
私は経営能力ゼロです。（経営20年目のマネジメント論） 
　 
伊勢です、 

「仕事は、何をやるかよりも、 
誰とやるかだ。」 

とか、 

「早く行きたければ一人で進め、 
遠くまで行きたければ皆で進め。」 

など、 

仕事とチームに関する格言は 
たくさんあります。 

ということで、 

今日は、あまり話さないチームについて 
お話したいと思います。 

・・・・・・ 

先週は、 

弊社の大コピーライター先生 
高田氏と共に過ごしていました。 

高田さんは、入社して 
13年目になります。 

出会ったときは、 
高田少年だったのに 
今では結婚をして二児の父です。 

入社してくれたときは 
ぼくもまだ20代でした。 

歳をとったなと思います。 

そんな高田パイセンとの 



思い出を振り返りながら、 

チームマネージメントに関する 
私の考え方を察していただくのが 
一番参考になるかと思いました。 

・・・・・ 

高田パイセンと 
最後にきちんと会って話したのが 
コロナ前の1月上旬でした。 

なので、今回が、10ヶ月ぶりの 
再会となりました。 

この10ヶ月間、 
完全リモートで 
お互いに仕事をしてきました。 

さて、ここで問題です。 

この10ヶ月間、どれくらい 
コミュニケーションを 
とってきたと思いますか？ 

・ 
・ 
・ 
・ 

正解は、10ヶ月間で 
行ったミーティングは 
トータル2時間未満、 

回数で言うと4回以下だと 
思います。 

10ヶ月で2時間未満、 
4回以下というのは、 
予想より多いでしょうか？ 

ほとんどの人は、 
「本当に、それだけ？」 



と、思ったことでしょう。 

ちなみに、高田パイセンは 
弊社の最古参社員であり 
言うまでもなく重鎮です。 

そうなのです。 

正直に、言ってしまいますが 
私はマネージメントを全くしていません。 

というか、 

マネージメントが全くできません。 

なので、 

チームメンバーと 
コミュニケーションを 
ほぼとっていません。 

正直、高田パイセンも他のメンバーも 
もっとコミュニケーションを 
とりたいはずです。 

社長が何を考えて 
何をしているかが分からない、、 

というのは不安ですし 
情熱にも影響します。 

不満があるのも承知しています。 

それは、本当に申し訳なく 
思っています。 

自分の悪点なので 
正当化する気はありません。 

ただ、人間、向いている事、 
向いていない事というのは 
確実にあって、 



私はマネージメントをすることが 
やはり向いていないのです。 

なので、一方的に了承もなく 
こういうスタイルにさせて 
もらっています。 

それでも、会社は過去最高と言えるほど 
順調に成長しています。 

とはいえ、 
成長しているから正義という 
つもりはありません。 

実際、コミュニケーションを 
とれる社長であれば、 
もっと成長すると思います。 

ただ、私がそれをやると 
成長がマイナスになります。 

なぜなら、向いていないことを 
やるのは猛烈にエネルギーを 
ロスするからです。 

おそらく成長が止まるどころか 
マイナスになっていきます。 

・・・・・・ 

この10ヶ月間はコロナで、 
今まで以上に会う機会も 
コミュニケーションをとる機会も 
減りました。 

高田パイセンも二児の父ですので 
プライベートは私よりもはるかに忙しいです。 

会えるとしたら沖縄で、、、 
という事なのですが、 

今年お子さんが生まれたばかりで 
なかなか、沖縄に来てもらうわけにもいかず、 



なので、全く話すことが 
できていませんでした。 

そして今回、なんとか、 
家族に無理を言って 
来てくれたおかげで、 

3日間、ほぼ、ずっと一緒にいて色々と 
話すことができました。 

高田パイセンは、 
右腕や、左腕というレベルではなく、 

心臓や、肺や、脳みそなど、 
完全に体の一部です。 

つまりいないと死ぬレベルで 
依存しています。 

もうひとり、 

細田しょうい軍曹という 
現場総監督のような存在が 
いるのですが、 

同じく、こちらも 
心臓、肺、脳レベルで 
依存しています。 

いないと完全に 
死んでしまう依存です。 

他にも、カスタマーサポートでは 
新垣さおり姉さん、 

コピーライターとして 
めちゃくちゃ頼りに頼っている 
藤本さん、 

堀下さんには、 
セールスやフォローで 
大変お世話になっています。 



他にも、映像のゆめみさんや 
WEBサイトではカイさん、大平さん、 
画像もろもろでは三井さん、 

など、あげればキリがないので 
ここまでとさせて頂きますが 

何かあれば、いつでも、 
皆さんが助けてくださる事で 
自分はビジネスができています。 

助けてくれる人がいなければ 
この世に存在していないも同然なのが 
私です。 

本当に全員に借りしかありません。 

なので、 

本当に感謝していますし 
本当に愛情を持っているのですが 

全くコミュニケーションを 
とっていない、 

というのも事実です。 

そんな世間一般からみたら 
信じがたい横暴な社長のもとで 
高田さんや細田さんなどは 
無理を聞き続けてもらっています。 

高田さんは 
自分で独立しても、 
どこの会社に行っても、 
数千万円は余裕で稼げる男です。 

そう考えると、 
改めて、なんてありがたいことなのかと 
感謝が溢れてきます。 

細田軍曹や他のメンバーについても 



全く同じです。 

・・・・・・・ 

このように全くマネージメントを 
しない私なのですが、 

マネージメントをしようとしていた 
時期もありました。 

少しさかのぼって 
振り返ってみたいと思います。 

・・・・・・ 

高田パイセンがまだ 
高田少年だった頃の話です。 

高田さんは、 
大学生のときに 
弊社にやってきました。 

出会いからして普通では 
ありませんでした。 

正社員の求人募集をメルマガに 
出したところ、 

なぜか、群馬県に住む 
国立群馬大学の大学生が 
東京にやってきたのです。 

採用条件は、 
毎日出社できることでした。 

しかし、大学四年生で 
群馬に住んでいて 
理系なので授業も出ないといけない 
高田パイセンは募集してきたのです。 

面接をしていて、最後は、 

「えっ、、なんで来たの？」 



という質問になったのですが、 

「あ、メールの上の方だけ読んで 
行きたいと思って、思い切って来ました。 

でも、下の応募条件はちょっと 
あんま読んでなかったです。。」 

とのことで、 

「何しに来たの？（笑）」 

と、追い返しました。 

それが、高田パイセンとの 
ファーストコンタクトです。 

変な奴がきた、 

ということで、当然、 
不採用で終わりました。 

ところが、 

その数ヶ月後、今度は 
夏休みの前に、連絡が来たのです。 

「以前、面接してもらった高田です。 
既に内定ももらいましたが、どうしても 
伊勢さんのところで働いてみたいので 
お金はいらないので働かせてもらえない 
でしょうか？ 

家は横浜の友人のところに居候します。」 

という連絡が来ました。 

正直、後にも先にも、 
ここまで熱烈に 
言ってきたのは 
高田パイセンだけです。 



そこまで言うなら、、、 

ということで、働いて 
もらうことになりました。 

しかしです、 

1ヶ月半ぐらい、働いてくれたと 
思うのですが、 

私とは、トータル 
2分か、3分ぐらいしか 
話をしていません。 

当時、うちの会社では小さな 
通販事業をやっていて 
その配送とかをやってくれていた 
らしいです。 

正直、何をしてくれていたのかも 
知りませんでした。 

ちなみにですが、社長と話せないような 
規模の会社ではなく 
当時の社員は4人だったと思います。 

それなのに、全く話をした 
記憶がありません。 

なぜ、高田さんがうちの会社で 
働きたかったのかというと、 

村上さんの教材を見て 
実際に自分も教材をつくって 
インターネットで売ってみたところ 
10万円ちょっと稼げたそうです。 

その流れで、ぼくのメルマガも 
読んでいたので 
応募してくれたのです。 

そこまでして、働きに来てくれた 
熱心な大学生と一言も話をしなかった 



ということになります。 

今考えると、考えられません。 

普通は、しっかり時間ととったり 
飲みに誘ったりして、 

「これから、何をしたいんだ？とか 
どんなふうに生きていきたいんだい？とか」 

先輩風を吹かせながら 
相談にのったり話をするのは 
当然です。 

人として、当たり前だと思います。 

それを全く話もしないとは 
頭がイカれてるとしか 
思えません。 

我ながら、どれだけ 
異常な人間なのかと 
心底信じられません。 

昔は、人としてそうとう 
ヤバい奴だったなと 
今は思います。 

では、 

当時、全く社員の皆さまと 
話をしていなかったのに、 

なぜ、会社が運営できていたのかというと 
前妻がマネージメントをビシビシに 
してくれていました。 

もちろん、私も何もしないで 
100％遊んでいたわけではありません。 

クライアントと打ち合わせをしたり 
デザイナーさんや編集者さんと 
打ち合わせをしたりしていました。 



コピーを書いたり、 
当時は少しセミナーも始めた頃だったと 
思います。 

仕事はしていたのです。 

しかし、コミュニケーションを 
とるのは、外部のビジネスパートナーと 
お客様だけでした。 

そして、これは、今も同じです。 

外部のビジネスパートナーや 
お客様とは私しかコミュニケーションが 
とれないことも多いですので、 

コロナ期間中もたくさんの時間 
話をしてきました。 

しかし、 

内部の皆様とは、全く 
コミュニケーションをとっていません。 

・・・・・・・・ 

高田少年は、 

私と全く話さないまま 
いつの間にか、群馬に戻って 
いきました。 

そして、2ヶ月ぐらい経った後に 
一通のお手紙が事務所に 
届きました。 

とてつもなく、幼い 
（読めるギリギリ）の字で 
書かれた手書きのお手紙です。 

そこには、 



夏休みに働かせてもらったお礼と 
友だちの家で居候しながら 
バスケをできて楽しかった事などが 
書かれていました。 

そして、最後に、 

「やっぱり今の内定は辞退して 
卒業したら働きたい。 
条件は問わないので。」 

と、書かれていました。 

本当にびっくりしました。 

ほぼ話もしなかったのに、 
配送の袋詰とかしかしてなかったのに、 
なぜ、高田少年は働きたいんだ？ 

と、びっくりしました。 

と、同時に、 

国立大学まで出て 
上場企業の内定を蹴って 
うちに来るので親御さんは 
納得するのだろうか？ 

とも思いました。 

そのあたりを確認したところ 
問題ない、ということで、 
入社することになったのです。 

・・・・・・ 

入社後に、高田パイセンが 
最初にやらされたのは、 
カスタマーサポートの仕事です。 

実質の社長と言える 
前妻は、ものすごく 
仕事に厳しい人でしたので 



ビシビシにしごかれました。 

問い合わせメールが 
来たら返信をしたり、 

電話がかかってきたら 
2コール以内にとらなければ 
ならないのですが、 

お客様の気持ちを 
汲み取らない返信を 
しようものなら、 

かなり厳しい追求が 
行われていました。 

一言一句、チェックをされて 
徹底的にしごかれました。 

しかし、最初の頃は 
高田パイセンも 
まだ高田少年だったので 
なんとなく、ぼーっとして 
あまり集中していませんでした。 

ということで、 

高田少年が、あまり仕事に 
身が入っていないようだ、 

と、前妻から指摘が入り 
私が、注意をすることになりました。 

そこが、初めてまともに 
話をした瞬間だったと思います。 

ということで、 

後にも先にも、強く叱ったのは 
この1回と、あともう1回ぐらいだと 
思うのですが、 

かなり厳しく、 



「そんな事じゃあ 
うちにわざわざ来た意味がない 
ではないか。そんな事でいいのか。」 

と、伝えさせてもらいました。 

その辺りから高田少年は 
少年の殻を脱ぎ捨てて 
大人になっていきました。 

そこから、 

めきめきと成長していきます。 

・・・・・・・ 

私は、思うのですが、 
全ての仕事をする人は 
最初にカスタマーサポートで 
お客様と向き合う経験を積んだ方が 
良いと思います。 

コピーライターになるなら 
なおのことです。 

「人の気持ちに寄り添う、 
人の気持ちを考える、」 

簡単なようで、多くの人が 
できないこのスキルは 
カスタマーサポートで 
鍛えることができます。 

なので、 

弊社では、伝統的に入社したら 
最初は全員カスタマーサポートという 
のが決まりでした。 

正直、向いていない人には 
地獄だったと思いますし 



良く怒られて泣いている 
社員もいました。 

でも、怒られた人たちは 
どこかで今も、その経験が 
活きているはずだと思います。 

若いときにする苦労は 
カスタマーサポートで 
しごかれるのが一番だと 
今でも思います。 

高田パイセンに聞いてもらえば 

カスタマーサポートから 
やって良かった、 

と、言うと思います。 

もともとコピーの才能が 
あったのは当然ですが、 

カスタマーサポートの経験を 
経たことで、天才コピーライター 
としての才能が萌芽したと感じます。 

・・・・・・ 

さて、一向にマネージメントを 
放棄したまま社長をしていた 
20代でしたが、 

会社の売上はどんどん 
大きくなっていきました。 

正解は一つではないですし、 

その事で迷惑をかけていなかったかと 
言えば、迷惑はかけていたと思いますが、 

それぞれのやり方が 
マネージメントについても 
あって良いと思います。 



こんなマネージメントの話は 
本を読んでも絶対に出てきません。 

おそらく、間違っているのです。 

道徳的にも 
生物学的にも 
心理学的にも 
リーダーシップ論的にも 

違和感しか感じないこのやり方は 
全体の平均値をとる学問的には 
完全に間違っていると思います。 

しかし、これしか 
できなかったのですから 
しかたがありません。 

きっと、あなたにもあなたの 
マネージメントのやり方が 
あるはずです。 

それが、どれだけ一般的な 
常識からずれていたとしても 
あなただけのやり方があるのが 
マネージメントだと思います。 

あなただけのやり方です。 

逆にいうと、あなたしかできない、 
あなたも、他のやり方はできない、 

それが、マネイジメントだと 
思います。 

それを他人がどうこう 
口出しするものでは 
ないと私は思います。 

世間的に見れば、 

愛情不足と言われようと 



わがままと言われようと 

美談として語られるような 
ものが何一つないとしても、 

少なくとも、 
自分の中では愛情があり 
責任をとる気持ちもありました。 

愛情ゼロで、責任をとる 
つもりさえあれば、 
他はどうでも 
良いのではないかと、 

いささか、言う立場にはなく 
おこがましいのですが 
私は思います。 

マーケティングや 
コンセプトをつくるのは 
自信があります。 

しかし、マネージメントの才能は 
おそらくゼロです。 

それは仕方がありません。 

それでも、社長はできるよ 
ということです。 

・・・・・・・・ 

そんな私が、マネージメントに 
挑戦した時期があります。 

それが、前妻と離婚したあとです。 

高田パイセンの凄いところは 
離婚を含めて、 

私といることで起きた 
それら全てのゴタゴタを 



自分の感情としては 
色々思うこともあった 
はずですが、 

飲み込んで、受け入れて 
くれ続けた事です。 

正直、私の事を悪く言おうと 
思えば、いつでも、いくらでも 
言えたはずです。 

しかし、不思議なほど、 
そういう気配がありませんでした。 

話を戻します。 

マネージメントをしてくれていた 
前妻がいなくなりましたので、 

必然的にマネジメントをする 
必要に迫られるようになりました。 

（高田パイセンは、前妻がいなくなった 
事で経理をやる羽目になりました。 

高田パイセンの経理の才能は 
ほぼゼロでした（笑）） 

そこから、 

最終的に多いときは、 
16名ぐらいの社員が 
いる状態になりました。 

その期間は、 

毎週と言えるくらい 
会社での飲み会がありましたし、 

本当に、とことんまで 
話をして、時間を共に 
過ごしていました。 



と、自分では思っていますが 
おそらく標準的な社長と同じぐらいです。 

半年ごとに、 
マンツーマンのミーティングも 
していましたし、 

人事評価のようなことも 
していました。 

何より、私自身、 
給与ゼロで2年間働きました。 

収入を追い求めるのを辞めて 
全エネルギーをかけて 

”みんなで行けば遠くにいける” 

に集中していました。 

なので、収入はゼロにしました。 

貯金を切り崩しながら 
生活をしていた期間になります。 

・・・・・・・・・・ 

最終的に、無理は続かず 
再び方向転換をすることになります。 

そうして、今のスタイルに 
なっていくのですが、 

ここに到達するのに 
18年ぐらいかかっています。 

遠回りしました。 

器用ではないので 
しなくて良い苦労もしました。 



傍から見ると 
もったいないように見えた事も 
たくさんあったと思います。 

ただ、 

遠回りしないと 
分からないことも 
多かったです。 

経験してみないと 
本当の事は分かりません。 

自分がどういう人間なのか？ 

ビジネスがどういうものなのか？ 

全部、遠回りしたから 
知ることができました。 

若い頃は、向いていないことも 
根性で乗り越えることができます。 

しかし、一度体を壊してからは 
向いていないことをすると 
一瞬で体に来るようになりました。 

なので、もう向いていないことは 
しないと思います。 

でも、若い頃に向いていなかった事に 
一生懸命取り組んだことは、 
今の財産になっています。 

マイナスがあれば、 
プラスがどこかにあり、 

プラスであるときは 
見方を変えるとマイナスでもある。 

物事は、常にそういうものです。 

だからこそ、いつも言うように 



みんな、やりたいようにやったらいいし、 
やりたいようにやらないと 
もったいないのです。 

・・・・・・・・ 

高田パイセンの職歴を 
最後に書いておこうと思います。 

カスタマーサポートから入り、 

ある日突然、分厚い一冊の本を 
渡され、ビデオ編集をやるように言われ、 

本だけで編集を覚えて 
2年ぐらい映像の仕事をやり、 

気づけば、先輩社員たちが 
みんな辞めてしまい、 

ほぼ、私とふたりのようになり、 
経理をやらされて、 

目一杯がんばってくれいましたが 
ミスも連発し（笑） 

その後、コピーライターの仕事が 
メインになっていき、 

（高田パイセン以前は、コピーは 
外の人にお願いしていました） 

今にいたります。 

どんな仕事も、 

おそらくやる前から 
自分に向いていないと 
分かっている仕事も、 



何か未来につながるものが 
あるはずだ、 

という前向きな気持ちで、 

一切NOと言わず、 
ふてくされることもなく、 

常に前向きにジョブチェンジに 
取り組み続けてくれました。 

私が生命維持レベルで依存している 
細田軍曹と高田パイセンは 
ふたりともそこが共通しています。 

さすがに嫌がるかなということも 
NOと言わずに、何らかの意味を 
自分で見出して取り組む姿勢、 

その姿勢こそが、 
他の人が持つことができない 
特殊な才能だと思います。 

高田パイセンは、 
前向きな意味を見出し 
新しい事に挑戦できる稀な人です。 

そのまっすぐな姿勢に 
能無し社長は、何より 
何度も救われました。 

二児の父となった 
高田パイセンと、 

その家族と共に、 

一緒に幸せな時間を過ごしていきたいと 
思っています。 

そして、 

どれほど伝えても 
伝えきれませんが、 



これを読んでくださっているあなたも 
もちろんそうですし、 

仕事に関わってくださる 
チームのみんな、 

つながってくださっているお客様、 

お一人お一人の存在があっての 
自分です。 

本当にありがとうございます。 

少しでもお返しできるよう 
生きていきます。 

伊勢隆一郎


