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１２月例会ご案内

日時  ： １２月１１日 水曜日

  18;30 ～ 21;00
テーマ ：「顔面表情読解を通した円滑な

     コミュニケーションのあり方第２回

－微表情と嘘」

場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 3000円(資料代 2000円を含む)
担当  ： 清水 建二

私たちと嘘

嘘とはどのような現象でしょうか。その種類を挙げ

ようとすれば、刑事罰に問われるような嘘から日常の

些細な嘘まで多岐に渡ります。テレビのチャンネルを

回せば、食料偽装問題、耐震偽造問題、政治家の汚職

事件、談合、いじめ問題、その他真相解明がカギとな

る様々な犯罪が目につくと思います。日常的な嘘を扱

ったデパウロの研究によれば、人は一日に平均0.97回

の嘘1をつき、他人の気持ちを害しないための利他的な

嘘よりも自分本位の利己的な嘘をより多くつくと言い

ます2。刑事罰に関わる嘘は社会の脅威となり、利己的

な嘘は嘘をつく人の側に利を与えます。しかし、利他

的な嘘は私たちの社会的関係、絆を形成・維持してい

くうえでなくてはならない役割を果たしています。従

って嘘とは否定的な側面だけでなく肯定的な側面も併

せ持つ二面的な現象だと言うことが出来ます。

                                                  
1 嘘の定義の仕方によってはその数が大きく変化しま

す。参考として以下のような文献があります。クラウ

ディア・マイヤー『だれでも1日200回はウソをつ

く！ウソのつき方・つかれ方 知らなきゃ損する[ウソ大全]』畔

上司訳 阪急コミュニケーションズ 2010年

ロバート・フェルドマン『なぜ人は10分間に3回嘘を

つくのか 嘘とだましの心理学』古草秀子訳 講談社

2010年
2 詳しくは、以下の文献を参照して下さい。Bella M. 
Depaulo, Deborah A. Kashy, Susan E. Kirkendol, 
Melissa M. Wyer, Jennifer A. Epstein (May 1996). 
Lying in Everyday Life. Journal of Personality and 

嘘の発見法

人類は古来より様々な嘘の発見法を探求してきまし

た3。古くは神の神託に頼った神裁、犯罪者の心理を

利用したインドの「ロバの尻尾掴み」、嘘をつく時の

身体反応を利用した中国、インド、ヨーロッパにおけ

る「米噛み法」、直接的な方法に頼った拷問法、現代

に目を転じれば、各種ステートメント分析を通じた言

語分析、表情、目・手・足・体の動きなどを観察する

非言語分析、生体反応を利用したポリグラフ検査など

があります。結論から言いますと、これまで様々な嘘

を見抜く試みがなされてきたもののピノキオの鼻のよ

うに嘘と嘘を示す反応という一対一の関係を発見する

には至っておりません4。しかし嘘をついている可能

性があるということを示す指標はある程度明らかにな

ってきています。

微表情と嘘

嘘という現象は様々な観点から分類することが可能

です。例えば、嘘を感情に関わる嘘と感情に関わらな

い嘘というように分類することで、話者の発する言語

と話者の非言語のズレを観察することから嘘の可能性

を推定することが出来ます。そこで利用できる技術の

一つが微表情読解なのです。本セミナーでは、嘘と非

言語分析に焦点をあて、最新科学の知見から、その妥

当性及び誤解を説明させて頂き、嘘探知の利用可能性

が高いと考えられる微表情読解をご紹介したいと思い

ます。当日は普遍的な基本7感情の解説及び微表情読

解の体験、嘘探知率のテスト等、理論的解説だけでな

く実際にご自身で体験して頂けるプログラムをご用意

させて頂きたいと思います。

Social Psychology, Vol. 70, No. 5, p979-995.
3 興味のある方は以下の文献を参照してみて下

さい。谷口泰富・藤田主一・桐生正幸編著『現

代社会と応用心理学7クローズアップ「犯

罪」』福村出版 2013年
4 嘘探知法についてその誤解と妥当性を膨大な

資料、論文、科学的実験に基づいて網羅的に扱

った文献として以下が参考になります。Aldert 
Vrij. (2008). Detecting Lies and Deceit  
Pitfalls and Opportunities. Second Edition. 
John Wiley & Sons, Ltd.
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１０月例会報告

日時  ： １０月９日 水曜日

       18;30 ～ 21;00
テーマ ：「３９名の講師の先生方から学んだこと」

場所  ： 港区立商工会館

担当  ： 知野 進一郎

１０月９日のじょうはんで皆様の貴重な時間をいただ

きましたので、２時間４０分全力投球しありがとうござ

いました。当日は、３９名・・・とお話をいたしました

ましたが、一番コストと日数をかけている「自分自身が

やる気が出る、出す、お世話になっている方、ご縁をい

ただいた方にもやる気が出るモチベ－ション」について

まとめさせていただきました。

お話させていただきましたが、平成７年だけに懲りず

１９年に２回目の大病、その時「生かされている、自分

のことは考えないで、他人の幸せを考えていこう」と思

いました。

ところが、先月１０月２３日に１泊２日の検査入院で

２時間出血が止まらず１リットル近く出血し５泊６日

の入院。検査入院による１～１０万人に１人の可能性の

死。突然の逆境でしたが、死ぬ、もうダメだとのマイナ

スの思いはなく乗り越えられたのは、田坂広志先生、城

野宏先生、ナポレオン・ヒル等を勉強させていただいた

からだと思っておりました。最大の逆境だったので、何

か良いことがある。入院期間中、自分がやりたいことを

見つけることができました。

だが、甘かった。１１月１０日に４時間程度、恐怖感

が出てきた。田坂先生のＣＤを繰り返し聴いた結果、奢

り、自惚れも甚だしいと猛反省した。今まで支えていた

だいた方々が助けてくれた、生きとし生けるものすべ

て、大自然、大宇宙が救ってくれた。私の使命がより明

確になった。

１回だけの人生、命つきるまで全力投球する

会計事務所を通して、日本のど真ん中（静岡・愛知・

岐阜・三重・長野県）から全社黒字として日本を元気に

します。私が３６年間お世話になったＴＫＣの会員会計

事務所の黒字率は４６．５％（ＴＫＣ経営指標(24.1.1-
24.12.31)、世間では２５．９％(国税庁資料23.4.1-24.3.31)
である。実に２０％以上の乖離があり、会計事務所によ

っては黒字率が

７０～８０％の会計事務所もあります。ここに黒字のヒ

ントがあります。

老子は若い者に見せない方がいいと言われる。戦前

から成功する経営者は、①戦争、②大病、③投獄のい

ずれかを経験しないといけないと言われている。

スティ－ブ・ショブズは「今日が人生最後の日だった

ら、自分はこの仕事をやりたいか」と言った。

昔から「思った通りの自分になる」と言われてきた。

プラスに考えればプラス人間になり、マイナスに考え

ればマイナス人間になる。

日頃、意識して行ってきたことも、最初は意識するけ

れど習慣化すると自然になります。ちょっとしたこと

ですが、日々継続することで習慣化します。習慣化は

大宇宙・大自然のように、太陽を始め地球等が止めど

もなく周り続けたり、四季が繰り返す等、繰り返して

習慣化しています。よって、ちょっとした良いことを

習慣化すると大宇宙・大自然からご褒美をいただける

ものと思います。習慣化することは脳細胞の組み合わ

せを替えているようです。例えば、

・お客様が帰る際はお客様の姿が見えなくなるまで見

送らせていただく。

・畜生、頭にきた、悪いことが起きた場合は「ありが

とう」を言う。

・なぜ、彼・彼女は、あの行動、発言をしたのか、と

考える。

・過去を振り返ると逆境は試練だけどその経験が成長

につながっていると考える。

・主語は抜けて潜在意識に入る。△△の馬鹿野郎、△

△死んでしまえ、〇〇さん素晴らしい、〇〇さんの心

は美しい・・・。△△○○の主語が抜けるので、言っ

たこと、思ったことすべて潜在意識に入りますので、

部下を叱る時は最初に叱り、後で褒めることが重要で

す。

・禅では二念を継ぐなと言われます。考え中に綺麗な

女性が目の前を通ると・・・べっぴんさんだな・・・、

お茶に誘うと断られるかな・・・、次々雑念が浮かび

ます。浮かんだ都度、ありがとうを言うと継がなくな

るようです。

いずれもコツコツと継続し習慣化する必要がありま

す。

未熟者です。死ぬ寸前まで謙虚さを持ち、勉強勉強さ

せていただきます。
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例会予定

2014年

1月8日 水曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定

担当  ：未定

2月 12日 水曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定

担当  ：未定

原則として第二水曜日となります。

開催場所：港区立商工会館

（都立産業貿易センター浜松町館 ６階）

分科会活動 ご案内

古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネルギ

ー学会の行事をご紹介します。

サトルサロン

講演テーマ：「「自然治癒力への挑戦」～いのちの可能

性と統合医療について」

講師：古川 彰久（ふるかわ あきひさ）

（有）イキイキライフ、（株）エイエムシイ代表取締

役。サトルエネルギー学会事務局長。

講演要旨：あなたは自身の内に秘められたいのちの力

をどのように受け止めていますか？

私自身、いろいろなことがあり、薬や医者に頼らず自

らの自然治癒力を活性化し、体質改善を実現してまい

りました。その過程で波動を知り、サトルエネルギー

学会にも参画いたしました。

一方我が国の医療はいわゆる客観性を前提とする西

洋医療を元に利権構造が構築されております。

この立場からは、波動などというのはニセ科学だと言

われています。

私は最新の科学で波動が証明できないのか探求を進

めてきました。いのちを見つめていくといのちが単な

る物質ではなく、その根底にあるエネルギーとも言え

る精神性に支えられていることは明らかであります。

それを認めて、欧米においては統合医療が認められて

国家的なプロジェクトで推進されています。日本では

先に申し上げた利権構造がその受け入れを阻んでい

ます。これを変えていくには国民一人一人の意識の変

革が不可欠であります。

日時：2013年12月5日（木）18:30～20:30

場所：港区立商工会館

会費：3000円

窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久

   ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４

   ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２

港区立商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸1-7-8都立産業貿易センター

浜松町館6階  TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分

ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩7分
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より

浜松町駅方向へ徒歩10分   

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。

※ 年会費はありません。

※ 「じょうはん」発送のお申込は、

E-mail： info@iki2life.com
まで、Mailでご連絡下さい。

※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。

※ ホームページもご確認下さい。

   http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

編集後記

１２月の例会は、前回大好評でした清水建二さ

んの２回目のお話になります。清水さんの新し

い挑戦に対し、最近企業等からも大いに注目さ

れているそうです。

(古川)


