一同、失笑し、 少のストレスに減らしてしてからお店を出て、 
無事講演会を終えたそうです。 

  

  

いかがでしょうか？ 

上記の「このように改善した方が良い」と知って 
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「ああ、なるほど。そこに気をつけてやっていこう」と思える人は、既

にかなり改善が始まっており、 

今後もあとちょっとの知識と練習を続ければ、自分だけでもメンタル改

善をしていけるでしょう。 

  

しかしほとんどの人は上記の「新しい考え方」を読んで 

「え～、そんなの無理。だって●●に実際、自分は被害になっているの
に、何で自分の方を変えなくちゃいけないんだ」 

「その考え方に変えられるくらいなら、苦労しないよ」 

などと感じることでしょう。 

  

なので、既にあなたのベースとして根付いてしまっているネガティブな

考え方、価値観を段階的にシフトさせていくために 

今後のメルマガの中で徐々に習得して行っていただければと思います。

が、 

そのようにネガティブな考え方を直接取り扱うのは 
初はとてもハードルが高く感じられがちなので、 

まずは身体や生活習慣を使った、メンタル改善法から 
取りかかることをお勧めします。 

うつや不安といった症状は精神症状でありながら、 
実は身体状態や生活習慣の影響を大きく受けます。 
 

わかりやすいところでいえば 

・睡眠不足時には頭が回らない、判断力低下 

・空腹や疲労時にはイライラしやすい 
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・高熱を出している時には日常の身の回りのこともできなくなる 

  

といったことを考えればわかるように、 
身体の状態が悪いと精神状態も悪くなります。 

逆に身体が良いコンディションだと、 
特に他の状況が変わらなくても何となく楽観的になったり、 
行動的になれたりしますよね。 

  

このように身体と心のつながりを活用して、精神状態を改善する手法が

いくつもあるので、 

それをこれからご紹介しますね。 
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【身体からの刺激で、心も活性化する方法】 

 

歩行をはじめとする日常生活上の動作や行動そのものが、 

心の中の不安思考に執着してつい何度も考え続けてしまう（これを「思

考の反芻（はんすう）」といいます）から 

自分を引き離し、その結果、心も身体も穏やかなリラックス状態に入り

やすくしてくれます。 

 

（1）自分の姿勢を度々意識化する 

 

以下の記事「姿勢を直すと、心も変わる 」 

https://heart-art.jp/posture-for-mentalhealth  にもまとめていますが、 

①日に数回、今自分が真っ直ぐな姿勢で立ったり座ったりしているかを

観察する、猫背や、首の前傾姿勢や、斜めの姿勢になっていたらまっす

ぐにする。 

 

②意識的に笑顔を増やす。 

「姿勢や表情があなたの精神状態を作る 
https://heart-art.jp/mentalkatachikara 」にも述べてある通り、 

初は感情が伴わなくても、作り笑いでも構いません。 

なぜなら表情や姿勢は脳に実際に作用して、セロトニン（意欲や癒やし

の脳内ホルモン）分泌を増やし、 

心身の状態を改善してくれるからです。 

これを「顔面フィードバック」と言います。 
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逆に、眉間にシワを寄せていたり、口が「への字」に曲がっているのが

習慣になっている人は、 

それに応じた「いつも不機嫌、不安、イライラ」がベースの精神状態に

なっています。 

 

③「パワーポーズ」をとる 
 

「姿勢や表情があなたの精神状態を作る 
https://heart-art.jp/mentalkatachikara 」に貼ってあるTED 動画である通り、 

「2分間、パワーポーズをとると、それに応じた自信、安心感、意欲が
湧いてくる」 

という原理があります。 

 

パワーポーズとは、例えば 

・ガッツポーズ 

・脚を肩幅以上に広げ、腕を組み、やや見下ろす視線になる 

・ゆったり脚を組む 

など、自分が立場が上だったり、自由な立場にあると感じるときに出る

姿勢です。 

 

なので、人前に出るとか、試験があるとかの数分前までに 

一人の空間（外出先なら、トイレの個室などを活用して）パワーポーズ

をしておくと良いでしょう。 

 

14 

https://heart-art.jp/mentalkatachikara


④おでこタッピング＋五感連動しりとり 

これは『超ストレス解消法』にある「フォアヘッドタッピング」と

「ファイブセンスカウントダウン法」を組み合わせ、 

更にカナダのサイモン・フレーザー大学のリュック・ボードワン博士が

開発した「認知シャッフル睡眠法」をも応用して作った方法です。 

 

タッピングもカウントダウン法も、脳が「1度に使えるメモリ数が限ら
れているため、先に嫌なことを考えていても別の身体刺激を加えると注

意の何割かがそちらにそれるため 

結果的にネガティブ思考に割けるメモリが減り、その結果、感じるスト

レスが減る」という理屈を使ったものです。 

不安やイライラといったネガティブ感情が湧き上がってきたら、これま

でのようなネガティブな行動（相手に怒りをぶつける、物にあたる、リ

ストカットや過食嘔吐などの自傷行為）に走ったり、ネガティブな考え

にふけり続ける代わりに、以下の行動をします。 

 

a)おでこタッピング 

額に片手の5本の指を軽く当て、何度もタッピング（トントン軽く叩
く）する。 

少なくとも1分間、できれば3分以上続けてください。そうすると徐々
に、ネガティブ感情が軽減していくのを感じるでしょう。 

同じ箇所を同じ手でタッピングすることに飽きたり、疲れてくるような

ら、反対側の手や両手同時にタッピングしても良いですし、 

叩く場所も眉間に限らず左右のこめかみや眉毛、頬骨、顎など、好きな

場所にずらしていってもかまいません。 

むしろ顔には多くのツボがあり、タッピング自体でリラックス効果もあ

るので、そうした意味も含めて念入りにタッピングし続けましょう。 
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更にネガティブ思考から意識をそらすための「五感連動しりとり」。 

こちらは全く身体を動かさなくてもできるので、例えば「床に就いたも

のの、つい頭の中でいろいろ考えてしまい、神経が高ぶって寝付けな

い」 

ような時に特に有効です。 

 

b)五感連動しりとり 

 

基本はしりとりを行なうのですが、これにできるだけ五感の要素をくっ

つけるようにイメージすることで、余計なネガティブ思考から離れやす

くしてくれます。 

 

例えば 初のお題（単語）を「飴（あめ）」としましょうか。 

その飴の外観を思い描きます。色は？形は？大きさは？何個見えます

か？ 

次にそれを手に取ったイメージをします。表面はつるりとしています

か、それともざらざら？あるいはベトベト？ 

鼻のそばに飴を持っていきます。どんな香り？ 

口に入れてみます。爽やかなミント味でしょうか？それともイチゴ味？

あるいはミルク味とか？ 

飴が題材の場合、音を想像するのはちょっと工夫が必要かもしれません

ね。例えば飴を噛み砕いた時に顎から耳に伝わる音。 

あるいは、飴が（「サクマドロップス」のように）缶入りの場合なら、

缶を振った際の「ガチャガチャ」いう音でしょうか？ 
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・・・このように、1つの単語につき、五感を総動員して、イメージし
てみます。 

その間、ネガティブ思考から意識が離れますのでリラックスし、横た

わっているならば寝入りやすくなるでしょう。 

 

 

（2）マインドフルな呼吸 

 

「マインドフルネス」とは、直訳するならば「自分の状態に意識的にな

る」という意味ですが、 

要は、日常生活で慣れ親しんだあまり「何となく」「上の空で」「惰性

で」してしまっている行動を 

初心に帰って、いちいち意識して行うことです。 

これにより、脳のメモリーが「嫌な記憶や今後への不安」といった、考

えるだけ自分を痛めつけ、それでいて何の解決にもつながらない、ネガ

ティブな「思考の反芻」から引き離してくれるのです。 

 

代表的なやり方は、自分の呼吸を意識すること。 

初に注意をリセットするため、3回ほど深呼吸することから始めるの
がお勧めです。 

自分なりの方法で良いので、できるだけ深く、ゆっくりと、3回深呼吸
してみましょう。 

可能な環境なら、軽く目を閉じた方が、呼吸に集中しやすいです。 
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・・・・・・。 

 

深呼吸後は、通常の呼吸に戻って良いので、そこで 

「吸って、吐いて」を1セットとして「1回」と、心の中で数えます。 

そして何回、他のことに気を取られずに呼吸を数え続けられるか、試し

てみてください。 

多くの場合、特に 初のうちは、ものの30秒ももたず、気づくと 

周りの物音や、自身の思考に心を奪われ、いつの間にか呼吸を数えるの

を忘れています。 

 

一番多いのが 

「このやり方で良いのかな（正しくできているのか）？」 

「こんなことで、本当にメンタルが良くなるのかな」 

「なんか不自然で、バカバカしい」 

「こんなことしてる時間がもったいない。早く次のタスクを片付けなけ

れば」 

といった、疑問や批判の思考です。 

ここに意識を持っていかれたことに気づいたら、また呼吸に意識を戻し

てください。 

 

すぐに気がそれてしまったことや、何度呼吸に意識を戻してもまたすぐ

思考がさまよい始めることで 

自分を責めたり、マインドフルネスは自分には合わない、などと結論づ

ける必要はありません。 
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普段運動しなれていない人が 初にジョギングしたら、100ｍ走るだけ
で息が上がったり筋肉が痛くなるのと一緒で、 

単にやりなれないことによる力不足に過ぎません。 

そして毎日の練習で、誰でも上達できるスキルです。 

 

 

（3）マインドフル歩行（歩行瞑想） 

 

忙しい現代人。 

毎日20分の簡単なマインドフルネス瞑想（といっても別段何もスピリ
チュアルなことはなく、単に身体の状態や呼吸に意識を向けるだけなの

ですが）の時間だって取れない！と主張する方には、では「歩く時間を

瞑想化しましょう」とご提案します。 

 

具体的には、普通に歩いている時でかまいませんので 

「歩く時、自分はどう身体を使っているか？どこで何を、どう感じてい

るか？」 

を、できるだけ細かく自己モニターしてみるのです。 

 

例えば、靴や靴下の中の足の感覚、靴底を通して踏んだ地面の感覚な

ど。 

何日か意識していると、靴をはいていても地面の状態（コンクリートか

アスファルトか、タイルか木造か、なめらかかゴツゴツしているのか）

によって結構伝わってくる感覚の違いがわかるようになります。 
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もしも「歩行瞑想しているが、やはり嫌な気分になる。いやなことが思

い浮かぶ」 

という場合は、それは歩くことにまた「上の空」になっていて、 
意識が動作や感覚に半分以下しか集中できていないからです。 

 

例えば船に乗っていたとして、 
転覆事故でいきなり海に投げ出されたとしましょう。 

その時、泳ぎながらすぐに「何でこんなことになってしまったんだろ

う？これからどうなるんだろう？」考えたりしませんよね？ 

まずは全ての思考を放棄して、溺れないように、頭が水面から出せるよ

うに夢中になって水をかくことでしょう。 

日常生活ではそこまではもちろんなかなかできないですが、それでも

「自分で自分の気分を良くするスキル（技術）を今、習い始めているの

だ」と自覚すれば、毎日歩きながら、ネガティブ思考に注意がそれたこ

とに気づく度に「身体感覚に注意を戻す」訓練をすることは、本気を出

した方が良い部分ではないでしょうか。 

 

ただ、新たなスキルを習う時には、 初はうまくいなないのが普通。 

なので、すぐにネガティブ思考に注意がそれがちな自分を責めたり、劣

等感を感じる必要は全くありません。 

思考がさまようのは人間の「普通」の状態なのですから。 

 

で、ある程度歩行時の自分の歩く感覚に意識を留められるようになって

きたら、 
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（慣れてくると、どうしても人間は、それをやりながらまたまた「上の

空」になりやすくなるので） 

更に順次、別の感覚を上乗せしていくと飽きず、注意を身体感覚に維持

しやすくなります。 

 

例えば： 

気温はどうか、風はあるか、何か匂いや香りはするか、 

音（人、動物の音、木々のそよぎ、車の音や各種電子音、音楽e.t.c. ）が
いくつ聞こえてくるか？ 

その音はいつ始まり、いつ消えたか？ 後まで追えたか？ 

 

といった他の五感に注意を向けて集中してみるのです。 

 

ちなみに歩行瞑想は、 初慣れないうちは自宅で一人になれる時に、 

しかも動作をゆっくり行なって、それぞれの筋肉の動きの瞬間を観察す

るのが良いでしょう。 

 

例）今左足から踏み出した。かかとから床に着地し、足の裏の真ん中を

体重が移動し、指の方へ。 

親指が 後に床から離れた。 

左足の真ん中あたりに体重が乗っている時に、既に右足が床から離れた

な。 

あっ、今右足がかかとから床に着いた。 

・・・といった具合です。 
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（4）ボディスキャン  

これはマインドフルネスのやり方の代表的なものの1つで、自分の身体
の部分部分に順番に意識を向けていき、その感覚を観察することで頭の

中の余計な思考や、その思考に誘発される感情から距離をおくための手

法です。 

 

リラックスできる姿勢で座ります。 

（横になると寝落ちしてしまう人もいるので、日中はお勧めしません。 

逆に、就寝時にベッドに横たわってやるとそのまま入眠しやすくなりま

す。） 

 

目を閉じて3回ほど深呼吸し、その後は普通の呼吸を続けます。 

特定の順番で身体のパーツに意識を向けていきます。 

例えば左足の親指から小指に向かって1本ずつ→左足全体→左足首→左
ふくらはぎ→左太腿。 

次に右足についても同様に親指から始めて、太腿まで。 

腰全得体→腹部→胸→首。 

背中側もお尻から始めて上っていき、うなじまで。 

後頭部。顔全体。顔全体が把握しにくい場合は、まず顎とか、唇、頬、

鼻、額、耳…と順を負って意識を向けていけば良いです。 

足先から頭のてっぺんまで意識で身体をスキャンしたら、 後に、身体

全体を1つのまとまりとしてイメージし、 
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それが暖かな光のカプセルで包まれているとイメージしましょう。 

1～3分間、そのままくつろいだ中で静かに呼吸を続けます。 

 

そろそろ戻って来ようと思ったら、3回深呼吸してから、ゆっくり目を
開けます。 

手足を軽くストレッチしたり、両手をグーパーするなどして、身体に感

覚を戻しましょう。 

これで終了です。 

 

1回のボディスキャンで、 初は30～45分はかけてじっくり練習した方
がリラックスしやすく、かつ上達も早いでしょう。 

慣れてきたらこれも1回1～3分でもある程度効果を実感できるようにな
ります。 

また、何回か実行してある程度コツがわかったら、毎回フルバージョン

ではなく 

身体の一部をスキャンするだけでも有益です。 

 

例えば 

・電車に座っている時、居眠りしているふりして目を閉じた状態で、膝

の上に置いた手～肩までの感覚をスキャンする。 

・電車待ちやレジなどの順番待ちなどのタイミングを利用して、前の客

の背中や腰の辺りに何となく視線を当てながら（人中で立っている時に

あからさまに目を閉じにくいでしょうから、次善の策として半眼ふうに

なるためです）、自分の頭・顔・首の辺りをスキャンする。 
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（5）マインドフルに雑用や家事 

 

日常生活のルーティン作業をはじめ、どんなにささいで単純なことで

も、マインドフルネスの訓練の場になります。 

 

昔からお坊さんの修行でお寺の掃除が課されるのも、そうした単純で

ルーティンな作業をいかに雑念を挟まずに、作業そのものに意識を

フォーカスして行えるかが肝心であり、また油断すると容易に見逃され

がちなコツだからです。 

 

写経なども同様ですね。雑念を入れずにひたすら文字を書写すこと自体

がマインドフルなので、内容は別にお経でなくても、 

ペン習字のお手本でも、塗り絵帳でも、何でも良いわけです。 

 

誰もが毎日行うことをマインドフルに行う例： 

 

・歯磨き、洗顔、手洗い 

・トイレを使う 

・食事などの飲食行為 

・掃除、洗濯物を干す、取り込む、たたむ、しまう、アイロンかけ 

・料理 

 

など、何でもフォーカスの対象に活用できます。 
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マインドフルにこうした行為を行なっていると、それ自体が穏やかで持

続的なリラックス効果があるので 

やればやるほどメンタルが安定し、身体もリラックスするので各種の痛

みやその他の不快症状が減ります。 

 

逆に、表向きは上記のような家事雑事をこなしていても意識が行為に

フォーカスせず「上の空」になっていると 

「早くこの用事を済ませたい。イライラ」 

「次は何をしなければならないんだっけ」 

となり、気が休まりません。 

 

こうした、「上の空」になっているときには、以下のような事象が見ら

れやすくなります。 

 

・用事があって別室に来たが、その部屋に入ったら、何をしに来たか忘

れている。 

・ふと置いた持ち物を、どこに置いたかわからなくなる。 

・コーヒーを飲み干したカップに、まだ入っているつもりで口元まで

持っていき、既に空になっていることに気づく。 

・相手と今話した内容を忘れている。 

 

あなたがそれなりに日常生活や社会生活をしている人なら、 
こうした兆候は認知症を不安がるよりも 
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目の前のことに意識を集中する習慣・訓練ができていない、「上の空」

状態になっていることからくるものだと思った方が良いでしょう。 

なので、「今、ここで自分は何をやっているのか」を常に自覚し、 
気がそれていると気づいたら 

毎日何十回でも、何百回でも、今実施中の行為に 
意識をフォーカスし直すようにしましょう。 

 

上達するには、毎日の練習あるのみです。 

 

以下に、とりあえず1つだけ、入門者にわかりやすく、 

かつ日常生活の中で簡単に取り入れられる手法をまとめた動画を貼って

おきますね。 

https://youtu.be/_95Sb61Fu5Q　 

 

より本格的にマインドフルネス瞑想を身に着けて 
うつや不安を低減したい人にはこの書籍がお勧めです。誘導CD付き。 

『うつのためのマインドフルネス実践』 
　https://amzn.to/38NY5Ht 

 

 

 

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
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【呼吸法】 

 
呼吸を支配する神経は他と違う独特な性質があります。 

通常、体温や心拍数といったものは、身体の持ち主が特に意識しなくて

も24時間自動的に 適にコントロールしてくれるしくみがあります。 

これを自律神経といいます。 

自律神経によってコントロールされる筋肉は「不随意筋」といい、自分

の意思とは無関係に心臓の鼓動や胃腸での消化などが実行されます。 

それに対して例えば手足の筋肉は「随意筋」であり、自分の意思でいつ

でも動かしたり休んだりできます。 

そのぶん、眠っている時にはだらんと柄らが抜けています。 

 

ところが呼吸だけは、随意筋と不随意筋の両者の支配を受けています。 

したがって、特に意識していなくても呼吸が止まらない一方で、 

意図的に呼吸を止めたり、深呼吸したりをできるのです。 

 

で、ここから先は少し専門的になってしまうのですが、 

自律神経には「交感神経」と「副交換神経」の2種類があります。 

交感神経はテンションを上げ、活動的になるための神経。 

典型的には走って逃げる、敵と戦うといった、非常時に備えるための神

経系です。 

 

副交感神経は逆に、リラックスモード用の神経。 
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ゆったりくつろいている時、食事を味わっている時（そして食事を消化

する時）や眠る時に必要です。 

 

人間は夜行性でなく昼行性動物として進化してきたので、 

日中は交感神経優位、夕方以降は副交換神経優位で・・・というふうな

リズムを作れている状態が 

「日中は意欲的、行動的でシャキッとしている」「夜は適度にリラック

スし、熟睡もできる」 

という、健康的なサイクルになります。 

 

ところが現代人は24時間明るい照明の下で長時間活動するようになった
ため、 

このサイクルが乱れてしまい、心身のメリハリがつかず 

 

「いくら寝ても疲れが取れない、起床時から疲れている」 

「昼間もシャキッとしない、気分が冴えない」 

「眠くてだるいのに、いざ就寝してもなかなか眠れない」 

 

ということになりがちです。 

 

そこで生活サイクルを正しいリズムに是正していくのが 
非常に大事になるのですが 
（ブログ過去記事「不眠解消法を自分で身につける動画」

https://heart-art.jp/bt-insomnia　ご参照）、 
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今回はその前にまず、いつでも短時間で 
自律神経を意図通りに活性化するコツをお伝えしましょう。 

 

前述のように呼吸と自律神経は深いつながりがありますが、 

呼吸は自分の意思でも制御できるので、そこから自律神経に 
影響を与える方法です。 

 

呼吸はその名の通り、「呼気（吐く息）」と「吸気（吸う息）」から成

ります。 

で、面白いことに 

「呼気の時に副交感神経優位になり、吸気時に交感神経優位になる」 

という性質があります。 

いいかえると 
「息を吐いている時にリラックスし、吸っている時に緊張する」 
ということです。 

 

実際、心電図をとりながら被験者に呼吸をしてもらうと、 

呼気時には心拍数が減り（＝リラックスし）、 
吸気時には心拍数が増えます（＝緊張する）。 

 

これを応用すれば、例えば以下のように使えます。 

 

・朝目が覚めたがなんとなくまだ眠い、起床後もだるい、 
　二度寝の誘惑が強い 
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　→3秒ほど連続で深く息を吸い、その後「フッ！」と勢いよく 
　　一気に短く息を吐く。 

これを1セットとして、数セット繰り返す。 

数分～数時間して、まただらけてきたなと思ったら、 
上記呼吸法をまた数セット繰り返す。 

 

・仕事のプレゼンやママ友、PTAの前での発言を 
　しなければならなくなったが、緊張がひどい 

　→吸気は通常、呼気はその少なくとも3倍の時間をかけて 
　　ゆっくり少しずつ吐く 

　（呼気は鼻からでも良いが、口をすぼめて口から少しずつ吐く 
　　ことができればなお良い）。 

 

ちなみに吸気は上記いずれの場面でも、常に鼻呼吸にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
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【「30秒水シャワー法」で自律神経にメリハリをつける】 

 

心身が不調な人は睡眠・覚醒サイクルが後ろにずれるなどして乱れ、 
自律神経がきちんと機能しなくなってくることが 
大きな要因となっています。 

自律神経は、「交感神経」と「副交感神経」で成り立っています。 
 

そして日中は「交感神経」が主に活性化します。 

交感神経は緊張・集中・行動をつかさどるので、 

日中の仕事や勉強、各種タスクや人間関係をこなすために必要です。 

 

逆に夕方から夜は「副交感神経」が優位になっていきます。 

副交感神経は心身をリラックスさせ、眠りに入りやすくし、 
熟睡も促します。 

胃腸など消化器官も副交換神経が支配するので、 
適度に副交感神経が働かないと消化液が十分出ない、 

胃腸の蠕動（ぜんどう）運動（食べ物を砕いたり、排便に向けて食物を

移動させる運動）ができなくなるため、 

胃もたれや逆流性胃炎、吐き気や嘔吐、あるいは下痢といった、 
各種胃腸トラブルにもつながります。 

 

逆に、朝なのに交感神経のスイッチが十分入らず 
副交感神経優位のままだと、一晩寝た後なのにシャキッとせず 
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起床がおっくう、立ちくらみがする、すぐバテる 
・・・といった症状になりがち。 

長く学校や会社に行かず引きこもっていると 
このように自律神経のメリハリがつかなくなり、 

「別に疲れるほどの活動もしていないのに、 
　常にだるい、疲労感がある」 

「空腹も感じない」 

「頭もスッキリしないし、気分も冴えない」 

「それでいて夜は熟睡できない」 

といった状態になってしまいます。 

 

したがって改善法は 
「不眠解消法を自分で身につける動画」https://heart-art.jp/bt-insomnia　 
にある行動法を実行して 
「睡眠・覚醒リズムを整えて意欲を出し、不安を減らす」 
ことなのですが、 

もう1つ、並行して取り入れやすく、 
心身共シャッキリしやすい方法をご紹介しましょう。 

 

これはオランダの学術医療センターが考案したテクニックで、 

決められた時間だけ冷たいシャワーを浴びて心身に刺激を与える手法で

す。 

 

＜水シャワー法＞ 

①好きなだけ熱い湯のシャワーを浴びる（または浴槽に浸かる） 
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②冷たいシャワー（10～12℃）を30秒～90秒間浴びる 

③再び好きなだけ熱い湯のシャワーを浴びる（または浴槽に浸かる） 

以上を１セットとして毎日１回、30日以上続ければOKです。 
 

この手法の効果を確かめた実験では、 
以下のはっきりした効果が認められました。 

 

・普通にシャワーを浴びたグループより、水シャワーを 
　浴び続けたグループは29％も風邪を引く確率が減少した。 

・ちゃんと冷たいシャワーを浴び続けた人ほど、 
　日中の元気度がアップした。 

 

日本でも昔から水風呂を浴びる、またフィンランドなどでは 
サウナに入ってから屋外に走り出て、 

湖に飛び込むとか、地面に積もった雪の上を転げ回るといった 
習慣があり、しかも結構高齢の人も行なっていますが、 

それで高血圧事故が増えるというよりは気分よく体調がととのう人が 
多いからこそ、現代でも続いているのでしょう。 
 

もしもいきなり水シャワーを浴びることに抵抗感がある場合には、 
一段階、中間の温度（つまり耐えられる程度にぬるい）シャワーを 
まずざっと（数秒程度）浴びてから、 
すかさず水シャワーに移行すると良いでしょう。 

 

（効果的に実施するコツ） 
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※あまりにも「楽な」温度のシャワーでは刺激にならず効果が出にくく

なります。 

　浴びて数秒間は「ゔ～」と声が出そうになるくらいの温度差は経験す

るようにしましょう。 

※普段血圧が高めの人はこの手法は秋冬には開始せず、晩春以降の、暖

かな季節になってから始めた方が良いでしょう。 

（急な刺激で血圧が上がることによる脳血管や心臓に負担をかけるリス

クを避けるため。） 

※水シャワーを浴びるまではちょっぴり気が重いですが、 
　とはいえわずか30秒のことなのですぐ過ぎてしまいます。 

　そして水シャワー後は心身への刺激と達成感が相まって、 
　気分もすっきり、身体も軽くなった感じを味わえますよ。 

 

 

さて、ここで私自身の経験例を挙げておきましょう。 

以下は私の血液検査データです。 

 水シャワー実

施1ヶ月後 
水シャワー実

施前 

好中球％（基

準値50～70） 
52 38.4 

リンパ球％

（基準値20～
40） 

41 54.8 

 
 
週４日程度の外来勤務をしていたのを退職し、個人事業主として 
カウンセリングやセラピーを行なうようになって以降、 
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血液検査から、副交感神経が若干過剰に 
働いている傾向が見受けられました。 

 

詳細を説明すると長くなってしまうので省略しますが、 

血液を構成する成分のうち「白血球」というのが何種類かあり、 
これらが協働して細菌やウイルスを駆除したり、 
免疫をつかさどったりします。 

で、自律神経機能に関連してごくおおざっぱにいうと、 
「好中球」は交感神経、「リンパ球」は副交感神経の 
活動割合を反映すると思ってください。 

 

先ほど、「長く引きこもっていると過剰に副交感神経優位になり 
疲れやすくなる」と書きましたが、 

私も週の過半を外来診療にでかけるという勤務形態を 
しなくなってから、外界刺激や他人刺激が減ったぶん、 
若干副交感神経が過剰に活性化していたようです。 

自分としてはプレッシャーや肉体疲労もさほどないはずなのに、 
そういえばいまいちスタミナが保たれていないかな～、 
と感じるようにはなっていました。 

 

上記の表にあるように、水シャワー実施前は 
好中球が少なくリンパ球が過剰ぎみ。 

しかし水シャワー法をほぼ毎日、１ヶ月間実施後に行なった 
血液検査では好中球、リンパ球とも基準値範囲に収まっています。 

自覚的にも心身共に穏やかな「軽さ、元気さ」を感じるだけでなく、 
時たま「風邪の引きかけ？」と感じるようなちょっとした頭痛やだるさ

もほとんど出現しなくなりました。 
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（もともと、分子整合［オーソモレキュラー］栄養療法のおかげで 
もう20年以上、インフルエンザも引いていませんが。） 

なのでこの「水シャワー法」、私も今後毎日の入浴時に続けていきます

（＾＾）。 
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【運動療法】 

アメリカ・ハーバード大学医学部臨床精神医学准教授の 
ジョン・レイティ博士の著書『脳を鍛えるには運動しかない！』で 
述べられている研究報告によると、 

うつ病からパニック障害、ADHD(注意欠陥多動性障害)、依存症、 
更年期症状の改善から認知症の予防まで、 
運動は明らかな効果が次々と証明されています。 

また集中力がなく授業についていけないとか 
成績が長らく下位だった学校の生徒たちに、 
始業前毎日1時間ランニングをさせたところ、 
全国での学力テストがどんどん上昇。 

子どもたちの人間関係も良くなり、 
教室の整理整頓も守れるようになるなど、 
全般的な生活の質も明らかに向上しました。 

 

このように心身共に非常に改善効果の高い運動療法。 

それでも「毎日仕事や育児で忙しいから、運動できない」 
と訴える人は多いですが、それは工夫次第です。 

 

例えば、 

・通勤の往復時、オフィスや店舗で、自宅マンションで・・・ 
　階段を選択する。 

　例えば大荷物で両手がいっぱいだ、一日動き回った後でクタクタだ、

というような例外的な時を除き、原則として必ず階段を選ぶのです。 

駅などで私もよく周囲を観察していますが、どんなに混んだエスカレー

ターでも、場合によっては乗るまでに何メートルも並ぶような状況で、

かつ荷物もほとんど持っていない時でも、ほとんどの人は 
習慣で何となくエスカレーターに並び、 
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しかも反射的にスマホを見続けています。 
 
これでは脳は休む間もなくインプット過剰、肉体は運動不足で、 
心身共に生活習慣病まっしぐらというわけです。 

 

・立ってできることは立ってやる。 

自宅にいる時だって、意識と工夫したいで毎日いくつも 
筋トレやストレッチは「ながら」動作で可能です。 
 
例） 

・テレビや動画を見る際、ソファに座りっぱなしではなく、 
　原則として立って視聴する。 
　筋トレやマッサージしながらならなお良い。 

・洗濯物を畳んだりヘアドライヤーをかけるなど、 
　普段自分が座ってしているなら、立った体制でできるよう工夫する。 

・歯磨きしながら、つま先立ちする。 

・つま先立ち歩きする。 

・15～45分に1回はデスクワークから立ち上がり、 
　深呼吸やストレッチなどする。 

・毎回、トイレに入る前に、ドアの前でスクワット5回実行。 

・買い物帰りやゴミ出しの際、袋を持った腕を 
　何度も上げ下げしてダンベル体操代わりにする。 

・ You Tube で HIIT（高強度インターバルトレーニング)）を検索し、 
　デスクワークで頭が疲れた時や肩などが凝った時、 
　アイディアに詰まった時などに数分間行なう。 

過去記事（「『習慣』が『運命』を変える」

https://heart-art.jp/change-habit-change-life  もご参照） 
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等々、1つずつで良いので、確実に習慣化するまではGoogle カレンダー
やリマインダーなども活用して忘れないように設定しながら、 
上手く取り入れていってくださいね。 

日常生活の中でのながら運動/ストレッチについてまとめた本も、 
末尾にリンクを貼っておきます。 
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【アロマセラピー】 

 

鳥取大学医学部教授の浦上克哉医師は、朝に「ローズマリー＋レモ

ン」、夜に「ラベンダー＋オレンジ」の精油（エッセンシャルオイル、

以下EOと略記）を毎日吸引することによりアルツハイマー病の予防に
役立つ可能性を研究で示し（2009年）、話題になりました。 

これは12種ある「脳神経」の中の1つ「嗅神経」が、鼻から脳（中でも
記憶や感情に直接影響を与える大脳辺縁系）へ直接つながり、その刺激

をすることで、脳の記憶機能をつかさどる重要な部位「海馬」が活性化

することをつきとめたからです（逆にアルツハイマー病では、認知症症

状が臨床的に明らかになるよりも先に嗅覚が衰えることがわかっていま

した）。 

 

他にも、EOをきちんと代替医療として認めている 
フランスやドイツでは、医師が患者の診察の上で 
適なEOを処方し、薬局でそれを購入する、 
という流れができています。 

これらの処方ではEOを内服したり、 
原液やせいぜい数倍程度に希釈したEOを皮膚に塗布したり、 
スプレー剤にして吸入したりします。 

 

ところが日本で主に知られている「アロマテラピー」の 
ほどんとはイギリス式。 

これは医療ではなくリラクゼーションや安楽が目的の 
いわば娯楽であり、使われ方も 

「希釈用の油にほんの0.5～2％制度のEOを香りづけとして混ぜて 
マッサージする」 
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「熱（キャンドルなどの炎や電球の）によりEOの香りを 
揮発させて香りを楽しむ」 

といったレベルです。 

まあ、その方が、効能効果も期待しない代わりに副作用の心配もせずに

済むので、提供者もユーザーも気が楽、というメリットはあります。 

 

そして日本ではアロマセラピー（芳香療法）は 
治療法として認められていないので、 
特定の症状の改善や予防目的でアロマを使うことは許されません。 

 

それでも、ごく一部のEO会社は自発的に 
フランス式の厳しい品質基準よりもさらに厳しい自社基準を 
自発的に適用したオーガニックEOを自社農場で 
収穫から抽出、出荷、配布まで行なっており、 
 
おかげでEOのメリットを 大に活用でき、 
副作用を 小に抑えて使うことができています。 

さらに、マスメディア広告をしないぶん、 
製品に余計な宣伝費用がかかっていないので、品質に対して割安です。 

 

この会社名が「ヤングリビング（以下YL）」。 

YLのEOの特長は他にも2つあり、それは 
 ①内服可能なEOがある　 
②特定の目的のためのオリジナルブレンドEOがある　 
という点です。 

順にご説明しますね。 
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①内服可能なEOがある 

YL-EO は国内販売されているものだけでも数十種類ありますが、 
そのうちの18種類（2019年10月現在）は「食品添加物」として 
きちんと法的基準をクリアして提供されています。 

 

もちろんドリンクみたいにEOを大量に飲んではだめですが、 
たとえば数滴を 

・コーヒーにオレンジEOを垂らす 

・ミネラルウォーターにペパーミントEOを垂らす 

・サラダドレッシングにレモンEOを混ぜる 

・スパイシーな肉料理やお菓子のレシピに 
　シナモンやクローブ、ローズマリーなどのEOを加える 

といった活用法ができます。 
 

これができると従来よりもアロマセラピーの活用範囲がぐんと広がり、 
俄然使い勝手が良くなりました。 

私も毎日のようにプレーンヨーグルトに柑橘などのEOを1-2滴 
落としたり、紅茶のティーバッグにベルガモットEOを垂らして 
即席アールグレイ風紅茶にしたりして、 
風味を楽しみながら飲食しています。 

 

 

②特定の目的のためのオリジナルブレンドEOがある 

 

a)身体用ブレンド 
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例えば殺菌力が強いとされるEOをディフューザー（拡散噴霧器）や 
スプレーで室内散布することで空気を清浄化したり、 

関節や筋肉の疲労感に塗って爽快感を得たり、 

夏バテで食欲が落ちがちな時期に食事前後に飲むことで 
適度な食欲を回復しやすくしたり。 

 

 

b)メンタル、スピリチュアル用ブレンド 

 

YL-EO の 大の特長的ラインアップです。 
 

なんとなく不安、落ち込んでいる、慢性的に緊張している、 
進むべき方向性や自分のミッションがわからない、 

気が散りやすいのである程度集中したい、 
こだわりを乗り越えておおらかに過ごしたい、 
無垢だった子供時代のようにのびのびしたい、 
周囲のネガティブなエネルギーから自分を守れる感覚を得たい 
 
・・・といった場合に役立ってくれます。 

 

創業者のゲリー・ヤング氏はかなりスピリチュアルな人で、 
香りのみならずEOの持つそれぞれのエネルギーを感じ、 
それらを調和させながら作り出していったブレンドです。 

なのでもともと第六感が強い人とか、エネルギーを感じやすい人は 
これらのブレンドを塗って瞑想を繰り返すだけでも 
かなり内面の変化を感じやすいとの話も聞きます。 
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私自身は特別勘が強いわけでもなくごく普通の感覚の持ち主ですが、 
たしかに他では得られない独自の調和感が何となくですが感じられ、 
非常にここの会社のEOが好きです。 

 

これは他のセラピストやヒーラーも結構感じているようで、 

この文書の末尾に参考図書として挙げている『超ストレス解消法』の 
中でも著者は（本文中では明言していないものの） 
YL社のラベンダーEOの写真を載せて推奨しています。 

またスピリチュアル精神科医の越智啓子氏も著書『目覚めよ、松果体』

の中で、直感力を高めるために眉間にEOを塗ることを勧めており、そ
こでも明確に会社名を挙げてはいませんが 
「ゲリー・ヤング氏の開発したラベンダーEOは 高！」 
という表現で、やはりYL-EO を推奨しています。 

 

もちろん、高品質で身元がしっかりしているEOなら 
他の会社でも良いでしょうし、 

実際に例えば参考図書にも挙げている、カワバタクリニックの院長医師

は他のいくつかのお勧めの会社名も挙げています。 

なので、あなたの好きな会社の製品を選ぶと良いと思いますが、 
少なくとも普通にドラッグストアや雑貨店で店頭販売しているEOの 
大部分は 
EOの植物の品種が雑種だったり、 
土地や空気から農薬や重金属が混入してしまっていたり、 
抽出時に高温高圧でEOの品質が変質してしまっている 
確率が高いので、避けた方が良いでしょう。 

 

※YL-EO についてより詳細に学びたい、その上で気に入ったら会員に
なって購入も検討したいという方は（YL-EO は会員制の頒布であり、原
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則として一般販売はされません）、yulihama@gmail.com まで 
その旨ご連絡ください。 

 

で、気に入ったラベンダーなどのEOを入手したら 

・眉間やこめかみ、のど、腕、胸や腹部や腰、脚～足に塗る 

・1-2的手のひらに落として広げ、鼻と口を両手で覆ってゆっくり吸入
する 

といった使い方が も一般的です。 

 

刺激性の強いEO、例えば柑橘系やシナモンなどは 
そのまま顔や身体に塗るとひりひりするので 

希釈用オイルで4～8倍程度に薄めた方が良いですが、 
足の裏は体中で も角質が厚いため、 
ほぼどんなEOを塗ってもしみません。 

それでいて数分～数十分以内に皮膚を通して血管に入り、 
全身を巡ってくれるので、 
内服するよりも無駄なく素早くいきわたります。 

ただし柑橘系EOは塗布後12～48時間以内に直射日光を浴びると 
火傷様の皮膚炎を起こすことがあるので、その点は気をつけましょう。 
 
また 

・目・耳・鼻などの粘膜に入れない 

・革製品や衣服につくとシミになることがある 

・ゴム製品や化繊、発泡スチロールを溶かす（特に柑橘系EO） 
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といった特性があるので、扱いに気をつけましょう。 

ーーーーーー 

以上が、メルマガ登録時特典の 
「うつ、不安になりやすい人が陥りやすい考え方ワースト5＆ 
自宅でできる こころのセルフメンテナンス12選」です。 

実際には、これらに加えて ブログの過去記事でももう2つほど、 
必ず復習＆併用していただきたい方法があるので、 
その記事へのリンクも改めて貼っておきますね。 

 

「不眠解消法を自分で身につける動画」https://heart-art.jp/bt-insomnia　 

「不眠を認知療法的に治すには」https://heart-art.jp/ct-insomnia　 

「うつなどの精神状態を食事で変える法」

https://heart-art.jp/food-for-mentalhealth　 
 
ーーーーーー 
 
＜参考図書＞  

『うつのためのマインドフルネス実践』（誘導CD付き）
https://amzn.to/38NY5Ht 

『超時間術』https://amzn.to/2r1XaSG 

『超ストレス解消法』https://amzn.to/2toTw68 
 
『首・肩・腰スッキリ! 体調改善! 簡単ながらストレッチ』 
  https://amzn.to/2sAvXH8 

『脳を鍛えるには 運動しかない！』 https://amzn.to/38NTuoH 

『医師が認めたアロマセラピーの効力』 https://amzn.to/36KcYsw 

46 

https://heart-art.jp/bt-insomnia
https://heart-art.jp/ct-insomnia
https://heart-art.jp/food-for-mentalhealth
https://amzn.to/38NY5Ht
https://amzn.to/2r1XaSG
https://amzn.to/2toTw68
https://amzn.to/2sAvXH8
https://amzn.to/38NTuoH
https://amzn.to/36KcYsw

