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脳には可塑性があり、それは生後 33ヵ月で最も大きく 10歳前後で下り坂 

ー豊かな脳を育てる食事の大切さーより 大島 清（京都大学名誉教授）  月間保団連 ２

００５No.876 

 

赤ちゃんの感覚の発達の中でも聴覚というのは、神経回路が妊娠 30 週でできている。ただ

し伝達神経は裸電線だから、それに情報が洩れないように絶縁物を貼り付ける。髄鞘という

絶縁物を貼り付ける。生まれたとたんに聴覚は、発動し始める。そして、30週目頃から母親

の声を知る。そうすると、生まれて片っ方から母親の声、片っ方からほかの女性の声を聞く

と、「○○ちゃん」と呼ぶと、母親のほうを向くということもわかっている。あとの味覚と

か嗅覚とか触覚、いわゆる動物性感覚といわれているものは、生まれてただちに使えるよう

になる。羊水の中に浸かっていても準備はなされている。いちばん遅いのは視覚だ。視覚の

神経回路ができるのは 3 歳のとき。3 歳のときに急速に視覚が出来上がると、今度はそれま

でずっと語りかけをしていると、急速に言葉をしゃべるようになるのもそのためだ。視覚が

言葉をしゃべらせるということがある。 

難しい言葉を、皆さんに突きつける。「脳の可塑性」という言葉。これは英語でいうと、プラ

スチックのように弾力があるという意味で、plasticityと呼んでいるが、つまり、私たちは粘

土がやわらかいときはどんな形にもつくることを知っているが、その粘土のやわらかみが

あって弾力があるということ。そして、それは少し固くなると、時間をかけて形をつくらな

い。そして固まってしまうとどうなる？固まるとどうやっても駄目。しかし大事なことは、

その粘土を水の中に漬けておくと元に戻る。つまり、痴呆性老人になっても、水をつけると

いうような介護の仕方をすると、またよくなる人も中にはいる。そういうことで、外からの

バランスのとれた刺激に対して、脳はソフトに反応してシナプス、シナプスというのは神経

細胞と神経細胞をドッキングさせているつなぎ目。シナプスが増えると、神経回路も増える。

これを「脳の可塑性」と呼んでいる。これは非常に大事なこと 



 

図 4 は脳の可塑性の 100 歳までの図。20 世紀のいちばん最後の 12 月に、国連で大会があ

った。国連の中の小さい組織、育児幸せ協会というのがあって、それが白書を出した。それ

は、オギャーと生まれた人間がどのような人間になるか、生後 33 ヵ月で決まるという、シ

ョッキングな報告だった。可塑性に時間がかかるようだったら、10歳以降、可塑性は鈍って

いく。それまでの最高は、やはりなんといっても 33ヵ月だ。しかし、10歳ではほとんど大人

並に決まっていく。大切なことはゼロになるのではない。そして、呆けても粘土を水に入れ

るようなセラピーをやれば、元へ引き返すことができることもあるということ。この曲線は、

世界の人々に大きなショックを与えた。 

しかし焦ったお母さんは、もう 10 歳過ぎたら駄目だと思いがちだ。でも時間がかかっても

よろしい。たとえば、5 歳のときに父親にレイプされて、それを口に出せない。気持ちをす

っきりさせることもできずに 20歳になり、25歳になって結婚し、そして子供が 2 人生まれ

た。しかしその人は 30 歳を過ぎたころにうつ病になった。これは小さいころから引っ下げ

てきたいまわしい誰にも言えない思い出というものがある。ごのとき、5 歳のときにそうい

う事実がわかれば、たちまちここでいろいろ指導.していけば何とかなる。この脳の可塑性

の高いときに癒されるかもしれない。しかし日本の文化というのは、そういうようになって

いなくてひた隠しに隠す。現在 35 歳から 45 歳の人がたくさんうつ病にかかっている。と

いうことは、挙げたこの一例と似たようなことがあったのではないのか。たとえば暴力を振

るわれたとか、食事を制隈されたとか、そして大人になったと。脳の可塑性というのは、脳

を形づくっていく上できわめて大切な要素だ。しかし、10 歳以後、なぜ 10 歳というのが大

事かという話に入ると、10 歳からつづく 10 年間は、脳やからだの発達から考えると思春期

に入るということ。思春期に入るということは、いろんな問題を抱えることになる。そうい

うことを含めて 10 歳で終わりだというのではなくて、10 歳以降は時間をかけていろいろ相

談にのるという心構えが大事だということで、10歳以降は知らんぞ、と、切り離してはいけ

ない。 



人とコミュニケーションをしない脳は鈍化する 

脳はさまざまな刺激を受けて活性化するものです。人と会話することも、大切な刺激のひとつ。

人と会話するとき、脳は非常に活発に働いています。話を聞き、その言葉を理解し、話す言葉を選

んで発声する。会話をしているうちに、いろんな感情も生まれるでしょう。これらはすべて脳の

働きによるものです。  

運動性言語野、感覚性言語野、聴覚連合野、角回、小脳など脳の数多くの部位が働いて、人は会話

することができるのです。逆にいえば、人と会話をしない人の脳にはこうした刺激が与えられま

せん。すると脳は確実に鈍化していきます。誰もが忙しい現代、人と人との関わりが希薄になっ

ていると言われます。家庭でも家族揃って食事をする機会が減り、孤食化が進んでいるようです。 

食事は、楽しく会話をする場として最適です。脳の活性化のためにも、まず家族揃って食事をす

ることからはじめてみてはいかがでしょうか。また、口臭や歯並びを気にする人が増えていると

いいます。なかには気にするあまり、人と話すことに消極的になってしまう人もいるようです。

これも脳を鈍化させる原因となります。 

このように食生活や歯の健康と脳は深い関係を持っています。歯の健康を保ち、食生活を見直す

ことは、脳の活性化につながるのです。 

（出典 京大名誉教授 大島清） 
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脳にとって睡眠は非常に重要な意味を持っています。 

なかでもとりわけ大切だと思われる働きが脳の掃除です。なにを掃除するかというと、それ

は昼間の間に蓄積した老廃物です。 

昼間もこの掃除は行われているのですが、それだけでは除去が間に合わないため、睡眠とい

うまとまった時間でのクリーニングが必要になるのです。 

この老廃物はアミロイドβ（ベータ）と呼ばれるタンパク質で、研究によりこのアミロイド

βが長期的に脳内に蓄積すると脳にダメージを与えることがわかっています。 

アルツハイマーなどの脳疾患のリスクを引き上げる可能性もあるようです。 

 

脳は頭蓋骨の中で脳脊髄液という液体に浸かって保護されています。 

この液体は一日の中で何回か入れ替わります。その古い脳脊髄液が排出されるタイミング

で老廃物も一緒に除去されるのです。 

つまり睡眠中は脳のメンテナンス時間でもあるというわけです。 

そしてさらに「記憶」にとっても睡眠は切っても切れない関係にあるのです。 

 

ぐっすり眠っている間も記憶のために一生懸命働いてくれている場所よくご存知の記憶の司

令塔、あの「海馬」です。 

記憶にとって睡眠は欠かせない工程です。 

昼間のうちに頭の中にバラバラに入ってきた情報を睡眠中に海馬が整理しているのです。 

この整理の作業を経たものが記憶として定着する仕組みになっています。 

その整理の作業ですが、よく例えるのがジグソーパズルです。 

バラバラのピースとして入っている情報を海馬があれでもないこれでもないと整合性をと

りながら組み立てているようなイメージです。 

そして、きちんとした絵として完成した情報が晴れて記憶として残ることになるのです。 

 

逆に頭に入れた情報もこの工程をとらないと記憶として定着しないことになります。 

学生時代、徹夜をして一夜漬けで試験に臨んだ経験はありませんか。振り返ってみると、次

の日の試験まではなんとか持った記憶も試験が終わった途端あっという間に消えてしまい

ました。つまりはこういう理由だったのです。 

 

また、この睡眠に入る前の１～２時間は「記憶のゴールデンタイム」と呼ばれています。 

要するに勉強で言えば暗記ものなど、何かを覚えるのにこの時間帯が最適と言われていま

す。 

その理由も先程のジグソーパズルを例に考えてみると納得できます。 

寝るだいぶ前に頭に入れたパズルのピースは時間が経ってしまったためにあちこちに散ら
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ばっています。それを拾い集めて組み立てるのは海馬にとって大変な作業です。もしかした

ら何個か見つからないこともあるかもしれません。 

 

それに対して、寝る直前に入れたピースはまとまってそこに置いてあるのです。 

非常に効率良く組み立て作業が出来るため、漏れなく記憶できるというわけです。 

 

それではこれほど脳にとって重要な睡眠。いったい最適な睡眠時間はどれくらいなのでし

ょうか。 

 

遺伝的に短時間睡眠が可能な一部の人たち（ショートスリーパー）を除いて、一般的に心身

ともに充足するためには７～８時間くらいの睡眠を取る必要があると言われています。 

 

また訓練で短時間睡眠に慣れるということもないようです。 

良い睡眠のためには眠りが深い状態に入るまでにいくつかの段階があって、さらにそのサ

イクルも何回か繰り返す必要もあるため、論理的に訓練で短時間睡眠が可能になることは

まずないと思います。 

 

最後に質の良い睡眠とるためのヒントをいくつかご紹介したいと思います。 

 

・寝る直前までテレビ、PC、スマホなどを見ることは避ける。 

画面から出るブルーライトは睡眠による疲労回復を妨げます。 

・コーヒーなどに含まれるカフェインの摂取も寝る数時間前からなるべく控える。 

やはりカフェインには覚醒作用があるので。 

・寝酒をする人の話もよく聞きますが、やはりアルコールも睡眠の質を下げてしまうので 

避けたほうがよいようです。 

・眠りに入るタイミングは毎日同じ時間をキープしたほうがよい。 

これは体内時計を狂わせないため。 

 

「スマホやネットから離れる時間」 

 

スマホ中毒が社会的問題になっています。 

朝から晩まで、酷い時は夜中目が覚めても、スマホを見ていないと気が気でないのです。 

睡眠障害やスマホ老眼、ストレートネックなど、子どもも巻き込んで健康被害も深刻です。 

スマホによって時間的にも精神的にも意識的にも無意識的にも集中力が削がれている人が

少なくありません。まさに脳がスマホにジャックされている状態です。 

《参照》 
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2019 年のビジネス書大賞をとった『AI vs.教科書が読めない子どもたち』という本です。 

こんな変わった表題の本が 30 万部近く売れているということで、なぜかと思い実際に読ん

でみると、じつに興味深い内容でした。 

 

 著者は新井紀子さんという、数学者であり AI 開発にも携わる先生なのですが、世の中で

漠然と言われている AI の未来について、実証的にまた論理的に、幻想と真実を懇切丁寧に

伝えていました。 

 

 さてこの本の中で、表題にもある「教科書が読めない子どもたち」という言葉の意味が最

初はわからなかったのですが、読み進むうちに、驚愕の真実がわかってきました。 

知識のあるなしにかかわらず、基本的な読解力が極めて乏しい子供達が現代社会には大勢

いるということです。 

 

 例えば、「エベレストは世界で最も高い山である」という文章が正しかったとします。 

そうすると「エルブルス山はエベレストより低い」という文章は、「正しいか？間違いか？」

と聞かれたら、答えは「正しい」ということになるはずです。 

しかし、こういう類の問いを間違える子供が 3人に 1人いるというのです。もしそうなら、

子供達が授業を聞いていても理解できないのは当然のことです。 

 

 現代の子供達は「デジタルネイティブ」と呼ばれ、物心ついたときにはインターネットや

スマートフォンが身近にありました。 

紙の資料で勉強してきた世代にはない素晴らしい強みも、大いにあるはずです。 

しかし、脳が形成される若い時代に、デジタル機器ではなく、自分自身の一生の持ち物であ

る脳を動かし鍛えること、そして読解力や論理的思考力を鍛えることというのは、時代に関

係なくその人の人生に大きく影響すると思います。 
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脳の神経伝達物質のなかに「セロトニン」という物質があります。 

これは別名「幸福ホルモン」と呼ばれこれがきちんと働いていると精神的なストレスを受け

たとしても、うまく気持ちを切り替えて心を安定させることができます。 

 

さらにこのセロトニンが増えることで脳内のバランスが調整され、リラックスしながら集中

力は高いという理想的な脳の状態にしてくれるというのです。 

 

なんと、そのセロトニンは人に感謝する気持ちが生まれると分泌が促されるらしいのです。

こういう理由でそのとき落ちつくことが出来たというわけです。 

 

しかも、当時は、なぜかいっしょに涙も浮かんできていて、何でこんなところで泣いている

のだと少し恥ずかしくなったものでしたが、涙を流すことがセロトニンの分泌に有効だと

いうのが後からわかり、期せずしてダブルでセロトニンの恩恵をうけられたのはラッキー

でした。 

 

これを機にさらに調べてみるとセロトニンには面白い性質があることがわかりました。セ

ロトニンを活性化させるためには意識を自分の内面に向けるよりも他者にアプローチしたほ

うが有効だということです。 

 

『脳と心と身体に効く朝音読』 

朝音読”は、 

・脳の活性化に役立つ 

・朝日を浴びることでセロトニンの分泌が盛んになり、精神が安定する 

・滑舌の訓練になり、咀嚼・嚥下機能の維持にも役立つ  

として、東京都健康長寿医療センター研究所・医学博士の藤原佳典先生も推薦される一冊。 

『１日１分、脳がシャキッと目覚める朝音読』 （致知出版社） 

 

音読が脳の活性化に役立つという説は、広く知られるようになりました。 

光トポグラフィなどの装置を用いて、いろんな状況下で脳の酸素含有量や血流量を測定し

た結果、黙読より、音読中のほうが脳は広範囲に活性化されることが実証されています。 

「黙読」の場合には、文字を視覚的に捉えることから始まります。 

そして、脳の「感覚性言語野」にインプットし、文字として認識します。 

次に、文字の示す言葉の意味を理解するために処理します。 

「音読」の場合にはさらに「運動性言語野」にアウトプットされ、音声に変換されます。 

その音声は自分自身の耳から「聴覚野」にインプットされ、再び感覚性言語野で音声認識さ

れます。 



このように音読は「読む」「聞く」といったインプットと「話す」といったアウトプットを繰

り返し行う高度な知的活動なのです。 

さらに、音読する文章は単に事実を述べるようなニュース記事ではなく本書が紹介するう

な珠玉の名作を選ぶとよいでしょう。 

そこには、視覚、聴覚だけではなく、嗅覚、味覚、触覚など五感を呼び起こし、その場、そ

の状況を想像させるような素材が鏤められています。 

こうした作品を音読することで、さらに、脳の広範囲を活性化することが期待されます。 

さらに、本書は朝の音読を推奨しています。 

前日に入手した記憶情報は海馬に一時的に保管されますが、睡眠中に大脳皮質へ運ばれて、

一度リセットされます。 

そのため、朝目覚めた時の脳は新たな情報を収納する準備ができているので、起床後、おお

よそ三時間は、何か新しいことを始める際のゴールデンタイムといえます。 

また、朝日を浴びることによって、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌のタイミングがリ

セットされ、寝付きがよく、朝もスッキリ目覚めるように体内時計が調整されます。 

一方で、朝日を浴びると、心の健康を保ってくれるセロトニンという神経伝達物質が脳内で

分泌され、精神の安定を保ちます。 

さらに、高齢になると、口や舌の筋肉が弱まるため、咀嚼機能（ 噛む力）や嚥下機能（飲み

込む力）が低下し、食べ物を誤嚥してしまうことがあります。 

また、ついつい食べにくいからと、肉など多様な食品を避けるようになり、タンパク質はじ

め栄養不足になり徐々にフレイル（＝虚弱）に陥ってしまうことになります。 

しっかり口を開けての音読は、滑舌の訓練にもなり、咀嚼・嚥下機能の維持にも役立ちます。 

 

 

福沢諭吉が教育機関より重んじた〝習慣の学校〟 

家庭は習慣の学校であり、父母は習慣の教師である。 

しかもこの習慣の学校は、教育を行う学校よりもはるかに力があり、極めて大きな効果を与

える。 

 

男性が体験したら死んでしまうとも言われる苦難 

「子は母から生まれてくる」ということ―― 

これも絶対に変わらない。不変の真理ではないだろうか。 

 

母親は、お腹に子どもを授かり、十月十日、子どもと一心同体の日々を過ごす。 

初めて心拍が確認できる頃、赤ちゃんの大きさは僅か１、２ミリ。 

こんなに小さな体で、一所懸命に心臓を動かしている。 



母にとって初めて赤ちゃんを愛おしく感じる瞬間だ。 

それから数か月をかけて、母親のお腹の中で赤ちゃんは次第に人間の姿へ育っていく。 

そして、男性が体験したら死んでしまうと言われるほどの苦難を経て、子どもを産む。 

赤ちゃんも、わずか４センチほどの産道を、少しずつ少しずつ進んでくる。 

そして、外の世界へと生まれてくる。 

生まれた赤ちゃんは、母親の胸の上に乗せられ、まだ出ないお乳を吸う。 

それが母親としての遺伝子のスイッチをオンにする。 

産んですぐは「もうしばらく動けない」というくらいに消耗しているのに、不思議と３時間

おきにお乳をあげるエネルギーが湧いてくる。 

すると、数時間前までは出なかった母乳が、自然と少しずつ出てくる。 

数日経つと、３時間を待たずしてパンパンにお乳が張るようになる。 

母の身体が変化して、産んだ赤ん坊を生かそうとしていく。 

自分の意思とは関係なく、潜在的に持っていた生命のエネルギーが赤ん坊を生かそうとし

ている。 

そんな体験を通して、自分自身も天から生かされていることを実感する…… 

この体験は、母親にしかできない体験だ。 

こんな神秘的で感動的な体験をして産んだ子どもの幸せを願わない母はいない。 

しかし、当初感じていた思いは、月日が経つほどに、子育ての忙しさ・大変さの中で、どう

しても忘れかけてしまう日もある。その時に、母親自身が心の中に軸を持っているかどうか。 

それが子どもの人生を大きく左右するのではないだろうか。 

どの人も母親から生まれてくる。だからこそ、母が子に与える影響は大きい。 

 

「母親のスキンシップは子供のストレスを和らげる、父親のスキンシップは子供の社会性を

育てる」 

幼児期に一番大切なのは子育てのノウハウや知識の詰め込みではなく、子供が愛情を感じ

られることだ。いじめ防止に必要なことは、自己肯定感です。 

母に無条件で信じ、愛される心の自信です。 

この『母』には、どのような環境の中であっても、我が子のすべてを受けとめ、信じ、愛さ

れる母の姿に真実がありました。 

 

【生き方の種まき】 

先に父親の主要な役割の一つとして、わが子に対して人間としての生き方の方向を指示す

べきことを申しましたが、これは言い換えれば、子どもに人生の生き方の種まきをすること

とも申せましょう。 

この「人間の生き方の種まき」ということは、父親に限らず、およそ教育と名のつくものの



すべてに通ずるわけでありまして、教育の根幹はすべてこの一語に尽きるように思われま

す。 

ですからわたくしは、「教育とは人生の生き方の種まきをすることなり」と機会あるごとい

いもし、書きもしていますが、とりわけ理想の父親像を思います時、この一語ほど適切なコ

トバはほかに思い出し得ないのであります。 

 

子どもの立場から、父親の真のエラさがそれなりに認識されるのは、まずは齢４０に達しな

ければ分かりにくいかと思われますが、その場合に、子どもの心に印象づけられた父親の一

語、もしくは父親像の一面なりとも種まきできているとすれば、父親としてはもって瞑すべ

くまたもって卓れた父親と申してもよいでしょう。 

『父親のための人間学』（森信三・著）より 

いつの頃からか、父親の権威が失墜したといわれるようになりました。 

ただでさえ男性は、仕事のため家族と接する時間も限られており、子供にとってあまり理解

され難い存在です。 

家庭でどう振る舞うか、子供とどう接すべきか、というのは多くの男性が共通して抱える悩

みといえましょう。 

 森先生は、 

「父親は息子に対して、一生のうちに３度叱るか、それとも一度も叱らないか、どちらかに

肚を括らなければならない」と説かれています。  

森先生は、我が子の人間教育、とりわけ基本としての躾の責任は、その９割までは日常の大

半をともに過ごす母親にあり、父親の役割は、自分の人生観に基づいて人間としての生き方

の方向を示すこと、言い換えれば子供に生き方の種まきをするところにあると説かれてい

ます。 

 そのためにはまず、我が子の一挙一動について一切小言を言わないというのが父親の根

本態度であること。そこにかえって父親の威厳というのがあるとの教えです。 

 さらに森先生は、このことはとりわけ年頃の息子に対して心掛けなければならない、と注

意を促されます。 

 娘の場合は異性ということもあり、父親のことが息子から見るよりはよく理解できるよ

うですが、年頃の息子というものは、いわゆる同性の反発で、父親と向き合って座ることさ

え呼吸が詰まるように思うものです。 

にもかかわらず、事細かにいちいち叱りつけることは、息子にとっては我慢のできない事柄

なのです。 

たとえよくない点があったにしても、よほどのことでない限り、心中深く納めて、それに対

してあれこれ言わないこと、絶対に叱らぬという決心、つまり怒らぬ覚悟が大事であり、そ

こに父親としての人間修業があるのです。 

 その一方で、これだけは絶対許せないという問題、放っておいたら我が子の一生に関わる



問題だと察知した事柄に関しては、断乎として叱るべきが、これまた父親のあるべき態度で

す。 

 しかしそういう大事な注意は子供の一生に３度を超えてはならない。かくあってこそ、当

の子供の生活においても長く忘れ得ない刻印としてその心に刻まれ、生き方の上に一大光

明となると説かれているのです。 

 

 

顔からその人の素質や性格を割り出す「観相学」で知られた藤木相元さん（故人）。 

達磨大師が説いた教えを６０年以上にわたって研究してきた第一人者でした。 

藤木相元が語る、脳をうまく使うことで顔相を変え、運命を高める、「顔と運と人生の法則」

とは？ 

 

達磨大師は、「肉体は脳の影、現象は心の所見」といっています。脳には「脳相」があり、 

これが「顔相」になって現れるのです。 

これを受けて嘉祥大師は、「人生を左右するものは『運』であり、その運を支配するのは顔で

ある。そしてその顔を作り上げるのは『脳』である」 

という理論を打ち立てました。 

私の主宰する「嘉祥流観相学」は、この理論を基に脳と顔と運の因果関係を科学的に解明し、 

観相学を占いのような統計学ではなく、自然科学の学問として方程式化したものなのです。 

人の顔や体は、遺伝子によって土台が作られますが、脳はおよそ２０年かけて完成します。 

その人物がどういう環境に育ったか、どういうことを学んだか、どういうことを考えたかに

よって、およそ２０年かけて相を形成し、これが顔相に影響を与えるのです。 

例えば、小さい頃から「聞こう、聞こう」と脳が意識する機会が多いと、耳の血流が増え、

次第に耳が大きくなっていきます。 

地獄耳といわれた松下幸之助さんの耳は当然大きかったし、幼少期に「人質に出されるので

は」とおびえていた徳川家康の耳が大きかったのも、大人の話に耳をそば立てていたからと

いえます。 

自己主張が必要な環境に置かれ続ければ、多く言葉を発しようとして口が発達します。 

勉強や仕事など、何かに一所懸命打ち込むと、前頭葉が活性化しエネルギーが発生するので、 

額に汗をかき毛根にダメージを与え、結果、額が広くなります。 

目や鼻、眉の細部に至るまで、脳の指令が働いていないところはありません。 

つまり顔を見れば、その人物のルーツから性格や育った環境、それまでの歩み、そして今後

の運など、すべてがわかるのです。 

・  ・  ・  ・  ・ 

まず、いい脳をつくるには、やっぱりいい顔、楽しい顔をすること、その根本はホラを吹く

ということです。先ほども申したように、ホラとはドリームのことを指し、夢を持つ人間は



いい顔をしている。 

しかし逆に、脳がアンラッキーな思考をしていると、顔もアンラッキーになる。 

例えば、何か失敗をした時に、「しまった」と思ったら、アンラッキーな顔に。結果はどう

あれ、「楽しい」と思ったら、気分が高揚して顔に光が入る。 

要するに顔はすべて脳が作用する。逆に、脳も顔から刺激を受ける。 

明るい、いい顔をして鏡に向かっていれば、脳がどんどん磨かれていきます。 

もう、おんなじことなんです。脳相一致と言いましてね。 

両方が一致している、と。脳科学の力によって、額から目から眉から耳から口からすべて分

析ができるし、これらのことはすべて脳が作用しているんです。 

 

 

無意識のコントロールは、自分の無意識の癖に気付き意識的にトレーニングすることでコン

トロールできる様になる。それは以下の様に言い換える事が出来る。 

 

物事が真に分かるためには、脳の奥にある脳幹、二層目にある大脳辺縁系、外側にある大脳

新皮質の三層すべてを働かせることが必要です。 

スポーツでよく使われる心技体という言葉があります。 

前向きな心の状態、高い技能、優れた体力、この三つがバランスよく噛み合った時、プロとし

て最高のパフォーマンスを発揮することができます。 

同様にビジネスの世界では、知識、人徳、胆力の三つの要素を向上させないと、一流と呼ば

れるだけの仕事はできません。 

 

脳の三層すべてが働いている状態とは、この心技体、知徳胆がそれぞれ一つとなった状態を

いいます。五感のすべてが活性化している状態という表現をしていいかもしれません。 

 

教育なんかやったって人は育たない。知識は１人が１００人、１０００人に対して教育でき

る。でも、意識はマンツーマンで教えるしかない。（元トヨタ自動車技監・林南八） 

 

「地図は現地ではない」 

私たちは、自分の思いを持って生きていますが、それがなかなか相手に伝わらない、という

ことがしばしば起こります。 

なぜなら、自分が思っていることと、言葉などを駆使して相手に伝えたこととの間には残念

ながら非常に大きな差があるからです。 

 これを、アルフレッド・コージブスキーというポーランドの学者が、「地図は現地ではな

い」と表現しました。 



 私たちの心の中で考えていることが「現地」であったとしても、そこから出てくる言葉と

の間には大きな差があります。 

現地を表現するために、最適な言葉や図や写真、比喩などを駆使しても、それは「地図」であ

り現地ではありません。 

また、私からその地図を受け取った相手は、やはり無意識のうちに自分なりのフィルターを

通して地図を理解するでしょう。 

 例えば私が「目がクリッとした可愛い犬」について、いくら詳細に説明しても、話の相手

がその犬そのものを私と同じように認識することはまず出来ません。 

あるいは、私が「悲しい」と言ったとしても、その感情を相手が理解することはほぼ不可能

です。 

 また、論理的には自分が正しいと思ったことであっても、それを相手が納得できるように

説明するためには、非常に大きな困難が生じます。 

 私が人と話をするときに心がけているのは、「自分の言葉が相手の心の中にどのように入

っているか」、また「自分の心の中で相手の言葉を本当に理解しているか」どうかを、確かめ

ながら話をするということです。 

 そのためには、相手の話を聞きながら、その内容をしっかりとイメージ化することが重要

です。 

 もし自分の心の中でイメージができていなければ、それは単に相手の言葉が記号として頭

のなかをすり抜けているだけで、全く意味がありません。 

 わからなければ、イメージできるまで聞き続けること、確認することです。まさに「聞く

は一時の恥、聞かぬは一生の恥」です。いや、もっというと「聞くは一時の楽しみ、聞かぬ

は一生の損」です。 

 是非、目の前にいる人の話を頭の中ではっきりとイメージ化できるように努めてみてく

ださい。 

 「言ったつもり」「聞いたつもり」「分かったつもり」 

 人は、伝えているようでいて伝えておらず、聞いているようで聞いていません。 

言葉の構造は、人間の思考だけでなく、ものごとの現実も左右する。 

（チョムスキー） チョムスキーの言う「言葉の構造」とは、情報処理の構造のこと。

だから、この言葉は、恐ろしいくらいに深い。そこで、逆に書いてみる。 

「ものごとの現実を左右するのは、言葉の構造である」 

 

x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/


人の気持ちを知るためのチャンネルは 3つあります。 

１．verbal 言語 

２．non-verbal 非言語（表情、態度、仕草など） 

３．vocal 語調（声色、トーン、話す速度など） 

会話を進めるとき聴き手は、話をよく聞き（verbal）、表情や態度をよく観察し（non-verbal）

発せられた言葉の語調（vocal）を感じながら聴くことで、話し手の気持ちの理解が深まり

ます。 

表情や態度と語調は本人が意識して選んで出すというよりも、どちらかというと、無意識に

自然と湧き上がってくるものです。 

一方、言語は、無意識な部分もあるけれど、脳の中であえてその言葉づかいを選択している

ところがあります。 

無意識と意識をつなぐものそれが言語です。 

精神分析では本人が自分だけでは気づくことが出来ない抑圧された感情に気づくことで治

療が進みます。 

認知行動療法では何に対して、どの程度の不安を抱えているかを話を聴きながら治療方が

決まります。 

人間性心理学では、自分が何者であるかに気づくことを大切にします。 

心理学の種類は違っても自分がどういう状態にあるか？ 

何者であるか？ 

気づきが重要だという点では通じるものがあります。 

そして、気付いているかどうかの判断基準は、言語化できることは気づいていることで、（ち

ゃんと）言語化できないことはまだ気づいていないことという判断基準です。 

「気付き＝言語化できる」。 

フォーカシングで、自分の中に確かにあるけれど、まだ言語化は明確にできない『何か』に

注目するのも、曖昧な感覚に意識を向けて、言語化していくことで自己理解を深めていくわ

けです。 

このように「言語」はその人を知るうえで大切な手段となります。 

言語から相手を感じ、非言語から相手を感じ、語調から相手を感じる。 

この 3 チャンネルからアプローチすることで気持をより深く知ることが出来ます。 

例） 

・言語へのアプローチ 

 →言葉を合わせる（くり返し） 

・非言語へのアプローチ 

 →仕草を合わせる（ミラーリング） 

・語調へのアプローチ 

 →語調を合わせる（ペーシング） 



このように 3 つのチャンネルをそれぞれ合わせ相手の中に自分の身を置こうと試みること

で相手の気持ち、世界の理解が深まります。 

態度や語調も心を表しますが、ことばも心をよく表します。 

言葉も合わせない、態度も合わせない、語調も合わせないでは、相手の理解はできません。 

気持ちを知るためには、言語、非言語、語調の 3つのチャンネルに注目して、それぞれを合

わせるトレーニングをしましょう。それが相手の気持ちをそのまま知る近道です。 

 

 

 

《参考図書》 

・『頭の良い大人になる子育て』 （加藤俊徳／永岡書店） 

 

・『子どもの才能は 3歳、7 歳、10 歳で決まる！』 （林 成之／幻冬舎新書） 

 

・『脳に悪い７つの習慣』 （林 成之／幻冬舎新書） 

 

・『脳の鍛え方育て方』 （成田奈緒子／すばる舎） 

 

・『口腔プロバイオティクス＆アンチバイティクス』 （鴨井久一編著／永末書店） 


