


ライフデザインコーチングの概要 

 

 ライフデザインコーチングとは、東洋哲理体系に基づく陰陽五行論の理論的学
問を根底に、西洋のＮＬＰ心理学に基づく神経言語プログラムを取り入れたコー
チングプログラムです。 

 “万物は陰と陽のふたつに分けられる”と考える陰陽説、“万物は水、木、火、土、
金の５元素の性質を持つ”と考える五行説の学問を基本に、大人になってから改め
て自分の人生と向き合うことから、健康や美容、暮らしや生活環境、人間関係、
仕事に応用のできる原理原則を腸内環境から深く学ぶ事で、本来の自分らしい幸
福感のあるライフデザインの循環を可能にします。 

 
 古来より、日本人の健康や食文化のある暮らしは、カラダやココロの在り方に
ついても独特な質を持ち、近代では独特な遺伝子を持つ民族であることも分かっ
てきました。また、腸内環境や発酵食についても、日本人にしか見られない特徴
も明らかとなってきました。現代の日本には、西洋からも様々な文化が流れ込ん
でいますが、独特な日本文化を維持しながら、他文化も柔軟に取り入れられる民
族は、世界の中でもとても珍しい存在です。日本人には素晴らしい多様性があり、
柔軟性と独特の智慧も存在しています。 

 

 ライフデザインコーチングの学問は、東洋哲理の原理原則の循環を基本に取り
入れながら、本来の自分らしい暮らしや人生を自由にデザインできる知識を身に
つけ、幸福感を高めるライフデザインにご活用いただけましたら幸甚です。 

 

腸内から健康で幸福感のある 

ライフデザインができる人を増やしていく 

 
 それが、わたしたち「ライフデザインコーチングスクール」の願いです。 
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ライフデザインコーチングスクール 
基礎理論 テキスト１ 

• ナチュラルで人間的な幸福感あるライフデザインへ 
 
 肩がこる、疲れやすい、熟睡できない、頭痛がする、便秘になる、肥満がある、体調がよくない・・・
私たちが体に異変を感じる時は、そこには何らかの原因が存在しています。イライラする、不安になる、
心配事が多い、気になる、気分が落ち込む、憂鬱になる、すぐに心が折れやすい・・私たちが心に異変を
感じる時も、そこには何らかの原因が存在しています。現実に自覚症状が表れているのに、「気のせい」
とか「たいしたことはない」として片づけてしまうクセが、私たち人間にはあります。ですが、心身バラ
ンスには、これから病気が始まろうとしている段階があります。そうした心身バランスの重要な岐路にな
る感覚を軽視することで、日々の暮らしが思わぬ方向へと進んでしまうことも起こります。 

 ライフデザインコーチングを紹介していく目的のひとつは、この地球上で今の私たちの生き方と意識に
多大な影響を及ぼしている、過去、現在、未来の一連の出来事や意識、そして健全な心身バランスの重要
性を、皆さんに認識していただく一助になることです。私たち人間は、今の自分の状況を心身共に理解す
ることで、新たな世界観の扉を開くことができます。自分自身が誰なのかを思い出し、自分の心身バラン
スが整ったとき、自分に与えられた天賦の才能をこの世に持ち出すことについて、勇気づけることは大切
です。それが真に、実生活に反映されたときには、物質世界を超える豊かさに出会える機会を、私たち人
間ひとりひとりは、常に大いなる自然界に与えられています。また講座の中では、数学的、科学的な根拠
も提示していきますが、私たち人間が自分の存在している世界の中で、一体性の一部であることを理解す
るためには、いかにして私たちはこの物質世界に誕生してきたかを証明する必要があります。古代からの
学問は、そんな謎を明らかに解いていく方法を教えてくれます。 

 日ごろの生活に気を配り、まずは食生活や生活習慣を根底から整えて健康管理をすることで、脳の左脳
や右脳の使い方にもバランスが生まれ、松果体が開かれて、生命エネルギーであるプラーナが、私たち人
間のカラダの深いところから流れることで、本来の健康体も現れていきます。体が健全な活動を起こすよ
うになることで、心に感じることや意識も健全になり、日々の暮らしも健康で元気に過ごすことができる
ようになります。ひとりひとりの人生は、日々の暮らしの積み重ねで築かれていきます。人生には様々な
出来事が起きますが、それに対して健全な健康体と判断力で、様々な選択をしていくことは、ライフデザ
インにおいてはとても大切なことです。ライフデザインの中で、とても重要なことを決めているのはあな
た自身です。あなたの選択こそが最も重要なのです。ひとつの判断や決断から、思わぬトラブルやハプニ
ングに巻き込まれることも起きるからです。私たちヒトには、もともと自己治癒力があって、たとえ病気
になってもそれに対する抵抗力が備わっていますが、直感的な意識が働くことで、トラブルに遭いそうに
なっても、回避できる能力も備わっています。ところが現代では、本来の自然治癒力や直感を退化させる
食生活や生活習慣が蔓延しており、ヒトに備わっている自然のチカラが弱まっている現実があります。自
分自身に備わる自己治癒力や直感を信じることができなくなっている人が増えて、日々の暮らしのなかで
体調を崩したり、精神的に不安定になったりしています。 

 この講座では、現代において病や判断の迷いが現れやすい状態ではない、心身バランスを整えることか
ら、本来の自己治癒力や直感力を活かせるライフデザインを学んでいきます。それはあなた自身が内側に
向かって、あなたにとってその情報が真実であるかどうかを判断していくチカラを取り戻していく過程で
もあります。あなたに備わっている本来の心身バランスを引き出していくことで、日々の暮らしあるあな
たの人生を、ナチュラルで人間的な幸福感ある人生へ整えていきます。本来のあなたらしい人生のために、
ライフデザインのベースを知り、深く理解したいと望む皆様へ、本来の自身の力を活かす有意義なライフ
デザインを楽しんでいただけますよう、この講座を贈ります。 

大切なことはいつだってシンプル。どうぞ今を大切に。 
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学習のポイント 

ライフデザインコーチングの学
習をスタートするにあたり、先ず
第一章では、東洋哲理の基礎
にもなっている整体観、陰陽説、
五行説といった「陰陽五行論」よ
り、自然の摂理について勉強し
ます。 

まずは自然観について学ぶこと
を中心に、学びを進めていきま
しょう。 
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第一章 古代の学問 

• 自然観と整体観 
 古代中国の約4000年前に『陰陽論』が発生し 

春秋戦国時代である2300～2200年以前に陰陽 

五行論の基本となる万象学が成立しました。 

唐の時代になると他国との文化が盛んになり、 

陰陽五行論もひとつの学問体系として確立し、 

発展することになりました。 

 

 陰陽五行論には、古代東洋人の「自然観」が 

存在しています。私たちの祖先である古代東洋人 

は、彼らなりに自然のありのままの姿を観察して、 

自然界の法則を掴むことができました。彼らは実際 

に目に見える形では存在しないものの中にも、共通 

した自然の法則が働いていて、人間生活に大きな 

影響を与えていると考えたのです。 古代東洋人が 

発見した自然界の法則、それを理論体系としたもの 

が陰陽五行論ですが、陰陽五行論の素晴らしいと 

ころは、古代人の集積した理論部分を、それが本物 

の自然界の法則であり、自然の姿であると証明する 

ことのできる様々な技法を考えたことです。また人間は自然の一部であるということから、病気に
ついても「病気をみず、人をみる」という特徴があり、人間の全身をまとまりとしてみることで、心
身バランスの健康状態を把握しようとするものです。各部位の症状や状態のみに捉われず、人
間をひとつのまとまりある個体としてとらえています。これを「整体観」として、また、こうしたまとま
りを指して「系」ともいいます。 

 

 自然界には、原子から宇宙にいたるまで数多の「系」が存在しています。古代東洋人は、人体
という系を「小宇宙」として、自然界という系を「大宇宙」としてとらえました。小宇宙は大宇宙の中
にあります。つまり人間は、自然界という大宇宙に存在する、自然界の法則に従う存在であるこ
とも説いています。古代中国では、この自然界の法則を学問体系として確立して「陰陽説」と「五
行説」のふたつにまとめて認識しました。 

 

 ライフデザインコーチングでは、これらの説を学び知ることで自然界を理解し、心身バランスを
理解することから、自ら心身バランスを自律して、自立できるライフデザインを学ぶことを進めて
いきます。まずは、基本となる『陰陽五行論』から理解することに努めていきましょう。 
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• 宇宙と人間 
 陰陽五行論は、自然界に住んでいる人間は 

自然と一体であると考えた分類学です。分類学 
の初めに『陰陽分類』があり、次に『五行分類』 

となっていきますが、陰陽五行分類の世界でも 

ある自然界は人類誕生以前から今日まで全く 

と言っていいほど変化していません。 

 陰陽五行論では、人間個人も小宇宙と考えて 

いますので、陰陽分類をして、目に見える部分と 

目に見えない部分とに分けました。目に見える 

部分を陽元気（肉体）、見えない部分を陰元気 

（精神）としています。陽元気の分野は漢方医学 

に活用され、陰元気の分野は運命理論となって 

います。 

陽元気はさらに分類されて、陽力（肉体表面）と陰力（内臓等の身体の内部構造）に分かれ、陰
元気もさらに分類されて、内気（人間の本能に立脚した宿命部分）と外気（人間の思想・精神部
分）に分かれていきます。ライフデザインコーチングの中では、こうした陰陽の基礎的な学問を学
んでいきます。 

 

 人間が生存するのに必要なエネルギーを「本能」と呼びます。その本能の根源はどのようなも
のがあるのでしょうか。本能には5種類の質があります。本能を目に見えない質であり、空間的な
ものと考えれば、五空間（五行）の世界でもあります。 

 本能のひとつである第一は『攻撃本能』、これに対し正反対にあるのが『守備本能』、そして『習
得本能』、習得する立場と正反対にあるものが『伝達本能』、これらの中心的存在となり、全体を
上手くコントロールしているのが『引力本能』となります。そしてこれらの五本能に『五徳分類』の
名称をあてはめますと、義徳（攻撃本能）、仁徳（守備本能）、智徳（習得本能）、礼徳（伝達本能）、
信徳（引力本能）の五徳分類に分かれていきます。 この五徳をもちまして、人間の所有する気
の範囲としています。 

 

 「医は仁術」「義を見てせざるは勇なきなり」等の言葉も五徳分類から生まれています。五徳は
地上に存在する人間であれば、多い少ないの違いはありますが、すべてを所有しています。 

五徳分類は天・地を分類した五行と同じことなのです。同じ五行で分類したからこそ、人間が天・
地（宇宙）の仲間入りができ、この思想は運命学なり仏教・儒教等で大いに活用されているので
す。人間本能分類手法で宇宙の仲間になれたのであれば、後は人間小宇宙体として考えても無
理がないことになります。これが古代東洋における『人間小宇宙論』となっているのです。 

 人間小宇宙論の思考方法を「融合思考法」と云います。大地の五行は見えますが、人間の五
徳は見えません。大地の方は土性が中心となり他の存在があります。人間の方も土性に相当す
るのが、信（引力本能）でなければならないでしょう。大地は火力（火性）によって生まれ、木性に
よって大地そのものが崩れにくくなります。これが後に学んでいきます『相生相剋論』となっていき
ます。五徳は人間に実に多くの事柄を教えてくれます。人間の引力本能は学び取った知性を、守
りの中で作り上げ、表現の力で社会に発揮することで増大することも教え、知恵だけでも、攻撃だ
けでも、人間の魅力は半減してしまうことも教えてくれます。 
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• 陰陽五行論の成立について 
 陰陽五行論では、人間がおかれているこの世 

における範囲を知ろうとしました。個人を直接観察 

することはせず、周囲の人々を観察していく方が、時に 

は正しい判断を促すことができます。このような解釈が 

後に、陰陽五行論の軍略五界となっています。この手 

法では、宿命、運命等が存在するのだと断言すること 

はなく、先ず人間の置かれた環境を観察し、徐々に観 

察の輪を縮めていき、人間の宿命を浮かび上がらせる 

方法をとりました。 宿命、あるいは運命と云えるものがないならば、環境から人間を観察して
行っても何も浮かび上がることはないでしょう。ところが、何かが存在するからそこに浮かび上
がってくるのであり、それが人間の宿命や運命と呼べるものではないかと考えたのです。 

 このような思考法で自然を観察していきますと、大地があり、天空があり、太陽があり、星があ
り、月があり、季節があり、冬には雪が降り、夏にはギラギラと太陽が照りつけています。そして
これらがなぜ存在するのかは、現代の科学ですら解明されておらず、その誕生の時については、
いまだ正確な答えが解らず、現状をそのまま受け入れているに過ぎません。 

 陰陽五行論を創り上げた古代東洋人たちは、人類誕生以前から宇宙が存在し、自然も存在し
ていたと考え、その自然こそが人類にとっては天より与えられた万人平等の宿命であると解釈し
たのです。『天を父とし、地を母とする』とした大きな思想は、人間が宇宙と大地との間に自然と調
和して生きる存在であることを語っています。人類の宿命がこの大自然に刻まれているものなら
ば、大自然の約束事や法則を細かく分類していけば、個人の宿命の謎も解けると考えたのです。
広大無限の大自然を分類するためには、より効果の高い分類をするために、先ず大自然を大き
く、天井の世界と地上の世界に分けたのです。第一番に観察しやすい天空世界に絞って自然観
察を行い、天空をある程度分類した後に、複雑で観察のしにくい地上世界を分類していきました。 

 天空分類とは、肉眼で観察できる五惑星（木・火・土・金・水）と太陽、月等であり、太陽の運動
法則から一年（約365日）を知り、歳星（木星）の運動法則から約12年周期を知りました。その後

に複雑な地上世界を観察していき、天と地の共通点から、歴術が発達していき、後の世で農耕な
どにも大いに活用されるようになっていったのです。 

 こうした古代人の自然観察の動きは、陰陽五行論に限らず暦を生み出す過程に共通してみら
れるようになったのです。 

 陰陽五行論の思考では、各五行世界はバラバラで、木質だけの世界、火質だけの世界等が存
在しているとしています。ですが、そのような種々の元素が集まって存在しているのは今上の世
界であり、人類の住む地球であると考えているのです。天上の土星が各位の星（四惑星）を包括
して、地上に天上の土星を再現していると考え、それが大地となり、大宇宙を箱庭的な姿で考え
ているのが、陰陽五行論の思考なのです。 

 宇宙論（天地の法則）を人間生活に組み入れることになったのが、『五行の相生相剋論』で、天
上世界の星々の配置と名称が、なぜこのようにつけられたのかは不思議なことですが、木星、火
星、地球（天にあって土星）、金星、水星と相生関係に並んでいます。 

8 © 2018 一般社団法人ライフデザインプランニング All Rights Reserved. 



• 陰陽説 
 陰陽論的思考は、中国で約4000年前に考えられていたよう 

です。陰陽分類は物事の分類の第一歩であり、全ての分類 

作業はここから始まっています。陰陽説とは、「自然界のあら 

ゆる事象は陰と陽の対立する要素で成り立つ」という考え方 

に基づいています。 

 宇宙（地球）には整体と動体があり、宇宙には天上と地上 

があり、一日には夜と昼があり、物事には裏と表があり、人 

間にも女性と男性が存在し、全ての事象が或る共通点を、 

ポイントとしてプラス（陽）とマイナス（陰）に分かれています。 

どちらが欠けても両方の生存が不可能な仕組みです。 

たとえば、月は陰、太陽は陽、地は陰、天は陽という具合で 

自然界はすべて陰陽対立と調和で成り立っています。 

対立しながらも、転化したり、バランスを変えたりしながら共存しているのですが、陰陽分類は特別な定
義が存在するわけではなく、何をどのように分類して行こうが、実は感覚的なものです。ですが、分類し
ていくものにはそれらを結ぶ共通点が必ずあり、共通点があるということが原則として使用されます。あ
る共通点から陰として分類を始めたのなら、最後までそのやり方を貫き通さないと意味がないものとなっ
てしまいます。 

こうした陰陽の関係は、以下の4つにも分けることができます。 

 

①陰陽対立（いんようたいりつ） 

 ひとつの事象には陰と陽のふたつの性質が宿る 

 男性と女性、昼と夜などの相反する二つの性質です。 

②陰陽互根（いんようごこん） 

 陰陽がそろってはじめて世界は成立する 

 一枚の紙のように、必ず表があれば裏があることで成立する相互関係です。 

③陰陽消長（いんようしょうちょう） 

 陰陽のバランスは変動する 

 陰陽バランスは常に一定ではなく、陰が強くなったり、陽が強くなったりしながら、力関係を変えていま
す。たとえば冬から春にかけては寒気（陰）は弱まり、温熱（陽）が強くなり、また逆に夏から秋にかけて
は温熱が弱まり、寒気が強まるなどしてバランスが変動しています。 

④陰陽転化（いんようてんか） 

 陰は陽に、陽は陰に変わる 

 一定の条件が加わることで、陰が陽に、陽が陰に転じます。たとえば、地の水分（陰）が蒸発して、天
の水分（陽）として雲になるなど、転化が起こります。 

 

 このように陰陽の世界は「流動する」流動的なものと考えられています。 

 また病気は陰陽のバランスの崩れから生じるとも考えられています。陰陽が不足することで起こる不
調を陰陽偏衰（いんようへんすい）と言われ、陰が不足することを陰偏衰、陽が不足することを陽偏衰、
陰陽の両方が不足することを陰陽俱衰（いんようぐすい）といいます。また陰陽が過剰になることで起こ
る不調を陰陽偏盛（いんようへんせい）といいます。陽が過剰なら陽偏盛、陰が過剰なら陰偏盛です。 
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• 五行説 
 古代東洋人は、地上における事物の元素（質）を 

探し当てることに着目して、種々の事物にも共通点、類似点が 

あり分類作業を進めていけば、必ず地上を構成している根本 

元素（質）に辿り着き、その根本元素が天上の世界においても 

証明されるに違いないと考えたのです。 

 地上には様々な事象があり、分類作業が行われました。 

天空の十二分類（十二次）の基準は最星ですが、天空の 

分類を地上に当てはめて証明するためには、地上にも 

天空と同様に基準を探さなくてはなりません。天空と地上 

の分類それぞれに共通点があれば、人間がその原理を 

活用したり、宇宙の法則として使用することも出来ます。 

 木星の天空分類は、1年を12か月で分類し使用しても 

無理がありません。ところが、火星（公転=1.88年）、土星 

（公転=29.46年）、金星（公転=0.615年）、水星（公転=0.24年） 

には無理があるため、木星の天空分類は、地上の分類と 

共通に使用しましても、宇宙の法則から外れることなく 

人間の生活リズムにとっても無理がないものとなります。 

地上であれ天空であれ、共通のリズムがあって初めて 

人間の生存範囲の真の姿がつかめるというのが根本的な 

考えになります。そのために天空分類と地上分類の基礎に 

おいたものをそれぞれに作り、互いに証明する手法を取って 

いるのです。 

 地上を分類していきますと究極的には全てが、木質、火質、土質、金質、水質でできたものの五種類
に絞られることが解りました。古代東洋人は、地上をどんなに探しても、もうこれ以上の元素（質）はない
と判断しました。これが古代東洋の五行分類であり、後の五行説となっていくのです。地上世界の五元
素は人類と共に存在しており、人間の体そのものにも五元素が含まれ、人類は無限の範囲に生存する
のではなく、五元素のある世界、五元素が与えられている範囲のみに生存できるという事になります。
地上で分類された五元素は、天上世界でも証明されなければなりません。すると天にも五惑星が存在し、
天の五分類と地の五分類の間には、偶然ではなく何か人間の生存を根底から支えているのではないか
と考えられるようになったのです。 

 さらに五行の「気」が人間の体に流れ、その状態や力関係が心身の健康状態を左右する大きな要素と
なっていることも考えられました。五つの気の流れはそれぞれ独立して存在するのではなく、相互に関
連し合っています。その関係は大きく分けて、互いに助け合う「相生（そうしょう）」（陽）、お互いに抑制し
合う「相剋（そうこく）」（陰）の関係があります。木は火を生じ、火は土（灰）を生じ、土は金（金属）を生じ、
金は水（水滴）を生じ、水は木を生ずるという、生かし合う相生関係があります。また反対に、木は土を
剋し（土の栄養分を吸い上げる）、土は水を剋し（水を濁らせる）、水は火を剋し（火を消す）、火は金を剋
し（金属を溶かす）、金は木を剋す（木を切り倒す）という、抑制し合う相剋関係もあります。 

 この相生と相剋のふたつの陰陽の関係についてバランスよく働いている状態が健康な状態です。 

 またこれまでの段階で、人類の生きる範囲も限定されたという事は、そこに定められた宿命の存在が
あり、天地のリズムとある範囲が、人類共通の宿命ということになり、個人にも当然のこととして、この五
行説の理論により、人間に宿命が存在することも証明されることになりました。 

  

木性 

火性 

土性 金性 

水性 

木性 

火性 

土性 金性 

水性 

相生（そうしょう） 

相剋（そうこく） 
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• 運命学 
 ライフデザインコーチングの学びの中では運命学についても学んでいきます。  

運命学という世界観は、つかみどころがなく、実態のない世界でもあり、果てしなく無限の世界で
もあるといえます。運命学はなにか複雑で、どこから手をつけたらいいのか分からない学問であ
り、迷信のようなものと思われている方もいるかもしれませんが、決してそのような複雑なもので
はなく、また迷信的なものでもありません。 

 現代では、残念ながら迷信的な占いで世間の人々をだまし、詐欺を働く悪徳な人物やグループ
が存在していることも事実ですが、ライフデザインコーチングでは、古代東洋人が遺した大切な遺
産である陰陽五行論について、大切に学んでいきます。 

 この学問は後世において、東洋だけにとどまっていることはなく、世界的に『東洋の思想・哲学』
として広がっています。日本は地理的に島国であるという状況から、歴史的にどのようなものであ
れ、多様化へ向かって一旦は吸収していく性質があります。日本に入ってきた時から学問におけ
る理論が伝わらずに、取り入れる人によって様々な形に変質されてしまう恐れも多分にありまし
た。ですが、陰陽五行論の世界観では、人間が立脚しているのは『宇宙（地球）である』という基
本原理が存在します。そのために、理論構成は宇宙と一体であり、人と宇宙が一体となって、宇
宙の動きそのものが人間の生（生きること）を創り出しているのだと考えられています。昔から東
洋に伝わっている運命学には、共通点が存在します。それは、『人間は宇宙の動きからは絶対に
離れることができない』ということです。つまり人間の動きは正に、宇宙の動きに起因しているとい
うことなのです。 

 世の中には様々な現象があります。人間には男と女がいます。善も悪もあり、物事には表と裏
が必ず存在しています。この世界にはきれいな世界もあれば、汚れた世界もあるものです。すべ
ての事象には、大なり小なり表と裏がつきものです。医学の世界では、基礎医学の分野と臨床医
学の分野に大別されますが、基礎医学に相当する分野が、陰陽五行論の学問部分であり静の
分野です。臨床医学に相当する分野が、陰陽五行論の実践部分であり動の分野になります。 

中国におきましては陰陽道が仏教や儒教、道教の思想部分に活用されています。 

 東洋では、歴術を発展させて、一部が思想・哲学的な世界に入り込み、現実の天空の世界から
離れてしまうことで分業の状態となり、暦を作る人、占いをする人（思想・哲学）に分かれてしまい、
占いをする人が科学的分野に入ることができず、無形の世界に入り込んでしまい、苦しみを味わ
う時代もありました。それに反して、西洋においては、歴術を発展させて、天文学世界に多大な貢
献をしていますが、今日の西洋占星術では、生年月日に基づいて詳細に実際の天空の星々と結
びつけて、天空の星配置を、即その人間の運命としています。 それに対して東洋では、実際の
天空の星配置には細かく作用はされません。東洋の陰陽五行論は、古代東洋人が築き上げてく
れた何千もの長きに渡っての人間の思想・哲学に結びついています。そのために西洋の占星術
とは比較にならない無限の活用方法があり、運命そのものを決して固定的には捉えていないの
です。もしもこの世に暦がなければ、社会生活は不可能となります。暦というと分かりにくいので
時間と捉えてみてください。社会のルールである時間がなくなってしまいますと、日常生活が送れ
なくなり、人と待ち合わせすることも困難になります。毎日の生活を暦（時間）と一体となって送っ
ています。その暦は宇宙の運動法則そのものです。この運動法則をうまく活用することで、宇宙
（大自然）を味方にすることも可能でしょう。ですが宇宙の運動法則を止めたり追い越したりしよう
とすれば、自然界が最大の壁となって立ちはだかるでしょう。この宇宙の運動法則を知ることは、
自然の世界を知ることでもあります。人間の「小宇宙論」で例えられる宇宙の誕生の瞬間が、人
間の生年月日となります。 生年月日とは、地上に生をうけたものに与えられる約束事です。西
洋でも東洋でも、天から与えられた時間から人間は逃れることができないという考え方で、一種
の宿命論であり、人間のスタート部分に関しては共通したものを見つめています。毎日毎日暦は
確実に変化していきます。ですが、いつどこで生まれたという約束ごとは、絶対に変化はしません。
このように暦は止まることなく変化して行っても、自分自身の生年月日は絶対に不変となります。 
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 暦は、宇宙の運動法則そのものですが、宇宙の運動法則といいましても、私たち人類が乗って
いる地球という宇宙に限っての法則となります。もし人類が、他の天体に移り住むことがあれば、
他の天体において生まれた人間は、その天体の生年月日をつけなければなりません。ですが、
ライフデザインコーチングでは、そこまで考える必要はありません。仮に他の天体に人類が移住
できたとしても、人類は現在の地球と同じ環境がなくては生命の存続が不可能な存在です。その
ことを陰陽五行論では、地球と同じ原子（後に五行の質に触れていきます）が存在していなくては
ならないと云っています。そのようなことから運命学では、地上に生をうけて与えられた生年月日
から読み解く学問となります。 

 西洋占星術では、最初の宿命論がその後もずっと流れが続いてしまい、改善改良ができないこ
とになっていますが、東洋の運命学では宿命論の部分ももちろん所有はしていますが、動の部
分（後天的な運命）で改良が可能とされています。陰陽五行論では、人間の宿命とその役割を知
り、後天運で改良を考えて、自己の持つ能力を発揮させようとしているのです。 

 

• 宿命・運命 
 ライフデザインコーチングで取り上げていく陰陽五行論では『宿命と運命』にひとつの定義を与
えています。 「宿命」は人間がこの世に生まれ「天と地の間に与えられた不変の生存範囲」と定
義しています。これは宿命とは、人間のある種の枠として捉えているからです。 

 人間とは生まれてすぐには何もなく、肉体のみの状態で、前世の記憶すらありません。父母を
与えられて、生年月日を与えられて、男女の区別を与えられています。これらの事柄については、
自分自身ではどうすることも出来ません。これを天から与えられた命とし「地上における与えられ
た不変の生存範囲」とします。宿命は自分で選ぶ自由はありません。同じ生年月日であっても同
じ環境を与えられているとは限らないのです。宿命と環境が一致するか否かが、後天的な幸運
や不運を左右する要素にもなります。 

 「運命」は「時間と空間における人間の生存行程」という定義をしています。宿命は与えられて
はいるが静止していて変化がないもの、運命は生存行程であり人間個人が自由に選ぶことがで
きるものになります。 自由に選ぶことができる運命には『動』があるということです。 宿命には
『静』、運命には『動』なのです。 

 大切なことは、学校、進路、職業、配偶者などを選んでいく場合、いくら自由に選ぶことができる
からといって、宿命を無視して選んではいけないということです。宿命を無視して選ぶという事は、
器を見ないでお茶を注いだり、器を見ないで花を生けたりすることとおなじように、違和感のある
ちぐはぐな結果が生まれてくるということになります。運命を整えていきたいと思うのであれば、宿
命を存分に把握して活かすことが大切になります。 

 この宿命と運命の定義の違いを根底において、今後のライフデザインコーチングの学びを進め
ていきましょう。 
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• 東洋医学（陽）と西洋医学（陰） 

 東洋医学（漢方）と聞くと、中国を思い浮かべる人も多いと思いますが、現在の日本で東洋医学として
広く認識されているのは、中国医学をもとに日本で独自に発達したものです。西洋医学が広まるまでは、
東洋医学が日本の主流の医学でした。西洋医学の歴史とは、ドイツ流医学でもあり、外科的治療や救
急救命医療、応急処置医療に優れた医療です。東洋医学から西洋医学へ、日本の医学の主流が変
わったのは、明治時代に明治政府が戦争を行っていた日本の富国強兵に西洋医学を必要な医学と考
えたからです。その頃は、戦争で負傷した兵士を助けるために、西洋医学は必要な医学だったのです。
そこで、ドイツ人のホフマンとミュラーに西洋医学の教えを乞いました。そのときに「東洋医学を否定して
西洋医学だけを唯一の医学とするなら教える」という条件が出されたそうです。それを明治政府が承諾
したときから、日本の医学は西洋医学のみを唯一の医学とするようになりました。 

 昔、中国でも同じようなことが起こり、医学が発達した時代があり、中国では、もっと医学の研究を進め
ていきます。その際に、症状と病巣が違う病気があることを発見しました。そこで、“これを追い求めて治
せ”という思想が現れました。東洋医学の歴史では、真に必要な医学とは『症状の出ている箇所』と『真
の病巣は違う』という“東洋医学”が必要と考えられて、600年以上前より始まることとなりました。600年
かけて書かれた医の哲学書『黄帝内経』には“治病必求於本”と書かれています。これは訳すと、“病気

を治療するにあたっては、症状や病気にとらわれず、その人の本質に向かって治療するように“という意
味です。西洋医学は、「鼻水が出れば鼻が悪い」「頭が痛かったら頭が悪い」など症状と病巣が同じと考
える分かりやすい医学です。 

 東洋医学と西洋医学の大きな違いは、人体をひとつのものとして捉えるか、様々なパーツの集合体と
捉えるかの違いです。東洋医学では、人体全体をひとつのものとして考えており、病気は「からだの不
調」がある部分に症状として表れていると考えるため、病気の原因はからだ全体の不調であり、からだ
全体の調子を整えることで病気を治療していきます。一方、西洋医学は容器の原因となっている部分を
見つけ、その部分に対処を施すことで病気を治療します。 

 東洋医学には『同病異治（どうびょういち）・異病同治（いびょうどうち）という言葉があります。東洋医学
ではその人のからだ全体を見て、症状の原因となる異常を判断するため、同じ症状であっても原因が異
なれば、その原因に対して治療が行われます。また、症状が異なっていても原因となる異常が同じであ
れば、同じ治療が行われることがあります。これは人によって持っている自然治癒力が異なるためです。
西洋医学は検査で判断ができる異常や手術を必要とする疾患、感染症などに強く、逆に東洋医学は検
査では判断できない不調や原因が分からないもの、患部がはっきりしない場合などに向いています。 

 これまで、自然界と人体は同じ法則のもとに成り立っているという東洋哲理の概念に基づいて話してき
ましたが、陰陽五行説では、自然界の五行である「木・火・土・金・水」を人体の内臓に応用することに
よって、「肝・心・脾・肺・腎」という五臓についても東洋医学では取り入れられて考えられました。五臓六
腑という言葉をよく耳にしますが、これは古代中国の自然哲学である陰陽五行説に由来しています。五
臓にもやはり相生・相剋関係があり、それぞれが関係し合ってバランスを保つことで、人体の健康は保
たれると考えられてきました。五臓の相生関係とは、いわば五臓の助け合いです。これは「肝は心を生
み、心は脾を生み、脾は肺を生み、肺は腎を生み、腎は肝を生む」と表現されます。つまり肝臓が正しく
機能すると、心臓は益々働きが良くなり、心臓が正しく機能すると脾が元気になる・・・という生かし合う
関係にあります。肝が心を生むという関係から、こうした相互関係は“母子”関係ともいわれます。一方
で、五臓には抑制し合う相剋関係もあります。五臓の相剋関係を「肝は脾に克ち、脾は腎に克ち、腎は
心に克ち、心は肺に克ち、肺は肝に克つ」といいます。肝の機能が高まりすぎると脾を弱らせ、脾の機能
が高じると腎を弱らせる・・という、相生とは相反する関係です。これらの要素の状態を調べ治療していく
ことが東洋医学の治療法でもあるのです。 

ライフデザインコーチングでは、西洋医学の消化管の学びから腸内ケアを取り入れ、体の循環や食生
活、生活習慣については東洋医学の学びを取り入れるなど、どちらか一方に頼り切るのではなく、双方
の良いところを取り入れながら学び、健康管理を整えていきましょう。 
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