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１２月例会ご案内

【松本洋紙店の戦略】

１２月１３日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 私の戦略と戦術
場所
： 港区商工会館
参加費 ： 1000 円
担当
： 松本 友

いち早く、必要な紙をお客様に届ける
そのことにより、現在の売上を 3 倍に伸ばす
【そのための戦術】
・日本で一番大きい紙の商社である日本紙パルプ商事
株式会社と提携

現在松本がどういうビジネスをしているのか、どういう
意思決定を行ってきたのか、今後どうやっていこうとし
ているのかをお話ししたいと思います

・受注から配送まで一元管理できるような WMS シス
テムを構築

【株式会社松本洋紙店 概要】
・変化の激しい EC 業界に対応するために運営業務を
委託

所 在地
〒 101-0061 東京 都千代 田区 三崎町
2-20-7 水道橋西口会館 7F
設立
2016 年 12 月 1 日
資本金
700 万円
株主
松本 友（72%）
日本紙パルプ商事株式会社（14%）
株式会社プレスマン（14%）
事業内容 洋紙販売（取扱紙 8,000 種以上・
取引実績のべ 60,000 社以上）

・松本は常に戦略・戦術を考え、決定し、実行する
【なぜじょうはんなのか】
マネージメントゲーム（MG）開発者の西順一郎氏と出
会い、城野宏氏の著書に出会う
インターネット上のビジネスという道なき道を歩むに
あたり、常に自己流ながら意思決定を繰り返して来た
が、城野さんの考え方は巷のどんな経営・マーケティ
ング関連の著作より参考になり、何よりわくわくする
と思っている

2005 年 6 月 7 日 株式会社 BLUE POCKET 設立
紙の販売サイト「松本洋紙店」を開始する
2016 年 12 月 1 日 株式会社松本洋紙店を新設
分割にて設立、洋紙販売部門を独立させる

【天国と地獄】

2016 年 12 月 27 日 日本紙パルプ商事株式会社、
株式会社プレスマンより増資
仕入れ、サイト運営を強化する

城野さんの著書の中で読んだ天国と地獄の話のように、
地獄のほうがやりがいがあり面白い、くらいの気持ち
でチャレンジして行きたい

【松本友 略歴】
1977 年 9 月 22 日 鳥取県境港市に生まれる
1999 年 4 月 1 日 株式会社盛市洋紙店入社
インターネット販売サイトを立ち上げる
2005 年 6 月 7 日 独立し、株式会社
BLUE POCKET を設立する

【現在の課題】
・関係者の増加による、スピードの鈍化
また、個々の脳力の違い
・宅配便の値上げだったり変わりゆく環境への対応
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路が、いわゆる「脳」。脳は、外部の情報を処理して、
適切な運動を起こす「入出力変換装置」。餌ならば近
寄る、敵や毒なら避けるといった、単純だが生命にと
って大切な反射行動を生み出す装置。
（３）評価・・城野先生の考え方が、池谷氏の説く脳
科学の観点からも十分に裏付けられていることが、よ
く理解できます。

１０月例会報告
１０月１１日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生の冊子「なぜ脳力開発なのか」の再
考察 第１０回～第１２回（最終回） ー脳力
開発と脳科学との関係ー
場所
： 港区商工会館
担当
： 古川 元晴

３ 頭はよくなるのか
（１）城野先生
①食って寝てという人間生存の基本的活動に対応
するシナプス形成は、生後４年までで約８０％を完了
してしまう。
②この後は、社会生活における複雑な事象への反
応組織を、一つ一つ積み上げてゆくことになる。成人
になってからも頭がよいといわれ、仕事がよくできる
といわれる人は、この後の電線の結合作用を沢山つみ
重ねてきたからである。
③普通、脳細胞の２％くらいしか使わにずに暮ら
しているのに、しばらく訓練すれば少なくとも３０％
くらいは使って暮らすようになる。
④これが頭をよくするということで、成人になっ
ても、年をとっても、その気になればできることなの
である。
（２）池谷氏
①脳は、周囲の環境や刺激にどう反射行動を起こ
すかの自動判定装置。
②「頭がよい」の定義を一概に論じるのは難しい
が、私は「反射が的確であること（その場その場に応
じて適切な行動できること）」と解釈している。
③この自動判定装置が正しい反射をしてくれるか
否かは、本人が過去にどれほどよい経験をしてきてい
るかに依存。私たちの行動は、８０％以上はおきまり
の習慣に従っている。「よく生きる」ことは「よい経
験をする」ことだと考えている。
（３）評価
①城野先生が、未来志向的に頭をよくする方法を
説くのに対し、池谷氏は、過去から現在までにおける
経験の蓄積としての「生活習慣」がよいか否かによっ
て、頭のよさに差が生じると説いていますが、その根
底にある「頭をよくする方法」は、基本的に同じであ
るように理解できます。
②もっとも、城野先生が人間の「決心、覚悟」等
の精神的姿勢を重視しているのに対し、池谷氏は、ヒ
トの「意志、心」は脳にではなく身体や環境に散在し
ているという注目すべき説を提起しています。この説
の要点は既に「１０月例会ご案内」の第２、４で簡単
に記していますが、重要な点ですので、次により具体
的に見ておくこととします。

第１ 例会での議論の概要
（１）１０月例会では、「脳力開発と脳科学との関係」と
いう観点から、城野先生の冊子「なぜ脳力開発なのか」の第
１０回～第１２回（最終回）と脳科学者池谷裕二著『脳には妙
なクセがある』（池谷著書）について、「１０月例会ご案内」
記載の要点整理に基づいて議論し、加えて、城野先生の
冊子「脳力開発のすすめ－誰でもすばらしい頭になれる
－」に基づいて、城野先生の提唱する「脳力開発」と脳科
学との関係についての理解を深め合いました。
（２）そこで、上記文献等を基に、「脳力開発と脳科学
との関係」についての議論の概要を整理すると、以下の
とおりです。
第２ 「脳力開発と脳科学との関係」について
１ 「脳力開発」の目的と「脳科学」の目的
（１）城野先生・・脳力開発の推進とはこの世の中をもっと
素晴らしく、おれも十分に生きてきたぞという実感をすべて
の人たちにもってもらいたいという活動なのである。
（２）池谷氏・・ 脳科学の視点から、「よりよく生きると
は何か」を考えること。楽しくごきげんに生きるーこの目
標を達成するために脳科学の成果を活かしたい。
（３）評価・・両者は、対象分野は異なっていても、目指
す方向（戦略）は基本的に同じであると理解できます。
２ 「脳の構造」についての理解
（１）城野先生
①１４０億の脳細胞から成り立ち、一つの細胞から
５０本くらいの脳神経が出ている。脳神経の末端が、一
つの行動ごとに他の脳神経の末端と結合し、シナプスを
形成する。
②こうしたつながりができてゆくと、一つの脳神経
に伝わった刺激が、他の脳神経にも伝達され、それぞれ
の脳細胞に応じた反応がとられ、総合的な行動指令とな
り、身体各部を動かして、人間の活動が生まれる。
③脳細胞と神経の数、それに神経の伝達速度は、人
間であれば同じであり、大差はない。だから人間として
は、元来、秀才、鈍才の区別はない。
（２）池谷氏・・脳は、身体運動の制御装置
①動物は、身体運動を制御するための装置として、
進化の途中で、筋肉と神経系を発明した。高速の電気信
号を用いて、すばやく運動を行おうというわけ。
③この神経系をさらに効率的に発達させた集積回
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第３ 脳科学から見たヒトの「意志、心」
１ ヒトの「意志、心」誕生の経緯
①脳の構造は階層的で、「脳幹」「小脳」「基底核」
といった旧脳部分は、進化的に古く、いずれも身体と深
い関係をもっている。
②これに対し「大脳新皮質」は、旧脳のうえに存在し
ているが、身体性が希薄で、解剖学的にみても、身体と
直接的な連結をほとんどもっていない。
③進化的に後から生まれた「大脳新皮質」は、初期の
段階では旧脳をさらに円滑に動かすための「予備回路」
として参入したが、進化とともに脳が大きくなって、特
にヒトでは大脳新皮質の拡大が顕著。その結果、旧脳よ
り大脳新皮質が優位となり、身体性を省略したがる癖が
生じた。
④その結果生まれたのが、計算力、同情心、モラルな
どの機能。こうした高度な脳力は、もともと身体性から
発生したものだが、物体としての身体から解放されるこ
とによって獲得された脳力。

①脳は、元来は身体とともに機能するように生ま
れた。手で書く、声に出して読む、オモチャで遊ぶな
ど、活き活きとした実体験が、その後の脳活動に強い
影響を与えるだろうことを、私は日々の脳研究を通じ
て直感。
②勉強部屋や教室をメインに成長した人と、野山
や河原を駆け回って成長した人では、身体性の豊かさ
は明白
③テレビゲームの悪しき面は、身体性の欠如。視、
聴、味、臭、皮膚の五感のうち、少なくとも味、臭が
欠如。
（２）脳には入力と出力があるが、出力の方が重要
ア 私たちの脳が「出力を重要視する」ように設
計されている以上、出力を心がけた生き方を大切にし
たい。
イ 行動するとその行動結果に見合った心理状態
を脳が生み出す。たとえば次の例。
①笑顔・・笑顔に似た表情を作るだけで愉快な
気分になるという実験データ
②就寝・・寝ようとして睡魔を呼び込むために、
就寝の姿勢（出力＝行動：寝室に入って電気を消す等）
を作ることで、それに見合った内面（感情や感覚）が
形成される。
③やる気・・やる気が出たからやるというより、
やり始めるとやる気が出るといケースが多くある。
④ニューロン・・身体運動を伴うとニューロン
が１０倍ほど強く活動する実験データ。

２ 脳科学が、「意志、心」の所在場所を身体や環境で
あるとする根拠
（１）経験によって反射の仕方が変化する
①自由意思とは本人の錯覚にすぎず、実際の行動の
大部分は環境や刺激によって、あるいは普段の習慣によ
って決まっている。「思考癖」や「環境因子」が決めて
いる。
②無意識の自分こそが真の姿である。意識と無意識
はしばしば乖離する
③悪い反射癖が身についてしまうとなかなか戻す
ことが難しい。
（２）意識に現れる「自由な心」はよくできた幻想
ア 脳の「補足運動野」
①真っ先に準備を始める脳部位。その部位での準
備後に「・・したい」という感情が”後付け”で始まる。
②「意志」はあくまでも脳の活動の結果であって、
原因ではない。
イ 実験によって得られた脳地図・・どの脳部位が
何を担当しているかを示す脳地図
ウ 「自己認識された自分」と「他者から見た自分」
の乖離
①前頭葉にある「前運動野」・・個々を刺激する
と身体運動が起こるが、本人には「動いた」という自覚
がない。
②頭頂葉にある「補足運動野」・・個々を刺激す
ると、実際には動いていないのに「動いた」ように感じ
る。
③結論・・ヒトという生き物は自分のことを自分
では決して知り得ない作りになっている。

第４ 結語
城野先生の「脳力開発」は、脳科学の発展によ
って、私たちの日常生活に深くかつ広範囲に根ざした
ものとして普及させていく展望が、一層開けてきてい
るのではないでしょうか。脳科学の現時点での到達点
及び今後の更なる進展を注視し、今後の「脳力開発」の
実践活動及び普及活動に極力活かしたいと思います。

３ 脳科学から見たヒトの「意志、心」の活用方法
（１）よい経験を積んでよい「反射」をすることに専念
する生き方の提案
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例会予定
2019 年
１月１１日
テーマ ：
場所
：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
未定
港区商工会館
未定

２月１４日
テーマ ：
場所
：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
未定
港区商工会館
未定

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。
※ 年会費はありません。
※ 「じょうはん」発送のお申込は、
E-mail： info@iki2life.com
まで、Mail でご連絡下さい。
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ
げて下さい。
※ ホームページもご確認下さい。
http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

開催場所：港区商工会館
編集後記
１２月は、今年３月から例会に積極的にご参加い
ただいている松本友氏に、なぜ情判会に関心を持た
れたのか、同氏の戦略と戦術を語っていただきます。
皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)

港区商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸 1-4-28 TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩６分、
ＪＲ浜松町駅北口から徒歩およそ７分 、
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B２出口からおよ
そ徒歩10分
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