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ウェルカムレクチャー



シェアリング



エッジに立つ



心理的エッジ



「端、境、端、へり、きわ、果て」という意味の英語

肉体的にも心理的にも
ギリギリの切羽詰まったところや状況

瀬戸際、ぎりぎりいっぱいのところ

＜エッジとは＞





エッジは

怖い
きつい
しんどい

私にこんな状況を味合わせた、
あれが悪い、あの人が悪い
＝ 他責にしやすい状況
＝ 自分を否定、罪悪感を感じ、被害者に留まる

居心地が悪いし
逃げたくなるし

抗いたくなるし
向き合いたくない



端（はし）

たんをはっする

（それがきっかけで）物事が始まる。

〔語源〕「端」は、ここでは、いとぐち・きっかけの意。

「端緒」「発端」の「端」。

「発する」は、ここでは、起こす・始める意で、「源を発する」などと使う。



人生におけるエッジ

どん底状態、最悪の状態



人生におけるエッジ

次なるステージ
新しい物語の始まり
変化への入り口



青虫は一度ドロドロになって蝶になる



エッジはカオス
今の自分が乗り越えらえるだけの問題

自分の内面に向き合う覚悟



身体的エッジ



身体的エッジ

■柔軟性、強さの健全な限界点

■心が自然と集中する場所

■快・不快といった矛盾した感覚が生じ
身体感覚への気づきが自然と高まるところ



身体的エッジ

成長点



身体的エッジ

健全な限界点を超えてストレッチをかけると
身体的に負担がかかる。

でも、エッジに達しなければ、
深く根差した緊張は解放されず、
満足感も得られない。



身体的エッジ

■エッジを超えると痛みが起こる

神経システムからの警告

「ダメージが起きてるよ」



身体的エッジ

達成感を味わいたい → 「もっともっと！」
過度な目標を立てる → 「はやくはやく！」

➡ エッジを超えることが当たり前
➡ 無意識にエッジを超えてしまう

やりすぎ、頑張りすぎ、いつも緊張状態、ケガをする



身体的エッジ

いつも健全な限界点までいかない
＝チャレンジしない、力を発揮しない、怠ける

➡ 達成感や満足感がない
➡ 不快感は避けれるけど、退屈を味わう
➡ 飽きる、つまらなくなる



身体的エッジ

エッジに対して、

時間をかけて、段階を踏んで、
リラックスしてその領域を体験することで

安心感とともにチャレンジできるようになる



身体的エッジ

身体的な可動域が広がり
可能性が広がっていく

➡ 意識が拡大していく
➡ できなかったことが、できるようになる！



身体的エッジ

身体的な可動域が広がり
可能性が広がっていく

➡ 意識が拡大していく
➡ 選択肢が増える
➡ できなかったことが、できるようになる！



身体的エッジを超えていくプロセス

Breath: 呼吸して

Relax： リラックスして

Feel： 感じて

Watch： よく観て

Allow： 委ねる



Breath: 呼吸して

呼吸に意識を向けることで
身体感覚に繋がることができる



Relax： リラックスして

筋肉を緩めることで、
心理活動に関するあらゆる努力を減らし

心と身体を流れる抵抗のエネルギーに
気づきオープンになる



Feel： 感じて

心と身体に流れる感覚、
気分、記憶、そして思考に集中する



Watch： よく観て

感覚や気分、記憶、思考を観察することで
そことの分離がはかれる。

優しいまなざし、自分に寄り添う優しい意識で
自分の体験を観察できる。



Allow： 委ねる

受け入れる、ゆるす。

あらゆる判断、理解、変化を強要することなく

ありのまま、あるがままの状態にしておく。



BRFWAのプラクティスを繰り返すと

おのずと変化していく

変革、浄化、変容へと
行くべき方向へ
在るべき姿へ



ラバーテのHDBモデル



Having : 所有

Doing ： 行為、行動、言動

Being ： 在り方、存在



存在に対する肯定感がない、
その在り方に自信が持てないと、

その自信のなさを、
過剰な所有と行為によって補おうとする
傾向があるという理論



【所有：Having】
・お金
・もの（家、自動車、ブランド品）
・地位・名誉
・知識・情報
・人脈
・テクニック、ハウツー、ノウハウ
・資格、肩書
・学歴（有名大学）
・職歴（一流企業）

【行為：Doing】
・ワーカホリック
・欲望達成
・過剰サービス
・大量生産、大量消費
・使い捨て
・比較競争
・他人軸
・自己犠牲
・共依存

【存在：Being】
・ただ「在る」ことへの価値
・存在そのものが価値
・今生きていることへの歓び
・ありのままの自分を受容する

・自己肯定、他者肯定
・自分を愛するように、他者を愛する
・媚びることなく威張ることなく自然体
・いのちの輝き、喜びを生きてる
・存在の魅力



私たちの魂の成長ステージ



【依存期】 【自立期】

【成熟期・相互依存（補完）期】

デッドゾーン・脱皮の季節

デッドゾーン
・脱皮の季節

【霊的成長のステージ】

誕生から
40歳くらいまで

40代以降
死が訪れる瞬間まで



【依存期】 【自立期】

・誰かがやってくれる
・希望、生きがい、愛、歓び
人が与えてくれると思っている
・自分の欲しいもの、必要なものは
他者に満たしてほしい
・正解、パワーは自分の外側にある
・take&take&take
ちょうだい！ちょうだい！
・悪いことはすべて人のせい
・自分の人生の主導権を取れない
・責任への自覚の欠如
・誰かが自分を幸せにしてくれると
いう幻想
・被害者意識

・自らの価値を認めてもらうための
存在証明に走る
・精神的自立、生活的自立、経済的
自立を図る
・競争、比較、勝ち負け原理
・他者は自分の感情的、肉体的、
精神的ニーズを満たすもの
・give & take （もらいたいから与える）
・愛を与えるふりをしながら
もらいたがる
・No1を目指す、優劣意識
・勝ち組、負け組、〇か×か
・Having、Doingを繰り返す
・成功がすべて



【依存期・自立期のデッドゾーン・脱皮の季節】

死んだような感覚

動けなくなる

恐れ、不安、生きづまり、行き詰る

パワーをなくす



【依存期・自立期➡成熟、相互依存期へ】

・自分の命が喜ぶことが他人の役に立つ
・人生には大いなる計らいがあることに気づいている
・愛とは与えること
・生きることは分かち合うこと
・自分の存在そのものが贈り物
・この時代を一歩前に進める
・愛と平和の世界を創造する
・勝つことよりも力を合わせること
・意識的に生きる
・与えたものが帰ってくるという人間関係、人生の法則を知っている
・光と闇の統合
・互いを尊重しあう、互いの良さを活かし、足りないところを補うパートナーシップ
・共同創造の歓びを生きる



【成熟、相互依存へのデッドゾーン・脱皮の季節】

死んだような感覚
動けなくなる
恐れ、不安、生きづまり、行き詰る
パワーをなくす

孤立、孤独、空虚、
自信を失う、執着、混乱
自分の人生はこれでよかったのかという疑い



【霊的成長のステージへ】

・肉体、思考、感情との自己同一化からの覚醒

・自己の本質への目醒め

・すべてはひとつ、ワンネスの意識、生命を生きているという理解



とらわれ四天王



４つのとらわれ



① 囚われ

② 捕らわれ

③ 捉われ

④ 執われ



① 囚われ

自分も人も、こういう人という枠を
はって決めつけて見ている。

枠をはめているため、
決まりきった自分と、人との関係性、
パターンしか見えてこない。

ゆえに、自分の在り方にも関係性にも変化は起きない。



② 捕らわれ

自分の欲求に対して、
自分で自分を「逮捕」している状態。

「そんなこと言ってはダメ」
「やってはダメ、嫌われるよ」
「批判されるよ」
「浮いてしまうよ」
「拒絶されるよ」 という自分軸禁止令



③ 捉われ

前に進みたい自分を変化が怖いため
足を抑えて、
前に進まないようにしている状態。

「失敗したらどうすんだよ」
「うまくいかなかったらどうするの」
「食べていけなかったらどうするの」
「批判されたら、バカにされたら、どうするの」



④ 執われ

今までの自分、過去への執着、
人や物事への執着。
あるべき理想への執着。

「こうじゃなきゃいや」
「こうしてほしい、あぁしてほしい」
「こう言ってほしかった、こうしてほしかった」
という自分のニーズの、相手への限度なしの執着。
相手が自分のニーズを満たす存在だという決めつけ。
現実に起きてること、起きたことへの非受容。



① 囚われ

② 捕らわれ

③ 捉われ

④ 捕われ

苦しみ、
ストレスの元



心理的エッジを超えていくプロセス

Feel: 感じる

Aware： 気づく

Release： 手放して

Choice： 新しい選択

Action： 行動する






