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才能 

 

 

なんとも魅力的な言葉です。 

人は、才能ある人に憧れ、活躍している人に憧れ、 

ある時は嫉妬し 

ある時は自分を蔑むことをしてしまいます。 

 

 

なぜ、これほどまでに、人は才能というものを 

意識してしまうのでしょうか。 

その答えは、実は才能という言葉には、 

沢山の意味が含まれているからなのです。 
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例えば、辞書で引いてみると、 

才能とは物事を巧みになしうる 

生まれつきの能力と書かれています。 

 

 

一方で、ある個人の素質や訓練によって発揮される、

物事をなしとげる力、とも書かれています。 

 

 

生まれつき（先天性）の能力なのか、 

後天的に身につけることができるものなのか、 

全く逆のことを言っています。 

 

 

ここは１つ、僭越ながら、 

わたしが決着をつけたいと思います。 
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その前に、才能と似通った言葉で、 

「天才」という言葉があります。 

 

 

辞書で調べてみると、天才とは、 

「生まれつき備わっている、並み外れてすぐれた才能」

だそうです。 

 

 

あれ？ 

おかしくないですか。 

言葉の意味が、才能と基本的に同じに聞こえます。 
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わたしが考える天才とは、 

生まれ持った才能をフルに発揮している人 

のことを指します。 

 

ですから、誰もが天才になれる可能性があります。 

若いうちから自分の才能がわかり、 

その道に入っている人のことを、 

世間では天才と呼ぶのでしょう。 

 

若いうちに芽が出ていない人のことは、 

天才とは呼んでもらえない傾向があるようです。 

 

ただ、ここで１つ考えていただきたいのは、 

若いうちから才能の芽が出ていることが、 

果たして人のしあわせに直結するのか、 

ということです。 
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例えば、将棋界で羽生名人が出る前に 

天才と言われていた谷川さんは、 

日本将棋連盟の会長にまで登りつめましたが、 

不正行為により、辞任に追い込まれました。 

 

ゴッホは、自分の才能が信じきれずに、 

自殺してしまいました。 

 

つまり「天才」と呼ばれる人が、 

イコール幸せだとは言えないのです。 

 

もう少し言えば、 

天才と万能とは意味が違う 

ということです。 
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これらのことから導き出される、 

わたしなりの才能の定義は、これです。 

 

 

「生まれながらに持っている、 

ある分野において発揮される、 

人よりも努力や苦労をしないで 

やれてしまうこと」 

 

 

この言葉を裏付ける、 

偉人たちの言葉を見ていきます。 
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「才能とは、情熱を持続させる能力のこと」 

宮崎駿さん 

 

 

「どの仕事を選ぶかってのがわかる人が、 

才能があると思うよ」 

北野武さん 

 

 

「ものすごく特別な、巨大な才能を例外にすれば、 

何かに目標を定めて、 

ずっと努力し続けられる力こそが 

才能の中核ではないでしょうか」 

村上春樹さん 
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「根本的な才能とは、 

自分に何かが出来ると信じることだ」 

ジョン・レノン 

 

 

「ジョン・レノンなんて、 

ビートルズをやり始めてからも 

ずっと自分の声が大嫌いで、ポールの声に 

コンプレックスを抱き続けていたらしい。 

自分の声こそが 

ビートルズのパワーの源だったのにね。 

そんなものなんだ、才能なんて」 

忌野清志郎さん 
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「この世で根気ほど万能なものはない。 

才能は万能ではない。 

才能があっても思い通りの人生を送れない人は 

多くいる」 

松下幸之助さん 

 

 

「才能とは、継続できる情熱である」 

羽生善治さん 

 

いかがでしょうか。 

多くの偉人が伝えてくれるのは、 

継続の大切さだと言っています。 

ところが、ここに落とし穴があります。 

彼らは、続けることができたから、 

そう言っているのです。 
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根本的な問題は 

「なぜ彼らが続けることができたか」 

なのです。 

 

 

あなたは、効力期待の法則 

というものをご存知ですか？ 

 

例えば、何かしらのアイデアや情報が入った時に、 

それを実行してみる人と、 

そうでない人に分かれてしまいますよね。 

実行していく人の特徴とは、行動力がある、 

ということではありません。 

実は、「それなら自分にもやれそう」 

と思えた人なのです。 
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イチロー選手を例にとってみましょう。 

 

イチロー選手は、誰もが認める野球選手ですし、 

天才とも言われています。 

 

しかし、イチロー選手は、松坂大輔さんや 

清原和博さんのように、当初から目立った活躍を 

している人ではありませんでした。 

 

そのイチロー選手が、幼い頃に「野球、できそう」 

と思えなかったら、きっと今のような選手には 

なっていなかったことでしょう。 

 

あなたにも、そんな経験はありませんか。 

入ってきた情報のうち、全てでなくていいのです。 
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「それ、いいな！」と思えた瞬間に、 

自然に取り組んでいたという経験が、 

１つや２つはあると思います。 

 

では、その「いいな！」と思えたことを実行してみて、

それを継続できる人と、そうでない人との違いは何か。 

 

これまで紹介してきた偉人が 

「継続できた理由」 

をお伝えします。 

それは、彼らに根性があったからとか、 

根気があったからとか、 

そういう精神的な強さではありません。 

実は、実行してみたことが、 

結果が出たから。 

ただ、それだけなのです。 
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ここで再び、イチロー選手の話をお伝えします。 

 

イチロー選手が幼かった頃、 

よくお父様が練習にお付き合いしてくれたそうです。 

 

お父様はある時、幼いイチロー選手が 

打ちやすいコースと、打ちにくいコースがあることに 

気がつきました。 

そこで、お父様が取った行動とは何か。 

 

実は、苦手なコースを克服させようとしたのではなく、

打ちやすいコースにばかり 

ボールを投げてあげたのでした。 

幼いイチロー選手は、そうとも知らず、 

バットでボールを打てることに喜びを感じ、 

練習を続けることができたのです。 
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このことからも分かるように、継続できる人とは、 

精神的な強さを持っている人というよりは、 

結果がすぐに出たり、 

やっていて楽しかったりするからなのです。 

 

 

北野武さんが、若い頃から笑いを取れなかったら、 

続けていられたでしょうか？ 

 

 

羽生善治さんが将棋でちっとも勝てなかったら、 

名人にまで登りつめることができたでしょうか。 

 

 

そうとは思えないですよね。 
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才能とは 

誰にでもあるもの 

です。 

 

あなたがよりよい人生や、 

ビジネスで成果をあげていくためには、 

あなたの才能が何なのか、 

その才能の活かし方、 

才能を活かせる場所、 

才能を活かせるタイミングを 

知ることが大切なのです。 

 

 

ただ、そこにはとても厄介な 

２つの問題があります。 
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才能とは 

「生まれながらに持っている、 

ある分野において発揮される、 

人よりも努力や苦労をしないでやれてしまうこと」 

だとお伝えしました。 

 

これが、当の本人が通常は意識できないので、 

それが才能だとは思えないのです。 

 

あなたは、「足るを知る」という言葉を 

聞いたことがあると思いますが、 

この原文をご存知ですか？ 

 

この言葉は、老子の言葉です。 
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「人を知る者は智、自ら知る者は明なり。 

人に勝つ者は力有り、自ら勝つ者は強し。 

足るを知る者は富み、つとめて行なう者は志有り。 

その所を失わざる者は久し。 

死してしかも亡びざる者はいのちながし」 

 

 

最初の一文に注目してください。 

 

人（自分以外の人）のこと（長所や短所など）を 

知ろうとすることも１つの知恵だと思いますが、 

自分のことを知ろうとするのは、 

それ以上のすぐれた知恵が必要になります、 

という意味です。 
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あなたがもし、 

自分には才能がないと思っているとしたら、 

それは至極当然のことです。 

 

 

何故ならば、 

自分のことを知ること以上に難しいことはないし、 

自分の才能は、 

自分では見つけにくいものだからです。 

 

 

もう 1 つの問題は、 

才能がある＝仕事の成果（収入）につながる、 

ということではない点にあります。 
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例えばわたしの幼い頃の友人には、 

テレビゲームの天才がいました。 

 

彼は、野球をやらせても天才的に上手でした。 

 

ところが、今の彼は、フリーターとして生きています。 

 

自分の才能の活かし方を 

知らずに生きてしまっているのです。 

 

自分の才能が分かったとしても、 

その才能の活かし方がわからなければ、 

成果を上げることは難しいでしょう。 

残念なことに、この日本では、 

才能が活きる場所、活きるタイミングについて、 

学ぶ機会がなかなかないのです。 
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もし、あなたが今、 

人生やビジネスに苦しんでいるとしたら、 

まずは自分の才能を見極めることが 

必要だと思います。 

そして、その活かし方を知る必要があります。 

 

才能を知らない今のあなたは、 

種のような状態です。 

 

あなたは花として生まれてきているのですが、 

そのことを信じられていないだけです。 

種である今の状態で、 

自分を信じろと言われても辛いだけでしょう。 

何故ならば、花になっていない種の自分が 

見えてしまっているからです。 
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種は、放っておいても芽は出ませんし、 

花も咲きません。 

 

種は、適切な場所で撒かれなければいけません。 

種は、適切なタイミングで 

撒かれなければなりません。 

種は、適切な水分と太陽光という 

エネルギーを必要とします。 

 

あなたが、自分がどのような花の種なのかを 

知ることができれば、そして、あなたという花が 

どこで咲き、どのタイミングが適切なのか、 

どのようなエネルギーを必要としているのかを 

知ることができれば、 

あなたという花を咲かすことは 

難しくなくなります。 
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申し遅れましたが、 

わたしは鈴木健司と申します。 

 

現在、東京の稲城市という 

場所で、小さな会社 COME ALIVE の 

代表を務めさせていただき、 

 

起業家のスタートアップのお手伝いと、 

人材の問題を抱えている 

経営者の支援をさせていただいています。 

 

2014 年に COME ALIVE を立ち上げて以来、 

２００名を超える起業家の相談にお応えし、 

４０名以上の方々のビジネスの 

お手伝いをさせていただくことができました。 
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わたしがこのビジネスを始めたのは、他でもなく、 

一人一人が真価を発揮できる 

イキイキとした社会にしていきたいからでした。 

 

わたしには、姓名鑑定の大家である父がいます。 

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。 
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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 

 

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。 
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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、 

わたしはこんなことを言われ続けて育ちました。 

 

「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」 
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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。 

 

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？」 
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そこから、わたしは 

一人一人が真価を発揮できるイキイキとした 

社会にしていくために、 

何が必要なのかを研究し続けてきました。 

 

 

このわたしの学び、そして身につけてきた 

技術を提供していくことが、 

わたしの１つの使命と考え、 

今の仕事に繋がっていきました。 

 

もしあなたが、自分がどのような種なのか、 

そしてどんな活かし方をしていけばいいのか 

知りたくなったら、 

わたしに相談してみてください。 
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キャリアアップや起業を真剣に考えている方、 

人を大切にしていく会社にしていこうとする 

経営者様なら、 

いつでも無料で 

ご相談に応じさせていただきます。 

 

ご相談には、面談、またはスカイプで 

対応させていただきますので、 

下記の URL から相談のお申し込みをしてください。 

面談の場合は、 

弊社のオフィス（小田急線新百合ケ丘駅が最寄駅です） 

にて行います。 

 

https://goo.gl/MuBh6q 

 

 

https://goo.gl/MuBh6q
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ただし、真剣に自分の人生を考えていない方、 

冷やかしの方など、 

ご相談内容によっては 

応じかねる場合もございますので、 

ご了承ください。 

 

また、あなたとのご縁を 

大切にしたいと思いますので、 

あなたもそのつもりで来てください。 

 

長々と書かせていただきましたが、 

最後までお読みいただきまして、 

本当にありがとうございました。 

 

COME ALIVE 

鈴木健司 


