第 21 回：人間には無限の実現力があるという。
本当なら ば、こ の“無 限の実 現力“ という 言葉 は“無限 の能力 ”と置 き換え た方が わかり
やすいと 思うの ですが 、私は 、あえ て“ 能力”とは、願 ったこ とを叶 える“ 実現力 ”で ある、
と定義し ます。 理由は 後述し ます。
さて、知 識に続 いて、 今度は “実現 力”の お話 ですが、 このお 話には 「自信 」と「 確信」
と「才能 」とい う３つ の言葉 の認識 が必要 にな ってきま す。
「自 信」と は、自 らが、その存 在
に気づく ことで ある。
「 自分に は能力 がある 。望 んだこと は何で も実現 できる 」とい うこと に
気づくこ とは、 自信に 満ちる ことで もある 。自 信に満ち ること は、他 人の思 惑はま ったく 無
関係です 。本人 が自分 自身で 本人を 評価で きた かできな いかだ けの問 題なの です。
「 やって み
よう、で きるに 違いな い」、と 行動を 起こす こ となので す。た とえ挫 折して も、自 信が揺 らが
なければ 、何度 でもや り直す ことが できま す。 この繰り 返しを やって 、寂し い人生 を送っ て
しまった という 話は、 いまだ に聞い たこと があ りません 。
ちなみに 広辞林 では、
「 自信」とは“ 何かを 成し 遂げた結 果にお ける本 人の評 価であ る。他
人の評価 や意識 は無関 係なの である”。また 、「 確信」と は“何 かを成 し遂げ た結果 を、本 人
が自らを 評価し 、同時 に他人 からも 評価さ れた ときの結 果とし ての、本人の 意識で ある”。さ
らに、
「才 能」と は“何 かを成 し遂げ た結果 や、その結果 の蓄積 におけ る他人 の評価 であり 意
識である 。才能 がある と言わ れた本 人の意 識は 無関係で ある” と、そ れぞれ 定義さ れてい ま
す。
さて、前 置きが 長くなっ てしま いまし たが、
「 人 間には無 限の実 現力が ある」と する根 拠は、
前の項で お話し した「 知識は 利用し てはじ めて 顕在化す る」と いう仮 説と関 係しま す。何 か
を実現す るため には、 何かを 実現す るため の知 識が必要 になり ます。 大切な ことは 気づく こ
とです。 そして 決して あきら めない ことで す。 人間には 無限の 実現力 がある と気づ き、そ し
て“願え ば叶う ”と信 じ続け 、願っ たこと を決 してあき らめな ければ 、その 願いは 必ず叶 い
ます。
これは必 然です 。但し 、その 願いが 、いつ 叶う かは悲し いこと ですが 偶然な のです 。自分
が生きて いる間 に叶う ことも あれば 、自分 の後 継者が次 の世代 で叶え てくれ るかも しれま せ
ん。その ために は、その 願った ことを より具 体的 に記録と して残 してお くこと が不可 欠です 。
願った本 人は、 既にこ の世に はいな いが、 願っ た本人が 書き残 してお いた記 録が引 き継が れ
ていけば 、いつ の世代 とは明 言でき ません が必 ず実現し ます。
人間が言 葉を繰 るよう になり 、そし て文字 を発 明して歴 史を残 すこと が可能 となり ました。
歴史は記 録によ って創 られて いきま す。前 述し た、人間 は誰も が均等 に、こ の世に 生まれ 出
でた時点 で既に 与えら れてい るとい う仮説 を受 け入れる ことで す。そ して何 でも実 現でき る
能力を持 ってい る、と 気づい たら、 その知 識の ひとつひ とつを 確認し ていく ことで す。し か
し、ここ で大切 なこと は＜確 認＞と ＜覚え る＞ とはまっ たく違 うこと なので す。
※ 次回 掲載 予定 ・・ ・ 第 22 回： まだ ある 、もう 半分 しか ない 。
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