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人間は、人種を問わず
ブランド好き

ブランド、というと何を思い浮
かべるだろうか？

高級車のフェラーリだろうか。シャ
ンパンのドン・ペリニヨンだろうか。
はたまたルイ・ヴィトンだろうか。

よく「日本人はブランド好き」
だと言われる。有名ブランドには

熱狂的なファンがついており、新
作が出るたびに買っている。

しかし日本人に限らず、ブラン
ド好きは世界中にいる。そもそも
人間は多かれ少なかれブランド好
きになっている。

こんな実験がある。カリフォル
ニア工科大学のランジェル博士は、
ワインを味わっている人の脳の
MRIを撮って比較した。

ワインを飲むと脳のなかの「内側
眼窩前頭皮質」という部位が活動
する。この活動は、すなわち美味
しいワインを飲むことは人間にとっ
て快楽であることを意味する。

ランジェル博士は、被験者に５
種類のワインを比べて欲しい」と
依頼。その際価格を伝える。しか
し実際には３種類のワインしか用
意されておらず、それを５つのグ
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意外？ 当然？ それは脳の癖です！

自分の脳の癖を知って
ビジネスに活かす！
「どうして彼女はあんなふうに考えるのだろう」「なんで彼はあんなことを
気にするのだろう」……。日々日常でさまざまな人と接していると、自分
と違う考えを持つ人に出会うことが多々ある。でもそれが刺激となって新
しいコトやサービス創出のきっかけとなったりするものだ。ただあまりにも
考え方や方向性が違ってくると、仕事上では問題や摩擦を起こしかねない。
実は人間の脳には個性というものがあり、その個性が分かってくれば、「な
ぜそのように考えるか」という疑問が氷解する。さらに自分の脳や人間の
脳本来が持つ癖を知ることで、より優れた判断ができるようになる。それ
だけでなく苦手だった人ともいい関係を築けるようになる。
人間の脳はふだんの生活やビジネスにどんな判断や「癖」を発揮してい

るのだろう？
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ラスに入れただけ。しかも価格も
でたらめだった。

その結果どのようなことが分
かったか─。

ワイン本来の価格とは別に、高
い価格を伝えたワインほど内側眼
窩前頭皮質が強く反応したのだ。
一般に高いとされるワインのほうが
より高級で、品質もいいと思われる。
つまり価格が高いことでそのワイ
ンがより「高級」で「優れた品質」
であると思い込んでいたことがわ

かった。
人はその違いを自

分が理解して、納得
して飲んでいると思
うが、実際はそれほ
どでもない。ワイン
はよほどの専門家で
ない限り、味と価格
の相関を当てること

はできない飲み物なのだ。これは
外で食べる料理などにも当てはま
る。同じ食材、同じ味であれば価
格の高いレストランで食べるほう
が、街なかの定食屋さんより「美
味しい」と思ってしまうものだ。

つまり同じ品質でも「高級」だ
と思ってしまうのは、その商品が
ブランドだから。ブランドは価格
差であり、信頼であり、雰囲気で
あり、オーラだったりする。ある
いは伝統だったりする。

商品の品質アップと
同じように
ブランドづくりにも
力を入れる

よって商売を行なう上でブラン
ド力があるかどうかは極めて重要
になってくる。同じ品質の商品で
あれば、ブランド力のあるほうが
購入されやすいし、もしくは品質

が多少劣ってもブランド力があれ
ば、売上や利益率を上げることが
できる。

とは言え、ブランド商品やブラ
ンド企業になるのは大変だ。「ブ
ランドより、やっぱり中身で勝負」
だという経営者もいる。

しかし脳科学の専門家は、人間
はブランドというものに対しては、
脳が反応するようになっているこ
とを明らかにしている。もし売上
や利益率を上げたいのであれば、
品質を上げることだけでなく、ブ
ランドを上げることに取り組んだ
ほうが効果的なのだ。専門的な言
い方をすると「知覚品質」である。

知覚品質とは、実際の品質では
なく、購買者が「こんな品質」と
思ってくる品質である。ブランディ
ングはこの実際の品質と知覚品質
を一致させる作業である。だから
経営者やビジネスマンは実際品質
と知覚品質のズレを常に意識して
向上させる必要がある。そのズレ
は世の中の価値意識や流行という
大きなズレも意識しておく必要が
ある。

ブランドは決して高級ワインの
世界やファッションバッグの世界
だけに存在するわけではない。

B to Bでも同じだ。「あそこの
メーカーがつくっているものだから
安心だ」ということもブランドだし、

「あの人はここまでこだわる」とい
う情報もブランドの１つになる。

もし品質や機能向上に時間がか
かるなら、ブランディングに予算
を回すことも手なのだ。

まずは「この会社の商品はやっ
ぱり違うよね」「あの会社の人はど
こか違ってるよね」ということを
意識される仕掛けを考えていこう。
大丈夫。人間は本来ブランド好き、
なのだから。

好感度を得るためには左側、
「シュードネグレクト」を
意識する

営業で初対面の人に会った時、
なるべくいい印象を残したほうが、
ビジネスがスムースに進むのは理
解できると思う。

身だしなみを整え、分かりやす
い資料を準備し、親近感を持って
もらえるように、会話中は笑顔を
心がけるかと思うが、では、立ち
位置や座り位置はどうだろう？

もし、より好感度を得たいので
あれば、相手にとって左側になる
ように位置取りをするといい。

というのも、人間の脳は左側の
表情をより重視するからだ。

１つの実験として、笑顔と悲しい
表情を半分ずつ描いた人間の顔の
絵があるとする。１つの絵は左半
分が笑顔で、もう１つは右半分が
笑顔。この２つの絵を見せると、多
くの人が、左半分が笑顔のほうが
微笑んでいるという印象を受ける。

これは「シュードネグレクト」
といわれる人間の認知傾向の表れ
だ。人間は視野の半分を重視し、
半分を無視しがちな認知傾向を
持っている、ほとんどの人が左側
を重視する。この傾向はとくに右
利きの人に顕著で、また地域や民
族を超えて共通している。

これは髪型や化粧などにも言え
る。対面の時には向かって左側、
つまり右側をより丁寧に化粧をし
たり、髪型をセットすると、より
身だしなみが良く見える。女性で
あれば、美しさを印象づけること
ができる。

脳科学者の池谷裕二さんによれ
ば、髪の毛の分け目も向かって左、
つまり右分けのほうが好印象を作
れるといる。
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省エネというわけではないが、
仮に満面の笑みをつくらずとも、
左側に笑みの表情をつくることが
できれば、相手が好印象を持つ可
能性が高くなる。

もし、片思いの好きな人に好意を
もってもらいたいのであれば、相手
の左側に座ることをオススメする。

売れるスーパーのチラシには
「Z」の法則が貫かれている

このシュードネグレクトは、ほ
かにも多くの場面で活用されてい
る。日本料理店で魚の尾頭付きを
注文すると、ほとんどが左側を頭
にして出て来る。これは左側に頭
があったほうが、収まりよく見え
るからだ。図鑑などの表現もそう。
左側に頭が来るようにレイアウト
されている。

店作りなどにも応用できる。た
とえば、店の棚作りでは入り口か
ら左側に目玉商品を置くと、売上
が伸びることが実証されている。
その店まで人を呼び込む、チラシ
やHPでも、左側を重視するとより
お客さまを呼び込みやすくなる。

小売やチラシなどの業界では、
俗に「Z」の法則と呼ばれるものが
ある。人間がチラシやパンフレッ
トを見る時は、ほとんどの人が視
線を左上からZの字に移動させる
のだ。このためセールのチラシで
は、左上に売りたい目玉商品を置
き、視線に沿って商品を置いてい

くと、より集客しやすくなる。
一方、ホームページの場合は「F」

の法則と言われるセオリーがある。
視線が左上から右へ、左上から下
へと動くのだ。その目線に沿った
レイアウトを心がけると、読みや
すい好感度の高いホームページと
なる。

20代から幸福感は下がり、
逆に高齢者は幸福になる

人生50年と言われた時代はあっ
という間に去り、人生80年でも過
去になりつつある。いま金融や、
保険のセミナーなどで話題を集め
ているのが、「人生100歳時代のセ
ミナー」だ。いまや日本に100歳以
上の高齢者は７万1,000人以上もい
る（2019年９月15日現在）。

昔から長寿はめでたいとされて
きたが、誰もが彼もが100歳を超え
る時代となると、社会的に大丈夫
かと心配になる。

人間は年齢を重ねるに従って、
肉体だけでなく精神も変化してい
く。若い頃は元気で楽しく過ごし
ていても、病気や愛する人との別
れがあったり、仕事を離れてから
やりがいをなくし、うつになった
りすることもある。国の財政状況
など、先々のことを考えてしまう
と、いまの日本で「幸福な老後」
というのは難しいかもしれない。

アメリカでこんな調査があった。
ストーニーブルック大学のストー
ン博士らは、アメリカの国民35万
人を対象に、彼らの幸福感が年齢
とともにどう変化するかを評価し
たのだ。

この結果分かったのは、人間
の幸福感は年齢に従い、U字型に
なることだった。

20歳以前まで高かった幸福感は、

20代で一気に落ち込み、さらに40
代から50代半ばにかけて落ち続け
る。しかしこれを過ぎると徐々に
回復をはじめ、調査対象となった
85歳まで徐々に上昇していく。こ
の傾向は、子どもや配偶者の有無
など、生活環境因子の影響を受け
ず、ほぼ普遍的だとされている。

老後は決して「不幸」ではない。
少なくとも気持ちとしては、70代
は50代なかばより幸福感を感じて
いるのだ。

なぜ年を取ると幸福感が高まっ
ていくのか？

これについては、コロラド大学
のウッド博士らの研究が１つの答
えを出している。

博士は、20歳前後の若者と55歳
以上の年配者に対して、さまざま
な映像を見せて、その反応を調べ
た。

用いられた映像は3種類で、「美
味しそうなケーキ」や「美しい夕
日」などプラスの感情を引き起こ
しそうな映像と、「椅子」「フォーク」
など、特別な感情を起こさないよ
うな中立的映像、もう１種が「路
上で死んだ猫」「衝突事故にあった
車」などマイナスの感情を引き起
こしそうな映像だ。

その結果分かったことは、若い
世代はマイナスの感情を引き起こ
しそうな映像に強く反応し、年配
の世代はマイナスの映像にもプラ
スの映像にも反応するが、同じ程
度で、若者ほどマイナスの映像に
強くは反応しないということ。つ
まり年配になると不快な状況にあ
まり動揺しなくなっているという
ことだ。

また、スタンフォード大学のラー
キン博士らの調査では、マネーゲー
ムをしている時に「損をしそうな」
予感をした際の脳の反応は、年配
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者より若者のほうが強く出たとい
う。さらに金額が高くなればなる
ほど、若い人のほうが強く反応し
たという。

つまり、人生というものは、若
い頃のほうがネガティブバイアス
がかかり、「不幸感」に敏感になっ
ていて、逆に高齢になるほど「幸
福感」をより感じていくものだ、
と言える。と考えると、長生きは
決して悲観することではないのだ。

年配者が若い世代と接する時に
は、こうした若い世代の「ネガティ
ブバイアス」をしっかり認識して
付き合う必要がある。とくに「なぜ
自分だけ」といって孤立したり、
一人損が分かるような状況にさせ
ないことが大事だ。

年を取ってから、
「キレる」快感を持つと危険

一方で、昨今は「キレやすい老人」
も話題になっている。

年を取ると前頭葉の働きが弱く
なっていく。前頭葉は人間の感情
をコントロールして、理性的に振
る舞わせる役割を担っているが、
この働きが弱くなるということは、
より感情的になりやすいというこ
とになる。さらに孤独感を持って
いたり、自己承認欲求の強い人は、
キレやすくなりがちだ。とくに男
性の場合、会社を退職して組織と
の関わりが失われたり、しかも地
位が高かったりすると、そのギャッ
プがより高い自己承認欲求を生む
可能性が高まる。

臨床脳研究の第一人者の一人で、
神経内科医の柿木隆介さんによる
と、キレる老人が問題なのは、キ
レて言いたい放題、し放題が癖と
なってしまうことだという。言い
たい放題のことを言い、周囲の視

線を一身に浴びるなかで、場合に
よっては誰かを無理やり謝らせた
りすることが、一度でも強烈な快
感となってしまうと、それが快楽
を伴う長期記憶となり、忘れられ
なくなる可能性があるのだ。

柿木さんによれば、何度も似た
ような迷惑行動をする人は、脳の
なかでギャンブルに似た快楽を得
ているからだという。

もし、キレた後にスッキリした
気持ちになっていたら、キレやす
い回路ができたと思ったほうがい
いかもしれない。

若者は繊細であるがゆえにマイ
ナスの感情に引きずられ、高齢者
では、より自己承認欲求が高く、
前頭葉の働きが弱くなった人はキ
レることが常習化しやすい、とい
うことが言える。

脳は不安の汗の匂いと
運動の汗の違いを
「嗅ぎ分けて」いた！

脳は香りにも敏感だ。最近は「芳
香剤入り」洗剤や柔軟剤がヒット
している。１度芳香剤入り洗剤や
柔軟剤で洗った衣類を着ていると、
１日中その香りが持続するようだ。

日本人はもともと香水などでも、
あまり強い香りを好まない人種と
言われてきたが、民族的な突然変
異が起こって、強い香り好きに変
わったのだろうか。それとも香り
に対する耐性ができたのだろうか。

というのも、もともと人間の脳

は明らかな匂いの違いでなくても、
キャッチしているからだ。

ドイツ、デュッセルドルフ大学の
バウゼ博士らはこんな実験をした。
学位取得を控えた大学生49人を

集め、試験前の「不安の汗」とス
ポーツジムで流した「運動の汗」
を採取し、別の学生に、不安の汗
か運動の汗かを匂いで判別しても
らったのだ。結果は51％が判別で
きたとのこと。ほぼ5分5分。原因
別の汗の判別は難しいという結果
となった。ただまったく難しいか
というとそうでもなさそうなのだ。

バウゼ博士らによると脳画像で
観る限りは、２つの汗について違
う反応をしていたのだ。不安の汗
のほうが、脳の「島皮質」という
部位を反応させていた。島皮質は
不安や苦痛に関する脳領域。つま
り匂いそのものの自覚はないもの
の、不安の汗は、周囲の人に同情
心を与えたり、SOSを発信してい
る可能性があるのだ。

第六感という言葉があるが、本
人が匂いや痛みなどの明らかな感
覚に至らずとも、人間は脳だけで
いろんなシグナルをキャッチして
いる可能性があると言える。

男性がかいた
セクシャルな汗は、
女性の脳には
キャッチされている

こんな実験もある。アメリカの
ライス大学のチェン博士らは、20
代の男性に、いわゆるアダルトビ
デオと教育ビデオを見てもらい、
その後の汗を採取し、女性に嗅い
でもらった。どの女性もどちらの
汗に対して好意的な態度を取るこ
とはなかったが、脳のなかでは違
いが現れていた。アダルトビデオ
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を見てかいた汗のほうが、「視床下
部」や「眼窩前頭野」、「紡錘状回」
などの特定部位が大きく反応した
のだ。このうち「眼窩前頭野」が
嗅覚、「視床下部」が性行為に関す
る部位で、「紡錘状回」はどちらに
も関与していない。

少なくとも男性のセクシャルな
汗は、女性の脳にはキャッチされ
ている、と言えるだろう。

ギスギスした職場には
焙煎コーヒー豆の香りを

近年、香りを全面に打ち出した
商品が出てきている背景には、ア
ロマテラピーの発達もあるようだ。
アロマ（植物の精油）の効能につ
いては、都市伝説的な部分もある
ようだが、確実に効果が見られる
アロマの種類もあるので仕事に積
極的に使うといい。

アロマに限らず、匂いは人間の
意識や感覚を変えている。たとえ
ばコーヒー豆の香り。焙煎したコー
ヒー豆はなんとも芳しい香りを出
すが、人間は焙煎したコーヒー豆
の香りを嗅ぐと優しくなるという
研究結果がある。とかくギスギス
した空気が蔓延する職場には焙煎
したコーヒー豆を置いてみるのも
手かもしれない。

またバラの香りが、人間の記憶
力を高めることは、実験の結果で
証明されている。資格試験などの

勉強をする時にはバラの香りがす
るような環境でしたほうが、より
学習効果が高まるというわけだ。

一流スポーツ選手と
一流トレーダーに
共通することとは？

どの分野にも特異な才能をもっ
た人がいて、超人的な記録や神業
を披露したりする。プロのスポー
ツ選手はその典型だろう。野球
選手のダブルプレーやトリプルプ
レー、サッカーの目の覚めるよう
なロングシュート、バスケットボー
ルのダンクシュートなどは、詳し
いルールを知らなくても見てるだ
けで興奮する。

そんなプレーを見てしまうと、
一流のプレーができるスポーツ選
手は、ふつうの人以上の努力はし
ているのだろうが、その前にまず
生まれ持っての才能があったから
こそ、その地位や技術を獲得でき
たのだと考えてしまう。

近年脳科学、医学で話題となっ
ている物質に「テストステロン」
というものがある。イギリスのケ
ンブリッジ大学のコーツ博士らは、
ロンドン在住の投資家を集めて、
指の長さと投資結果を調査した。
すると人差し指より、薬指の長さ
が長い人のほうが、投資成績が良
いことが判明した。どこか占いの
類に思ってしまうが、これには理
由がちゃんとある。指の長さは胎
児期に浴びたテストステロンの量
を反映しているのだ。

テストステロンは脳の発達にも
影響を与えている。テストステロ
ンに多くさらされると、自信に満ち
たタイプになり、危険を好み、粘
り強く調査し、注意深くなり、反応
や動作が早くなる傾向がある。

こうしたタイプは、数学が得意
なタイプが多く、サッカーやラグ
ビー、バスケットボールなどのス
ポーツで良い成績を残す傾向があ
ることが知られている。投資家も
同様で、様々な情報が飛び交う場
で、的確な判断を瞬時に行なって
優れた成績を残すには、高い計算
力とリスクを取る自信、スポーツ
選手のような瞬発力が備わってい
ないとできない。

効果的な数学の学び方は
男性と女性では違っている

テストステロンは男性ホルモン
なので、男性のほうが薬指より人
差し指が短かくなる。こう書いて
しまうと、女性が一流のアスリー
トや優れた投資家になれない、と
思われてしまうかもしれない。し
かし、女性には女性のやり方や学
び方があり、優れた実績を残して
いる人もいる。

たとえば、よく女性は数学が苦
手だという声を聞くが、実際には
女性の数学者や、いわゆるリケジョ
という理系が得意な女性が出てき
ていることから、必ずしもそう
ではないということが言える。

最近では数学の理解の手順が男
性と女性で違い、これまでの学校
教育では男性に合った数学教育が
行われていたために、女性が数学
が苦手になっていたという実験結
果も出てきている。

数学の教え方は、「はじめに原理
原則をしっかり教えてから具体的
な問題に取り掛からせる方法」と、

「方法を先に示して、具体的問題を
解いてみせてから、なぜ解けるの
かを教えるやり方」があり、女性
は後者の方法のほうがより理解が
進みやすいと言われている。
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実際、共学校より女子校のほう
が女生徒の数学の成績がいいとい
うデータも出ている。

言葉の毒はリアルな神経毒。
体にとっても毒

いやなことがあったり、周りに
気に入らない人物がいたりすると、
つい毒づいたりすることがある。
悪口を言うことを「毒を吐く」とも
言うが、どうもこの毒は本物らし
く、人間の体に悪影響を与えるこ
とが脳科学の分析でわかっている。

ハーバード大学のティーチャー
博士はこんな実験を行った。848人
の成人に子どもの頃に虐待を受け
ていないと確認した上で、仲間に
ひどいことを繰り返し言われた経
験があるかと聞いた。するとひど
いことを頻繁に言われた経験が多
いほど、不安・鬱

うつ

になる率が高かっ
たり、キレやすかったり、人と関
われないなどの症状が出ていた。
さらにひどいことを頻繁に言われ
た人間は左脳と右脳を結ぶ脳梁と
いう部分や、大脳と小脳を結ぶ回
路の機能が低下していることもわ
かった。つまり毒を吐くことは神
経毒として作用していたのだ。

言葉の暴力とはよく言ったもの
で、暴力的な言葉やいじめは、相
手に相当なダメージを与えるのだ。
嫌な言葉を吐けば、その言葉に対
して相手から同様の言葉が自分の
身に降りかかる。下手したら相打
ちになるのだ。くれぐれも不用意
な毒は吐かないほうがいい。

皮肉屋と言われる人が案外、脆
かったり、長生きをしなかったり
するのはこうした要因があるかも
しれない。

皮肉屋や毒を吐くことが癖に
なっている人は注意したほうがい

い。では癖を変えていくためには
どうしたらいいか。

悪習を治す
「アメとアメなし」方法

米国のノヴァ大学アツリン教授
らが開発した「習慣逆転法」を使
えば、１〜３ヵ月でちょっとした
癖を治せるという。癖は多くの場
合、ストレスを感じると起こるの
で、何が原因でストレスを感じる
かを見つけるのだ。

例えば爪を噛むというような癖
であれば、どのような場所で、ど
んな人が周りにいて、どんな状況
なのかを書き出し、いくつかの異
なる状況のなかで共通点を探して
いく。そして握りこぶしをつくる
などそれができないような行動を
取る。爪を噛んだと気付いた時点
で、噛んだほうの手を握って3分間
そのままでいる。それを繰り返す。
それでも最初は長く感じる。そん
な時は、周囲に伝えておき、協力
してもらうと、早く悪癖が治せる。
拳をつくっている間に、褒めても
らうのだ。

だが、「また爪を噛んでいる」と
いう指摘を受けると逆効果になっ
てしまう。脳はネガティブな環境
を嫌う。だから癖や悪習慣を治す
には「アメとムチ」ではなく、「ア
メとアメなし」が有効だ。

感謝ノートを書くと
脳の厚みが増し、健康になる

脳は思いのほか保守的だ。たと
えば「１ヵ月自由に過ごしてくだ
さい」といっても、９割以上がルー
ティンの行動を続ける。無意識に
ウィークデーと同じ時間に起き、
無意識に洗面所に向かって歯磨き

をする。無意識にテレビのスイッ
チを入れて、いつものチャンネル
で情報を得るというように。

だからこそ良い習慣が大事とな
る。

日々のなかで無意識についてし
まった悪い習慣や癖を良い習慣に
変えていくためには、どうしたら
いいのだろうか。もっとも手っ取
り早いのが、行動に対して感謝の
気持ちを持つようにすることだ。

ハーバード大学のラザー博士に
よると、感謝の習慣をもって仕事
やワークをしていると、前頭前野
の厚みが０．１ミリほど増す。たい
した量とは思えないだろうが、実
際ものすごい数の脳細胞が増えて
いる。

カルフォルニア大学デイビス校
のエモンズ博士によると192人の
学生を３つのグループに分け、１
つのグループには「大きいことで
も小さいことでも感謝できること
を見つけて、それを日記に書いて
ください」とし、２つ目のグルー
プには「人生には嫌なこと、イラ
イラすることがあります。それを
思い出して毎日日記に書いてくだ
さい」、３つ目のグループには「毎
日の出来事を日記につけてくださ
い」と指示した結果、10週後に大
きな変化が起きた。

感謝日記をつけたグループ１の
学生は、他のグループより、体の
調子がよくなり、エネルギーが湧
いてくる感覚が持てるようになっ
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たという。具体的には朝の目覚め
がよくなり、運動する時間が増え、
人間関係がよくなった。

これは人間の潜在意識にはたら
きかけることで、結果としてより
よい関係や結果を導くことになっ
たのだ。

脳の機能をアップさたいなら
奥さんや旦那さんと
手を繋ぐこと

良好な人間関係は脳の機能を
アップさせる。もしあなたに奥さ
んや旦那さん、彼、彼女と呼べる
ようなパートナーがいるとして、
よく手を握るくらいの関係になっ
ているだろうか。手を握るなんて
恥ずかしいと思っていて、実行し
ていないなら、脳科学的に損をし

ている。
ウイスコンシン大学の実験では、

あるボランティアの既婚女性に電
気ショックを与え、脳の活性化を
条件別に調べた。１つは夫に手を
握ってもらう。２つ目が知らない
人に手を握ってもらう。３つ目が
誰も手を握らないというもの。

実験の結果は、夫に手を握って
もらった女性が一番恐怖の感情を
司る脳の活性が低かった。逆に誰
にも握ってもらえなかった女性が、
最も高かったのだった。

さらに幸せな結婚をしていると、
その差が際立ったという。

夫婦仲がいいことは、単に幸せ
を感じるだけでなく、脳の活性を
変えてしまうほど大切なことなの
だ。つまり周りとの人間関係は、
組織や環境によって人間の脳の力

を引き上げることができるという
ことだ。

日々の仕事のなかに、感謝の気
持ちや言葉を込める工夫をして、
それぞれの脳のポテンシャルを引
き出せば、高いパフォーマンス集
団になることは、間違いない。

不安が先に立ってしまう時代だ
からこそ、人間の脳が持つ「意外な」
癖や傾向と、個人個人の脳の個性
を知って、ビジネスや人間関係を
よりよくしていきたいものだ。

【参考】
●『脳には妙なクセがある』 池谷 裕二［扶桑社
新書］●『脳にいいこと悪いこと大全』 柿木 隆
介［文響社］●『何をやっても続かないのは、脳
がダメな自分を記憶しているからだ』　岩崎一郎

［クロスメディア・パブリッシング］●「プレジデ
ントオンライン」サイト ●「日経ビジネス」サイ
ト●「日経 BP」ネット ●「講談社」サイト ほか

■ 人間はもともと「ブランド」好き

■ 商品の機能・品質以上に「ブランド」力アップに気を使う

■ 好感度を得るためには、左側を意識する―「シュードネグレクト」を使う

■ 売れるスーパーのチラシには「Z」の法則が貫かれている

■ わかりやすい HP づくりは「F」の法則を使う

■ 男性がかいたセクシャルな汗は、女性の脳にはキャッチされている

■ ストレスの汗と運動の汗の違いを脳は判別している

■ 会社のムードを良くするなら、焙煎コーヒー豆の香りを

■ 記憶力を高めたいならバラの香りを

■ 一流スポーツプレーヤー、成功する投資家のキーワード「テストステロン」

■ 効果的な数学の教え方は男女で違う

■ 脳の機能を上げたいなら、奥さんや恋人と手を繋ぐ

■ 感謝日記をつけると脳の機能を上げ、健康になる

POINT



ドライブスルー八百屋のセット内容と様子
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増えている進化系ビジネス！

コロナにもめげず、否、コロナだからか

す っかり業務のリモート化、オンライン化が定着し

つつある日本のビジネス。ただ業界によってはま

だ温度差があるようだ。ニューノーマル「新状態」とい

う言葉も定着しているが、温度差を含めてのニューノー

マルなのかもしれない。

ニューノーマルの形もさまざまだが、当然ながらその

前から変化の兆しもあった。こうした業界の変化の先端

を見せてくる業態やビジネスモデルを、最近では「進化

系」といった言葉でくくることも多い。

　そこで今回はそんな業界ごとの進化系をまとめてみよ

う。

●進化系ドライブスルー

コロナ禍ではできるだけ人との接触の機会と時間を減
らし、飛沫が飛ぶ空間を共有しないことに尽きるが、そ

ういったニーズの高まりから注目されているのが、ド
ライブスルーだ。 

　ドライブスルーと言えば、マクドナルドやスターバッ

クスコーヒーが知られているが、最近は青果店や鮮魚店

にもドライブスルーがみられるようになった。東京大田

区にある㈱フードサプライは、かねてよりフードロス解

消に向けたビジネスに取り組んできたが、その１つの答

えとして、ドライブスルー形式で野菜を販売するビジネ

スを全国で展開。その名も「ドライブスルー八百屋」。

　契約農家や自社農園で栽培された旬の野菜をパッケー

ジ。客はネットから予約すると全国複数で開催される独

自の市場に車で赴き、車から降りずに注文した野菜を

受け取ることができる。当初はコロナで出荷できなかっ

た米や野菜、卵などの商材をパッケージした5000円の

「もったいない野菜セット」を中心に東京物流センター

と千葉センター物流で販売していたが、次第にライン

ナップを充実させ、米なしの3500円のセットや、母の

日にカーネーション、父の日のひまわりなどを無料で添

えたセットなども販売。最近では「串カツ田中」など、
他のチェーン企業や、地場企業とのコラボも増えている。

　驚くべきはそのスピードで、4月16日に緊急事態宣言

が発布された4日後の4月20日事業を立ち上げてから

は、次々と各地方に展開。定期的ではないものの北海道

から九州の主要都市で市場が開かれている。



三ぶんの店内（公式HPより）

博多屋台の人気フレンチ「レミさんち」（公式サイトより）
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人も入れば満席状態となる店とは思えないほどの旬の

高級食材を最高のネタにして提供してくれる店として、

知られている。

　立ち呑み・立ち食いではないが、進化系が進出して

いると話題になっているのが、博多の屋台である。

　博多の屋台は近年、従来のおでんやラーメン、焼き

鳥といった定番ものから、スペイン風バルやフレンチ、

高級和食店、高級魚ふくの専門店など、バラエティ豊

かな屋台が増えつつある。これは管理者である福岡市

が新規参入者を公募したりして、新陳代謝を促す狙い

がある。キャッシュレス化の流れを受けて、クレジッ

ト払いなどに対応している店も増えている。こうした

対応により、博多の屋台には若い女性などの姿が見ら

れるようになって、イメージもかなりアップしている

ようだ。

●お寺も進化。カフェ運営から
なんと婚活ビジネスまで

コロナ禍では対面で行われるビジネスのほとんどが

顧客獲得に悩まされている。たとえばお寺もそうだ。

　400年の伝統を誇る東京の築地本願寺

では、お寺で法要ができない檀家向けに

オンライン法要を行っている。そこまで

はよくある話だが、同寺では、Youtube

を使った一般向けのオンライン法話など

も行う。それだけでなく、近年の、とく

に若者の「お寺離れ」に対応し、境内に

大掛かりなインフォメーションセンター

をつくり、そのなかにカフェをオープン

させている。朝8時開店のカフェでは朝

　このドライブスルー形式は、他業種にも広がっており、

外食向けの卸業のプライムミート㈱が、東京と長野で「ド

ライブスルー肉屋」を、同じく外食向けのかいせい物産

㈱が5月に「ドライブスルー魚屋」を千葉で開始している。

　こうした流れは、コロナ禍のいまだから受けているの

か、それとも一つの業態としてポストコロナの時代でも

続くのかは不明だが、他業界とのコラボなどプラスア

ルファの魅力が増えて、「コト消費」にシフトすれば、続

く可能性はある。

●進化系立ち呑み、進化する屋台

コロナか否かを問わず、飲食店は常に進化していな

いと生き残ってはいけない。デフレ基調が続いていた

ため、飲食業界のトレンドはコスパのいい高級料理店

が話題を呼んできた。フレンチが立ち食いとなったり、

握り寿司が立ち食いとなる例も少なくない。このトレ

ンドを後押ししたのが「俺のイタリアン」「俺のフレン

チ」など「俺の」シリーズを手掛ける「俺の（株）」だ。

現在イタリアンやフレンチだけでなく、スパニッシュ、

焼き鳥、うなぎ、グリル、焼き肉、おでん、そばなどジャ

ンルが拡大中だ。ただ中には着席じゃないと落ち着か

ないということもあり、着席可能な店舗も増えている。

　こうしたトレンドは他にもあり、「進化系」として話

題を呼んでいる。2018年東京の日比谷ミッドタウンに

オープンした立ち呑み「三ぶん」もその1つ。もともと

開発前からあった店で、食通と左党の間では知られて

いたが、開発後はミッドタウンの一角に店を開いた。

　高級ブランドひしめくミッドタウンのなかでは、10



築地本願寺のカフェと「寺婚」の案内（同寺公式サイトより）

シュールな福井県照恩寺の　「テクノ法要」の様子（公式Youtube動画より）

神保町ブックセンターの様子（同社公式サイトより）
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食セットが提供されるが、精進料理をベースにしたも

ので、ヘルシーさと種類の豊富さ（18種）で、「インス

タ映え」すると話題になっている。

極めつけは、「築地の寺婚」と題した婚活マッチング

サービス。一般の会員制婚活マッチングサービスと同

じで、専門のコンシェルジュがおり、会員から条件を

聞き出し、デートなどをセッティングと結婚に向けて

の細かなアドバイスを行っている。

　お寺でなぜ？という疑問も湧くが、お寺側としては新

しい層に将来の檀家、あるいは、法要などの顧客取り

込みの仕掛けであり、利用者としては、お寺であるこ

とからほかの婚活サービスより、登録会員がしっかり

しているイメージがあり安心できるなどの声があがっ

ている。

　ほかにも東京葛飾区にある「證願寺」ではプラネタ

リウムセットのなかで法話を行っている。また岐阜県

の円光寺では、毎年夏に境内を使った「浴衣ファッショ

ンショー」を開催、福井県の「照恩寺」では、境内に

プロジェクションマッピングを使った映像を流し、テ

クノ音楽に乗せた「テクノ法要」を行っている。

●もはや本屋は本を探しに行くところから、
食事をしながら本を読む場所へ

進化系の一つの方向としてあるのが、別業種のコラ

ボから生まれる新業態だ。最近ではコラボと呼ばず、「マ

リアージュ」という表現を使ったりする。

とくに顕著なのは書店。書店＋カフェはだいぶ一般

化しており、例えば、東京神田の書店街の老舗、「東京

堂」は、店内に「Paper Back Cafe」が併設されてお

り、購入した後そのままカフェでくつろぐことができ

る。また岩波ブックセンター跡地に誕生した「神保町

ブックセンター」も軽食が楽しめるカフェとワーキン

グスペースが用意されている。

　東京・六本木にある「文喫」は、書店でありながら、

入場料がかかる。しかも1,500円とかなり高額。その

かわり店内ではコーヒーが飲み放題で、気に入った本

をゆっくり読める閲覧室、グループで打ち合わせなど

ができる研究室などのほか、軽食が摂れる喫茶室がある。



東京・二子玉川のSOLSO HOME Futako（公式サイトより）

東京・池袋の「本と珈琲梟書茶房」（公式サイトより）

東京・六本木の文喫の店内の様子
（公式サイトより）
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つまり１日をここで過ごし、仕事もできるのだ。また

文喫は、いわゆるベストセラーなどはおかず、通常の

書店では手に入りにくいレアな業界本や専門書、美術

書などを中心に取り揃えている。ちょっとした調べ物

なら、ここで完結してしまう。

　東京・池袋の地下鉄直結のショッピングモール

「Esola」にある「本と珈琲 梟書茶房」は、タイト

ルからイメージできるように同じブックカフェでもレ

トロな雰囲気を漂わせるスポットとして知られる。約

1,000冊の本を自由に閲覧でき、タイムスリップした

ような空間でじっくりコーヒーや軽食とともに味わう

ことができる。

　もはや書店の機能は単に本を買うだけでなく、買う

までの時間と空間を楽しむ存在に変わりつつあるよう

だ。となれば、書店に求められるのは居心地良い空間

づくりで、「こんな空間でこんな本探しができる」とい

うことがポイントになってくる。

　東京・玉川の二子玉川ライズSCにある蔦屋家電に

は「SOLSO HOME Futako（ソルソホームフタコ）」

がある。蔦屋家電の本棚とカフェ＆バーの「GOOD 

MEALSSHOP 二子玉川店」に隣接し、さまざまな観

葉植物が天井から壁、テーブルや椅子などを取り囲み、

自宅でくつろぐような体験ができる。

●北海道の小さな書店の
大ヒットサービス「一万円選書」

少子化やネット社会の伸長もあり、出版界はずっと下

降線をたどっている。とくに地方書店の生き残りは厳

しいものがある。こうしたなか、全国から注目されて

いるのが、北海道砂川市にある「いわた書店」だ。ここ

では忙しくて本屋に行けない、最近同じような本ばか

りで出会いがないなどの読書難民に、1万円でその人だ

けの本をセレクトして送ってくれる「一万円選書」サー

ビスを行っている。A4版3枚の詳細な「カルテ」をも

とに、店主の岩田徹さんがお薦めの本を一万円分選ぶ。
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カルテには職業、年齢、それまでどんな本を読んで

きたかといった読書歴などのほか、家族構成、最
近気になっていることや、人生で一番うれしかった

こと、苦しかったことなどのほか、何歳の頃の自

分が好きですか、あなたにとって幸福とはなんで
すか？　といった、かなりディープな設問が並ぶ。

きっかけは本好きの知人に頼まれたことだ。その

後口コミなどで月数人まで広がったが、ある時深

夜番組で紹介されると、一気に数百人がオーダー。

今では3000人待ちになっているほどに。

　本は大人になれば、なんとなく「読んでおいた

ほうがいい」と思いながらも、セレクトする時間

と手間をかけることができないという現代人の事

情が背景にありそうだ。事実、Amazonは過去の

注文歴からレコメンド機能を使って本との出会い

を増やし、潜在的な消費を喚起している。

　本来、書店に求められているのは、本のソムリ

エとしての書店員の役割と、会計カウンターとは

別のコンシェルジュカウンターなのかもしれない。

●屋形船の異彩、ななつ星で知られる
水戸岡鋭治氏監修の安宅丸（あたけまる）

コロナ禍はさまざまな業界に想定外の影響を与えた。

もっとも影響が深刻だったのは観光業界だが、とりわ

け悪印象を与えてしまったのが屋形船だ。今年は東京

五輪が開催予定だったが、東京の屋形船の営業期間は

夏の書入れ時が外されていた。よって、その前の春先

が勝負でもあったが、その出鼻

をくじいたのがコロナだった。

　その後、３密を避けるような

対策で徐々にではあるが営業を

再開してるところもある。実は

屋形船もいろいろ進化している

業態の一つだ。屋形船は飲食を

伴うエンターテイメント空間で

あり、そのため食事以外の魅力

づくりに力を注いできた。なか

でも異彩を放っているのが、「安

宅丸」。江戸時代、徳川家光が建造させたという船のイ

メージを再現したもので、船の外観のいたるところに

三つ葉葵の御紋が施されている。船内は九州新幹線や

豪華観光列車「ななつ星」などを手掛けた水戸岡鋭治

氏が、往時の絢爛な設えを現代に再現。また運行中は

劇団四季出身者などから成る「徳川お持て成し役者」が、

船内の案内やパフォーマンスを繰り広げる。

　いまは世界中が試練の時だ。この試練のなかから新

しい、工夫や知恵、イノベーションが起こり、きっと

必ずあちこちで業態進化や市場が広がるはずだ。

　これからもさまざまな業界の進化に期待したい。




