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9 月例会ご案内
日時  ： ９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について」

場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 清水 建二

人の感情を読み解き、コミュニケーションを

円滑に行うためには、表情を的確に読み解く技術が重要

であると考えます。現在、書店には、身振りやしぐさか

ら人の感情を推し量る方法を紹介する多くの書籍があ

ります。しかしそれらの大半は、西洋人のボディーラン

ゲージを基にしたものであり、非西洋文化圏や日本人に

それらの身体言語をそのままの形で適応することは出

来ません。しかし顔面表情は、普遍的な現象であること

が様々な研究から明らかとなっています。よって顔面表

情を的確に読解する技術を習得することは、日本人間

だけでなく、世界中の人々の感情を読み解き、コミュニ

ケーションに活かすことが可能となります。

表情から感情を推し量ることは日常的に誰も

が行っていることであり、取り立てて習得すべき技術の

ようには思われないかも知れません。しかし顔面表情の

読解は私たちが思うほど容易なことではありません。こ

れまでの研究から明らかになっていることは、日本人に

とって読み取りにくい表情が存在していること、様々な

感情が同時に想起された複合的な表情の存在、さらに本

心とは異なる作為的表情があります。こうした現象が私

たちに表情を正確に読み解くことを困難にしているの

です。

では、私たち日本人が読解を苦手とする表情

とは何なのでしょうか？複雑な顔面表情から感情をど

う推察したらよいのでしょうか？本当の表情と作った

表情との間にはどのような違いがあるのでしょうか？

こうした疑問に応えてくれる研究結果や書籍、セミ

ナー等の情報は日本語を通して入手する機会は多くは

ありません。また顔面表情を利用したコミュニケーショ

ン力促進を図る日本での試みは、もっぱら自らの表現力

を高めることに焦点が当てられ、これまで対面相手の

表情を読み解くことに関してはほとんど関心が当てら

てきませんでした。日本の学術研究の世界においても

近年やっと整備が整い始めてきた段階です。

アメリカやヨーロッパ諸国ではこうした顔

面表情の知見や読解技術を利用してコミュニケーショ

ンに活かす学術研究は盛んで、ビジネスも成立してい

ます。ますます世界が小さくなっていく今日、私たち

日本人はコミュニケーションの場において重要なチ

ャンネルである表情をこのまま無視し続けていて良い

のでしょうか？顔面表情こそが様々な文化、様々な職

業、様々な人間関係の中に大いに活かせる普遍的な言

語なのだとさえ言えるのかも知れません。私は、顔を

読み解くことで広がる的確なコミュニケーションの

あり方を日本に広げて行きたいと思っています。

本セミナーでは、他者の感情を読み解く上で

重要な、通文化的・通歴史的な７つの基本表情、複合

的な感情表出を伴う表情、0.5秒以下の速度で無意識に

真の感情を表出してしまう微表情に関して実例ととも

にご紹介します。なお、セミナー当日はボディーラン

ゲージの専門家をゲストにお招きする予定です。英語

で 15 分程度のスカイプを通じたセッションを予定し

ております。事前にご質問がある方は、前もって情勢

判断学会の東京本部までご連絡して頂けると幸です。

講師プロフィール

1982 年生まれ。東京都出身。早稲田大学政治経済学部卒

業後、東京大学大学院でコミュニケーション学を学ぶ。

学際情報学修士。認定ＦＡＣＳ（Facial Action Cording 
System：表情記述法）コーダー、微表情読解に関する各

種資格保持。現在、難関大専門の塾講師、テコンドー指

導員。
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７月例会報告
日時  ： ７月１０日 水曜日

  18;30 ～ 21;00
テーマ ：「城野宏先生と私」

場所  ： 港区立商工会館

担当  ：知野 進一郎（愛知県長久手市在住）

城野 宏先生と私

Ⅰ．昨年、平成２４年の８月。城野 宏？、城野 宏？、

城野 宏？、どこかで聞いたことがある。書籍『社員が

ワクワクして仕事をする仕組み』東川 鷹年著、日本経

営合理化協会発刊の３４０－３４１Ｐで城野宏先生と

（株）脳力開発センタ－と出逢った。似たような会社名

があり、じょうはんのＨＰに辿り着くまで１か月間無駄

な時間を過ごしたが、じょうはんのＨＰで城野先生と再

会した。古川さんを経由したりアマゾンから、城野先生

の書籍を２０数冊とＤＶＤ『東西古今 人間学』を入手

した。ＤＶＤは生前の城野先生の迫力ある姿と説得力あ

る声に触れることができた。約１２時間かかるが６回連

続で視聴し、今も時々視聴し城野先生から勇気をいただ

いている。

実は、小生は昭和５０年代（３０歳代）に岐阜市の高

井法博会計事務所で城野先生の講演を聞いていた。高井

先生によると「岐阜商工会議所での１０名程度の参加の

城野先生の講演で、高井先生が質問をするしメモもすご

くとられている、こんな人はいない。今度、私のところ

へ来なさいと言われて東京へ行ったとのこと。また、利

江さんから再出版した数冊の本を送ってこられたとの

こと。利江夫人は宝ジェンヌとのこと」。この時は将軍

の心得１０か条が記憶にある。

真のリーダーの心得（将軍の心得１０か条）

（１）悪条件の中で建設を推進できる者が真のリーダー

である。

―不足条件を整備していく「もと」を作ることこそ変革

の中心

（２）変革とは、それを具体的に不動の決心・覚悟とし

て確立しないと始まらない。

―変革はまず一人から始まる

（３）同士と協力者を一人ずつ増やしていくことが変革

の過程である。

―点から面へ、そして主流に

（４）変革という本質的変化には時間がかかるのであ

る。

―自滅するな、そしてやめるな

（５）着実にたんねんに、一歩ずつ歩め、一口づつ食べ

よ―すぐできることから、すぐにやるべし

（６）他人や周囲は、言うことを聞いてくれないもので

ある。―物事は思いどおりにならない方が通常

（７）与えてもらうのを待っているばかりでは流される

だけである。―誰がやるのか？自分は何をするのか？

（８）まず自分が変われ、さらに一歩変われ。

―それが変革の原動力

（９）レベルの高い方が苦労するのは宿命である。

―真のリーダーにとって、困難と苦労が生じなければ

異常

（１０）嘆きの人生か、楽しみの人生か、自分の意志

でどちらにもできる。

―何が真の損得なのか？かけがいのない人生にとって

…

Ⅱ．城野先生の軌跡（じょうはんＨＰを参照してくだ

い）

Ⅲ．城野先生の教え ポイントは２つ 分かりやすい

言葉を使っている。

１．一つ目

戦略は大胆に戦術は細心に

戦略は大胆にと書きましたが、実は戦略というのは大

胆にやるよりほかないのです。先ほどのように相手の

状況をつかむ作業は、細心に詳しくやらなければなり

ません。しかしそれは戦略決定ではなく、戦略決定の

ための材料集めです。これは戦術なのです。細心に集

めた材料をもとに決心する段になったら、二つに一つ、

どららかです。戦うか、降参するか、細心になんかや

っていられますか？全面的な材料を見て「これは勝て

る可能性がある」とみたら「よし、やろう！」と決心

するか、「やめた！」と決めるか、二つに一つですか

ら、大胆にならざるを得ません。その後それをどのよ

うに達成していくかは戦術の問題なのです。

●戦術というのは、戦略にしたがって立てられる。戦

略に外れた戦術はまったく無意味です。戦略にあった

戦術は断固やるべきです。

●戦術は、細心に作っていかなければなりません。細

かく組み立てていくためには、人間の心理測定、つま

り人間の心の動きをつかまえなければなりません。自

分勝手に思いつきを押しつけてもうまくいきません。

なぜなら戦術は、相手が動かなければ成り立ちません。

ですから、心をこちらの方向に持ってくるように心の

測定が必要です。人の心の動きがわからなければ戦術

は立ちません。

●人の心をつかむためには、人心の普遍性を考えるべ

きです。人の心は何を好み、何を嫌がるか。しかしわ

ずかのパ－セントの特殊性も無視してはいけません。

特殊性を普遍性として処置していくと、必ず失敗しま

す。三国志の人間学 致知出版社 昭和５９年９月初

版 より抜粋。

知野注 戦略は社長が決めて戦術は社長の意思を汲む

部下に任せることが重要。戦術まで社長が決めると部

下が育たない。

戦略と戦術はコンサルタントでも考え方が異なる。

城野先生の考え方はシンプルで小生には合った。簡単

に言うと、今の妻に逢うまでは、好きな女性がいると

「ラブレタ－を出して、開封しないで戻ってきたらど
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うしよう」とか「コンサ－トや映画に誘って断られたど

うしよう」・・・。と戦術レベルで考えていたのだ。妻

と初対面時に「理想の女性です」と告白し翌日から彼女

に毎日電話をしていた。初対面から１か月経たない内に

プロポ－ズをして受けてもらった。理想の女性像を描い

ていたから瞬時に「理想の女性です」と自信を持った一

言であった。今から考えると・・・。

「戦術レベルでやるかやらないかを考えて判断できな

い」は日常茶飯事だ。あれは、どうするのかな。やるか

やらないかの決断を会議でやっても、〇〇したらダメだ

とか、△△なら成功しそうだが確信は持てない・・・。

戦争中だったら全員、戦死だ。反面、どんな業種でも世

間や業界では非常識であることを、壮大な願望や夢を持

って明確な目標設定をされて実行する優秀なリ－ダ－

がいる。城野先生の著書に『人類に食糧危機はないー脳

力開発と農業』がある。ＤＶＤでもお話をされているが

世界の食糧危機は解決するとお話をされている。城野先

生が亡くなられて３０年近く経ちます。日本のみならず

世界の課題は城野先生の教えで解決できると思います。

２．二つ目

    脳細胞回路による習慣づけ

脳力開発における３大実行方針 ①行動せよ ②整理

せよ ③反復せよ

東川先生 上司と部下社員とのキャッチボ－ルをラン

クアップノ－トで行っている。

城野先生の教えを忠実に再現し実行できるツ－ルを

作成し実践されているのは素晴らしい。（東川先生の資

料は回覧させていただきます）

知野の経験 気づいたことは簡単な身近なところから

やる。例 郵便物をポストに投函しようと数日間、鞄の

中にあったが、気づいたことはすぐやるを繰り返してい

たら即実行できるようになりました。

３．易しくシンプルに考える

①確定的要素 事実か噂か思い違いか。新聞の記事は否

定的に考える。（知野解釈）

②口、足、手 言動をどうするかはこの３つの器官しか

ない。国と国と、会社と会社の契 約も基本は人間と人

間だ。（拡大解釈）

③普遍性と特殊性  

④できることをやる。できないことはやらない。難しい

ことはやらない。易しいところか らやる。シンプルに

考える

Ⅳ．城野利江夫人の執念と城野宏先生のお墓

ＤＶＤ『東西古今 人間学』には「この度、東西古今

人間学をＤＶＤにして主人の最後の声、姿を皆様のお手

許におとどけ出来ます事、幸せに存じております。平成

二十三年四月 城野利江」。何冊かの書籍も同様だ。利

江夫人の宏先生を思われる執念を感じ涙がこぼれる。

長崎市寺町１－１ 皓台寺、７月１８日に城野先生墓前

に感謝の挨拶をしました。墓の位置はお寺に電話をし

て（０９５８－２３－７２１１）総受付で場所を聞い

てください。広いお墓で隣のお寺の墓も広いので総受

付で聞いてください。５－１０月は蚊スプレ－を持参

してください。皆様も九州に行くことがあったら墓前

にご挨拶をしていただければ幸いです。
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例会予定

2013年

10月9日 水曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定

担当  ：未定

11月 13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：

「日本の食の遺産-食の活性酸素を消去する「かやく」

の知恵」

講師：川口 哲史 様（かわぐち さとし）         

（食文化研究家・サトルエネルギー学会理事・

直観脳・松果体の扉を開く・ゼロバランスセラピー

案内人）

日時：2013年9月5日（木）18:30～20:30

場所：港区立商工会館

会費：3000円

「なぜでしょう？刺し身にワサビ・アオシソ・ダイコ

ン・キクハナがセットされているのは・・・？ 飾り？

それとも・・・？ この質問に答えられる食の関係者

は果たして何人おられるのでしょうか？？？

いま、美と健康のカギは、活性酸素の消去が大きな課

題となっています。わが国の先人は、

風土＝ＦＯＯＤとして、高温多湿気候のなかで食中毒

など活性酸素が発生しやすい環境の中で、食べ物にか

やく＝加薬し、たべあわせることで食の活性酸素を消

去し、体内環境をクリーンにしてゼロエミッション

（有害廃棄物をゼロ）にする知恵を編み出したのです。

これぞ、世界に誇る日本の食の遺産です。（ワサビ＝

殺菌・アオシソ＝解毒・ダイコン＝消化吸収・キクハ

ナ＝肝臓の解毒機能強化）。

そこで、本発表では、わが国の先人が編み出した活性

酸素消去の知恵の数々や腸は第 2 の脳として腸能力

は超能力のお話しもお伝えし、日常の食生活をより

楽しく豊かにする知恵を紹介します。」

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

９月の例会は久しぶりに若い方のお話です。内容も

新しい物の見方へのチャレンジともいえましょう。

多くの方のご参加を期待いたします。

また７月報告の知野様の城野先生に対する想いの

強さも伝わってきませんか。

(古川)


