求 め動 です。

「
シ ロク マ実験」と いう心理学実験があ ります。これ は、アメ
リカ の心理学者 ウ ェグ ナーが １９８７年 に行 ったも ので、集 めた
人を ３ つのグ ループ に分け、何 も説明 せず に、 シ ロク マの 一日
を追 った ５０分程度 のビデ オを 見 せた後、 ３グ ループ それぞ れ
に、『シ ロク マのことを覚え てお いて下さ い』『シ ロク マのこと は
考え ても考えなく ても良 いです』『シ ロク マのことだけ は考えな
いで下さ い』と別 々のお願 いを しま した。そ の結 果、 一年後 に内
容を いちば ん克 明 に覚え て いた のは、な んと 『シ ロク マのことだ
け は考えな いで下さ い』と禁 止さ れたグ ループ でした。
こ の実験 で明ら かにな った のは、シ ロク マのことを考え ま いと
すればす るほど考え てしまう。 つまり、思考 を抑制す る ことが、
かえ って思考 を活性化さ せ てしまうと いう 人間 の特性 です。
現在、巷 では 「
プ ラ ス思考 」がも てはやさ れ て いますが、同時
に、こ の手 の思考 によ って 「
う つ病」にな る方 も多 いと いわれ て
います。そ の主な原因 は、 マイナ スの感情 を無 理にプ ラ スの感情
に変換 す る過程 で、 マイナ スの感情 が より強 く意識さ れ、 「
ネガ
テ ィブな私」 への自 己批判 に陥 ってしまうと ころにあ ります。

分けることを一般

的に「嘘つき」とい

いますが、これこそ

がブラック企業の

特徴です。

出向が「自分磨

き」のチャンス

だなんて．
．
．

びっくり！（＞

多 く のビジネ ス書や自 己啓 発本 では、 「
逆境 を楽 しもう ！」 「
人
生 は 一度 き り、行動 した者勝ち ！」と い ったポジ テ ィブな言葉が
頻出 しますが、 そ の著者 が真 っ当な形 で成功 した のだとすれば、
それ はあくま で、現状を客観的 に分析 し、適 切な行動を取 るため
に必要な思考 力や判断力が備わ って いたから です。 つまり、 こう
した フレーズ は、当 人が価値あ るも のとそう でな いも のを正確 に
見分け、取捨 選択 した結 果、事後的 に意味 づけさ れたも のであ っ
て、盲 目的 に何 も かも 「
ポジ テ ィブ 」 に捉え れば良 いと いうわけ
ではあ りま せん。 私たち の多 くが こ の部分を はき違え るため、ブ
ラ ック企業 による 「
搾取」 は止ま ると ころを知 りません。会社が
唱え る 「
共 に成長」「
仲 間と の絆」と い った美辞麗句を前 に、ど こ
か違 和感 を覚えながらも 「
意識 の高 い人間 であ りた い」と いう欲
求 のもと、違法労働 を受け入れ てしまう のが そ の典型 です。 こう
した内な る矛盾 の蓄積が時 と して過労自殺 のような惨事 に つなが
ります。
本音と建前を使い
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