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はじめに 

 

 

「よい人材が入ってこない」 

「なかなか社員が育たない」 

「ビジョンや理念が浸透しない」 

 

 

もし、あなたがそんな人材に関する悩みを持つ経営者だとし

たら、あなたはその原因となる問題を知ることで、すみやか

に解決していくことができるようになるでしょう。 

するとあなたは、驚くほど社員が主体的に動きだす、そんな

素晴らしい会社に変えていくことができるようになるでし

ょう。 
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けれど、この情報が溢れているような世の中では、あなたを

悩ましている本当の原因が見えづらくなってしまっていま

す。 

 

あなたの周りには、この人材の悩みに関する的確なアドバイ

スをしてくれる人はいるでしょうか？ 

もしいらっしゃるのなら、これ以上は読まなくても大丈夫で

す。 

その場合は、そのアドバイザーの話をきちんと受け取り、あ

とは実行していってください。 

 

あなたの周りに的確にアドバイスをしてくれる人がいなか

ったり、仕事欲しさに様々なことを伝えてくる人事コンサル

タントや人材紹介会社とばかりお付き合いをしてしまった

りしているようならば、もう少しだけ、わたしの話にお付き

合いください。 
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人材に関する悩みの原因は、いくつかあなたも考えてきたと

思います。 

例えば 

などです。 

 

 

 

・想いを伝えるためのコミュニケーション能力が 

 不足しているから 

・採用にあまりコストをかけられないから 

・業界全体も含めて、商品・サービスに魅力がないから 

・教育体系ができていないから 

・給料が低い、あるいは評価制度がしっかり 

 していないから 

・福利厚生が充実していないから 

・組織化、仕組み化がうまくできていないから 

・社長（あなた自身）の人柄に問題があるから 
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それが原因として、あなたの想いが社員の皆様に伝わらなか

ったり、せっかく採用したのにすぐに辞めることになってし

まったり、あるいは、そもそも人がなかなか採用できなかっ

たりしていると考えてこられたのではないでしょうか。 

 

その原因を解消しない限りは、社員に十分に満足してもらい、

定着率を改善したり、社内の雰囲氣が良くなってまとまりだ

したりすることが難しいと思うことでしょう。 

 

そしてこの問題を解決しないで放置しておけば、自分で考え

て動ける社員が増えていかず、結果として顧客満足が得にく

いような状況をつくりだし、当然に売り上げが拡大せず、社

長１人が忙しすぎるような苦しい状態になってしまうので

はないでしょうか。 
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現在、わたしたち経営者の共通する課題は、優秀な人材を確

保することと、そしてその社員を他に渡さないようにするこ

とだと言えるでしょう。 

何故ならば、労働力が不足する時代に突入してしまったから

です。 

 

ご存じの通り、日本は少子高齢化がどんどん進み、2010 年

には約 1 億 2800 万人だった日本の人口は、2030 年には 1

億 1600 万人あまりに減少します。（国立社会保障・人口問

題研究所の推計） 

 

そして、実際に働ける「労働力人口」は、現在はまだ 6,500

万人いるものの、2060 年には 3,700 万人に減ってしまうと

の政府の予測があるのです。 
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そして問題なのは、その少ない働き手の中で、優秀な人を確

保するのは、いつの時代であっても大企業が中心になる、と

いうことなのです。 

つい最近も、 

「企業の正社員採用意欲が向上 

 過去 10 年で最高水準に」 

という発表が、帝国データバンクからあったばかりです。 

 

中小企業の中にあっても、大企業より学生の人氣がある会社

もありますが、ごくわずかです。 
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いずれにせよ、今のあなたが人材に関する悩みを抱えている

ということは、このまま放置しておけば、ずっと優秀な社員

を採用できないばかりでなく、既存の社員のモチベーション

も上がらず、いずれは働いてくれる人が１人もいなくなり、

そのビジネスは終焉を迎えてしまうという悲しい結末も考

えられてしまいます。 

 

４ページに記した人材の悩みの原因と考えられるものは、そ

の大きな要因の１つになりうるかもしれませんが、実は、決

定的な要因はそこではありません。 

 

そして、もしこれらが原因だとしたら、この全ての問題を全

てクリアするのに、いったいどれだけの時間とお金をかけれ

ばいいのでしょうか？ 

 

それができるのは大企業だけなのです。 
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実は、これらの原因は、例えて言うのならば、枝葉のような

ものです。 

 

樹木の枝を切ったところで、また新たな枝や葉が生えてきま

すので、キリがありません。 

 

こういうのを「対処療法的」といい、根本的な解決にはなら

ないのです。 

 

あらゆる問題に共通して言えることなのですが、「根本的な

解決」を図るためには、字に書いてある通り、根っこの部分

を知る必要があるのです。 

 

この PDF では、この根っこの部分に光をあてていきます。 

この本当の原因を明らかにすることで、あなたの抱えている

悩みが解消しやすくなると思います。 
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この PDF を手に取ったあなたは、自分で考えて、主体的に

動ける最高の人材で組織される会社に変えていきたいと願

っているのでしょう。 

 

そして、あなたの想いが社員にきちんと伝わり、そのビジネ

スで広く社会に貢献し、社員やご家族と共に、豊かな時間を

すごせる状況を手に入れたいと願っていることでしょう。 

 

本当は、社員のことを大切にしたいと考えているのに、何故

かうまくいかないから、苦しんでいるのだと思います。 

 

そんなあなたの手助けができれば幸いです。 

 

では、その根本的な原因を明らかにする前に、何故わたした

ちがこのような活動をしているのかをお話しいたしますの

で、お付き合いください。 
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わたしたちの想い 
 

 

 

わたしの名前は、 

鈴木健司と申します。 

東京の稲城市というところで、

社長と社員の氣持ちが通じ合え

る組織作りのサポートや、経営

者のためのリーダーシップ養成

講座を開くなど、価値ある商品やサービスを世の中に広めて

いく活動をしている方々の支援をさせていただいている会

社 COME ALIVE（カムアライブ）の代表を務めています。 

わたしの詳しいプロフィールは、こちらをご覧ください。 

 

COME ALIVE とは、人がイキイキしている様子のことを意

味しています。 

この社名は、創業理念をそのまま表しています。 

http://overfourth.com/profile/
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わたしたち COME ALIVE が考えている理想的な社会の姿

とは、 

「一人一人が真価を発揮できるイキイキとした社会」 

です。 

 

その理想的な社会にしていくために、人を大切にするいい会

社を増やし、食の健全化を通じて医者いらず病氣しらずの社

会にしていかなくてはならないと考えています。 

 

なぜ、わたしがこのような仕事を始めようと思ったのか。 

その理由を書かせてください。 

 

以前、わたしには、愛する女性がいました。 

 

そして、その女性との結婚を決意し、父の元へと報告に行き

ました。 
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わたしの父は、鈴木隆生先生といいます。 

 

鈴木隆生先生は、今まで１０万人以上の人物を鑑定してきた

姓名鑑定と人生相談のプロであり、書籍も４冊出版していま

す。 

 

クライアント数は、今では１０００名以上になり 

その中には、著名人の方も多数います。 

 

日本一のビジネスボイストレーナーであり、 

株式会社エデュビジョンを経営している秋竹朋子さん 

 

婚活カリスマコンサルタントとして 

メディアにも引っ張りだこである 

スフィアロココス株式会社 代表取締役の澤口珠子さん 
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クリスタルボウル演奏者として CD デビューもしている 

一般社団法人クリスタルボウル・アカデミー・ジャパン 

代表の石塚麻実さん、などなど。 

 

なぜ、このような多数のクライアントがいて 

信頼されているのかといえば 

姓名学や九星氣学、地相・家相学、印相学など 

様々な統計ノウハウを持っているのに加え 

ある特別な技術によって 

相手の状態を鮮明に見極めることができるからです。 

 

この父に相手の女性の情報を伝えると、 

すぐに鑑定を行い、一言、わたしに告げました。 
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「まあ、反対はしないけどな」 

 

反対をしないとは、つまり、賛成はできない、ということで

す。 

わたしは困惑しました。 

 

それでもわたしは、彼女と共にしあわせになれると信じ、結

婚しました。 

結婚してからのわたしたちは、お互いがしあわせになるため

に、自分のできる事を精一杯にやっていきました。 

 

しかし、結婚してからはずっとトラブル続きでした。 

何かが解決すると、また新たな問題が浮かび上がってきます。 

 

まるで、登っても登っても、這い上がることのできない 

アリ地獄のように。 
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例えば、こんなことがありました。 

 

彼女が車を運転していて、赤信号で停車しました。 

ところが、いきなり横から車が彼女の車に追突してきました。 

交差点内ならまだ理解できるのですが、何故か真横から突っ

込んできたのです。 

 

それだけならまだしも、その追突してきた運転手は、なんと

保険に入っていなかったのです。 

いえ、この保険というのは、車両保険だけでなく、自賠責保

険すら入っていなかったのです。 

なんとか、こちらが加入していた保険会社の対応で保障が効

いたのですが、こんなことが起こるとは、想像をはるかに超

えていました。 
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またある時は、こんなこともありました。 

 

彼女は会社で事務職をしていたのですが、どうにも働きづら

いということで、元々やっていたアパレルの販売員に戻るた

めに退職を決めました。 

しかしその送別会の日に、あろうことか、上司から強烈なセ

クハラを受けてしまいました。 

 

まだ出勤日が残っていたのですが、彼女は恐怖のあまりに出

社することもできなくなりました。 

どうにかわたしとお義父様が間に入って何とかしましたが、

それ以来、彼女は働くことが怖くなってしまい、家に引きこ

もるようになりました。 

 

まだ２０代で、普通のサラリーマンをしていたわたしは、二

人分の生活費を稼ぐ必要に迫られました。 
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とはいえ、何の取り柄もないわたしは、２倍稼ぐためには、

２倍の時間を働かなくてはなりません。 

ですから、本業の他に、掛け持ちで仕事をしていました。 

 

しかし、仕事をする時間が増えるにつれ、夫婦の会話は次第

になくなってきました。 

そしてわたしは、働かない彼女を責めるようになっていきま

した。 

 

そしてわたしたちは、いつの間にか元に戻れないほどコミュ

ニケーションが取れなくなり、ついには破局しました。 

離婚したしばらくした後に、わたしは氣がついたのです。 

 

「あ〜、そうか。 

 分かり合えない間柄があるとは、こういうことなのか」 
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離婚する結末を確かに父は見抜いていたし、 

それは、姓名学などのノウハウと 

特別な技術があったからだと。 

 

この離婚という掛け替えのない経験がなければ、 

わたしはこの技術が本物であると 

確信を持てなかったでしょう。 

 

この技術が、「自分を好転させてくれる物事」と、 

反対に「トラブルを招いてしまうようなマイナスな物事」 

つまり 

相性を見極めることのできる 

確かな技術である事を。 
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わたしの父は、いつも厳しい事を言い続けて 

わたしを育てました。 

 

「いいか、世の中には、 

お前の足を引っ張ったり 

人の手柄を自分の手柄のようにして 

持っていってしまったり 

人の命より 

お金の方を大事にする人が沢山いるんだぞ」 

 

幼いわたしには、とても信じられる話ではありませんでした

が、大学を出て社会人になると、その会社で父の言っていた

事が全て目の前で起こりました。 

そして世の中には、人を苦しめるような商品が蔓延している

ことも知りました。 
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愕然としましたが、同時にわたしはこう思いました。 

 

「この世の中を変えるには、どうすればいいのだろうか？」 

 

わたしはその答えを探し求めました。 

人がイキイキと働き、暮らしていく事のできる環境をつくる

には、どうすれば良いのだろうか。 

 

ひょっとしたら、法律がしっかりと守られていないから、こ

のような状況になっているのではないかと考えて、労働法を

学ぶために社会保険労務士の試験に臨みました。 

しかし、合格してから知ったのは、法律だけではカバーでき

ない、ということでした。 

しかも、社会保険労務士という立場では、その法律を守って

いただくような活動をすることさえも難しいことを知りま

した。 
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そうであるならば、わたし自身が会社を立ち上げて、 

見本となるような会社をつくり、 

世の中にいい会社のあり方を示していこうと 

考えたりしました。 

 

ただ、それには何十年、いや、 

何百年もかかるかもしれないと思いました。 

そうであるならば、わたしの適性を生かして、 

「何かを伝えていくこと」をしていきたいと 

考えるようになりました。 

しかし、何を伝えていけばいいのだろうか・・・ 

 

１０年以上探し求めましたが、その答えは、 

なかなか見つかりませんでした。 

けれど、意外にもその答えは、身近にありました。 

 



©2017 COME ALIVE 24 

離婚というかけがえのない経験をすることにより 

わたしは 

「人は出会い（ご縁）によって大きく人生が変わる」 

ということが、よく理解できたのです。 

 

このご縁を変えることができたのなら 

多くの人を苦しませないで済むのではないか。 

そうしたら、人間関係に悩まない、 

ストレスのない会社をつくることも簡単だと確信しました。 

 

わたしは、 

「一人一人が真価を発揮できるイキイキとした社会」 

にするために、何をしていけばいいのかを探す旅の途中で、 

実は、社員だけでなく、 

社長もとても苦しんでいることを知りました。 
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社員も社長も苦しんでいる会社など、悲しいだけです。 

少しでもそうした会社がなくなり、 

社長も社員も物心共に豊かな会社が増えていくことが 

わたしの心からの願いなのです。 

 

この PDF 書籍を読んでいただけるあなたにも 

共感していただけたら 

とても嬉しいです。 
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あなたの想いが伝わらない根本的な原因 
 

 

「よい人材が入ってこない」 

「なかなか社員が育たない」 

「ビジョンや理念が浸透しない」 

という悩みの本当の原因は、わたしの経験と活動の話の中に、

そのヒントが隠されています。 

 

わたしが離婚した原因とは、何だったのか。 

その１つの原因は、コミュニケーションの取り方に問題があ

った、ということは否定できません。 

しかし、それよりも大切なことがあります。 

 

それは、わたしが、あるいは相手が 

「誰を選んだのか」 

ということです。 
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よく離婚の問題では、コミュニケーションのギャップについ

て取り上げられますが、それは、技術的な問題ではないので

す。 

 

そして、あなた、もしくは相手の思いやりが足りないからで

もありません。 

 

根本的な問題は、 

「話の通じない相手は歴然として存在している」 

ということなのです。 

 

どれだけあなたが想いを込めて、誠実に応対しても、あるい

は様々なテクニックを駆使したとしても、話の通じない無理

な相手というのが存在しているのです。 

「話せばわかる」などという幻想は、捨ててしまった方がい

いのです。 
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では、なぜ話の通じない相手がいるのか。 

それは全て、「相性」の問題です。 

 

そして相性の良し悪しを決める要因は、３つあります。 

「価値観」 

「才能」 

そして「エネルギー」です。 

 

相性とは、あなたと相手が合っているかどうか、 

なのですが、もう少し言葉を変えるのであれば、 

その相手があなた（あなたの会社）を 

プラス方向に導く存在であるか、 

それともマイナス方向へと転落させてしまう相手なのか 

区別をつける、ということです。 

この場合、相手がいわゆる「有能な人」「経験がある人」「い

い人」かどうかは関係ありません。 
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あくまでも、 

あなたの会社をプラスに導く人 

かどうかで、人を判断しなくてはいけません。 

 

「優秀な人」とは、あなたの会社を好転させてくれる人のこ

とを言うのです。 

 

相手が「有能で経験があり、人柄もいい」人だとしても、あ

なたの会社を転落させてしまっては、採用する価値はありま

せんよね。 

 

では、相手の立場にも立ってみましょう。 

いくらあなたの会社が素晴らしかったとしても、その会社に

入ることで、その社員がどんどん不調になっていってしまっ

たら、その人にとってあなたの会社は相性のいい会社とは言

えず、入社することは避けた方がいいのではないでしょうか。 
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相性がいいとは、あなたの会社が好転し、そして入社する社

員の方の人生も向上することを意味しています。 

この、どちらかの要素が欠けてもいけません。 

 

あなたの会社は良くなるけど、社員が不調になる。 

社員は上向くけど、会社は落ち込む。 

そして最悪なのが、あなたの会社も、入社した社員も転落し

ていくことです。 

 

「会社が良くなるなら、例えその社員の調子が悪くなっても

いいのでは？」 

と思われたのなら、少し悲しいことです。 

それは、社員の不幸を望むようなことです。 

この時、あなたはこの社員を不採用にしなくてはいけません。 

相手がどれだけ有能で、経験者で、素晴らしい人柄の持ち主

であったとしても。 
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さて問題なのは、今までの採用方法では、この相性というも

のを見極めることは、ほぼ不可能だということです。 

 

履歴書などの書類や、試験やテスト、そして面接などをいく

ら繰り返し行ったとしても、会社の状態を向上させてくれる

人かどうかの「確からしい」情報を得ることはできたとして

も、それは「確かな」情報だとは言えません。 

 

「確からしい」と「確かな」という言葉の違いだけですが 

この差は、非常に大きいのです。 

だからこそ、こんなにも多くの経営者が、人材に関しての問

題に頭を抱えているのではないでしょうか。 
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相性がよくなく、コミュニケーションギャップが生まれる 

大きな要因の１つ目が、価値観の違いです。 

 

例えば、多くの日本人が「和」というものを大事にしますが、

アングロサクソン系の人たちは、それよりも「個」というも

のを大事にします。 

ですから、そのことを知らないで 

「ルールだから」「みんな、そうしていますから」 

ということを欧米の人に説明してしまうと 

話が余計にややこしくなります。 

 

そして、大きな価値観の違いは、その価値観を受け止めるこ

とさえも難しくさせます。 

すると、「あの人は何を言っているか、さっぱり分からない！」

というような状態に陥ってしまうのです。 
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価値観は、先天的な理由と、後天的な理由で形成されます。 

つまり 

「あなたが生まれた時にすでに決まっている性質」 

「あなたが経験してきたこと」 

に紐付いているのです。 

 

まず、自分の価値観を明確にしておかないと、 

あなたは人をどのように判断していいのかが 

分からなくなります。 

 

相手があなたと同じ価値観を有しているか、あるいは、あな

たの価値観を理解しようとする人物でない限りは、いずれは

コミュニケーションギャップが生じてしまいます。 

そしてその時にあなたは思うはずです。 

 

「こんなはずじゃなかったのに・・・」と。 
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価値観の違いというものは、そうやすやすと変えられるもの

ではありません。 

なぜならば、その人が持って生まれた時に、既にある程度決

まっているものであり、あるいは、何十年という経験から形

成されているものが、価値観なのですから。 

 

自分の価値観を知るためには、まずは 

自分自身の棚卸しをしていくことです。 

 

自分はどのような経験をしてきて、どんな技術や知識を身に

つけてきて、どのような想いで会社を立ち上げたのか、そし

てこれから手がけていきたいそのビジネスは何のためにや

っていくのか、そういったことを明確にしていくのです。 
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自分の価値観を知るためには、次に、 

自分の氣質（生まれつきの性格）と、 

生まれ持った欲求レベルの大きさを知ることです。 

人には、基本的な５つの欲求というものがあり、 

それぞれはジャンルの異なる欲求です。 

自分はどのジャンルの欲求が強いのかが分かれば、 

自分の強みや弱みを明らかにすることもできます。 

 

例えばわたしの場合は、非常に熱い男だと言われます。 

最近は色々と学んできたり、経験を踏んできたりしてきたの

で、自分を抑えることもできるのですが、それでもわたしは

激情家だと思います。 

そして、多様なことを望むので、飽き性だとも揶揄されたこ

ともあります。 
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しかし、わたしはこの２つこそが、 

わたしの本当の強みであると知っています。 

この強みというものを理解できると、 

あなたがやるべきことだけではなく 

「あなたがやるべきではないこと」 

が分かるようになります。 

 

 

 

相性がよくなく、コミュニケーションギャップが生まれる 

大きな要因の２つ目が、才能の違いです。 

 

才能とは、生まれ持ったその人の強みだと言えるでしょう。 

そして才能は、誰一人として例外なく 

備えているものなのです。 
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アルバート・アインシュタインは、こんな言葉を残していま

す。 

 

「誰もが天才だ。 

 しかし、魚の能力を木登りで測ったら、魚は一生 

 自分はダメだと信じて生きることになるだろう。」 

 

「伸びない人は、伸びない」のではなく 

「伸びない場所では、伸びない」 

ということを知らなければなりません。 

あなたは、「あなたの会社で」伸びる可能性のある人を、 

伸ばしていかなくてはならないのです。 

 

こんな話があります。 

福岡正信さんという、自然農法の先駆けとも言える人がいま

した。 
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この方は、粘土質の土に様々な種類の種を混ぜ合わせて、 

ポーンと農地（と言っても、単なる空き地のような場所）に

放ってしまうのです。 

すると、その部分の土にあった種だけが根を下ろし、 

芽を出して、そして育っていくのです。 

色々な種があっても、その土地で芽吹くのは 

数種類しかありません。 

同じ条件で、芽吹かない種もあるということです。 

これが、「伸びない場所では、伸びない」ということです。 

 

このように、経営者であるあなたは 

あなたの会社で活かせる才能の持ち主を 

採用しなければいけませんし 

既存の社員の皆様に関しても 

その才能を生かせる役割を担っていただかなくては 

ならないのです。 
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この才能の違いによるコミュニケーションギャップは 

時に大きな損失を招いてしまいます。 

わたし自身のことで恐縮ですが 

こんなことがありました。 

 

わたしは独立する前に、部品を製造する 

ある世界一の会社に勤めていました。 

この会社で、１つの事業を任されて 

チームをつくってリーダーとして働かせていただきました。 

 

この事業に関しては、チームづくりの段階から 

任せていただいたのですが 

これが良い結果を招くことになりました。 

３年で２０億もの売り上げを 

しかもたったの３人のチームで達成できたのですから。 
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わたしの才能の１つは、 

間違いなくチームを率いる能力です。 

幼い頃から、何故かどこにいっても 

リーダーに抜擢されてしまい、いつも困惑していましたが 

それこそが自分の才能であることに氣がついたわたしは 

大喜びしたものです。 

 

そしてリーダータイプのわたしは 

人を輝かせることが最も得意なことであり 

好きなことであると自覚しだしたのです。 

 

ですから、わたしがこの事業においてやったのは 

ただチームのメンバーが働きやすい環境をつくり 

支援をしていくことだけでした。 

 

 



©2017 COME ALIVE 41 

しかし、実績を出していたわたしを 

会社は管理部門に配属させてしまいました。 

そこでは、数字をベースにした実績管理や 

事業所ごとの食い違いなどを是正する仕事などを 

こなさなければいけませんでした。 

 

確かに、わたしは資料をつくることを 

苦にしないのですが、 

それは、自分のチームを輝かせるためにやるものであり 

決して管理のためにやっていることではなかったのです。 

 

自分の才能を生かせない職場で 

わたしはどんどんと萎んでいきました。 

そして最後は、あまりのストレスにより 

左耳がほとんど聞こえなくなってしまったのです。 
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わたしは自分の才能を活かすために 

自分でチームを選べる環境をつくる必要がありました。 

だからこそ、わたしは独立したのです。 

自分の才能をフルに生かすことが 

何よりの社会貢献になることも知っていたからです。 

 

自分が役に立っていないな、と感じると 

人はイキイキとすることがなくなります。 

すると、どうにもその人とは 

コミュニケーションが取りにくくなるのです。 

 

だからこそ、経営者であるあなたは 

才能の違いを意識しないといけないのです。 

 

 

 



©2017 COME ALIVE 43 

相性がよくなく、コミュニケーションギャップが生まれる 

大きな要因の３つ目が、エネルギーの違いです。 

 

「金持ち父さん」シリーズの著者である 

ロバート・キヨサキさんの師匠格でもある 

ブレア・シンガーさんも 

チームをつくるときに１番大切なのが、 

このエネルギーだと言っています。 

 

素晴らしいエネルギーの持ち主が 

閉ざされた部屋に入ってくると 

あたりはエネルギー、やる氣、冷静さ、集中力、力強さ、 

そして信頼感でいっぱいになります。 

エネルギーがあれば、スピードや可能性を高める 

活発な氣持ちが溢れてきます。 
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ところが、あまりにもエネルギー量の少ない人といると 

周りにいる人さえも巻き込まれてしまい 

そのチームの活氣がなくなってきてしまいます。 

 

例えばですが、用もないのに 

ずっと病院や介護施設にいてみてください。 

病人やご老人のことを批判するつもりはありませんが 

あなたのエネルギーは吸い取られてしまいます。 

（だからこそ、大切な人へのお見舞いというのは 

 大事なのですが） 

 

そしてエネルギーには、その大小ばかりでなく 

質の違いというものもあります。 

例えば、お金儲けのことばかり考えているのであれば 

同じようなエネルギーの人たちが集まるでしょう。 
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ですから、エネルギーがあまりにも異質だと 

「肌が合わない」という表現があるように 

違和感を感じることもあるのです。 

あるいは「生理的に受け付けない」というのも 

このエネルギーを感じ取ってのことかもしれません。 

 

では、このエネルギーは 

どのように見極めればいいのでしょうか？ 

実は、わたしの父であり 

様々な経営者の指南をしてきた鈴木隆生先生が 

活用している特別な技術とは 

このエネルギーの違いを見極める技術なのです。 

 

この技術の詳細に関しては割愛させていただきますが、 

エネルギーがどのように形成されているか知っておけば 

エネルギーの違いが分かりやすくなるでしょう。 
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あなたは 

「わたしたちは、エネルギーの塊でしかない」 

という話を聞いたことはありますか？ 

 

科学的に見ていくと、わたしたち人間であっても、 

いま使っているパソコンやスマホであっても、 

あるいは食べ物や飲み水であっても、 

元をたどれば全て同じ素粒子というものになっていきます。 

そしてその素粒子というものは、 

エネルギーそのものなのです。 

ここをもう少し、掘り下げていきます。 

 

わたしたちの肉体を例にとってみると、 

わたしたちは無数の細胞で形成されています。 

この細胞を細かく見ていくと、分子レベルになり、分子をさ

らに細かく見ていくと原子になります。 
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（細胞）      （分子）      （原子） 

 

この原子というものは、

原子核と電子というもの

で形成されています。 

この「原子核＋電子」とい

う構成は、 

わたしたち人間であっても、お隣に住んでいる人であっても、

机や椅子であっても、お水やお酒であっても、空氣や太陽で

あっても、スマホやパソコンであっても、すべては同じ構造

になっているのです。 

 

この電子というものは、これ以上小さな存在にはならないと

いう意味で、「素粒子」とも呼ばれています。 
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あなたが蟻よりも小さくなって、 

原子より小さくなって、素粒子レベルになった時、 

あなたと、スマホと、空氣と、お隣の人とは 

「全部同じ存在」になってしまうのです。 

不思議な話に聞こえるかもしれませんが、 

これはすべて、科学の力で証明されていることなのです。 

 

そして、この素粒子はどういうものなのか。 

それを解明していったのが量子力学であり 

「超ひも理論」というものでした。 

この理論は、振動する 10 の-33 乗 cm という 

想像することも難しい大きさの「ひも」が 

基本単位（最小単位）として考えられています。 

この「ひも」は、常に振動しています。 

そしてこの振動の仕方やエネルギーによって 

すべての素粒子ができるというものです。 
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つまり、この振動によっておこるエネルギーが 

異質なものか、あるいは、あなたと相性のいいものであるか

を分かつポイントになるのです。 

 

この素粒子レベルのエネルギーを読み取ることができれば、

その物質や、あるいは人物が、周りに好影響を与える存在な

のか、それとも悪影響を与える存在なのかを見極めることが

可能になります。 
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「わたしたちの遺伝子には全ての情報が書き込まれている」 

という話を聞いたことがあると思いますが、この情報こそ 

実はこのエネルギーに書き込まれているのです。 

 

ですから、このエネルギーに書き込まれている情報を読み取

ることができれば、その人物がどのような性格なのか、など

を見極めていくことができます。 

例えば、以下のような情報が分かります。 

・成果のあげられる人財か、 やる氣のない人罪か 

・健康状態は健全か、病氣持ちでないか 

・清々しい人か、周りを暗くさせるネガティブな人か 

・その人の良いとは言えないところは何か 

 （女ぐせや酒癖が悪い、すぎに嘘をつくなど） 

・家族関係などは良好か 

・その人の経済状態 

・仕事、スポーツ、習い事の適性 
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人物以外の物質の情報に関しては、 

以下のようなことが分かります。 

 

このような情報まで見極めることのできる 

この特別な技術に関しては 

わたしたちにご縁のあった方にのみ 

お伝えさせていただいていますので 

また別の機会にでも、お伝えさせていただきます。 

 

・物品の真偽（本物か、偽物か） 

・食べもの、飲みもの、化粧品などの安全性 

・土地、建物の安全性や商売の有利・不利 

・企業の盛衰の兆候（お付き合いしてもいい会社か） 

・動いていい時期や方位 

・ネーミングが適正か（会社名、商品名など） 

・商品の値付けが適正か 
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相性１つで、人生は変わる 

 

相性の見極めというものは 

何よりも大切なものだと考えられます。 

ここで、２つの事例を見ていただきたいと思います。 

 

１つ目の事例は、 

ＨＩＳの創業者、澤田秀雄さんです。 

 

ある時澤田さんは、 

「『運の悪い人』とか『元氣が全然ない人』とばかり 

付き合ったら、自分の運も下がるのではないか？」 

と考えて、実際に試してみたそうです。 

 

すると、ＨＩＳの業績がみるみると下がり、さらには右腕だ

った取締役の方が自殺までしてしまったそうです。 
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それ以来、澤田さんは 

「もうこんな馬鹿なことは二度としない」 

と心に決め、運のいい人や、 

元氣な方とだけお付き合いするようにしているそうです。 

 

この事例からも分かるように、 

あなたが仕事で成果を挙げたり、プライベートを充実させ、 

人生をより善いものにしていきたかったら、 

付き合う人を厳密に選んでいかなくてはなりません。 

 

もう１つの事例は、最近あった 

わたしたちのクライアントである K さんの事例です。 

 

K さんが、娘さんの受験のことで相談してきました。 

娘さんは、普段は勉強ができる子なのですが、最近、 

あまり波に乗れていなかったそうです。 
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K さんは、「受験の時だけ」 

娘さんの実力が発揮しきれていないと考えていました。 

担当の先生も、学校推薦枠でも落ちて、 

センター試験も能力が十分に発揮できていないことに、 

首をかしげる程だったそうです。 

 

娘さんは、県立大学の経済学部を目指していたそうですが、 

直前のセンター試験では D 判定、 

つまり不合格になる可能性が高い、 

という結果になっていたそうです。 

 

そこで、わたしたちは考えました。 

ひょっとしたら、娘さんの学力の問題や、あるいは受験とい

う緊張感が実力を発揮させにくくさせているのではなく、志

望校や志望する学部との相性の問題が大きいのではないか、

ということです。 



©2017 COME ALIVE 55 

そこで物は試しに、娘さんと、 

経済学部と経営学部の２つ学部との 

エネルギーの相性を調べてみました。 

すると、経済学部との相性はよいとは言えず、 

経営学部は二重丸との結果が出ました。 

 

この時、わたしたちは K さんに対して 

「絶対に娘さんには合格できると伝えてはいけません」 

と伝えて、約束してもらいました。 

 

K さんは自宅に帰ると、娘さんに 

経営学部の方が将来的にあなたの役に立つ、 

というような話をされて、娘さんも納得して、 

志望学部を変えることができたそうです。 

そして、娘さんは経営学部の試験に臨むことに・・・ 
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娘さんは、見事！合格されました。 

 

この時に、改めて K さんは知ったのです。 

「見えない力」が確かに存在していること、 

実力や才能が発揮できないのは、 

この見えない力が影響していることもあるということ、 

何よりも、このエネルギーを見極める技術が 

最高の技術であることを。 

 

わたしたちが何故、K さんに対して 

「絶対に娘さんには合格できると伝えてはいけません」 

と言ったかというと、エネルギーというものは 

常に変わってしまうからです。 

もし娘さんに「あなたは、経営学部なら受かるわよ」と告げ

てしまったら、娘さんは「どうせ受かるんだから」と散漫に

なり、勉強することを怠ったりします。 



©2017 COME ALIVE 57 

それでは、受かるはずがありませんよね。 

つまり、人のエネルギーは変わるのですから、 

この予測を告げることによって、 

マイナス方向に向かわせることになってしまうのです。 

 

娘さんが合格したのは、本人の努力の賜物です。 

わたしたちは、本人の力が発揮できるように、 

ほんの少しだけアドバイスをしたに過ぎません。 

わたしは普段から、この技術だけでしあわせになったり、 

ビジネスを好転させたりすることはできない 

とクライアントさんにはお伝えしています。 

 

この技術によって得られた価値ある情報は、 

自分で汗をかくことによって、 

初めて物事を好転させる力となるのです。 
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社員が主体的に動く会社 

 

今まで見てきたように、人材の悩みは 

「ミスマッチ」が１番大きな要因です。 

それは、相手（社員）が悪いわけでもなく、 

あなた（社長）が悪いのでもなく、 

ただ単純にミスマッチなだけなのです。 

 

人材育成に悩みがある人も、ここを勘違いしていけません。 

残念ながら、人は「育てるもの」ではなく、 

「育つもの」なのです。 

このほんの小さな言葉の違いは、 

実はとても大きな問題なのです。 

風がないタイミング、あるいは場所では、 

凧を揚げることは難しいのです。 
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現代の経営の神様とも呼ばれ、 

あの松下幸之助さんを超えたのではないかと言われている

稲盛和夫さんは、人生の方程式というものを 

以下のように定義づけています。 

 

人生・仕事の結果＝考え方×能力×熱意 

 

考え方を、先ほどの価値観と置き換えてみてください。 

そして能力のところを才能と置き換え 

熱意のところをエネルギーと置き換えてみてください。 

 

この３つの指標（価値観、才能、エネルギー）に関して、 

社員の皆様がどのようなものを有しているのか 

それを把握していくことが、社員の皆様が 

成果を出せるようにする仕組みづくりの 

第一歩になるのです。 
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この３つの指標を把握すれば 

あなたが人の採用や育成で悩まないようになる可能性を 

大いに秘めています。 

 

何故ならば、人というものは、根本のところでは 

人の役に立ちたいと考えているからです。 

人に迷惑をかけていきたい人など 

本当にごく稀です。 

 

そうだとしたら、あなたは社員が動きたくなる 

ポジションを用意してあげてほしいのです。 

環境を整えて欲しいのです。 

 

社員の価値観に見合うポジション 

社員の才能が活かしやすいポジション 

社員のエネルギーにマッチしたポジション 
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それを用意された社員の皆様は、自分の力を発揮することに

喜びを感じ、仕事に対してワクワクするようになり、 

ひいてはあなたに感謝するようになります。 

つまりあなたは、立場の恩人になればいいのです。 

 

このような状況をつくりだすことができたのならば 

あなたの会社は 

社員が主体的に考え、実行してくれる会社になります。 

 

すると不思議なもので、会社の評判がよくなり 

デキる社員が自然と集まってくる会社に 

変貌を遂げることも可能なのです。 

 

そうなったら、社長であるあなたはもちろんのこと、 

既存の社員の皆様も、そして新たに加入する社員も 

物心共に豊かに生きていくことができるでしょう。 
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わたしたちからのもう１つのプレゼント 

 

では、具体的に、 

社員が主体的に考え、実行していく会社にするために 

あるいは、社長と社員の気持ちが１つになり 

一体感のある会社にするために 

どのような取り組みをしていけばいいのでしょうか。 

 

それには、わたしたちが「パーソネルジャストフィットシス

テム」と呼んでいる１０のステップを踏んでいくことが必要

です。 

なぜシステムにしているかというと、コミュニケーションギ

ャプを生んでいるのは、この PDF で繰り返しお伝えしてき

たように、メカニズム（構造上）の問題が大きいからです。 
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メカニズムの問題を解消するのは、思いやりを持つといった

精神的な話や、コミュニケーションスキルといった技術的な

話よりも、仕組み（システム）づくりの方が圧倒的に早く、

圧倒的に効果があるからです。 

 

このパーソネルジャストフィットシステムは、わたしたちの

クライアントさんに実施していただいていることです。 

このシステムを実際に取り入れている会社の経営者の皆様

からの声を聞いてみてください。 

 

 

スタッフの入れ替わりが激しく、 

採用にも教育にも頭を悩ませていました。 

学んだことを一つずつ実践していく過程で、 

誰よりもわたし自身のあり方が変わりました。 

〜40 代女性 サロンオーナー〜 
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社員の適性に合わせたチームづくりができるようになり、 

以前のように意思疎通で苦しまなくなりました。 

我が子のように可愛い社員たちが 

生き生きと働いてくれることが、何よりも嬉しいです。 

〜50 代女性 美容室経営〜 

 

自分のコンディションが、ダイレクトに商売に反映される 

リスクと隣り合わせでしたが、付き合う人や、食事などを 

正しく選択できるようになったことで、 

その不安から解放されました！ 

また、志を同じくする 

優秀なビジネスパートナーを見つけることができて 

ビジネスも順調です。 

〜40 代男性 営業コンサルタント会社社長〜 
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このような実績あるパーソネルジャストフィットシステム

ですが、普段はクライアント様にしかお伝えしていません。 

しかし、こちらの PDF をダウンロードしていただいた 

ご縁あるあなたには、特別にお伝えいたします。 

 

明日から、 

「驚くほど社員が主体的に動きだすスゴい仕組み」 

と題して、メールマガジンを配信させていただきます。 

このメールマガジンに記載していることを毎日実践してい

けば、1 年後には、あなたの想いが伝わる会社になっていく

ことでしょう。 

 

もし、あなたが 

「1 年も待てない」「早急に改善策を見つけて実施したい」 

と考えていらっしゃるようでしたら 

弊社が主催している１DAY セミナーにお越しください。 
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具体的な社員が主体的に動きだす仕組みのつくり方や 

優秀な社員が次々と集まってくる会社にする方法 

そしてこの PDF でお伝えした 

「価値観」「才能」「エネルギー」の見極め方など 

時間の許す限り、わたしからお伝えさえていただきます。 

 

あなたが経営者であり、社員を雇用されているのであれば 

このセミナーに無料で参加することができます。 

 

 

驚くほど社員が主体的に動きだす仕組みづくり 1DAY セミ

ナーの詳細、お申し込みはこちらから 

 

https://peraichi.com/landing_pages/view/1day
https://peraichi.com/landing_pages/view/1day
https://peraichi.com/landing_pages/view/1day
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この PDF は、社員を大切にしたいと考えている 

経営者の方に読んでいただきたいと思い、 

執筆させていただきました。 

 

人を大切にするという意味が 

実はわたし自身も、よく分かっていない時がありました。 

いつも、人との衝突が絶えなかったのです。 

 

しかし、離婚という 

かけがえのない経験をさせていただいたことで 

「何故、大切だと思っているのに、心が離れてしまうのか」 

「どういうことが人を大切にするということなのか」 

というようなことを学ぶ機会を 

与えていただいたような氣がしました。 
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今、人材のことで悩んでいるあなたも 

ひょっとしたら、人のことを深く理解するために 

今の苦しみがあるのかもしれません。 

そしてその苦しみは 

かけがえのない財産になっていくことと思います。 

 

何故ならば、人は逆境の時に成長し 

順風の時に衰退・停滞してしまうものだからです。 

 

そんな苦しみを抜けて、いい会社にしていくために 

わたしのわずかばかりの経験や 

情報がお役に立てれば幸いです。 

 

ＣＯＭＥ ＡＬＩＶＥ 

代表 鈴木健司 
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