




はじめに

この本を手に取っていただきましたこと、心より感謝申し上げ
ます。

あなたの会社の業績は伸びていますか？ 会社の雰囲気や人間関
係はどうでしょうか？ 同僚・部下・上司、あるいは関係会社の人
たちとも心を一つにして、目指す目標に向かって生き生きと仕事
ができていますか？
「もちろんです！」と胸を張って答えられる人は、残念ながら少
数派ではないでしょうか。

数年前、ある会社を訪れた時、私はとても不思議な感覚を持ち
ました。その会社では社員さん達がとても生き生きとして、明る
く挨拶をしてくれるのです。“やらされ感”ではなく、心からの笑
顔でした。

あまりに素晴らしい雰囲気でしたので、何人かの社員さんに「お
仕事、楽しいですか？」と聞いてみると、「この会社に入って、本
当に良かったと思っています」「仕事は忙しくて大変なこともあり
ますが、やり甲斐があります」ということを言われたのです。

社員教育が徹底しているのかと思ってさらに話を聞いてみると、
どうやら稲盛和夫氏の経営哲学である“フィロソフィ”を全社員
で共有していることがわかりました。

稲盛和夫氏の功績は、あらためてお伝えしなくても皆さんご存
じだと思います。たった 28 人の町工場だった京都セラミック（現 
京セラ）を、数十年の間に急成長させて、今日では売上１兆 5000
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億円を超える世界有数の優良企業に育てられました。それだけに
とどまらず、電気通信事業が自由化した際、第二電電（現 KDDI）
を創業され、さらに、二次破綻も必至と言われた日本航空（JAL）
をＶ字回復に導き再上場させるなど、その一つだけでも偉業と讃
えられるようなことをいくつも成し遂げてこられました。

その稲盛経営のベースになっている考え方は、書籍『生き方』
や『京セラフィロソフィ』などに著されている「人間として何が
正しいのか」ということ。利他の心が大切で、心を高めることが
経営を伸ばすことだと言われているのです。　

理屈っぽい人には、単なる精神論のように聞こえて、経営との
間に大きなギャップを感じるかもしれません。私自身、米国シカ
ゴにある大学で脳科学の研究者をしていましたので、科学的な根
拠がないと、どうも信じる気が起こりませんでした。

そんな私がある時、脳科学の研究事例を調査中に、とても興味
深い論文を見つけたのです。そこには、チベット仏教の僧侶が世
界平和や人の幸せを祈る時に、脳の活性が普通の人の数百倍にも
なると書かれていました。

人の幸せを祈っている時の心の状態が脳機能を変化させる。
ひょっとすると、稲盛氏が伝えようとしていることは、脳科学的
な裏付けがあることなのではないかと思うようになりました。

稲盛氏の著書『京セラフィロソフィ』には、「常に明るく」「利
他の心を判断基準にする」「私心のない判断を行う」といったこと
が書かれています。これが、人間の脳にどのような影響があるの
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か？ 私はさらに探求したくなり、世界中の論文を片っぱしから調
べ始めました。

すると、心が明るく前向きになると脳が活性化することや、利
他の心・無私の心を極めていくと、脳の活性が通常の何十倍〜何
百倍も高くなることなどがわかりました。

また、稲盛氏が言われている「経営 12 ヵ条」にある「事業の目
的・意義を明確にする 公明正大で大義名分のある高い目的を立て
る」「思いやりの心で誠実に」などについても、大義名分のある高
い人生の目的を持っている人の脳は健康が維持されるという論文
や、人の気持ちを推し量り、思いやりある行動をすると視野が広
くなる脳の回路が活性化するという論文などが次々に見つかって
きたのです。

特に驚いたのは、「集合知性（Collective Intelligence）」につい
てです。人々が心を一つにして同じ目的に向かっていく時、集団
としての知性が高まり、人類の叡智が発揮されるのです。この集
合知性によって、平凡な知性の人たちのグループが、天才知性を
持つ人よりもはるかに高いパフォーマンスをあげられることも、
近年の科学的研究から明らかになってきました。

『京セラフィロソフィ』の「大家族主義で経営する」「パートナー
シップを重視する」「ベクトルを合わせる」などは、まさに集合知
性が発揮された状態を表しており、稲盛哲学がなぜ人々の心をそ
んなにも動かすのか、理屈っぽい私も腑に落ちて納得することが
できました。

これら『京セラフィロソフィ』の脳科学的な裏付けについて、
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稲盛氏が主宰する企業家のための経営塾「盛和塾」や再上場を果
たした日本航空で講演をさせていただく機会がありました。すで
に稲盛哲学を学んでおられる参加者の方々からも、「これまで気持
ちだけで“信じよう”としていたものが、科学的なアプローチで
証明していただけて、とても腑に落ちました」「自分たちがやって
いることが、脳を活性化させていると思うと嬉しい」「社員のみん
なに伝えやすくなりました」など、数々の反響がありました。

フィロソフィを社内で共有する効果は経験的にはわかっている
けれどメンバーにうまく説明ができない経営者の方、もっと確か
な根拠があるほうが実践しがいがあると思っている方、科学的な
根拠がないために学ぶことにもためらいを感じている方、そのよ
うな皆様のお役に少しでも立てていただければという思いからこ
の本は誕生しました。

本書は、稲盛氏の講話や『京セラフィロソフィ（株式会社サン
マーク出版）』、『成功への情熱（株式会社 PHP 研究所）』から引用
したエピソードをもとに、それを裏付ける脳科学の研究論文を紹
介する形で構成しました。

全体の章立てについては、『稲盛和夫の経営問答　従業員をやる
気にさせる７つのカギ（日本経済新聞出版社）』の第 1 章の内容に
準じています。本書を読んで、もっと稲盛哲学を深めたい方は、
稲盛氏の書籍や講演から学ぶことをおすすめします。

稲盛哲学の素晴らしさに改めて敬意を表しつつ、本書を通して、
今まで以上に多くの方々が稲盛哲学に興味を持つきっかけとなり、
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人生に活かす橋渡しになれることを心から願っております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎一郎
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部下との信頼関係を築く!

1Chapter

Let's establish mutual trust with your members!

リーダーの何気ない言葉が
部下の脳にどう影響するか01. 18

信頼できるリーダーの下で部下は
能力を発揮する03. 26

感謝の気持ちを伝えると
部下のやる気が高まる02. 23

部下との信頼関係を作る
オキシトシンの効果とは04. 29

部下との距離を縮める
コミュニケーションとは06. 35

部下とパートナーシップを築くには
どうすればいいか09. 44

リーダーの真摯な心が部下の行動を変える05. 32

人を巻き込むリーダー力07. 38

部下と喜びを共有すると信頼関係が築ける08. 40
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惚れられるリーダーになる！

2Chapter

Let's become a leader who your members admire!

リーダーがどう接するかで
部下のやる気が変わる01. 52

「利他の心」を持つ人が
多くの人を惹きつける02. 57

脳の機能を最大化させる
マインドフルネスの力とは04. 65

チームの能力を引き上げる
脳のシンクロ状態とは06. 75

謙虚な人の脳に隠された
未来を予測する能力とは09. 84

マイナス思考は脳の働きを鈍くする03. 60

リーダーの思い込みが部下の才能を決定する05. 71

道徳心を司る脳の回路は失敗を回避する08. 81

セロトニンが不足すると復讐心が芽生える！？07. 78



仕事の意義を伝えて
部下のやる気をおこす！

3Chapter

Let's motivate your members by the significance of heir work!

仕事の意義を伝えることが
部下のやる気を高める01. 92

小さな成功の積み重ねで
部下のやる気が高まる02. 96

ストレスに負けない
優秀な部下を育てるには04. 102

リーダーがどう接するかで
部下の能力が決まる06. 111

プラス面に着目すれば継続が喜びになる03. 99

部下がついていきたくなるリーダーになる05. 107
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リーダーが描く未来のビジョンが
メンバーを鼓舞する！

4Chapter

Let's inspire your members by your future vision!

心に強いイメージをもつと
夢が実現するのはなぜか01. 117

真剣に相手の話を聞くと
心が読めてしまうワケ05. 130

メンバーをやる気にさせる
対話型リーダーを目指そう04. 126

ポジティブな会話は、
メンバーの脳にプラスの効果をもたらす08. 139

リーダーの率先垂範がメンバーを未来へ導く03. 123

イメージトレーニングで脳を鍛える02. 120

磨く努力さえすれば脳は高齢でも成長する06. 133

想像を超えた脳の柔軟性07. 136



ミッションを掲げて
メンバーの心を動かす！

5Chapter

Let's move the hearts of your members by the company mission!

お金による成果報酬では
部下のやる気は保てない06. 164

困難な状況を乗り越える
くじけない力を手に入れる02. 148

部下が目標達成するために
リーダーが心がけること03. 152

マイナス感情に流されない
幸せ脳を手に入れるには04. 155

苦しみを前向きに捉えて
ピンチをチャンスに変える05. 159

平均頭脳のチームでも
天才チームに圧勝できる！？07. 168

人生に高い目的をもつと脳機能が高まる01. 146
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フィロソフィーを共有する！

6Chapter

Let's share the philosophy with your members!

潜在意識の力を使うと
未来は思った通りになる01. 178

リーダーが発する言葉は
部下にどう影響するのか03. 186

信頼できる人かどうかは
日頃の何気ない言動から判断されている04. 188

部下をやる気にさせるには
リーダーはどう接するべきか05. 191

感謝の気持ちを感じると
組織に一体感が生まれる08. 204

『利他の心』を極めると
脳が高いレベルで活動する11. 216

誘惑に負けない意志力が成功を生み出す06. 195

小さな気のゆるみが組織全体の秩序を乱す09. 208

一緒にいる人のしぐさを人は無意識に真似る02. 183

人生を成功に導く『闘魂』とは何か07. 199

笑いが脳を前向きにする10. 212




