理念型経営者向け新聞

教学相長
― き ょ う が く あ い ち ょ う ず ―

「教学相長」とは
人に教えることと、人から学ぶことは、互いに作用しあうということ。また、教えることは自分の修行
にもなるということ。－『礼記』
2018年4月号
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「教学相長」ゲスト経営者

ナポレオン・ヒル財団アジア/太平洋本部認定講師
浅川 智仁 （あさかわ ともひと）

1978年山梨県生まれ。早稲田大学卒業。
2009年9月「セールスの社会的地位向上」と「能力開発の裾野
を広げる」をミッションに掲げ独立。2011年12月に法人化。
営業の分野に成功哲学や行動心理学などを積極的に取り入れ、
コーチングを使った独自のコンサルティング手法を用いて多く
のセールスパーソンや経営者の業績アップに貢献。
2010年にはThe Japan Timesから「アジアを代表する次世代の
経営者100人」に、営業コンサルタントとして唯一人選出された。
独立前は、世界最大級の能力開発企業で営業インストラクター
として活躍。営業未経験ながら入社二年で年間トップセールス
を獲得し、支店責任者としても、就任初月に対前月比230％の売
上アップを実現。熱意やモチベーションを生み出すスペシャリ
スト。
著書に『勇気の言葉～幸福と成功を引き寄せる100の叡智』（一
万部を突破）と『フリーターだったボクを年収10倍に導いた
101の叡智』（三省堂有楽町店ビジネス書分野週間ランキング第
1位を獲得）がある。

＜profile＞
株式会社常盤不動産
代表取締役CEO
鈴木 豪一郎（すずき ごういちろう）
1971年 東京と神奈川の境目 大田区生まれ。
代々続く柔道一家のため、4歳から柔道を始めはや30
年以上。不動産業界に身を投じたのは平成9年。 累計
1,000件以上の取扱実績。『×フドウサンヤ』ではな
く『○不動産クリニック』であることが信念。H15年
アームレスリング無差別級東京都大会3位。
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鈴木 豪一郎
特集 「不動心」と「経営」

今では大田区に自社ビルを建て、“不動産ドク
ター”として不動産業界に新たな風を吹かせる異
端児として業界を牽引する鈴木氏。その半生には、
今では想像もできないような波乱万丈な過去が
あった。取材から見えてきたのは、逆境を逆境と
も思わない【未来思考】と何事にも動じない【不

動心】。鈴木氏が語る、成功ノウハウを紐解く…。
まも

経営理念「護るチカラ」
「人間万事塞翁が馬」－長期視点で物事
を見る

＜社長history＞
自営業を営む家系の長男として生を受ける。
▼大学在学中、家業の売上が傾きかけ、その窮地を救うべく、父の
会社を手伝い始める。
▼売上拡大に奮起するも、長年勤めている社員と折りが合わず。父
である社長に社員が「息子を取るか会社を取るか」という選択を迫

問 人生で一番辛かった経験は？
答

り、自ら身を引く決意をする。

（しばらく考えた後）…辛かったことってないん

▼何の当てもないまま実家を飛び出し、公園でホームレス状態に。

だよね(笑)ホームレスをしていた時とか、水商売しな

▼働き場所を求め、たまたま通りすがりで見つけたスタッフ募集の

がらほとんど寝ずにトラックを運転していた時とか、

貼り紙に応募し、高級クラブのボーイとして働き始める。

不動産営業に挑戦して丸一年売れなかった時とか。人

▼裏方であるにもかかわらず、ホスピタリティ溢れる接客により

様から見て辛い思いしているねというシーンはあるん
だろうけど、やっている本人は別に辛くないんです。

ファンができ、誕生日には胡蝶蘭で店内が埋め尽くされるほどの人
気を博す。
▼「営業」をやってみたいと思い、クラブのお客様のつてで不動産

上手くいかなかったというところでいうと、不動産営

会社に入社。

業を始めた一年は全然上手くいかなかったから、今振

▼入社一年目、まったく売れない経験をするも、小さな改善を積み

り返ると逆境だったのかな。当時は『絶対できる』と

重ねることで、結果トップセールスに。その後独立。

信じていたので、塞ぎ込んだり落ち込むこともありま
せんでした。だって、人より体力もあるし、頭が悪い
わけでもないし。この中で負けるわけがない、と思っ
ていました。だから、小さな改善を数え切れないほど
していました。例えば、定休日になると電話当番で誰
かが出勤しなければならなかったんですね。皆は嫌々
出ていたんですが、私はチャンスだと思って、一緒に
出勤した人に寝てていいですよと言って、反響電話を
全部いただいていました(笑)ありとあらゆる改善を
図ったらブレークスルーするようになって、一回歯車
がかみ合えば、一気に爆発しましたね。

座右の銘：「人間万事塞翁が馬」
人生における幸不幸は予測しがたいということ。幸せが不幸に、不幸
が幸せにいつ転じるかわからないのだから、安易に喜んだり悲しんだ
りするべきではないというたとえ。

株式会社ピクスタ
リーマンショック後に独立を決意。

良い時も悪い時も、変わらない心。

問 ご家族との印象的なエピソード

問 「幸せ」を感じる瞬間

答

答

私は売買専門の不動産会社で修業してきたんです

恐らくこういう回答をする方はいないと思うので

が、独立を決意して妻に話をした時が、ちょうどリー

あえて言うと、私は幸せって感じないんですよ。「あ

マンショックの直後だったんです。リーマンショック

～幸せ」って思った時に、幸せって逃げていくような

というのは、不動産が売れなくて売れなくて、一割二

感じがしていて、常にどんなに良いことがあっても幸

割とどんどん価格が下がっていた時期でした。当時私

せと思わないようにしています。逆に言うと、どんな

には妻と子どもが3人いました。前職では専務という立

に上手くいかないことがあっても不幸だとも思わない

場で収入も安定していて何も困ることはなかったんだ

ようにしています。何があっても一喜一憂はしません。

けれども、リーマンショックの中独立する、というこ
とは「明日から給料が無くなる」ということと同じ話
なので、妻からすると物凄く不安なわけです。「不動
産が売れない時代に独立するの？」という感じですよ
ね。そこから、いつも明るく前向きな妻が失語症のよ
うな感じで言葉が出なくなってしまったんですよ。
それから三日後くらいにようやく口を開いてこう
言ったんです。「私ね、子どもたちと話をしたん
だ。」話をしたと言っても、当時一番上の子でもまだ
小学校に上がる前ですから、心で会話をしたんだと思
います。「私たち、決めたの。お父さんは私たちとい
う重りを腰につけて防波堤から凍った海に飛び込んで

問 「不動心」が培われた背景
答

なっている人は次の月の成績がダメだったり、という
姿を見てきました。ずっとトップをとり続ける人は、
当たり前の顔でやっていて、いちいち喜ばないんです。
特に役職が上がれば上がるほど一喜一憂してはいら

泳ぎ切ってやろうと思っているんでしょう。でも私た
ちは、お父さんが思っている4つの“重り”ではなく、4
つの“浮き”になるから。」
妻は当時3人も子どもがいて、相当不安だったと思い
ます。この時のことは一生忘れません。

今まで、営業マンでもトップをとって、有頂天に

れませんよね。明日もあるし来月もあるし、１０年後
もありますからね。
問 鈴木氏の考える、本当の意味での「幸せ」とは？
答

幸せな人生だったかどうかは、死ぬ時に初めて分

かるものだと思います。対外的に見れば、私のことを
自社ビルを持って子どもが７人いて、仕事で活躍して
いて幸せそうと思う方もいるかもしれません。でも、
私が死ぬときに、もしかすると財産を巡って骨肉の争
いをしているかもしれません。それで私が誰にも看取
られずに死んでいったとしたら…？幸せな人生だった
かどうかは、死ぬ最後の一日まで分かりませんよね。

未来を見据えた経営～メッセージに代えて～
私は今、３０年後の社会をイメージして仕事をしています。なぜかというと、自分の子どもたちが自分くらいの
年になった時、日本はどうなっているんだろうと考えるからです。例え、私の幸せが少なかったとしても、子ども
たちの未来に幸せな環境を作ってあげたい。今日歩いてきた道路も信号も、出身の小学校も、過去の名もなき先人
たちが一所懸命に働いて税金を納めてくれたから出来上がったものなんです。私もその名もなき先人の一人として
子どもたちの活躍できるフィールドを残したい、そう思っています。

ライフデザインパートナーズ株式会社 代表取締役

浅川 智仁
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特集 「不動心」と「経営」
問 今の自己イメージはどうやって出来上がった？
答

幼少時に父からこう言われたことがあるんです。

「人生はそんなに甘くない。だけどそんなに辛くもな

社是

い。」この言葉が自己イメージを強くしてくれたのか
もしれません。だから「どうせ早稲田に行く」と思っ

「一所懸命」

て、実際に偏差値47から早稲田大学に合格することが
できたのだと思います。
では「どうしたら着地をそこまで明確に思えるか」
というと、『自己イメージ』なんです。圧倒的な自己

「100年先から今を見る思考」との出逢い

イメージを創る方法は、浅川流5ステップで解き明かし
ています。とにかく脳に錯覚を起こすんです。

問 一喜一憂しなくなったキッカケ
答

僕自身がメンタルが強くなったキッカケは「100年

浅川流圧倒的な自己イメージを創り出す5ステップ

先から今を見る」という視点を手に入れた時でした。
これはある著名な方が論語の解説で言っていました。

過去の勝利体験のリスト化
ステップ１

この頃僕は営業職をしていました。やはり営業の世界
では一喜一憂する機会が多いんです。プレゼンが上手

理想像の明確化（モデリング）
ステップ２

くいったいかない、今月の契約数がどうだ、とか。そ
んな中、「100年先から今を見る」という視点を知り、
驚きました。それから「いずれにしてもトップセール

キャッチコピーをつくる（ミッション）
ステップ３

スになっているんだ」という自己説得をするようにな
り、僕の中で今月のプレゼンや売上数字は単なる“通過

自己説得を繰り返す
ステップ４

点”に変わったんです。これを能力開発の世界では、
『成功の先取り体験』といいます。人生最後の時を
ハッピーエンドで迎えているんだと分かった状態で今
を見れば、失敗や逆境も何のことはないんです。だけ
れども、人間は「今が人生をすべて作っている」とい
う今から未来が広がっていくという軸で見るからしん
どいと感じるんです。でも上手くいく人はその逆で、
「逆算」で物事を見ているんです。その中でイチロー
選手を分析していくとよく分かりますが、「結局200本
安打を打っている」と疑いなく信じている。その中で
の今日の打席なんです。着地を決めるという発想が
「不動心」においては重要です。

外部環境を理想に変える（見る・聞く・触れる）
ステップ５

株式会社ピクスタ
浅川流ハイパーモチベーション

死なない戦をしなければ負けてもいい
。

問 浅川の考える「不動心」とは？

問 歴史から学ぶ意義

答

答

不動心とは簡単に言うと、『着地を決めること』

歴史はまさに、“着地点から遡れる”素晴らしい学

です。イメージで言うと、着地が固まっているという

問なんです。歴史を見ると、勝者の結果と敗者の結果

のは、着地点に紐が繋がっている状態なんです。そう

が分かるわけです。100年先から今を見るという思考で

すると、どこにいたとしても絶対に紐を辿って着地点

歴史を見ると、「あの勝利は実は幸せな勝利ではな

に行くことができますよね。ですから、着地を決める

かったんだ」ということも分かるんですよ。例えば、

とこれだけ強力なんです。もちろん少しは回り道する

石田三成が関ケ原の戦いで負けたのは、豊臣秀吉に可

かもしれませんが、必ず着地点に近寄っていくことが

愛がられていたことが要因だったりするんです。とい

できますよね。でも、多くの人が紐をつけないで行こ

うことは歴史は長期視点（結果）から原因を紐解ける

うとします。だから気づけば全然違う場所に行ってい

最高の学問なわけです。とすると、“ここでは負けてお

たりするんです。

いた方が良い”ということも学べるんです。僕は営業職

セミナーや研修でもお話しますが、「浅川流ハイ

で新人賞がとれなかった時にそう思いました。「これ

パーモチベーション」というテクニックがあります。

によって自分は天狗にならなくて済んだんだ」と思う

自分が死ぬときから今を想像するというワークを行う

ことができたんです。周囲を見ても、新人賞をとった

んですが、今僕は、死んで100年後に大河ドラマの主人

ことで安心してしまって、それから鳴かず飛ばずとい

公になっているところから今を見る、ということを

う方が何人もいました。僕はここから、「死なない戦

やっています。そうすると、「家の倒産」ってキャッ

をしなければ負けてもいい」ということを教わりまし

チーじゃないですか（笑）こう考えるようになって、

た。

“動かない心”が出来上がりました。
「心」の語源は一説によると、コロコロ変わるから
来ていると言われています。また四画すべてが離れて
いるので、非常に不安定なんです。ですから心を何か
にくっつけなければいけないわけです。それが「未来
への着地点」だというのが、僕の考えです。

問 歴史からの学びを企業経営に当てはめると？
答

まず着地点を決めるというのが経営においては

「理念」ですよね。うちの会社はどういう風に認識さ
れたいのか、どういう風に存続していきたいのか。
ピーター・ドラッカーがこう言っています。「どう自
分が記憶されていたいのか、それを決めなさい」。つ
まり、ライフデザインパートナーズはどんな会社です
か？と聞かれたら「こういう会社です」という明確な
答えが、企業における着地点になります。そして、
「倒産しない失敗はしてもいい」ということです。例
えば社員が失敗しても「これでうちの会社が潰れるこ
とはないからいいよ」と言えるのは、歴史からの学び
があったからです。実は数年前に他社との合同で行っ
た大型セミナープログラムでは、集客に失敗して数百

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

万の損失が出たことがありました。でも一切何も言わ
ず、むしろその時の方が力を入れて取り組ませていた
だきました。なぜなら負け戦がいずれ勝ち戦に変わる
ことを知っていたからです。この考え方が「不動心」

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

を作ってくれています。この負け戦があったからこそ、

まずはお気軽にお問い合わせください。

今の飛躍に繋がっているのだと思います。

