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人間の脳＝300年分の録画ができる能力 

2010年4月 Scientific American 記事 

http://www.scientificamerican.com/article/what-is-the-memory-capacity/ 

2.5ペタバイトの
記憶容量 

テレビ録画 

300年分！ 

１ペタバイト 

＝1000テラバイト 

＝100万ギガバイト 

脳について考えよう 

脳＝ 

スーパー 

コンピューター 

 ビジネスシーンで「脳」をフル活用しよう！ 

脳を知る 

脳に適したツールを使う 

プロセス（＝モード）を意識する 

安心できる場 

ここで、受講生が相互で共有するこ

とは、この場だけです。 

会場を出たら忘れてください。 

安心できる場を作ることに、同意い

ただけますか？ 



2016/1/14 

2 

脳の働きの３つの体感ワークから 

常識から離れよう！ 

知らないことがたくさんある 

常識を疑おう。 

演 習 未来から連想する言葉 

青 A4 

事例 未来のワークの結果 書き出したものを比較しよう 

20 
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演 習 「未来のワーク」1 

全員で同じ 3名が同じ 

ペアになる 

チームメンバーで探す 

同じものがほとんどない理由 

浮かんだ単語はどこから来たか？ 

子ども時代に見た映画 

昨日の新聞 

家族との話 

今朝見たテレビ番組 

頭の中で「繋がる」「広がる」 

人によって異なる 

だから面白い 

演 習 「未来のワーク」2 

分からないことを質問 

背景や考え方を確認 

チームメンバーの相互理解 

「単語」で書いても話ができた 

単語で書き出した 

単語をみて自分の考えを説明した 

 

単語で書く方が早そう 

文章よりも説明がしやすかった 

話をしながら広がりやすい 

基本理解 

応 用 

演 習 気づきの共有《チーム》 Ｑ＆Ａ 



2016/1/14 

4 

演 習 イメージの連想 

目を閉じて 

次の単語を聞いて、イメージを 

自由に遊ばせてください。 

        

放射思考 花のように広がる＝Bloom（ブルーム） 

川のように流れる＝Flow（フロー） 頭の中で起こっていること＝放射思考 

Flow 

両方あわせて放射思考 

Bloom 

「川が流れる」と「花開く」 
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頭の中で起きていること 

Bloom 
花のように放射状に広がる 

Flow 
河のように流れていく 

行ったり 

来たり 

会話や文章 VS 頭の中で起きていること 

直線思考 放射思考 

Linear 
一定方向に、まっすぐ 

進んでいく 

脳のコンピューターはスピードが早い 

イメージからイメージへの連想 

30秒で6～8イメージ 

イメージを単語で説明するといくつ 

6イメージ✕5単語として30秒で30個 

 

先ほどの未来のワーク 

2分で10個 実は余裕のはず・・・ 

 

連想には順序が重要 

どこからどこに繋がっているか？ 

どの流れ・つながりで出てきたかが鍵。 

この形に意味がある 

スピード早く記入できる 

流れ・つながりが分かる 

「行ったり来たり」に対応できる 

形が重要 

ミニマップのかき方3鉄則 

1. 中心から外へ 

2.   

3. 文ではなく単語を載せる 
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演 習 気づきの共有《チーム》 Ｑ＆Ａ 

演 習 小学生の算数に挑戦 

マジカル・ナンバー！ 

7±2 

作業記憶 

チャンク 

書き出さないと考えられない 

思考の筆算 
《プロセスの「見える化」》 

で解決！ 
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この形に意味がある 

スピード早く記入できる 

流れ・つながりが分かる 

「行ったり来たり」に対応できる 

頭の中で起きていることを記録するツール 

スピード 

頭の中で起こっていることに 

追いつくスピード 

再現性 

後で、そのとき浮かんだことを 

思い出せる＝流れ・つながりごと記入 

いつでも書ける/用途が広い 

基本は手書き！パソコン不要 

3つの要素が必要 

頭の中で起きていることを記録するツール 

スピード 

頭の中で起こっていることに 

追いつくスピード 

再現性 

後で、そのとき浮かんだことを 

思い出せる＝流れ・つながりごと記入 

いつでも書ける/用途が広い 

基本は手書き！パソコン不要 

3つの要素が必要 

脳のマネージメント方法を変える 

脳＝ 

スーパー 

コンピューター 
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事 例 フルスペックのマインドマップ事例 事 例 初期のマインドマップ（40年前） 

アプローチの仕方 

ミニ・マインドマップから 

スタートする 

スキルを加えて、フルスペックの 

マインドマップにしていく。 

今回は、ミニ・マインドマップに 

絞って学んでいこう！ 

10本から発散へ 

なるべく楽しくなるテーマで練習 

演 習 ミニ・マインドマップに挑戦 

 
 

1.丸と10本のブランチを引く 

2.中央にタイトルを書く 

3.ブランチの上に思いつくまま 
  単語を載せていく。   2分         

私の好きなこと 

青 

2分間で10個載せることを目指そう！ 

何を書いてもＯＫ。 

書き終わった方は、11本・12本と増やそう 
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ミニ・ミニ・マインドマップの事例 

どんどん伸ばす 演 習 ミニ・マインドマップに挑戦 

 
 

1.丸と10本のブランチを引く 

2.中央にタイトルを書く 

3.ブランチの上に思いつくまま 
  単語を載せていく。   2分         

私の好きなこと 

青 

2分間で10個載せることを目指そう！ 

何を書いてもＯＫ。 

書き終わった方は、11本・12本と増やそう 

演 習 ミニ・マインドマップに挑戦 

 
 

4.さらに伸ばす            5分 

      

青 

私の好きなこと 

たくさんかき出そう 

まず、線を引いて、そのあとで単語を載せていく・・・・ 

かならず、その順番で 
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演 習 ミニ・マインドマップに挑戦 

 
 

4.さらに伸ばす            5分 

      

青 

私の好きなこと 

まず、線を引いて、そのあとで単語を載せていく・・・・ 

かならず、その順番で 

マインドマップで単語を増やすコツ 

少しおいてから見直す 

同じ単語も似た単語もOK 

書いているときは判断しない 

○○といえば？と問いかける 

一か所にこだわらない 

他人の視点を借りる 

マインドマップで単語を増やすコツ 

練習する 

「未来のワーク」未来から連想する単語を書き出す 

１．中央にテーマを書き入れる 

２．線に載せて単語を載せる 

未 来 

３．2分間で10個を目指す 

埋めたくなる気持ち 

これは何？ 

全体を認識（ゲシュタルト） 

埋めたくなる気持ちを感じる！ 
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「放射思考」を実践 

ミニマップのかき方3鉄則 

1. 中心から外へ 

2. ブランチが先 単語が後 

3. 文ではなく単語を載せる 

三角形は何個ある？ 

ミニマップを描こう1 

準備（枠作り） 

中央に○ 

10本の曲線 

6時・12時以外 

しっかりつなぐ 

○の中にタイトル 

ミニマップを描こう2 

短時間（2分）で作成 

ブランチの上に単語 

イメージやアイコンもOK 

思いつくまま 

上にくっつけて 

 

 

ミニマップを描こう3 

ブランチの長さの目安 

 

 

セントラルイメージから、 
紙の横端までの3分の1くらい 
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ここから独自ステップへ 

頭の中でおきていることを書き写す 

＝ミニマップで発散 

 

発散内容が「見える化」されている

ので、これを活用して、収束する！ 

明確なステップ化 

未来をテーマの事例 

まずは第1階層 どんどん伸ばす 

未来ワーク マップの仕上げ 

グルーピング 

つなぐ 

関連付け 

1 

強 調 

収 束 

2 

優先度 

3 
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マップの仕上げ 

グルーピング 

つなぐ 

関連付け 

1 

マップの仕上げ 

強 調 

収 束 

2 

マップの仕上げ 

優先度 

3 

未来ワーク 

比較 

演 習 ミニ・マインドマップに挑戦 

 
 

4.さらに伸ばす         5分 

5.全体を見て頭の整理をする    

6.関連付け（グルーピング・つなぐ） 

7.収束（強調・優先度付け）    5分         

ヒント：プロセス毎に色を変える 

テーマ：私の好きなこと 

頭の働くマインドマップのポイント 

発散と収束ではルールが違う！ 

発散は、ともかくたくさん 

収束では、全体を見ながら判断 

判断を遅らせる！ 

最初から判断しない～まずは思いつき 

次に判断！全体をよく見て 
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思考時間の断片化 

考える 

作業する 

考える時間と作業する時間
が混ざっている 

考えるてから 

作業する 

思考時間の断片化 思考時間の集約 

デフラグ 

従来のツールとどう組み合わせるか？ 

発散のみで使う 

発散～関連付け～収束 でつかう 

文章と組み合わせる 

マトリクスやチャートと組み合わせる 

98 

マインドマップの実践効果 

メンバーの頭の中で 
起こっていることを 
「見える化」し共有 

自分の頭の中で 
起こっていることを 

「見える化」 

論理的整理 

ストーリー 
構築 

合意形成 
支援 

アイデア 
創発支援 

アイデア 
発想 

議事録作成 
読書メモ 

スケジュール
管理 

チーム目標
設定 

学習支援・業務効率化支援 
読書・議事メモ／講義メモ・スケジュール 

個人目標 
設定 

見直しの力を発揮 

読んだ話が記憶に残る 

聴いた話を振り返ることができる 

 

復習 

100% 

0% 

50% 

10分後 24時間後 1週間後 1ヵ月後 

6ヵ月後 

コツは直後の見直し 

マインドマップとは？ 
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ミニ・マインドマップで乗り越えたモノ 

作業記憶の壁 

たくさん書き出す／予想外の単語 

集中力アップ 

10分～15分間 脳のエネルギーを集中 

全体俯瞰の力 

相互に繋がる／新しい切り口 

 

メンタル・リテラシーのある世界 

思考力アップ！ 

学ぶ力アップ！ 

どうなる？ 

メンタル・リテラシーのある世界 

思考力アップ！ 

学ぶ力アップ！ 

どうなる？ 

メンタル・リテラシーのある世界 

思考力アップ！ 

学ぶ力アップ！ 

どうなる？ 
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次のステップのご紹介 

 

ミニ・マインドマップでは集中が15分まで 

従来のメモよりは相当に良くなった。 

でも、ミニ・マインドマップでは 

楽しいのは15～20分程度 

もっと長くする方法はないのか？ 

 

もっと自由に発想を広げる方法は 

ないのか？ 

Prof. Roger Sperry 

(Nobel) 
主に右脳 主に左脳 

脳の機能分布 

Prof. Roger Sperry 

(Nobel) 
主に右脳 主に左脳 

従来のノート 

右脳機能を使わない 

Prof. Roger Sperry 

(Nobel) 
主に右脳 主に左脳 

ミニ・マインドマップ 

右脳機能を一部使う 

Prof. Roger Sperry 

(Nobel) 

SYNERGETIC 

 両方を使う！ 

主に右脳 主に左脳 

脳を使いこなす＝フル・マインドマップ 

「色」と「イメージ」をもっと使う！ 
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脳の時代！脳科学が発展 

1990年以降 脳についての知識増 

三位一体理論、右脳左脳理論を経て 

21世紀に入り、「記憶の限界」 

「可塑性」「シナプス新生」などの

新発見 

マインドマップは、脳の働きに見合

う新しい機能を追加 

＜色・イメージ・論理構造＞ 

40年間の“進化”を体感しよう！ 

「色」と「イメージ」をもっと使う！ 

３つのツール 色・イメージ・ＢＯＩ 

未来学者 アルビントフラー 

21世紀における「文盲」とは、読み書きをする

能力がない人を指すのではなく、学ぶことが 

出来ない、学んだことを手放すことが出来ない

学び直すことが出来ない人を指すだろう。 

アルビン・トフラー 未来学者  

出典：Rethinking the Future 

 翻訳エクセル教育研究所 

1980年『第3の波』著者 

文盲＝illiteracy 

リテラシーの反対語  



2016/1/14 

18 

「メンタル」＝「マインドの」形容詞形です！ 

メンタル・リテラシーの時代 

マインドの読み書き能力 

マインド＝頭の中で起きていること 

“マインド”を書き出す思考ツール 

＝マインドマップ 

フル・マインドマップを学ぶ意味 

131 


