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大脳生理学が明らかにした 
 

５０代・６０代が起業の適齢期！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフワーク起業ナビゲーター 
 

大場 保男 

 

後半生こそ、人生の満開期！ 
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１ やっぱ、年取ったなぁ～ 
    

道でバッタリ会った人、顔は良く覚えているけれど、名前が思い出せない。いちおう

笑顔でごまかしておいたけで、「誰だったかな～」と歩いている途中もイライラしっ放

し、家に着いても思い出せない。 

    

   「ほら、前に良く飲みに行った町田のあの店、なんだっけなぁ」「あの、時々生シラ

スを置いてあった店でしょう？なんでしたかねぇ」…。妻も年を取った、そのため、夫

婦で「あれ」だの「それ」だの指示名詞がやたらと多い会話。 

 

   これ以外にも、カラオケに行っても昔の歌は良く覚えているけど、最近のものはちっ

とも覚えられない。さっき名刺交換した人の会社、今夜見ようと思っていたテレビの番

組、なんだったかな、こんなことも良くありますよね。 

 

   私は、若い頃（といっても３０歳代）、マーケティングの企画会社で働いていました。

その会社では、「企画の仕事は２０代まで、３０を超えたら企画内容が古くてダメだね」

と言われており、私は肩身の狭い想いをしていました。 

 

   しかし、昔に比べれば今の５０代・６０代は若い。私たちの子供の頃は、６０代とい

えば腰が曲がり杖をついていました。ところが今は、「６０歳になれば自治会の老人会

に入会できるから…」と言われても、誰も入る人はいません。 

 

   神奈川県大和市では「７０代を高齢者と呼ばない都市宣言」を出しています。加山雄

三を見てください、黒柳徹子を見てください、美輪明宏を見てください、みんな８０代

で、ピンピンして活躍しています。 

 

   とは言いつつも、やはり、若いつもりでいても身体は正直です。健康のためとエレベ

ーターを使わずに階段を上がれば息があがってしまう、ちょっと走れば心臓がバクバク

してしまう、やっぱ、年だよなぁ～。 

 

 

２ 間違いだった脳の常識！ 
 

   年齢とともに体力だけでなく、記憶力や知的能力が衰えていく、だから、やっぱり若

い人には敵わない、この年になって起業して若い人たちと競争しても負けてしまうだろ

うと思っている人が多くいます。あなたもそうならば、この小冊子の続きをぜひお読み

ください。 

 

   アメリアのジーン・コーエン、精神科医として年長者とその家族を３５年以上診療し

てきた経験と、最先端の大脳生理学の研究結果に基づいて、年齢とともに脳の機能や働

きは衰えるという「従来の脳の常識は間違いだ！」と断言しています。 
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   ・脳は年齢を重ねても、新たな脳細胞どうしを結合させて新しい記憶を形づくる能力

を維持するだけでなく、丸ごと新しい脳細胞も形成する。 

   ・若い人が「脳の一部」を使って行う作業を、年長者は「脳の多くの場所」を使って

行う。 

   ・私たちの性格、創造力、心理的な自我ですらも生涯を通じて成長を続ける。 

 

   こんな研究事例を紹介しており、多くの科学研究によっては、「脳は使えば成長する」 

という説が正しいことも立証されたと述べています。こう言われると、いつも頭をあま 

り使わずに、「記憶力が落ちたなぁ」とため息をついている私たちは、「そうは言っても 

ねぇ」と言い訳の一つも言ってみたくなりますね。 

 

 精神分析で有名なジークムント・フロイト、彼は年長者についてこんなことを書いて 

います。「治療の成否を握る精神過程の順応性は、だいたい５０歳で衰えてくるのが常 

であり、年長者を教育するのは無理な話だ」 

 

 「そうら見ろ、フロイトもそう言っているではないか」と頷いてしまう私たち、皮肉 

なことに、これが書かれたのは１９０７年、彼が５１歳の時でした。ところが、彼はそ 

の生涯で最も評価の高い論文を、６５歳を過ぎてからいくつも残しているのです。 

 

 世界的に名を知られている葛飾北斎、「富岳三十六景」などの代表作は６０歳を過ぎ 

てからの作品であり、９０歳でいよいよ死を迎えるとき、「天があと１０年の時、いや５ 

年の命を与えてくれるなら、本当の絵かきになってみせるものを」と嘆いたと言われて 

います。 

 

 

３ 脳の常識「今昔物語」 
    

   私たちは、こんなことを言われながら、年を重ねてきました。そのため、これが常識

だと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、昔のこの常識は否定されており、次のページのような今の常識は、私たち年 

長者に希望を与えてくれるとともに、「もう年だから…」という言い訳ができなくなり 

ます。 

 

・脳が新しい神経細胞を生成することはない。 

・年長者の脳には、若年層と同等の学習能力はない。 

・神経細胞どうしの結びつきは、生涯にわたって相対的に固定されている。 

・知的能力は神経細胞の数と、それが機能する速度で決まる。 
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このように私たちは、年齢にかかわりなく、脳を活発に維持し効率的かつ創造的な作業

ができる脳を作ることができるというのです。しかし、そのためには慎まなければなら

ないことがいつくかあります。 

 

   ジーン・コーエンは次のような事例をあげています。 

     ・ストレス  ・過度のアルコールや薬の摂取 

     ・無気力   ・肥満    ・喫煙 

     ・栄養不良  ・社会的孤立 

 

   このいずれもが、脳神経系の上部構造を弱めるというのです。「年のせいで脳の機能

が弱くなった」と感じるのは、加齢そのものではなく、上記のようなことが原因だとい

うのです。酒の呑み過ぎやタバコもダメだったんですね。私も反省しなくっちゃ…。 

 

 

４ 年齢とともに穏やかになる！？ 
 

   昔から「年を取ると丸くなる」といいますよね。いえ、背中が丸くなるのではなく性

格が丸くなるということです。実は、これにも学術的な根拠があるそうです。 

 

   カリフォルニア大学のメイサー・キャサリンらの研究によると、年齢を重ねると次の

ような現象が現れることが明らかになったというのです。 

 

   ・激しい否定的感情を前ほども持たなくなる。 

   ・否定的感情には、肯定的感情ほど注意を払わなくなる。 

   ・否定的感情の原因を、肯定的感情の原因ほど記憶しなくなる。 

 

   なぜ、このようになるのか、その原因として論文には次のように書かれているとのこ

とです。 

 

   大脳辺縁系の一対のアーモンド状の器官で、人間の最も激しい感情を生み出す偏桃体

は、年齢とともに否定的情報への反応を低下させる一方、肯定的情報への反応は以前と

同様かそれ以上のレベルを維持していることが考えられる。 

 

   年齢とともに否定的な感情よりも肯定的な感情が強くなるという、この研究結果も嬉

しい限りです。やっぱり、「年を取ると丸くなる」というのは本当だったようですね。 

 

・経験や学習に応じて、脳は自ら変化を続ける。 

・新しい神経細胞が、生涯にわたって生成され続ける。 

・感情を司る脳回路は、年齢とともに成熟し、バランスがよくなる。 

・年長者は、若年者よりも脳の多くの場所を同時に使う。 
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   そこで思い出したのが、かの有名なスティーブン・R・コヴィーの「７つの習慣」で 

す。この中の「反応的な言葉」と「主体的な言葉」という部分であり、コヴィーは次の

ように述べています。 

 

 反応的な人の言葉は、自らの責任を否定するものである。「あいつは本当に頭にくる」

——自分の責任ではない。自分ではコントロールできない外の要因が、自分の感情を支

配している。 

 

 「妻がもっと忍耐強かったら、家族はうまくいくのだ」——ほかの人の行動が、自分

の生活や幸福を制限している。 

 

 コヴィーは、「反応的な言葉」の対極として「主体的な言葉」をあげており、次のよう

な表でこの２つの言葉を対比させています。 

 

反応的な言葉 主体的な言葉 
 

・どうしようもない→          

・生まれつきだ→ 

・あいつは頭にくる→ 

・そういうことが認められるわけはない→ 

・しなくてはならない→ 

・できない→ 

・〇〇でないとだめだ→ 

・〇〇でさえあったら→ 

 

 

・代替案を考えてみよう 

・ほかのやり方が選択できる 

・自分で自分の感情をコントロールする 

・効果的なプレゼンテーションをしよう 

・そうすることに決めた 

・選択する 

・〇〇の方がいいと思う 

・私が〇〇する 

 

 反応的な言葉は、決定論的なパラダイムから発せられるものだ。その背景にある精神

は、責任を転嫁することである。責任は自分にはない。自分の反応を選ぶことができな

いというものである。 

 

 私の手元にあった「７つの習慣」、奥付を見たら 1996 年と書いてありました。２０

年以上前に読んだ本ですが、なぜかこの部分が一番記憶に残っていました。 

 

 自分の周りに起きたことについて、「頭にきた」、「イライラした」、「憂鬱になった」「気

分が落ち込んだ」などと反応してしまいますが、「起きたこと」とそれに伴う「自分の感

情」を分けて考える、そして、起きたことに自分の感情がコントロールされないように

する考え方を生活の中に取入れようと思いました。 

 

 あれから２０数年、この考え方が私の生活の中に取入れられているか反省してみると

汗顔の至りではありますが…。 

 

 さて、メイサー・キャサリンらの研究の「否定的感情」＝「反応的な言葉」、「肯定的
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感情」＝「主体的な言葉」として捉えると、年齢とともに主体的な言葉のように考える

傾向が強くなると言える訳ですね。果たして、私の捉え方が正しいかどうかは分かりま

せん。でもこのように考えるようにしましょうよ。 

 

 本棚で埃を被っていた「７つの習慣」、久し振りにページをめくってみると、これから

起業する人にとっては非常に良いことがたくさん書いてありますね。読んだことがある

人も、まだの人もこの機会にぜひ手に取ってみてはいかがですか。 

 

 

５ 脳の活性化にためには、こんなことが必要！ 
 

   話は、「７つの習慣」からジーン・コーエンの脳の話に戻ります。脳は年齢とともに

衰えるのではなく、成長していくということについてご理解いただけたと思います。 

 

コーエンは、次の５つの分野の活動を定期的に行うことで、脳や知力がより力強く、

明晰に、鋭敏になることが研究によって明らかになった、５つのうち、どれか１つでも

実行すれば、身体づくりのためのジムに行くのと同じ効果が脳にもたらされると述べて

います。 

 

その１：メンタル面の訓練をする 

 

  脳の機能は筋肉と同じように、使えば使うほど強くなるし、使わなければ低下す

る。ニューヨーク大学のジョセフ・ルドゥなどの行動学者は、後半生に新しいこと

を学ぶという経験が脳の発達を促すと主張している。 

 

  未知の経験が新たなシナプスやその他の神経構造を生み出し、特に海馬での情報

処理や記憶機能が改善されるというのがその理由だ。 

 

  やりがいのある仕事など多くの心理的達成感を伴う活動が人間の知力を開花さ

せる。 

 

起業して私のもとに挨拶に来る人に「起業して何が嬉しかったですか？」と聞く

と、多くの人が「お客様からありがとう！」と言われたことと答えます。これこそ

まさに心理的達成感ですね。 

 

その２：肉体的な運動をする 

 

  肉体的な運動も、脳の能力向上につながることが実証されている。特に、広範囲

の筋肉を使う継続的なリズミックな有酸素運動が効果的である。 

 

有酸素運動は、脳への血流を増やし、エンドルフィンの分泌を促し、脳の老廃物

の濾過を高め、脳内の酸素濃度を高めるので、よい効果がある。 
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  年配女性を対象とした調査では、ウォーキングで肉体的な活動量を増やした人た

ちは、その後の６～８年間での認知力低下や認知症になる率が低かったという結果

が出た。定期的に運動する動物は、学習効果がよくなるという研究結果がある。 

 

  京都には“哲学の道”がありますが、歩きながら考えるといい考えが浮かんでく

るというのは、大脳生理学の上からも実証されているのですね。脳の活性化のため

には、どんどん歩きましょう。 

 

その３：やりがいのある余暇活動を行う 

 

  どんな余暇活動に取り組むかが、脳の健康状態にも影響する。ある研究によれば、 

次のような活動が最も効果的だと判明した。（効果が高い順） 

 

① ダンス 

② ボードゲーム（テーブルゲーム） 

③ 楽器演奏 

④ クロスワードパズル 

⑤ 読書 

 

     先日、還暦を迎えた知人のお祝いがライブハウスであり、演奏していたミュージ 

    シャンが、「実は私も還暦」「私は２年前だった」「私は来年」という方が多くいま 

    した。その方々全員が若々しいのです。きっと見た目だけでなく、楽器を演奏して 

いると脳も若々しいのでしょうね。ガーデニングや旅行も効果的だそうです。 

 

その４：一芸に秀でる 

 

  加齢研究において、「コントロール感」が重要であることが判明した。自分自身を 

コントロールでき、熟達が体感できる活動に従事する年長者は、そうでない年長者 

よりも心身ともに健康である。 

 

  何かに熟達し、達成感を得ることで、脳の健康が向上するのは、免疫システムが

強化されるからである。具体的には、楽器を演奏する、刺繍する、外国語を学ぶと

いう活動であり、コントルール感が健康に与える影響は、とりわけ後半生において

顕著になる。 

 

  コーエンはこのように述べていますが、何かに熟達し、達成感を得るという視点 

から考えると、起業こそコントルール感に極めて関係が深いと思います。プロにな 

るには、起業したテーマに秀でることが必須であり、達成したことによる満足感も 

十分に得られます。 

 

その５：強力な社会的つながりをつくる 

 

  趣味や仕事、地域社会などとの社会的つながりは、健康の増進と死亡率の低下を 

もたらす。社会的な人間関係を維持することで、ストレスやそれに伴う脳損傷のリ
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スクが軽減される。 

 

 ストレスホルモンは脳の神経構造を蝕み、免疫システムを阻害し、心臓に負担を

掛け、不安やうつなどの精神障害への抵抗力を弱めるからであり、これを防止する

には、社会的なつながりが重要である。 

 

 社会的なつながりがなくなることに対する耐性は女性よりも男性の方が弱いと言

われています。奥さんが亡くなると、後を追うように旦那さんの亡くなるケースが

私の身近にも何人かいました。定年後に何もしないで家に居ると早死にするという

話も良く聞きますね。 

 

 起業は、社会的つながりなしには成り立ちません。でも、うまくいかないとスト

レスが続く日々となります。そんな時に大切なのが、「７つの習慣」のコヴィーの「主

体的な言葉」で事態を受け止められるかどうかでしょう。 

 

 

６ 後半生の「４つの発達段階」とは？ 
    

   ジーン・コーエンは、何千人もの年長者と話をしてきた経験から、人生の後半生は次 

の４つの発達段階に分かれると結論付けました。もちろん、個人差があるとのことです。 

 

    第１段階 再評価段階  （４０代前半～５０代後半）    

    第２段階 解放段階   （５０代後半～７０代前半） 

    第３段階 まとめ段階  （６０代後半～８０代  ） 

    第４段階 アンコール段階（７０代後半～人生の最後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再評価段階 

解放段階 

まとめ段階 

アンコール段階 

４０歳 ５０歳 ６０歳 ７０歳 ８０歳 
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第１段階の再評価段階 
 

   いつかは自分も死ぬという事実に初めて向き合い、探求心や、まれに危機感に

駆り立てられて計画を立てたり、行動を起こしたりする段階。この段階で起こる

脳の変化が発達性知能を刺激し、これが知恵の基礎となる。 

 

第２段階の解放段階 
 

   「いまやるしかない」という意識を持つことが多くなり、これが新たに「内 

  なる解放感」を呼び起こす段階。自分の要求に従い、自分の思いや行動について 

発言していいのだという個人の自由意志から計画を立てたり、行動を起こしたり 

する。 

 

第３段階のまとめ段階 
 

   自分の知恵をみんなと共有しようという段階。人生を振り返り、総括する中で、 

人生の意味を見つけたいという欲求から計画を立てたり、行動を起こしたりする。 

左右両脳の海馬が働くことで、自伝形式での表現能力が向上する。 

 

 

第４段階のアンコール段階 
     

     人生の大きなテーマについてもう一度語りたい、主張したいという思いが強くな 

る段階。また同時にそのテーマの変奏曲のように新たな人生を探求したいという思 

いから、計画を立てたり、行動を起こす。 

 

   古代インドでは、後半生だけでなく人生の全体を、次の４つの時期に分けていました。 

 

     ０～２５歳 学生期 よく学び身体を鍛える時期 

    ２５～５０歳 家住期 仕事に励み、家庭を維持する時期 

    ５０～７５歳 林住期 真の生きがいを探す時期 

    ７５～天寿  遊行期 自分の人生を統括する時期 

 

   林住期は、一通りの苦楽を経験して人生が分かってきている年代であり、昔の人は「人 

生の黄金期」と呼んで、楽しみにしていたそうです。 

    

 

７ 再評価段階で向き合う「自分の死」 
    

   コーエンが唱える後半生の４つの発達段階のうち、５０代・６０代に直接かかわるの

は再評価段階と解放段階です。これからは、この２つについてご紹介していきます。ま

ずは、再評価段階です。 
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     この文章、高校生の時に目に留まり、今でも鮮明に覚えています。高校生の時期と 

いえば、生意気ながらも人生とは何ぞや？などと考え始める時期ですね。その後は、 

受験だ、就職だ、仕事だ、結婚だ、家庭だと、人生とは何ぞや？などということは考 

える暇もなく、ただただ時間が流れていき、気が付いてみると、いつの間にか中年と 

いわれる時期に差し掛かっていました。 

 

    しかし、５０歳を過ぎたあたりから、今まで考えもしなかった「自分の死」につい

て、ふと気に掛かることがあります。私の場合もそうでした。「あと自分は何年生きら

れるのだろうか？」「自分の人生は、このまま終わっていいのだろうか？」考えるよう

になりました。 

 

    コーエンによると、このような考えが浮かんでくる時期こそが「再評価段階」であ

り、この時期になって初めて、私たちは過ぎ去った時間ではなく、残された時間につ

いて考えるようになるとのことです。 

 

    このような自覚が、「自分は何者なのか」「自分はどういう道を歩んできたのか」「そ

して、これからどこへ向かうのか」という普遍的な疑問を私たちに抱かせるというの

です。 

 

    しっかりと自分の残りの人生を見据えることで、人生における優先事項や目標をも

う一度評価するようになる、だから「再評価段階」と言うのだそうです。 

    

   その結果、人生の意味を見つけたい、新しい仕事を始めたい、夢に再挑戦してみたい、

あるいは今の仕事の方向性を変えたいという強い気持ちが沸き起こるのがこの時期だ

ということです。 

 

 

８ 解放段階で人生は再び輝く！ 
    

   コーエンは次のように述べています。 

 

人生を再評価した後に来るのが「解放段階」。この段階の思考や行動パターンの特徴 

として、自分が自分であること、自分自身を自由に表現すること、新たに挑戦すること 

 

     どこからともなく行列が続いている 

    次から次へと人が歩いてくる 

       この行列は、どこから来たのだろう 

       そして、どこへ行くのだろう 

       誰も知らないで、ただ歩いている 

       この行列には、あなたも加わっている、そして私も… 
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で、これまでにない快適さを味わうことが挙げられる。 

 

 この段階になると、自分が自分であることが心地よくなってくる。これが実験的・革 

新的行動を好みやすい背景となる。解放段階にある人には、「いまやるしかない」「いい 

じゃないか」「それがどうした」という姿勢がよく見られる。 

 

 脳細胞どうしのコミュニケーションを促すために、神経細胞の拡張部として木の枝の 

ように広がる樹状突起は、解放段階に突入した５０代前半から７０代後半に、海馬にお 

いてその数や密度が最高潮に達する。 

 

 しかも海馬では、新たな神経細胞が成長し続ける。この脳の能力と心理面から見る発 

達との組み合わせが、新たな技能を習得したり、新たな活動や役割に挑戦したり、新た 

な人間関係を試みるエネルギーとなる。 

    

   自分のこれまでの人生を再評価し、新たな一歩を踏み出すのが「解放段階」、年長者 

にとってコーエンのこの研究結果は嬉しい限りです。しかし、私の周囲の５０代・６０ 

代の方の多くは、その一歩が踏み出せずに躊躇しているのです。踏み出したい気持ちは 

山々だけど、リスクは負いたくはない、このような気持ちが強いからだと思います。 

 

 しかし、一歩を踏み出せば、「解放段階で人生は再び輝く！」、コーエンはこのように 

主張しています。 

 

 

９ ５０代・６０代こそ起業の適齢期！ 
 

   今まで、ジーン・コーエンの年長者の脳についての研究結果を見てきました。ここで、

大脳生理学の視点から、もう一度５０代・６０代の起業について考えてみましょう。 

 

（１）年長者の脳の働き 

     

    ジーン・コーエンは、年齢とともに脳の機能や働きは衰えるという「従来の脳の常 

識は間違いだ！」と断言しています。脳は年齢にかかわらず使えば使うほど良くなる 

という研究結果は、私たち年長者にとって福音ですよね。 

 

 ただし、酒の呑み過ぎやタバコは、脳神経系の上部構造を弱める、このことには注 

意しないといけませんよね。 

 

    コーエンは、脳の活性化のためには、次の５つの分野の活動を行うことが有効だと 

言っていましたね。 

 

     その１ メンタル面の訓練をする 

     その２ 肉体的な運動をする 

     その３ やりがいのある余暇活動を行う 
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     その４ 一芸に秀でる 

     その５ 強力な社会的つながりをつくる 

     

    ここでは、「一芸に秀でる」について取り上げたいと思います。起業を成功させる 

   には、起業したテーマについて“一芸に秀でて”専門家と言えるようになることが必 

須です。では、一芸に秀でるには、どうしたらいいのでしょうか。 

 

    色々なやり方があると思いますが、必ずやらなければならないことは、そのテーマ 

   について時間を掛けて勉強することです。では、どのくらいの時間の勉強が必要か、 

ズバリ 1,000 時間です 

 

   １日に１６時間投入すれば２カ月半 

   １日に８時間投入すれば約６カ月 

   １日に３時間投入すれば約１年です。 

 

  １カ月に２５日間勉強すると仮定すると、このくらいの期間が必要になります。こ 

 れを一つの目安にして、起業の準備を考えてみてください。 

 

  ただし、起業しようとするテーマについて勉強しただけでは不十分です。自分の選 

 択したテーマの価値を相手にきちんと伝え、かつお金に変えることができるようにな 

るか、これがないとビジネスは成立しません。 

 

（２）年長者の身体の働き 

 

    脳の機能は使えば使うほど良くなる、しかし、身体の方はそうはいきません。やは 

り年とともに体力は衰えてきます。このことはしっかり頭に刻み込んでおくことが重 

要です。 

 

    例えば、５５歳で起業したとします。その時はまだ体力的な衰えはあまり感じない 

かも知れません。でも、１０年続ければ６５歳、２０年続ければ７５歳、その時の体 

力はどうなっているでしょうか。 

 

起業の場合、体力面では先の先までの考えておく必要があります。また、病気にな 

っても休めないこともあります。私のところに高齢者に対する弁当の宅配で起業する 

人が相談に来ました。 

 

高齢者は毎日弁当が宅配されてくるのを待っています。でも病気だから弁当は作れ 

ない、配達もできない、これでは待っている高齢者が困るのです。病気で休む場合、 

会社勤めの時は電話１本すれば済んだかも知れません。ところがお客様が待っている 

とそうはいきません。 

 

 自分で事業を始めると、心に張り合いが出てきます。そのため、会社員時代とはう 

って変わって輝くような健康体になったという話も耳にします。やりがいや生きがい 

は健康面にプラスになることも事実です。 
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（３）「再評価段階」「解放段階」から起業を考える 

 

 今回、ジーン・コーエンの人生の後半生における「４つの成長段階」についてご紹

介し、５０代・６０代に直接かかわりがある「再評価段階」と「解放段階」ついて考

えてきました。 

 

 ５０歳前後から、「あと何年生きられるのだろうか？」「自分の人生は、このまま終

わっていいのだろうか？」と考え始める。その結果、「人生の意味を見つけたい」「新

しい仕事を始めたい」「夢に挑戦してみたい」という強い気持ちが湧き上がるのが「再

評価段階」でしたね。 

 

    そして、自分のこれまでの人生を再評価し、新たな技術を習得したり、新たな活動 

や役割に挑戦するエネルギーが湧いてくるのが「解放段階」というわけですね。 

 

 大脳生理学から見ると、「自分の持っている可能性や使命を踏まえて、“これこそ自

分の人生だった！”と後悔のない人生を全うすること、これが５０代・６０代の起業

の原点だと言えるのではないでしょうか。 

 

    自分の本来持っている能力を活かして社会の役に立つ、しかもそのことによって、 

毎日ワクワクしながら仕事をする、これが叶うなら、きっと充実した人生になるでし 

ょう。私はこれを「ライフワーク起業」と呼んでいます。 

 

 「再評価段階」「解放段階」に入った５０代・６０代、この年代こそ、私の言う「ラ 

イフワーク起業」を求めており、またそれを目指すべきではないでしょうか。これこ 

そ大脳生理学に叶った生き方の一つではないかと思います。 

 

（４）仕事の本質とは何か？ 

 

    これは、その昔、雑誌「文芸春秋」に「監獄の奇跡」という題で掲載された実話で 

だと言われています。 

 

気が荒くて手が付けられない囚人、ところが、ある日から急に静かになった。囚人 

の監房から雀の鳴き声が聞こえてくる。 

 

そのうち、囚人はカナリアを飼っていいかと願い出た。それが許された囚人、一生 

懸命カナリアの生態を観察した。その観察記録がカナリアの専門誌に載った。そうし 

たら、実に愛情を持ってこまやかにカナリアを観察していると、たちまち世界のカナ 

リア愛好家たちの評判になった。 

 

女の人から手紙が来るようになり、結婚の申込みを受けた。その時はじめて、監獄 

にいると打ち明けた。しかし、あなたはそれだけ愛情深い人だから、ぜひ奥さんにし 

て欲しいと言われ、２人は婚約。 
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そのうち、こういう餌を食べさせると良い声が出るという研究を発表。世界中から 

その餌を譲って欲しいという注文が殺到。婚約者に餌を作る会社を作るように言った。 

たちまち金儲けが出来た。 

 

監獄にいながら、世界的なカナリア学者になり、婚約もでき、しかも金儲けも…。 

愛を注げる対象が見つかった途端、乱暴な囚人が創造を始めた。愛のあるところには、 

監獄の中ですら、立派な創造が営まれるのだ。 

 

 「愛のあるところに創造が生まれ、監獄の中でさえ起業が成功した？、何を甘っち

ょろいことを言っているんだ。起業や商売なんて、そんな甘いことで語れるものでは

ないよ」、このように思った方もおられるのではないでしょうか。 

 

 そこでもう一度、「仕事の本質とは何か？」について考えてみたいと思います。 

  

    クライアントを次々と成功させ、１０社以上の企業を上場させてきており、誰もが 

知る大手企業や地方自治体からコンサル依頼が殺到する福島正伸先生、彼は次のよう 

に語っています。 

 

    「仕事とは、理想的な社会に向けて、他人や社会のために尽くすことです。尽くす 

  とは、自分以外の人に喜んでいただけるような価値を提供することであり、それによ 

  って感謝されることです。尽くすことで売上げも上がりますが、それ以上に感謝とい 

  う最高の報酬を得ることが出来ます」 

 

    公認会計士といえば、数字をもとにクールな分析を行うというイメージが強いと思

いますが、次にご紹介するのは、公認会計士の天野敦之先生の言葉です。 

 

    「長く繁栄を続けている会社は、例外なく人を幸せにする価値を創造することを大 

   切にしています。大切な人の幸せを願うときに、人は最も創造性を発揮するからです」 

 

    「“働く”の語源は、“傍を楽にする”から来ています。自分の目の前にいる人を楽 

にしてあげたい、愛する人に喜んでもらいたい、それが働くという行為の原点です」 

 

    「すべての生命の中に愛を見出せば、物理的には異なる私とあなたとすべてとが、 

   実は同じであることに気付きます。そうすれば、利己と利他の違いも消えてなくなり 

   ます。自分だけの利益などを考えても意味がありません。相手の幸せが自分の幸せで 

   あり、自分の幸せが相手の幸せだからです」 

 

    起業のためにマーケティングを勉強すると「あなたが対象とするペルソナを明確に 

する」という話が出てくると思います。「ペルソナ」とは、私たちが商品やサービス 

をお届けして代金をいただく具体的なターゲット像です。 

 

    相手に喜んでいただくには、相手が悩んでいること、困っていること、期待してい

ることを徹底的に追及し、それをクリアしていくことが必要になります。それが“相

手への愛”であり、これこそが仕事の本質だと思います。 
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「誰でも、相手の喜びを自分の喜びと感じ、相手の悲しみを自分の悲しみと感じる 

   心を持っています。それは、私たちの存在が愛そのものだからです」—これも天野敦 

   之先生の言葉です。 

 

（５）仕事における利益追求とは何か？ 

 

    「“仕事の本質は愛である！”なんてこと言ったって、結局は利益を追求するため 

に商売をやっているんだろう？」という声が聞こえてきそうですね。 

 

 世の中の人たちは、公共機関や公共団体は別として、お店でも会社でも民間の事業 

者は利益追求を目的にしていると思っています。テレビなどでも識者と言われる人た 

ちが、「民間企業は利益第一主義ですから…」などと言うのをよく耳にします。本当 

にビジネスを行う目的は利益追求でしょうか。 

 

    人間は呼吸しなければ生きていけません。では、呼吸するために人間は生きている 

のでしょうか。もちろん、そうではありませんね。呼吸することは目的ではなく、生 

きるために必要な手段ですね。 

 

    それと同じように、ビジネスでは利益をあげないと存続できません。呼吸と同じよ 

うに、利益はビジネスを存続させるための手段なのです。では、目的は何か、それは 

人や社会のために役に立つこと、つまりビジネスや仕事は、人や社会に対する愛の表 

現だと思うのです。 

 

 日本一のマーケッターと言われる神田昌典さんが、ミャンマーである経営者に、何 

のために事業をするのかと聞くと、“徳”を積むためと答えたそうです。いかにも東 

洋的ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

利益追求

は、ビジネ

ス継続のた

めの手段 

従業員 

満足 

取引先 

満足 

お客様満足 

人や社会の役に立つこと＝愛 
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 単に儲かればいい、これだけを目的に起業したならば、「再評価段階」や「解放段 

階」にある自己は満足するでしょうか。「悔いのない人生を全うしたい」と考えるな 

らば、どんな起業をするのか、どんなビジネスを目指すのか、自ずと結論は見えてく 

るのではないでしょうか。 

 

（６）うまくいかない時の対処方法は？ 

 

    起業成功への道は必ずしも平坦ではありません。山あり谷ありどころか、谷の連続 

かも知れません。そんな時にどう対処すればいいのでしょうか。今まで、このことに 

ついて触れた起業の本はほとんど見掛けません。ヒントは、コヴィーの「７つの習慣」 

の中の主体的な言葉にあると思います。 

 

念願の居酒屋を起業した。店を開けているけど、「今日も客が来ない。どうしよう。 

このままでは大変だ。店は潰れるかも知れない。家族の生活はどうなるのか。創業融 

資の返済はどうしよう」、こんな心配で夜も眠れません。まさに反応的な言葉のオン 

パレードで、これでは体調を崩してしまいかねません。 

 

 こんな時には、「事実」と「事実に伴う感情」を分けて考えることが必要です。「事 

実」とは「今日も客が来ない」こと、「それに伴う感情」とは、「このままでは大変だ」 

「潰れるかも知れない」「家族の生活はどうなる」「返済はどうしよう」などです。 

 

 現実に起きている「事実」は変えることは出来ません。でも、それによって「感情」 

が左右されることを避けることは出来ます。起きた「事実」に感情が支配されるので 

はなく、「事実」はきちんと受け止めて対応策を考えるのです。 

 

 感情に支配されると、冷静に考えることが出来なくなります。だから、数学の問題 

集を解いているような気持になればいいのです。「この問題、けっこう難問だな」と 

思いつつも感情に支配されずに冷静に目の前の問題を解いていく、そして問題そのも 

のが自分を成長させるチャンスだと考える、これが極めて大切なことだと思います。 

 

 と言いつつも、感情に支配されずに「事実」を切り離して考えることは、なかなか 

難しいと思います。そこで、日頃からこんな練習をしておくといいでしょう。禅僧の 

寺澤善雄氏の「ひとり坐禅」という本で紹介されている方法です。 

 

 イヤな気持ちは「言葉にして捨てる」という方法です。「今日、客にこんなことを 

言われた。頭にきた。マル」と言葉にしてみる。すべて過去形のワンセンテンスで、 

主語も付けない、それがポイントだそうです。 

 

 「こういうことがあっ。た」「こういう気持ちになった」と言葉にして、「はい OK！」 

と過去のことにしていけば、不快な気持ちや後ろ向きの気持ちが消えていくというの 

です。日頃からこういう練習をしておくと、「事実」に感情が支配されずに済むと思 

います 
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（７）あなたの墓碑銘に何と書きたいですか？ 

 

アメリカのマイク・マクマナスが創始した「SOURCE」という自分の人生の源を見 

極めるための手法があります。この中に、こんなエクササイズがあります。 

 

    まわりの人たちにどんな思い出を残したいか、考えてください。あなたがどんな人 

間で何をして、どのように社会に貢献したと思って欲しいですか。自分で自分の墓碑 

銘を書くとしたら、何と書きますか。自分に対する弔辞を書くとしたら、何について 

書きますか。 

 

 人生の後半生の「再評価段階」「解放段階」にある５０代・６０代にあなた、自分の 

人生を全うした後、自分の墓碑銘にどんなことを書きますか。そのためには、どんな 

テーマで、誰を幸せにする起業をしようと思いますか。 

 

 


