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EQ理論と心情教育 

第 1 章 序論 

 時代が進むにつれて外的なものから内的なものへと関心が移りつつある。その中の一つ

に EQ (Emotional Intelligence Quotient：感情知能指数)というものがある。EQ の研究が

始まって約１５年が過ぎようとしている。EQ という単語はすでにビジネス界では大きく浸

透しているが、それには当然理由がある。それは EQ が人間の内面、感情に注目している

点である。本来ビジネスというものは一般的に産業理論や社会構造での理論を基に展開さ

れるものであると考えられている。しかし、実際にビジネスを行うのは人間であり、感情

により行動が左右されるため、如何に感情をコントロールするかが成功の鍵となっている。

EQ がどのようなものであり、我々の生活でどのように作用しているかを第２章の第 1 節で

紹介する。 

 第２節ではではこのEQ理論に対し統一思想から見た評価を論じる。EQは感情に着目し、

その動きを自らが客観的な立場で分析し、目的のために感情をコントロールするという基

本的な経路がある。感情コントロールは堕落し、本心と邪心の矛盾的な存在になった我々

がより本心の発露のまま行動できるようにする手助けをしてくれると思われる。また、横

的な関係を展開していくに当たっても、自身の感情を相手に合わせ、相手をやる気にさせ

るという点では評価すべき点である。しかし、EQ 理論だけでは心情文化世界を創建してい

くのには不十分な点がある。それは EQ 理論が決まった目標を達成するために自身の感情

をコントロールするが、その決まった目標が個人、もしくは会社のレベルであり、神の創

造理想という次元までに引き上げるためには、この EQ 理論に統一思想の内容が補充され

なければならない。 

 第３節では EQ 理論を教育で活用するために、日常生活の中でどうしていくことが必要

なのか、また統一教育論との関連について論述する。EQ を教育現場で活用していくために

はまず指導者が EQ の大切さを知る必要がある。そうすることで被教育者が日常生活でど

うすればよいのか、何に気をつければよいかを理解させることができる。また、教育にあ

たりまず必要なのは被教育者との信頼関係である。その信頼関係の上に教育というものが

成り立つのであり、当然、それは統一教育論でも同様である。また、この EQ は相手の能

力を引き出す力を持っているため指導者がこの EQ をまず習得することが望ましい。 

 第 3 章で本論文の結論を論述する。本論文では心情教育に EQ 理論が欠かせないもので

あり、さらに指導者を育てるのにも必要なものであること論述している。 

 

第２章 本論 

 第 1 節 EQ 理論の紹介 

 企業が要求する人材は常に‘能力のある’という単語が人材の前につく。少し前までは、

‘能力のある’の意味は‘学歴の高い’という意味であった。なぜならば、企業は‘一流

大学卒’であるならばそれ相応の‘能力がある’とみなしていたからである。しかし、昨
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今、この言葉が意味するものが変わってきた。その理由は、‘学力＝仕事の能力’という公

式がなり立たなく成ってきているからである。現在は‘学力のある’から‘創意工夫する

ことができる’に変わってきた。この変化の主な理由は、顧客が望むサービスが多種多様

であり、企業が全ての要望に応えようとする時、一つのマニュアルだけでは対応すること

ができない。そこで企業が人材に強く求めるものがマニュアルというアウトラインを遵守

しながら臨機応変に対応することができる能力である。 

 臨機応変に対応できるような能力を示す言葉に EQ (Emotional Intelligence Quotient：

感情知能指数)というのがある。EQ は IQ(Intelligence Quotient：知能指数)に対応した言

葉として用いられた。IQ が高ければ高いほど優秀な頭脳を持っているのであり、EQ の場

合は高ければ高いほど臨機応変に対応する能力が高いという事になる。 

 さて、この EQ であるが、これは元来臨機応変に対応する能力を表す言葉ではない。EQ

とは単語が示す通り、感情に対する知能指数である。では、なぜＥＱが臨機応変の対応能

力の高さを示すのであろうか。それは我々の行動が感情に大きな影響を受けるからである。

つまり、感情のコントロールがその人の能力に大きな影響を与えるという事である。例え

ば、気分が落ち込んでいる時、人は物事をネガティブに見る傾向がある。そんな時はネガ

ティブな事が起きる可能性を過大に評価し、ポジティブなことが起こる事を過小に評価し

てしまい易い。 

 本来個人の能力と感情は別物であるが、感情により行動が影響するという点から考える

と、当然、互いに密接な関係にあり、感情のコントロールが能力の発揮にとって重要な鍵

になってくる。そのような意味では IQ よりも EQ が重要である。IQ とはその人が持つ知

能の能力値を表すが、EQ はそれを発揮する際の発動能力値と言うことができる。つまり、

いくら IQ が高くても EQ が低ければ十分な能力を発揮することができないのである。逆に

IQ が低くても EQ が高ければ能力以上の結果を生むことができるのである。なぜならば、

EQ は自らの感情コントロールだけでなく、他人の感情にまで影響を与える能力にも結びつ

くからである。 

  

（１）EQ 理論の発祥経緯 

 EQ 理論は、現在のエール大学心理学部長であるピーター・サロベイ博士(Dr. Peter 

Salovey)とニューハンプシャー大学教授のジョン・メイヤー博士(Dr. John Mayer)によって

1990 年に‘Emotional Intelligence’という論文で発表された。 

 両博士がこの論文を発表するに至った理由は、アメリカ社会での成功に関して疑問点が

生じてきたからである。一般的にアメリカ社会はアメリカンドリームと言われるほど実力

さえあれば成功することができると考えられている実力社会である。この実力を兼ね備え

ているのは IQ の高い人物と考えられていた。しかし、成功した人物は必ずしも IQ が高い

人だけとは限らなかった。そのため成功には IQ 以外の要素があると考え、成功した人を対

象に IQ 以外で共通するものを調査した。その結果、成功した人は対人関係能力に非常に優

れているという共通点を見いだした。 
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対人関係で重要になってくるのが自己表現力と意志共有力である。これは自身の感情を

的確に伝達し、相手と協議しつつ、相手と意思を共有することで対人関係が成り立つ。二

つの根本には感情のコントロールが大きな要素になっている。的確に伝達するためには感

情的にならず、論理的に話さなければならない。また、共有するためには相手の同意、つ

まり意見の一致が必要になる。この意見の一致も感情的に納得しなければならない。よく、

‘頭では分かるが’と言う表現があるが、この状態は意志の共有にはならない。もし、こ

のような状態で、何らかの問題が生じると批判的や消極的な態度を取ったりすることにな

る。 

この共通点を具体的に言い換えると‘自分自身の感情の状態を把握し、それをうまくコ

ントロールするだけでなく、他者の感情の状態を知覚する能力に長けている’1である。本

来、ビジネス社会は経済理論を中心に動くものであり、‘個人の感情’や‘他者の感情’が

成功のための大きな要素になるとは考えられていなかった。これらの結果を心理学的見地

から構築されたのが EQ 理論である。 

 

（２）EQ(Emotional Intelligence Quotient)とは 

 両博士は EQ に対して次のように解説している。 

   

  －EQ とは 

① 自らの感情の状態を知覚する能力 

客観的かつ意識的に自己の感情がどのような状態であるかを把握できる能力 

② 思考の助けとなるよう感情を把握し、自ら感情を生み出す能力 

個々の感情が持つ特性(その感情は思考や意思決定などにどのように影響するか、

あるいは行動にどう反映するのかなど)を把握し、自らの置かれた状況に最適な

感情をつくり出す能力 

③ 他者の感情の状態や、感情に関する知識を理解する能力 

対峙する相手の感情の状態を読み取り、それが相手の中の言動にどう影響して

いるかを推し量ることができる能力 

④ 感情面や知的側面での成長を促すために、感情を調整する能力 

それらの感情を利用し、知的活動に生かしたり、よりレベルの高い感情を生み

出すために、感情の状態を管理したり、コントロールできる能力2 

 

としている。ＥＱは特別なものではなく日常生活で頻繁に瞬間的かつ無意識的に使われて

いる。この EQ の４種類の能力については後述するが、EQ は後天的要素が強く、誰でも訓

練次第でこの能力を高めることができる。 

 当初 EQ は IQ に相対するものとして考えられてきたが、実際に EQ と IQ の関係は EQ

 
1 高山直，『EQ こころの鍛え方』，東洋経済新報社，2004，p.16 
2 Ibid.，pp.18－19 
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が IQ よりも根本的なものである。ある人がどんなに素晴らしい能力を持っていたとしても

感情的に安定した状態でなければ、十分な能力の発揮はできない。逆に、モチベーション

を上げると普段以上の実力を発揮することができるということを考慮すると、IQよりもEQ

の方が根本的であり、より重要であるということを理解することができる。 

 

   （３）EQ を構成する４つの能力 

 我々は生活の中でＥＱを無意識的に使っている。ＥＱは 4つの能力から構成されており、

4 つの能力の相互作用により我々は対人関係を処理している。この 4 つの能力は互いに密接

に関係し、また循環的に作用している。各能力にそれぞれ担当する分野があり、それが一

つの流れとなって順次作用している。つまり、４つのステップで 1 サイクルとして構成さ

れている。各ステップを具体的に言うと、①感情の識別、②感情の利用、③感情の理解、

④感情の調整／操作である。 

私たちは日常生活のさまざまな場面で、一瞬のうちにこの４つのステップをたどって対

人関係を処理している。例えば、A さんが仕事のミスをした部下を大声で叱っている時に、

大事な取引先から電話がかかってきた。当然、A さんは冷静になって対応するはずである。

つまり、部下を叱っていた状況から取引先との電話と状況が変化するとほとんど無意識に

自分の感情を新しい状態に変化させている。これを上の４つの過程で説明すると、部下を

叱っている時、取引先から電話がかかってきた状況を判断し(感情の識別)、このままの状態

で対応するのは相手に失礼なので自分の感情を落ち着け(感情の利用と感情の理解)、気持ち

を新しく入れ替えて冷静に対応する(感情の調整／操作)となる。 

 では、この４つの能力を具体的に考察していく。 

 

① 感情の識別 

 感情の識別とは、‘いま、自分がどんな感情に支配されているか’或いは‘周囲や相手が

どのような感情の状態にあるか’を読み取り、知覚することをいう3。この能力は EQ の最

も基本的なスキルである。感情を正確に認識してはじめて次の段階に進むことができるか

らである。つまり、EQ を発揮する際のスタートは常に感情の識別からである。 

 感情の識別には二つの要素から成り立っている。一つは‘自分の感情を知ること’であ

り、もう一つが‘相手や周囲の人の感情を知覚し、識別すること’である。日本語に‘相

手の顔色を読む’という言葉があるが、これは識別ではない。顔色を読むというのは相手

の感情の違い(怒っているのか嫌悪しているのか)を判断することであり、識別はもう一歩進

んで感情の状態(怒りの起因要素)を知ることである。 

 自身の感情の識別はさほど難しくない。自分自身を客観的にどのような状態にあるかと

いうことを考えるようになればいまどんな状態なのかということを考えることができる。

しかし、相手や周囲の感情を知覚、識別するのは感情に対して常に意識しなければ、なか

 
3 Ibid.，pp.40－44；EQ ジャパン・ディビットカルーソ，『職場の人間関係をよくする EQ 入門』，

オーエス出版社，2002，pp.29－32 を参照せよ。 
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なかできない。なぜならば、感情の表れ方は十人十色である。例えば悲しいという感情を、

ある人は笑って表すこともある。また、ある人は涙を流すこともあり、またある人は唇を

ぐっと噛んで表す人もいる。だから、自分以外の人に対する感情の識別は相手の表情や性

格などでしなければならない。 

 

② 感情の利用 

 感情の利用とは、ある行動を起こす時にその場に最もふさわしい感情の状態に自ら持っ

ていくことをいう4。対人関係においては相手に共感する能力として表れる。共感するとい

うことは、相手の感情に合わせることであるが、この時注意しなければならないことは相

手の感情に引きずられないようにすることである。つまり、相手のプラス的な感情に共感

し、影響を受けて自らが奮起するような状態は問題ないが、相手のマイナスの感情に共感

し、自らもマイナス的な思考になってしまうと結果が大きく変わってしまう。相手がどん

な感情の状態にあってもプラスの方向に持って行くことができるような態度や感情の準備

しなければならない。また、感情の共感というのは相手の立場に立って考える事ができる

かということでもある。例えば消費者センターや企業のお客様センターなどに寄せられる

クレームに対処することである。相手のクレームにイライラしたり、感情が不安定な状態

であると、正しいクレーム対処ができない。そんなとき相手の感情に共感することができ

れば正しいクレーム対処の心の準備ができる。 

 

③ 感情の理解 

 感情の理解とは自分や他者にその感情がなぜ起きて、どのように変化するかを理解する

能力であり5、それを行うには二段階のプロセスが必要である。まず、感情の持つ特性を知

ることが第一段階であり、第二段階が感情と状況を結びつけることである。 

 感情が変化するのはさまざまな原因がある。うれしいことがあれば喜び、嫌なことがあ

れば悲しんだり、怒ったりする。つまり、感情は心の状態を表すバロメーターである。EQ

を遺憾なく発揮するためには、このバロメーターの意味を正確にしることができなければ

ならない。そのために第一段階として感情の特性を知ることが必要になる。 

 感情というものはほとんどの場合、複合した状態で生じることが多い。例えば、仕事で

失敗したときなどは、自分に対する悔しさや人に対するやるせなさや協力者に対する申し

訳なさなど同時にいろいろな感情を感じる。また、相反する感情が混在することもある。

例えば、よく‘期待半分、不安半分’といった表現で表せられるようなことである。また、

人により同じ状態でも現れ方が異なることもある。例えば、悲しい感情を表情に出す人も

いれば、それを隠すために元気良く振舞うなどである。そして、感情は常に一定ではない。

 
4 高山直，『EQ 心の鍛え方』，pp.44－48；EQ ジャパン・ディビットカルーソ，『職場の人間関

係をよくする EQ 入門』，pp.32－33 を参照せよ。 
5 高山直，『EQ 心の鍛え方』，pp.48－52；EQ ジャパン・ディビットカルーソ，『職場の人間関

係をよくする EQ 入門』pp.33－35 を参照せよ。 
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常に推移していくことも感情の特性である。例えば、怒りが対応によっては激怒に変わっ

てしまうこともあり、逆のこともありえる。 

 第二段階は感情と状況を結びつけることであるが、これは第一段階で得た情報を用いて、

より良い結果を導くためにどのような行動を起こせばよいのか、さまざまに想定すること

である。例えば、相手に対して、もし自分がこうすれば、相手はこうなるであろうと推測

することで最善の方策を導きだすことである。 

 感情の理解を具体的に表現すると、‘相手がその感情に至った理由や原因を、相手の言葉

や態度、そのときの状況、相手と自分の関係などから類推・把握し、自分が相手に対して

どのような対応をとれば相手の感情はどう変化するかを推測する6’ということである。 

 

④ 感情の調整／操作 

 感情の調整／操作は他者の感情に適切かつ効果的に働きかける行動をとるために、自分

の感情を調整したり、操作することを言う7。これは、感情の利用で得た情報(もしくは作り

出した感情)を感情の理解で選択した対応行動に移すことを言う。 

 例えば、Ａさんが会社の上司に新しい企画について報告しようとする時、当然Ａさんは

新しい企画を思いついたことにより、意気揚々とした気持ちで早く聞いてもらいたいとい

う気持ちでいっぱいである。しかし、上司の方を見ると他の部下に対して大声で怒鳴って

いる状況である。この時、Ａさんが感情の識別により上司の感情および自身の状態を認知

し、感情の利用で現在の状況で自分の話を上司にしても正確に認知してもらう事ができな

いと判断し、早く聞いて欲しいという感情を抑え、感情の理解でもし自分が上司の立場で

あるならばそのような状態の時に話を持って来られても正確に判断することができないで

あろうと思い、感情の調整／操作で、今話を持っていくのは得策ではなく、もう少し間を

おいて、上司の感情が落ち着いたのを見計らって行こうと留まるという判断を下すという

ことである。 

  

 （４）実生活と EQ との関係 

私たちが無意識の内に行っている対人関係への判断は誰でも EQ を使っている。上述し

たように EQ は４つの能力によって構成されており、これが密接な関係を保ちながら発揮

される。高い EQ の持ち主とは、EQ の各能力の高さも重要であるが、４つの能力のバラン

スが良い人のことをいう。バランスが悪いとさまざまな面で人からの評価が変わる。例え

ば‘感情の識別’の能力が低い人は周囲の空気を読むことができない。この能力が低い人

は人の気持ちが読めないため相手がどんな状態であろうがお構いなしに物事を進めようと

する。また、自分が周りにどう思われているかに気づかないため、知らず知らずのうちに

周囲から浮き上がった存在になってしまうような場合が多い。 

 
6 高山直，『EQ 心の鍛え方』，東洋経済新報社，2004，p.50 
7 Ibid.，pp.52－54；EQ ジャパン・ディビットカルーソ，『職場の人間関係をよくする EQ 入門』，

pp.35－37 を参照せよ。 
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 ‘感情の利用’の能力が低い人は自分をモチベートしたり、相手に同調することが苦手

である。また、他者に共感したり、相手の立場で物事を考えることが少ないため、ややも

すると周囲からは自己中心的とか自分勝手と見られることが多くなる。 

 ‘感情の理解’が弱い人は自分の言動によって相手や周囲の人がどういう感情になるか

がわからない。そのため、普段は部下に対して厳しい態度をとりながら上司が現れると急

に調子よく愛想をふりまき、部下から軽蔑の目で見られたりする。あるいは周囲の感情を

考慮せずに不用意な発言をすることで、嫉妬や反発を買うといったことにもなる。 

 ‘感情の調整’が苦手な人は相手や周囲に対する働きかけに問題がある。このため、よ

く周囲の人とぶつかったり、軋轢を起こしがちになる。また、自分の生身の感情をそのま

ま言動に出しやすく、極端な場合はすぐにキレるといった行動につながり、周囲のひんし

ゅくをかったりしたがちになる。 

 ピーター・サロベイ博士とジョン・メイヤー博士は「EQ は遺伝などの先天的要素が少な

く、教育や学習、訓練を通して高めることができる能力である」8としている。どんな人で

も意識次第で EQ を高め、バランスを良くすることができるのである。 

 では、EQ を高めるためには何が必要かと言うと、第一に感情の大切さを知り、感情に注

目することである。それにより感情に賢くなり、自分や他者の感情をより深く認識するこ

とができる。次に大切なことは自身の EQ を知ることである。EQ は感情の識別・感情の利

用・感情の理解・感情の調整の４つの構成能力を循環的に発揮することで機能する。また、

互いが密接な関係を持っており、常に互いを補完しあうように連携している。例えば、自

分の感情を識別できなければそれをコントロールすることができない。だから、EQ もバラ

ンスよく発揮されることが重要になる。自分の EQ のバランスを知ることで自分に不足し

ている能力を知り、訓練すればよいのである。9 

 

第２節 統一思想から見た EQ 理論に対する評価 

（１） 高く評価されるべき点 

EQ 理論が評価されるべき点は自分の感情を(より大きな目標達成のために)コントロール

しようとすることであり、さらにそれが相手の能力を引き出す結果として表れることであ

る。 

 統一原理によると、堕落した人類は心と体が統一された状態ではない矛盾した存在であ

るという。堕落していなかったならば、心と体が統一された状態、つまり本心(良心)の発露

のままに行動することができていた。堕落の結果、本心の発露のままに行動することがで

きず、ある時は本心の作用が強く本心の発露のままに行動することができ、またある時は

邪心の作用が強く本心の発露のごとく行動できず、自分本位の感情を優先した行動をして

 
8 高山直，『EQ 心の鍛え方』，p.59 
9 EQ の各能力を向上するためのポイントや訓練の仕方などは高山直，『EQ 心の鍛え方』，pp.84

－216；EQ ジャパン・ディビットカルーソ，『職場の人間関係をよくする EQ 入門』，pp.74－188

を参照せよ。 
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しまうことがある。 

 例えば、電車などで年配の方が乗って来た時、‘あ、変わってあげよう’と思うが、すぐ

その後に、‘でも自分も疲れているし、誰かが変わってくれるだろう’という思いが湧く。

この時、本心の作用が強ければすぐに変わるが、そうでない場合は後者のように変わらな

いということになる。人間は常に本心と邪心の葛藤で苦しんでいる状態にいるのである。 

 この本心と邪心の作用を左右する要素の一つが感情である。なぜなら、上述したように

感情は人間の行動に大きく影響をあたえるからである。感情の状態がよければ本心の作用

を強めることができ、感情の状態が不安定であるならば本心の作用が弱まる。我々が心と

体の統一された理想状態を目指す時、感情のコントロールが大きな鍵になる。そのような

意味でこの EQ が高く評価されると思われる。 

 また、感情とは心の機能の一つである情（喜怒哀楽）が外的に表れたものである。その

感情を表現すること自体は間違っていない。しかし、人類が堕落したために感情表現の多

くは自己中心的なものが多く、他人に対する配慮がない場合が多い。そのため、堕落によ

り失ってしまった愛による横的関係を築くことができない。 

 しかし、EQ は自分の感情をコントロールする事により、相手との信頼関係を構築するこ

とができるという点がある。横的関係とは対人関係であるが、それは信頼関係である。そ

の信頼関係を失ったことが堕落の結果でもある。信頼関係で繋がっていなければどんな関

係も成立しない。信頼関係の根本は意志の共有である。先に述べたように意志の共有には

相手に対する先入観を捨て、対等な立場で話を進める事が大切である。特にアベル・カイ

ンの関係にある場合、どうしてもアベルはカインに対して上の立場という意識を持ってし

まう。しかし、統一原理を見るとどこにもそのような内容は記載されていない。アベルは

より天に近い位置であり、アベルとカインは兄弟で、神から見た立場は同等である。こう

考えると EQ が牧会に大いに力を発揮することができるのは理解できるであろう。 

 さらに、昨今の新聞の紙面をにぎわせている内容を見ると、犯罪の多くが精神的な幼さ

と感情的なコントロールができないことが原因であると言われている。そのような点を考

慮すると、今後この EQ 理論が企業でだけでなく、教育界でも導入されていく必要がある。

特に、青少年の育成に関して多大な貢献をすることは間違いないだろう。なぜなら、現在、

学校の生徒指導で最も問題になっているものの大部分が、親子関係や人間関係などの対人

関係を上手にできないことが原因となっているからである。 

 

（２） 補充されるべき点 

 統一思想によると、人類が今後目指すべき対人関係は真の愛にあるものでなければなら

ないと言う。真の愛による関係とは神の愛、つまり神の心情を中心として成り立つもので

ある。EQ は人間関係の中心である感情の動きを見ることで構成されているが、この感情の

中心は個人である。EQ に神との心情関係という概念が補充されることにより、今後理想と

する心情文化世界を形成するに助けになるはずである。 

 人類は堕落により神との縦的な心情関係と横的な心情関係を失った。神との縦的な心情
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関係はメシアを通じて回復していくのだが、これは各個人によってなされなければならな

い。これは自身の感情をそのまま神も感じているという情の共有である。EQ の理論にこれ

が補充されれば、自らモチベーションを上げる時に、自己中心的な目的ではなく常に公的

な立場で物事を取り組む意識を持つことができる。そうすることで、神の心情を中心とし

た世界の創建が可能になる。 

 また、EQ の能力を高めていくためにはさまざまな感情を知ることが必要であり、それ

で他人の感情の動きを理解していくことが大きなポイントであるとしている。統一教育論

の教育理念は人間をして神の似姿にすることであり、そのために必要なものが心情教育で

あるとしている。この心情教育は神が人間を愛するように万民や万物を愛しうるような人

間に育てることであるが、そのような人間に育てるためには神の心情を体恤するようにし

なければならない。しかし、EQ 理論はあくまでも横的関係の次元であり、神と人間の縦的

関係にまで至らない。そのような点で今後 EQ 理論に神の心情を理解させる内容が必要で

ある。 

最後に相手に共感するときに注意が必要になる。なぜならば、相手の気持ちに共感して

どうしても情的になってしまうと、正しい判断ができなくなることがある。よく女性が信

頼のおける男性に個人的なことを相談し、そのままずるずると二人の関係が深まってしま

うことがよくある。ミイラ取りがミイラになるといわれるが、それは相手の気持ちに共感

するが、正しい判断ができずに情的に流れてしまったためである。相手の気持ちに共感す

ることは重要であるが、判断するとき、自分の視点と気持ちで判断してしまうと上述した

ことになりかねない。やなり、判断の基準は常に神の心情を中心として見ることができる

ようにならなければならない。 

 

第３節 EQ 理論を教育で活用する方案 

 EQ 理論を教育の分野で活用するためには、EQ の特性を理解しなければならない。EQ

の特性は先に述べたように、感情のコントロールである。感情コントロールはどの分野に

おいても重要な内容である。なぜならば、感情コントロールはコンピューターで言うＯＳ

にあたる部分であり、全ての土台的な部分に相当するものである。統一思想で言う教育論

は根本的な教育論であるため、この EQ の理論が加わればより具体的な教育論の構築に役

立つであろうと思われる。 

EQ は日常生活の中で行うことであり、日々の積み重ねの中で向上されるものであるため、

教育の分野で活用するためには、まず指導者の立場にあるものが、感情の大切さを知るこ

とであり、被指導者の日々の心の状態と動きを理解してあげるところから EQ の指導は始

まる。 

 EQ による教育の第一段階は感情を意識することから始める。これは自分自身だけでなく

相手や周囲に対して行うものである。具体的には気持ちの表現法や心の状態を表す言葉を

覚えたり、感情の因果関係を考えたり、ネガティブな表現を使ったりなどである。また、

周囲に対しては人の表情の特性を知ったり、聞く癖付けや話し方から感情を読み取ったり、
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ノンバーバルスキル10を鍛えたりすることである。 

 第二段階としては日常生活の中の行動を少しずつ変えていくことで心を鍛える事である。

普段しないことや苦手意識のあることから始めることである。例えば、ありがとうを 1 日

10 回言うや励ます言葉を使う、大きな声で挨拶、ほとんど会話しない人に話かけるなどを

することである。その際、必ず自主的に進めることができるように心の面のケアが必要に

なる。これには EQ が必要であり、またコーチング11というスキルが必要になる。 

 統一教育論は子女をして神の似姿に教育することであり、具体的には心情教育・規範教

育・主管教育が必要であるとしている12。この中でも特に心情教育(神が万物を愛するよう

に子女が万民・万物を愛することができるように育てるために必要な教育)が重要である。

しかし、堕落により自己中心的に考えるようになったため、EQ 理論を通じて相手の立場に

立つことを学ぶ必要がある。また、EQ は相手の感情を理解し、共有することで相手の気持

ちを前向きにさせ、その人の最大限の能力を発揮するようにすることもできるので、個々

人の個性や創造性、独自性などのさまざまな能力を伸ばすことができる。これはそのまま

心情文化世界の創建につながる。また、これは指導者に必要な指導力や先見性につながる。 

 

第 3 章 結論 

 能力の発揮と感情が密接な関係あることを理解すれば、個々人の能力を伸ばすための教

育で必要なことは、まず感情のコントロールの仕方を知ることが重要であると誰でも気づ

くであろう。パスカルが人類に対して‘人間は考える葦である’と言ったように、考える

力を持っているから人間であるが、その能力を発揮するためには‘気持ち’が先立たない

と発揮できない。そのような意味で EQ 理論が教育分野だけでなくあらゆる分野で有効で

あり、我々が目標とする心情文化世界の構築に大きな助けになると思われる。 

 教育には大きく分けて二通りの考え方がある。一つは過去を知り現在を学ぶことと現在

を知り未来を学ぶことである。知識教育は前者であり、後者は個性をのばす情操教育13であ

る。EQ は後者に属し、現在の学校教育の問題の一つである心の教育やしつけの問題に大き

く役立つと思われる。 

 また、統一教育論を具体的に構築していくにあたって EQ という概念は除外することが

できないと思われる。なぜならば、統一教育論の第一段階が心情教育であり、心情教育を

通じて自身のコントロールができるようにならなければならないからである。 

私は、EQ が感情コントロールを通じて自身の人格形成を進めると同時に他者との信頼関

係を構築し、他者の能力を引き出すことができるものであると確信を持っており、今後さ

らなる研究を進め、統一教育論の体系化および構築に力を注ぎたいと思う。 

 
10ノンバーバルスキルとは言葉以外の動作やしぐさ、表情、視線などによるコミュニケーション

表現力のことをいう。 
11コーチングとは、答えを本人に悟らせるように対話を重ねていく指導方法である。 
12李相憲，『統一思想概要』，統一思想研究院，1991，pp.222－240 を参照せよ。 
13知識に対して、感情や情緒を育み、創造的で、個性的なこころの働きを豊かにするための教育、

道徳的な意識や価値観を養うための教育 


