サングラハ心理学研究所設立趣意書

岡野守也

（ 一九九二年一月八日）
サン グラハ 心理学研 究所主 幹

（ 創 刊一 〇 〇 号 に 際 し 、 出発 点 の 再 確 認 と い う 意 味 で 第 一 号 所 収 の
設 立趣意 書を掲 載する こと にし ました 。現 時点 での状 況や 変更 につ

こ こ七 、八 年、 ある いは もっ と昔 から 、私 の 思想 的 な歩 み

にさまざまな かたちで 関わってく ださったみ なさん、私 は、

昨年あたりから思うところがありいろいろ考えてきましたが、

一つ の時 が来 たの かも しれ ない と感 じ、 これ まで スタ ッフ で

あっ たＣ ＋Ｆ ワー クシ ョッ プか ら組 織的 には 独立 し（ 協力 関

係は 維持 します ）、「 サング ラハ 心理 学研 究所 」を 設立 する こ

とを 思い たち まし た。 そこ で、 お知 らせ ・協 力へ のお 願い と

して、趣意書をお手元にお届けします。

サングラハ心理学研究所の目的

こ の「 サン グラ ハ心 理学 研究 所」 を通 じて 、 私が 目 指し た

いこ とは 、こ れま でも いろ いろ なか たち でみ なさ んに 申し 上

すべてのわざには時がある。

天が下のすべての事には季節があり、

◇そのためには、近代的な理性・科学主義、個人主義、ヒュー

うな生き方に到達できるか、徹底的な探究を試みること。

も調和した、「仲よく楽しく生きて楽に死ぬ」ことができるよ

〕囲 みで註を 入れま した。）

生まるるに時があり、死ぬるに時があり、

マニ ズム は不 十分 であ り、 霊性 と理 性の 統合 、自 己実 現か ら

い ては〔

げてきましたが、あらためていえば、以下のようなことです。

植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、

自 己超 越 へ とい う 意 味で の 〈 意識 の 変 容〉 が 必 要 条 件―― 十

◇ど うし たら 、人 間す べて が、 自分 自身 とも 他者 とも 自然 と

殺すに時があり、いやすに時があり、

分 条件 で は ない ―― だ と 思わ れ る ので 、 そ のた め の 理 論 と 方

◇そ の時 その 時に 到達 した 探究 の成 果を 、自 己絶 対化 する こ

法とそしてなによりも実践そのものを探究すること。

こわすに時があり、建てるに時があり……。
（旧約聖書『伝道の書』三・一～三）
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◇そ のこ とに よっ て、 人類 の全 体的 変容 ―サ ヴァ イバ ルに な

く社会に提示していくこと。

とな く仮 説 ・試案 ・提 案と いっ たか たち で、 しか しや はり 広

ンス パー ソナル 心理学 』『 唯 識の 心理 学』『美 しき 菩薩 ・イ エ

ル心 理学 …な どの エッ セン ス（ 詳細 につ いて は、 拙著 『ト ラ

クリ シュ ナム ルテ ィ、 エコ ロジ ー的 思想 、ト ラン スパ ーソ ナ

ものになっている、キリスト教、禅・唯識を中心とした仏教、

ス 』 青 土 社 、『 テ ー マ は 〈 意 識 の 変 容 〉』 春 秋 社 な ど を 参 照 ）

にほどか貢献すること。

こ れは 、も ちろ んそ れだ けに 限定 され るわ け では な く、 学

〔↑右の目的については、ある程度接近―実現することができ

びの 深ま り、 広が りに した がっ てや がて は、 一方 では 心理 学

が、 別々 では なく 一つ のも ので ある とい う社 会的 イメ ージ を

まだ まだ 遠い 到達 目標 です が、 それ は一 個人 や一 組織 でや る

のさ まざ まな 潮流 の成 果を さら に吸 収し 、も う一 方で は、 神

たと思っています。とはいっても、
「人類の全体的変容―サヴァ

こと 、で きる こと では あり ませ ん。 きっ と、 コス モス 的に な

道、 道教 、ユ ダヤ 教、 ヒン ドゥ ー教 、イ スラ ム教 、さ まざ ま

作っていくために選んだ言葉です。

るよ うに なる 、な るべ きな らな る、 とい うこ とだ と思 いな が

イバル」はもちろん、「日本の全体的変容―サヴァイバル」も

ら、これからも努力を持続していく所存です。〕

なタ イプ のシ ャー マニ ズム など など のエ ッセ ンス をも 包括 で

す。 これ も、 サン グラ ハで 提供 して いる プロ グラ ムす べて を

ハ独 自の プロ グラ ムを 「コ スモ ス ・セラ ピー 」と 呼ん でい ま

方が あっ たの で、 ご存 知の とお り現 在は 使用 せず 、サ ング ラ

〔「ホ リス ティッ ク心理 学」 とい う呼 称は 、他 に使 われ てい る

させ ると ころ があ り、 かと いっ て他 に適 当な 日本 語が 見つ か

ジが ひじ ょう にか たく るし く、 かつ 戦前 の全 体主 義を 思い 出

ティック」と呼んだわけです。「全体」という日本語のイメー

体論 的」「包 括的」「 統合的 」と いっ た意 味を こめ て「 ホリ ス

そうした、これまでおよびこれからの探究の方向性を、「 全

きるものにしていきたいと思っています。

カバ ーし てい ない ので 、ど うし たも のか 考え てい ます 。ウ ィ

ティ ック 医学 やホ リス ティ ック 教育 とも 方向 性が ほば 一致 し

なぜ、「ホリスティック心理学」か

ルバ ーの「 統合 心理 学（ Integral Psychology)の借 用も 考え ま
した が、 彼ほ どイ ンテ グラ ルで はな いし 、唯 識― 仏教 に強 く

てい るの で、 ゆる やか な協 力関 係を もっ てい きた いと 思っ て

ま た、 人間 性に どち らか とい うと 心 ・人格 と いう 側 面か ら

いることなどの理由で、あえてカタカナにしました。

らな かっ たこ と、 すで に日 本に 存在 し、 活動 して いる ホリ ス

焦点を当てていますし……まだ結論が出ていません。〕
では、なぜ「ホリスティック心理学」かということですが、
これ はま ず個 人的 には 、私 自身 の内 部で はす でに まと まっ た
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学的 な手 続き が可 能な オー プン ・シ ステ ムで あろ うと する と

を重 視す る、 そし てど こま でも 追試 ―反 論― 修正 とい った 科

アプ ロー チし 、か つセ ラピ ー ・修行 とい う心 理臨 床的 な実 践

ナル 精神 医学 ・心 理学 会等 とは 、決 して 対立 関係 にな った わ

〔↑Ｃ＋Ｆ研究所やトランスパーソナル学会、トランスパーソ

も、情況に応じた協力関係を拒否するものでもありません。

ネー ミン グで 続け てい かれ る方 たち の活 動を 否定 する もの で

こ れは もち ろん 、日 本で 今後 もト ラン スパ ー ソナ ル とい う

組織の性格づけについて

ここのところおつきあいは疎遠になっています。〕

けではありませんが、政治に関する志向の違いが主な理由で、

いっ た意 味で 、ひ とま ず「 心理 学」 とし まし た。 従来 のい わ

science

ゆる「心理学」からははみでる部分も多々あることはもちろん
で、精神科学／霊学（

）とか魂の科学（
science of spirit

） な どと 呼 ぶ こ と も でき る の で し ょ うが 、 現 代 日 本 の
of soul
情況 のな かで はひ じょ うに いか がわ しい 感じ にな って しま う
ので、意識的に避けました。

私個 人の 研究 ・執 筆の 広報 、講 義 ・ワー クシ ョッ プの 組織 と

本 研究 所は 、ソ フト （精 神的 な実 質） の面 で いう と 、ま ず
トランスパーソナルとの関係

して スタ ート させ ます が、 もし 可能 なら 、志 を共 有で きる 方

たち との 出会 い ・学び 合い の場 に発 展さ せて いき たい と思 っ

こ れは 「ト ラン スパ ーソ ナル 心理 学の 日本 的 発展 」 とい う
ふうなイメー ジ作りをし てもよか ったのかも しれません し、

する と、 どう して も本 家で ある アメ リカ のト ラン スパ ーソ ナ

りま した し、 私自 身そ れは 相当 考え てき まし た。 しか しそ う

ド（施設・建物など）も調えていきます。
〔←ようやく藤沢ミー

分な 質量 の支 持を える こと がで きる よう なら ば、 いず れハ ー

現 段階 では 、私 の自 宅を 連絡 事務 所と しま す が、 活 動が 十

ています。

ル心 理学 関係 者の 傾向 （理 論、 セラ ピー 技法 だけ でな く、 ラ

ティ ング ・ル ーム を借 りて 維持 する こと がで きる とこ ろま で

「トランスパーソナル心理学研究所」にしてはという意見もあ

イフ スタ イル 、雰 囲気 、さ らに はフ ァッ ショ ンま で） にあ る

こ うしたスタ イルには 、一人でや っている 間はと もかく 、

きて いま す。 これ から でき れば もう 少し 規模 拡大 をし たい と

支持 して くだ さる 方が 増え れば 増え るだ け、 これ まで のさ ま

種拘束される、「トランスパーソナル」というネーミング自体、
性意 識 ・超常 体験 志向 が強 すぎ ると いう イメ ージ がぬ ぐえ な

ざま な精 神的 な運 動に しば しば 見ら れた 、た だ一 人の 絶対 化

願っているところです。〕

いと いう 欠点 があ ると いっ た理 由で 、い わば 一種 のイ メー ジ

心の トラ ンス パー ソナ ルな 領域 にの み焦 点を 当て てい る、 変

戦略として、あえて私個人としては変更することにしました。
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され た指 導者 とそ の追 従者 のピ ラミ ッド 型集 団と いう 、き わ
めて 陳腐 で不 毛な 形に 陥る 危険 があ るこ とは 十分 承知 のう え
虚さ とい うも う一 つの 問題 にも すっ かり うん ざり して いま す

会 員は 、当 初一 年目 は、 会報 等の 手紙 によ る 連絡 を 受け 取

一

具体的な形について

ので 、あ えて こう した スタ イル でし ばら くや って みる こと に

るの みの「 連絡 会員」、 他の 会員 との 交流 を望 む「 交流 会員 」

です 。し かし また 、私 とし ては 形式 的民 主主 義 ・合議 制の 空

しました。〔←幸いにして、不毛なことになっていない（と本

（ただし、手紙、電話、面談等のどこまでか名簿に意志表示す

会員制と会費

人は 思っ てい ます ）の で、 まだ 、も うし ばら くこ れで 行こ う

を含 む発 展 ・維持 の一 部責 任を 分担 する 「維 持会 員」 も設 け

ています〕）の二種とし、機が熟するようなら研究所のハード

る〔←これは実行できていませんが、今後、実行したいと思っ

ま た、 十分 なソ フト （人 材、 理念 、理 論、 方 法な ど ）の 足

る〔 ←現 在六名 の維持 会員 がお られ ます 。〕。 また 会員 と別 に

と思っていますが、みなさんのご意見はいかがでしょう。〕
りな いま まハ ード だけ が準 備さ れた 場合 、ハ ード 維持 の自 己

交流 会員 は主 幹の 判断 とし 、期 間後 は交 流会 員と 主幹 の合 議

入会については、試行期間中は連絡会員は基本的に無条件、

「研究所講師」を設ける。

目的 化や ハー ドを めぐ る利 権争 いに よっ て、 いか に堕 落し て
いく か、 さま ざま な精 神的 な運 動で これ また うん ざり する ほ
ど見 てき まし たの で、 あえ てハ ード は実 質が 熟し てく るま で
無理をしないで後回しすることにしたわけです。

交流会員になった以後は、半年ごとに自由意志で連絡会員、

によって再検討する。また講師は主幹の指名とする。

交流会員、維持会員のいずれにも変更できる。〔←これは事務

本 組織 は、 もち ろん 理想 的に は「 自立 した 個 人の 連 帯か ら
生ま れて くる 自然 な秩 序」 をめ ざす もの で、 当面 は「 出入 り

会費は連絡会員は年三〇〇〇円〔←現在は五〇〇〇円〕、交

自由 のゆ るや かな ネッ トワ ーキ ング 」と いっ た感 じの 組織 に
（＊なおこれは、ひとまず期間を二年と限り、社会的需要があ

流会員は月三〇〇〇円とし〔←現在は月一〇〇〇円以上で年度

手続きの簡略化のため一年ごとにしています。〕

ればさらに持続し、ないようであれば中止するつもりの実験的

初めに自己決定〕、維持会員制ができた際は、月五〇〇〇円 以

したいと思っています。

な試みです）
〔←幸い十六年以上持続することができました。
〕

上の 自己 決定と する〔 ←こ れで 実行 して いま す。〕。会 費未 納

の場 合は 、ハ ガキ で一 回の み確 認し 、連 絡が なけ れば 自動 退

趣 旨に 賛同 いた だけ る方 の、 協力 ・参 加を 心 から お 願い 致
します。
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会と する〔 未 納の お知 らせ を同 封し た会 報を 数回 送付 し、 連

●主幹、講師の執筆・講演活動の広報（会報に掲載）

●会報の発行（隔月、年六回）
〔←おかげさまで百号です。〕

希望者へのコピー、テープの頒布

絡がなければ自動退会扱いとしています。〕
。
なお会計事務の負担を避けるため、今年一年は、会計は非公

〔まさに自発的にこうした活動をしていただきたいと願ってき

●会員相互の自発的・ネットワーキング的な活動

まま で続 けさ せて いた だい てい ます 。お かげ さま で若 干の 黒

まし たが 、会 員の みな さん には いろ いろ 遠慮 やた めら い、 そ

開とし、主幹の裁量に任せていただきたいと思います〔←この
字が 累積 して いる 、し かし 、現 在よ り広 い事 務所 を借 りる に

の他 事情 がお あり だっ たの か、 ほと んど 行な われ てき てい な

いよ うで す。 これ から 、ど うす れば いい か、 みな さん とご 一

はやや心もとない、といった状態です〕。
（＊二年以内で機が熟していくようでしたら、都内での事務所

的に 近い 会員 相互 で意 志を 確認 しあ って 、会 報、 講義 テー プ

こ れが 一つ のポ イン トに なる と思 いま すが 、心 理的 ・地 理

緒に検討していきたいと思っています。〕

うや く実 現し まし たが 、講 座に 集ま って くだ さる 人数 が徐 々

開設 を検討 した いと思 って いま す）。〔← 二年 半前 、藤 沢で よ
に増 えて おり 、か なり 手狭 にな って いま す。 でき れば 、よ り

など を媒 介に した ミー ティ ング 、日 常的 な電 話シ ェア リン グ

などを行なってはどうかと思います。その場合、通常のグルー

広い とこ ろに 移り たい と願 って いま す。 ご協 力よ ろし くお 願
い致します。〕

プ、サークル活動と違う点、「義理や人情に流されないで、い

やなことはいやと言っていい」「参加したくない場合は、はっ

活動

二

だけにとどめる」という守秘義務、「生きる責任は自分で負う

きり断わってかまわない」という拒否権、「聞いた話はその場

● 年 一 、 二 回 の 合 宿 ワ ー ク シ ョ ッ プ（ 一 回 は 五 月 頃 、 関 西 、

しかない」「共感するが巻き込まれない」というシェアリング

研究所独自の活動としては、今年は
奈良 興福 寺で の「 唯識 心理 学ワ ーク ショ ップ 」を 予定 、そ の

的姿 勢、 の三 つの 原則 を守 って やっ てい くこ とが 大切 だと 思
います。

他希 望者 は、 八月 三〇 日、 九州 佐世 保の 曹洞 宗護 国寺 主催 の
「唯識心理学ワークショップ」にも参加可能）
〔↑しっかりと持続してきましたが、ここのところ、主幹の多
忙と 加齢 のた め、 回数 が少 なく なっ てい ます 。し かし 、可 能
なかぎり持続していきます。〕
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