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＜profile＞
三谷 淳（みたに じゅん）
未来創造弁護士法人

代表弁護士

日本一裁判しない弁護士
税理士
株式会社エイアンドティー取締役
(東証JASDAQ上場)

「
利
他
の
心
」
に
つ
い
て
考
え
る

株式会社あつまる監査役

慶應義塾大学法学部出身。ゴールから逆算する勉強法で1996年に司法試
験に最年少合格し、2000年に弁護士登録後は横浜の大手法律事務所に勤
め、数多くの裁判を手がける。このころ旧日本軍の爆雷国家賠償訴訟に
勝訴し、数々のマスコミに取り上げられる。
■著書・寄稿

しかし、2006年に独立し、三谷総合法律事務所（現・未来創造弁護士

『本当に賢い人の 丸くおさめる交渉術』（すばる舎）

法人）を設立すると、裁判で勝つことよりむしろ｢裁判にならない事が

『弁護士・税理士・上場企業取締役だから分かった伸び

大切である｣と考えるようになり、徹底した紛争予防を研究した結果、

てる会社の意外な共通点』

「日本一裁判しない弁護士」と呼ばれ、企業経営者から絶大な支持を受

（合同フォレスト社）

けるようになる。

東洋経済オンライン（経営×経済×法律の観点から記事

2010年に同世代経営者勉強会【S70’s】を立ち上げ、延べ3000人の経営

執筆多数）

者メンバーと切磋琢磨するほか、京セラ創業者稲盛和夫氏から直々に経
営哲学を学び、経営の王道を探求し、2013年には経済産業大臣より経営

■講義、講演等

革新等支援機関に認定される。

慶應義塾大学法学部、法科大学院(2000年～2011年）

弁護士の他にも、税理士、上場企業取締役の三役をこなし、法律サポー

SMBCコンサルティング(2017年～）

トだけでなく数字と経営が分かる「経営を伸ばす顧問弁護士」として、

その他、中小企業経営者向け、医療業界・不動産業者・

上場企業から社員数名の企業まで全国のクライアントからの依頼に応え

産廃業者向けなど、多数。

る。
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三谷 淳
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特集 「利他の心」について考える
「当事者意識」が強くなったキッカケ
「当事者意識」は割と持っていた方だと思うんです
が、一つはS70’s（三谷氏が主催する同世代経営者の勉
強会）の影響ですね。もう一つは、東日本大震災です
ね。「日本はどうなってしまうのか」「東京はもうも
たないのではないか」というところまで考えました。
これは話すのもお恥ずかしいのですが、原発が冷やせ
ないとなり、消防車やヘリコプターで水をかけたりし
て、そんなことで冷えるわけがないのに、そんなこと

経営理念

しかできないのかと思った時に、なんで日本はこれま
で自衛隊を税金で養ってきたのに、50人100人が犠牲に

全従業員の物心両面の幸福を追求すると

なったとしても1億人を守るためにはしょうがないじゃ

共にリーガルサービスを通じて社会正義

ないか、と思った自分が正直いたんです。それをS70’s

の実現に寄与すること。

で震災後に集まって考えたことがあったんですが、こ
れは「国が国民を守ってくれる」と考えているという

自分たちの未来とみんなの未来を「当事
者意識」で創る。

ことではないか、でもその国は“誰が”創っているのか、

今後の展望、夢、目標

まで原発のことに無関心でいたのも自分たちだし、自

僕たちもその一員だということに気づきました。これ

一つは、お互いが「利他の心」を持てば裁判は起き

衛隊が何をやるかを決めているのも自分たち。すべて

ないという考え方をどれだけの方に広められるか、と

を他人事に捉えるか、自分事に捉えるかでこれだけの

いうことが使命だと考えています。そしてもう一つは、

差が出るんだ、と。恐怖から始まり、怒りに変わり、

中小企業の経営を伸ばすことによって売り上げ、利益、

そして反省、行動と当事者意識の変遷がありました。

従業員数、納税額を増やす、これが日本人としてこの

震災をキッカケに世の中のことすべてに自分は当事

国を次の世代へと渡していく、日本に対する貢献だと

者なんだ、と思うようになりました。誰かが起こした

考えています。この想いをどこまで広げられるかとい

とばっちりを受けているのではなく、自分たちが招い

うチャレンジなのかな、と思っています。日本の中小

た危機なんだと思えるようになりました。この経験が

企業の割合は99％以上なので、そこが伸びることがこ

「盛和塾」（京セラの創業者、稲盛和夫が塾長を務め

の国の未来を創るんじゃないかと思っています。これ

る企業家のための経営塾）への入塾にも繋がりました。

が僕らの役割だと考えています。
自分たちの未来とみんなの未来を創る、という「当
事者意識」が強くあるんです。誰かが創ってくれるの
ではなく、自分たちで創るものなんだ、という想いが
ありますね。

株式会社ピクスタ
実体験が教えてくれる「利他の心」。

フィロソフィを採用にも活かす。

弊社の社員は割と「利他の心」を先天的に持ってい

弊社の採用試験は自社のフィロソフィ（哲学、経営

て、「当たり前だよね」と捉えられるんです。僕なん

理念）の感想文なんです。うちは成績不問、学歴不問

かは“利己の塊”で育ってきたので、元々は「利他」に

で、本当に見ないんですよ。今年も成績が1500人中

は拒否感というか、偽善的な印象がありました。

1498番みたいな社員が入ってくれましたけど、とても

仏教の言葉で「自利利他」という言葉があって、要

人間が良いんです。じゃあ、社会人になってどういう

するにこれは“人のためにすることは結局自分に返って

人が社会に役立つ人間になるかっていう話ですよね。

くる”というのが言わんとするところなんですね。でも

そういった意味では、僕が何か伝えているという感じ

どんなに「利他が大事だ」と言われても、その心がな

は全くなくて、フィロソフィで採用し、入社したらま

い人はすぐには「そうなんだ」と思えないと思うんで

ず、一泊二日でフィロソフィ合宿を行って、その後毎

すよ。僕がそうだったから。だけど「利他が大事」だ

月「未来創造会議」を行っているんです。

と言われるから意識してみたり、あるいは、何の気な

実はそれで「利他の心」を浸透させていると思って

しにやってみたら相手からすごく感謝されて、相手の

いた時期もあったんですよ。でも実際はそうではなく、

ためにしたことが何かの形で返ってきたりすることが

フィロソフィに惹かれて入社してきた人たちっていう

あると「これが自利利他なんだ」と腑に落ちるんです。

のは、元々「利他の心」を持っていて、僕が一番分

人のために打算なくやったことがこんな形で返ってく

かっていないんだと気づきました。今は、その「利他

るんだ、という経験を積んでいくと、利他の心でした

の心」を持っているメンバーと一緒にいて僕がその大

ことはこんなにも相手も喜ぶし自分も嬉しいことなん

切さを教えてもらっている、本当にそういう実感です。

だという実体験を得られる。この実体験を伴わないと、

僕が浸透させているとか、伝えているとか思ったら大

利他の良さは分からないんだと思います。

きな間違いです。

「私欲」とどう向き合うか

「誰かのため」がパワーの源

「私利私欲」という言葉と「利他」という言葉を対

パワーの意味によって変わってくるんですが、「情

極に置いた時に、稲盛和夫の言い方を借りると、『私

熱」という意味でのパワーの源は「使命感」ですね。

利私欲がゼロになる人はいない。できるだけこれをゼ

結婚して家族ができるともっと頑張ろうと思うと思う

ロに近づける努力をしなさい』と言っています。また、

んですよ。これって自然な感覚だと思っていて、従業

西郷隆盛が言っている『無私、利他』のように、自分

員ができたらもっと頑張らなきゃとなる。こうやって

を殺してリーダーになるという考え方もありますが、

「誰のために頑張るか」が増えていくとそれがパワー

心理学などを勉強していると、欲がある事は大事で、

の源になるんです。人ってやっぱり自分だけのためで

欲には「私欲」と「公欲」があり、そのバランスが大

は頑張れなくて、「誰かのため」が広がっていくと頑

事だという言い方もあるわけです。

張れるんですよね。従業員が増えていくことも、お客

…どうですかね？私欲がない利他だけの人って気持

様が増えていくことも、パワーの源ですし、この国に

ちが悪い感じがしません？（笑）これは、表記の仕方

貢献したいという想いもパワーの源になっています。

の違いだと思っていて、所詮僕らのような凡人が私欲
をなくすなんて出来ない話しであって、できるだけそ
れをなくそうという努力を続けるくらいでバランスが
いいんだと、でもまだ私欲が多すぎるよという、この
繰り返しなんだと思います。私欲がなくなったら死ん
じゃいますからね。

case

ライフデザインパートナーズ株式会社 代表取締役
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浅川 智仁
特集 「利他の心」について考える
社是

トップセールスを掴む直前、浅川に起きた心境の変化
面白いことにトップセールスを掴む直前は、会社へ

「一所懸命」

の貢献、お客様へ幸せをお届けしたい、育ててくれた
上司へ恩返ししたいという気持ちが全体を占めていま
した。興味深かったのは、「そのために自分が一番に
ならなくてはいけない」という気持ちになれたことで
す。これが「利他の心」かどうかは分かりませんが、
間違いなく貢献欲求が自分の中に生まれていました。
現代心理学では「6ヒューマンニーズ」が提唱される

まずは自分を満たす。利他はそれから。

ようになり、一番上に「貢献欲求」が足されました。
そこを営業職を通して知ることができたというのは幸

「利他の心」は自愛から始まる

せだったなと思いましたね。

ナポレオンヒル成功哲学のゴールデンルールに僕が
21歳の時に初めて出会って、「なんだこの綺麗ごと

自分事から「他人のため」に変わっていくプロセス

は」と思ったんです。まさにそれが「自分がしてほし

まず「物理的、精神的、空間的、 時間的」に変化し

いことはまず他人にして差し上げる」という考え方で

ていくものなんですよね。人間は生きていく幅の中で

した。ナポレオンヒルには17のノウハウがあるわけで

変わっていくんです。

すが、それらを団子だとしたらそこに一本グサッと刺

最初は一個人から始まるわけですよね。これが空間

す考え方が「ゴールデンルール」。つまり「利他の

的に何が行われていくかというと、自分だけの枠であ

心」ですよね。ただし、これが凄く難しい。実際、利

れば「自分」だけを見ていればいい。でも例えば、主

他の心で最初から動ける人がいるかといったら、僕は

任になると数名の部下のデスクまで見なくてはいけな

無理でしたね。やっぱり最初は“自分のため”でした。

くなるでしょう。そうすると空間的に広がりますよね。

一番象徴的だったのは、僕が営業会社に入った時で

それから部長、課長、社長と役職が変わっていくとし

すね。全員蹴落としてやろうという気持ちで入りまし

ます。面白いことに自分だけの時は「今日の数字」し

たから。お昼ごはんの時間になると大体先輩方はそわ

か見ていなかったのが、チームを持つとチームの一カ

そわし始めるんですよ。でも僕は最後の最後まで電話

月の数字を見るようになる。部長になると営業部の半

をしていて、もっと言うと昼休憩に入っても電話をし

年の数字を見るようになったり、社長は会社の数字を

ていました。そわそわし出す先輩方を見ながら「数か

一年、三年と長期的に見るようになる。そうすると自

月後俺の部下になるな」と思っていました。圧倒的に

分という空間が目に見えて広がっていきます。時間軸

“自分”のことしか考えていませんでした。“自愛”ですよ。

としても広がりを求められるようになるんです。

でも僕は“自愛”を否定してはいけないと思うんです。
利他の心は崇高なもので素晴らしいものです。ただ最
初から「利他」に行ける人はいるでしょうか。やっぱ

空間

社長
部長
主任

り自分が満たされていくプロセスの中で相手も満たし
て差し上げたいと思えるようになると思うんです。

自分

時間

株式会社ピクスタ
能力開発の教え、
「嘘でもいいから褒めろ」の真意
ライバルの数字を応援したことで起きた奇跡

「葛藤」にこそ価値がある。
飢えた人が求めるものは愛の言葉？一切れのパン？
高校生の時、校長先生と仲が良かったんです。校長

営業を一人でやっていた時にある時、数字が頭打ち

先生に「早稲田で宗教哲学を勉強したい」と打ち明け

になったんです。「己のため」だけだと次のステージ

た時、忘れもしません。それまでにこやかだった顔が

に行かなんですよ。そこに直面した時に、己を問うこ

曇ったんです。そしてこう言ったんです。「浅川君、

とができたのが、今の僕の強みに繋がっていると思い

目の前に飢えた人がいるとする。その人は愛の言葉を求

ます。

めるのか、一切れのパンを求めるのか。どっちなのか

これはよくセミナーでもお話しますが、以前の僕は

な？」要は、精神的な栄養と身体的な栄養ですよね。

「ライバルの数字こけろ！」と念じていました（笑）

これは心にグサッと刺さりましたね。4年間かけて、こ

潜在意識に主語は存在しないので、「ライバルの数字

の問いに答えられる自分になろうと思いました。結果、

こけろ」と言っているけれど、実際に伝わるのは「数

答えを見つけたんです。それが「利他の心」にも結び

字こけろ」だけなんです。ですから、結果お望み通り

付くと思います。

「自分の数字」がこけたんです。今までにないくらい

ちょっと想像してみてほしいんですが、あなたは今

キャンセルが起きて何が起こっているんだと思いまし

飢えている状況だとします。数日間何も食べていない。

た。そこで自分の心に問うた時、「こけろ」と言って

本当に死にそうです。その時、目の前に商人が来て、

いた自分の言葉に気が付きました。まさに『思考は現

一切れのパンをくれました。すると隣にも同じように

実化する』ですよね。多くの人がこういう事態に陥っ

飢えている人がいるんです。けれどもらったパンは一

た時に原因を外的要因に求めるわけです。例えば「あ

つしかない。恐らく宗教を知らない人は全部自分で食

のお客は優柔不断でダメだ」とか。でも僕はこう考え

べると思います。だけど宗教を知っている人は「汝隣

たんです。「自分は何者なんだ？」と。能力開発の世

人を愛せよ」という言葉が出てくるんです。愛の言葉

界では「心の声を宇宙は聞いている」と言われていま

を知っている人は、「自分がしてほしいことをまず他

す。それが本当だとしたら、この事実は僕の心の声に

人にしなさい」という言葉が降ってくるんですよ。そ

よって起きている。そこでどうしたかというと、ライ

したら隣を見たら救いを求めている人がいるわけです。

バルを応援するようになったんです。ここが重要なポ

愛の言葉を知らない人は迷わず食べるでしょう。でも

イントですが、能力開発の教えでは「嘘でもいいから

愛の言葉を知っている人はどうするか、きっと迷うと

褒めろ」と言っていたんです。これは救いでしたね。

思うんです。正直僕はその状況で分け与えられるか分

そしたら、人間って本当に興味深いですよ。「入力

からない。でも確実に迷います。この迷いこそが「宗

が出力を変える」という脳の仕組みが働き、どんどん

教」だと思うんです。宗教、つまり愛の言葉を知ると

「褒め言葉」を入力していたら、本当に応援できるよ

“葛藤”が生まれるんです。理想があると葛藤が生まれ

うになってきたんです。それから自分の数字がこけな

るんですよ。僕はこれを宗教の可能性と限界だと思っ

くなって、さらに、ライバルのお客様がなかなか決め

ていて、限界はもしかしたら二人とも死んでしまうか

きれない時に、代わりにクロージングを担当してご契

もしれない。これって意味がないでしょ、と唯物論者

約いただいたりするようになりました。そうしたら、

は言うかもしれない。でもこの二人には意味があるん

自分もどんどんご契約いただけるようになりました。

です。バスでもそうですよね。席を譲るか譲らないか。

だから、「利他の心」は最初は嘘でもいいから考え

でも譲る気が一切ない人生を送っている人は迷うこと

ることだと思います。腹の底から思えていなくてもい

すらありません。多くの人が立ったか立たなかったか

い気がするんです。

でジャッジするんですよね。僕はそこまで神は求めて
いないと思います。その迷いが生まれただけでもあな
たは成長しているんだよと言ってくれると思うんです。

株式会社ピクスタ
20年後を見据えた「利他」の取り組み

理想があるからこそ、「利他」が生ま
れる。

「利他の心」をビジネスの中ではどう捉えるべき？
「利他の心」は得になるということを明確に信じる

浅川の考える「利他の心」とは

ことだと思います。経営者は「利他の心」を損得で考

「利他の心」を持った方がいい、「利他の心」を持

えていいと思いますよ。経営者である以上、会社を潰

つことは素晴らしいと言われた瞬間に“種”が宿ります

すわけにはいかないですよね。例えば、僕が「利他の

よね。そしてこの瞬間に“悩み”が生まれるんです。僕

心が大事だからボランティアに行ってくるわ」と言っ

は葛藤していいんだと、与えるべきか与えないべきか、

て今日のアポをキャンセルして、「自分のビジネス

というこの葛藤こそがすごく大事だと思っています。

じゃなく東京都に貢献する」と言って３カ月後に会社

その葛藤レベルが昨日より今日、去年より来年と、少

を潰し、社員に退職金も払えないと言ったらどう思い

しでも“パンの欠片のパーセンテージ”を上げて誰かに

ますか？「でも利他の心でやってきたので」と言われ

与えられるような生き方ができれば素晴らしいんじゃ

ても、困りますよね。ですから経営者は「利他の心」

ないでしょうか。今の時代は“見たもの”でしか判断さ

は会社の利益になるって絶対信じていると思います。

れない世の中ですからね。なかなかその葛藤までは見

ただしポイントは今の得ではないんですよ。“10年後、

てくれません。

20年後の得”まで見据えているかというところだと思い

彩ちゃん（社員）はよく葛藤するでしょ？僕がその

ます。稲盛和夫さんがどこまで見ているか分かりませ

葛藤を否定しないのは、葛藤があるということは「理

んが、JALの再建は間違いなく“京セラ時代”にずっと

想」があるからなんですよ。中には「利他の心なんて

行っていた「利他の心」の得が降ってきているんです

馬鹿じゃないの」と思う人もいるだろうし、「プラス

よね。「稲盛和夫が会長になったのにJALは潰せないだ

アルファの魔法なんて無駄」と思う人もいると思いま

ろう」と言って、盛和塾の人たちが皆JALに変えたと

す。でも能力開発や哲学、宗教を学ぶとそこに「葛

言ってましたね。経営者である以上、精神的な徳だけ

藤」が生まれるんです。

求めていてもダメだと思うんです。そうではなく、精

例えば、会社でもありますよね。何にも理想がなけ

神的な徳を高めながら、経営数字も高めなければなら

れば、相手が何をやっていたとしても何も言いません

ない。ですから「利他の心」は明確にビジネスにおい

よね。だけど、自分に問うわけです。「これは自分が

て得になると知った上で行っていると思います。

気持ちよくなりたいがために言うのか」それとも「相
手（会社）のために言うのか」。このままでは相手
（会社）のために良くないと思ったら言いますよね。
でも言うほうも嫌なんですよ。この葛藤も自分のこと
しか考えていなければ絶対ありませんよね。子どもが
生まれたら尚更ですよ。言いたくないことも増えます
よ。これは完全に枠が広がっている証拠です。
「利他の心」は本当に難しいし、簡単には言えませ
ん。だけれども「利他の心」が大事だという心理は間
違っていません。なぜならば、2000年前から言われ続

浅川智仁への講演、研修のご依頼はコチラ
ライフデザインパートナーズ株式会社

TEL: 03-5326-3491

けていることですからね。そして、すべての宗教が
言っているんです。
まずは「葛藤するプロセス」、「利他の心を上げて
いく取り組み」が大事なんだと思っています。このプ

Mail: info@life-design-partners.co.jp

ロセスこそが“自己修業”であり、“生きる”ということで

まずはお気軽にお問い合わせください。

はないでしょうか。

