
【文章】石田純一に遭遇しました（Netflixの秘密） 

伊勢です、 

先日、東京のホテルで 
ジムに行ったのですね。 

すると、石田純一さんが 
私の前で受付をしていました。 

おおっ、と思った私は、 
素早く、足元をチェックしました。 

すると裸足で、ローファーを 
履いていました。 

前評判通りの裸足です。 

私は、ニヤリとして 
ひとりうなずいていました。 

そして、受付では、 
石田さんが、借りるシューズの 
サイズについてやり取りをしていました。 

石田さんは、 

「26.5で、お願い」 

と、言いました。 

そして、その後に、 

伝説の一言が出たのです。 

「あ、靴下はいらないからね！」 

と。 

おおーー、と、 
私は歓喜しました。 



トレーニングシューズでも 
靴下を履かないこだわり。 

トレーニング中に汗をかいて 
足がネバネバ、グチョグチョ 
になっても、おかまいなしです。 

どんな時も自らのポリシーを貫き通す 
このハートの強さ。 

しかも、共用の靴で。 

一流のこだわりはすごいなと 
私は、感動を噛み締めていました。 

すると、 

石田さんは、カウンターの離れ際に 
もう一度、 

「靴下はいらないからね！」 

と、念押しをしたのです。 

私は、震えました。 

あのとき、私は、神を見たのかも 
しれません。 

今でも私は、あのときの事を 
思い出しては、物思いに 
ふけってしまいます。 

「なぜ、二度言ったのだろう。」 

「あの爽やかな念押しは 
なんだったのだろう？」 

と。 

「もしかして、あれは 
受付の子を笑かすネタだったのかな？」 



「それとも、私が足元チェックしてるのに 
感づいて、ファンサービスで 
言ったのかな？（ファンじゃないけど。）」 

など、とりとめのない思考が 
浮かんでは消えて、 

昼夜を問わず、私の心を捉えて 
離さないのです。 

そして、マスクの上からでも分かる、 
あの「にんまり」とした 
人の良さそうな笑顔。 

考えまい、考えまいとすればするほど 
私は、あなたについて、考えてしまうのです。 

なんと、罪深い男なのでしょう。 

石田純一。 

私はただ、ただ、あなたを思い 
昼夜を問わず願うのです。 

あなたの足が水虫菌に侵されていないことを。 

同じ26.5の靴を借りる身として 
裸足の神が水虫菌に侵されていないことを、 
今日もただ祈るばかりです。 

… 

さて、月曜日はライブです。 

20時からです。 

テーマは、国防です。 

元自衛官で、今年の春に退官された 
伊崎さんをお招きしてお話を 
お伺いします。 



今日まで質問を受け付けますので 
何でもお聞きください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
質問はこちらのメールにご返信ください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

早速質問をくださった皆様、 
ありがとうございます！ 

反響が良かったので 
とても嬉しいです。 

… 

ここからが、かなり内容の濃い話です。 

ぜひ、最後までお付き合いください。 

最近読んだ本で面白かったものを紹介します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、 
NETFLIX (日本経済新聞出版) 
https://www.amazon.co.jp/dp/B08LDBNG74/ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ネットフリックスは、社員ひとり当たりの 
売上が高い事を知っていたのですが、 

その理由はビジネスモデルにあると 
思っていました。 

しかし、この本を読んで、管理部門の方に 
強みがあると気付かされました。 

現代は、個人優先の時代です。 

そうなると団体、組織が機能しなくなります。 

しかも、リモートになると 
管理が不可能になるので 
ますます機能しなくなります。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B08LDBNG74/


組織というもの自体が 
もはや時代遅れになりつつあるのではと 
数年前から感じていました。 

例えば、 

「会社は家庭、働く人たちは家族と一緒」 

という概念ですが、起業当初から 
私もそう思っていました。 

が、数年前から違和感を感じるように 
なりました。 

ネットフリックスの中でも 

「会社は家族ではない、プロチームである」 

と、しているそうです。 

個人主義の時代にどうチーム（団体）を 
機能させるかは、長年、多くの経営者を 
悩ませてきたテーマだと思います。 

今までの一般的な会社のルールでは 
働き方が変化するなかで 
うまくいかないことが増えています。 

そんな中、ネットフリックスのやり方は 
従来の真逆なのですが、これがうまく 
機能しているようです。 

経営の教科書に書かれているような内容の 
真逆の事を実践しています。 

例えば、 

・並の社員はクビ。スーパースターだけを残す（怖っ） 
・給与は多く払う 
・引き抜こうとするヘッドハンターとの面接を推奨する 
・休暇は無制限にとって良い 
・上司部下関係なく、ネガティブ・フィードバックをし合う 



・経費ルールはなし、自由に個人が支払いを決める 

などなどです。 

読んでみて、これこそが、個人主義時代の 
チーム構築に必要な要素だと感じました。 

管理職の方、リーダーの方は 
ぜひ、読んでみてください。 

人によって刺さるポイントは 
違うと思うのですが、 

私が一番、刺さったのは、 

「率直なフィードバック」 

という部分なのです。 

私たちにチームに最も 
かけている部分だと思いました。 

この本を読んで、塾長が私たちと 
コミュニケーションをとるときに 
意識している事がだいぶ理解できました。 

塾長は、ネガティブなフィードバックを 
強く求めるのですが、その理由が、この本で 
より深く理解できた気がします。 

そして、これは、塾長固有のものなのか、 
アメリカではこのようなネガティブ 
フィードバックは当たり前なのかを 
確認してみようと思いました。 

そこで、ハワイの宮本ドクターに 
お聞きしました。 

すると、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「はい、ハワイはアジア系優位なので強烈な 
ネガティブフィードバックはあまりしませんが、、、 

白人はかなりしますね。 

職場でのネガティブフィードバックは 
とても大事で、職員の権利とも言えます。 

その条件として、雇う方(リーダーシップチーム、 
ヒューマンリソースなどのアドミニストレーター)は、 

フィードバックをとても大切にしますし、真剣に捉えます。 
(必ずアクションを起こす、ということです。) 

ただ、文句の吐きだめみたいになってしまうので、 
うちの職場ではいくつかルールがあります。 

※注：ネットフリックスの本でもこの部分は 
コンセンサス条項として本のメインテーマになっています 

基本的に、建設的な意見を付け加えることです。 

僕が好きな方法は、ハーバードの友人から教わった方法で、 
まず、よかった点を3つ挙げ、その次にもし改善するなら 
どうするか、そしてその根拠を伝える、というものです。 

こうすると、最初に褒めているので、相手があまり 
傷つかず、同じ土俵で素直に改善案を検討できます。 

また、改善案は、なるべくシステムの 
見直しを中心にします。 

ヒューマンエラーはゼロにはできないので、 
それを少なくするシステムを考える、 
全体性にすり替える、といった感じです。 

アメリカ人は明らかなヒューマンエラーでも、 
たくさん言い訳をしがちです。 

でも、一つずつ理由を聞いて、直せそうな 
システムを構築できるか、一緒に考えます。 



人種や文化だけでなく、経済格差から来る 
知識・情報格差など、とてもダイバーシティのある 
集団ですので、なるべく自分の常識(バイアス)で 
ジャッジするな、とよく言われています。 

また、年に一回、振り返りをしています。 

・何を成し遂げたか 
・どんな成長をしたか 
・何に感謝したか 
・どこを改善したいか 
・3-5年先の将来、何をしていたいか 
・職場に期待することは何か 
・何を改善して欲しいか 

などを、グループのトップと面談します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

とのことで、 

具体的な運用方法について 

気になっていた点について 
事細かく教えてくださいました。 

さすが、宮本ドクターで 
本当に嬉しく思いました。 

本当に頼りになります。 

いつも叡智をありがとうございます！ 

… 

本を読んでいて 
当たり前のことに気づいたのですが 

「ネガティブ・フィードバックが 
人を成長させる」 

ということです。 



自分の問題は自分では気づきません。 

だから指摘してもらう必要があるのです。 

一方で、フィードバックをしない 
ということは、会社（チーム）に対する 
裏切り行為だとも言えます。 

とはいえ、人は、否定されることを 
恐れます。 

否定されることほど 
ダメージがあることはありません。 

だからこそ、 

「誰に」の部分と 
「どうなりたいか」の部分が 

重要なのだと思います。 

この当たりについても 
本では詳しく書かれています。 

・・・・・・ 

ここ1,2ヶ月の間、 

景気上昇局面でのビジネス展開の仕方について 
お伝えしてきました。 

今が切り替わりのタイミングだからです。 

上昇の入り口に入ったところです。 

実は、この人材マネジメントも 
景気上昇局面では、避けて通れない 
テーマです。 

去年からのコロナショック期間は、 

景気が悪いので広告一本のビジネスモデルで 



会社を伸ばすことができました。 

先日お伝えしたボーナスタイムです。 

しかし、ボーナスタイムは必ず終わります。 

そうなると、今度は、新規顧客の獲得が 
難しくなってきますので、 

・リピーター施策、 
・ロイヤルカスタマー施策 

の時代になってきます。 

今ここの入り口です。 

この時代の特長は、 
「レッドオーシャン」です。 

激しい競争の時代に入ります。 

競争が激化するなかで 
避けて通れないのは、 

・商品サービスの品質アップ 
・商品バラエティーを増やす 

の2つです。 

激しい競争の中では、 
勝ち抜くために商品のクオリティーを 
あげていく必要に迫られるのです。 

そうなると、 

利益を削ってでも 
「人」を増やして 

今まで以上のがクオリティーを 
目指していく必要があります。 

あらゆる精度を高めていく 
必要に迫られます。 



そのための「人」です。 

となると、 

今度は、人の取り合いが始まります。 

人の取り合いにより 
転職が活性化し 
人の流動性が高まると、 

・マネージメント論 
・人材リソースの最適化（HR） 

というのがテーマになってきます。 

紹介したNetflixの本のテーマが 
まさにこれです。 

あと、1,2年で、人材採用と 
人材マネジメントの時代に 
完全にシフトすると思います。 

その根拠ですが、 
タクシー広告は、今はマーケティング系の 
露出が一番多いです。 
（TVCM最適化、Bダッシュ、など） 

これが、もう、しばらくすると、 
人材採用、人材管理、 
AIを使った人材最適化 
などのタクシー広告が 
出てくるはずです。 

採用アップと離職低下が企業の 
メインテーマになってくるためです。 

人材系、組織マネジメント系が 
タクシー広告で増えてくると 
景気は良くなってきているシグナルで 

それらで、埋め尽くされてくると 
景気はピークに差し掛かってきている 



という合図です。 

つまり、今後は、徐々に 

・各種人材コンサルサービス 
・人材採用と人材管理のためのシステムサービス 

などが、伸びてくる事になります。 

タクシー広告がマーケティング系のうちは 
まだ、まだ、過渡期だと判断できます。 

コロナ前は、ほぼ全て人材系に 
なっていました。 

… 

ということで、 

ここらあたりで、 

チーム構築を早めにしっかりしていくのが 
ちょうど良いかもしれません。 

そんな予感を感じています。 

リモート続行か、リモート廃止か 
という議論がそろそろ出てくるところでも 
ありますしね。 

ちなみに、 

私は、何も偉そうには言えません。 

不得意科目がチーム構築です。 

穴があったら入りたいぐらいの 
恥ずかしい過去しかありません。 

また、失敗するのでは 
という恐怖もあります。 

しかし、 



過去にとらわれていては 
誰も幸せにならないので、 

新たに挑戦してみようと思います。 

… 

今後についてですが、 

うちの会社としては、 
3つのテーマを設定することにしました。 

--------------------------- 

1.広告以外のマーケティング施策を 
本格的に稼働していく 

2.人材投資をしていきながら 
チームビルディングを強化していく 

3.商品の裾野を広げる 
クオリティーを上げていく 

--------------------------- 

というのが2021年後半から 
2022年前半までのテーマです。 

これで、次の成長曲線を描いて 
いきたいと思います。 

やるべきことが、 
だいぶ明確になって 
はっきりしてきました。 

また、随時、報告していきますね。 

… 

今日は、チームに関わっていない人には 
少し良くわからない話だったかも 
しれません。 



ただ、ネットフリックスの本では 

「家庭での出来事が事の発端だった」 

と書かれているように、 
家庭に関しても同じ事なのかなと 
思います。 

ぜひ、読んでみてください。 

正直なところ、 

この5年ぐらいで、最も、読んでいて 
えぐられる、 

自分のダメさが浮き彫りになる、 

痛い気づきをたくさんもらった本でした。 

最初は、抵抗していましたが、 

最後は自分を変えなくてはと 
自分の意志で思わせてもらいました。 

己の未熟さを知る、 

これ以上に価値があるものは 
ないですね。 

今、このタイミングで読むには 
ベストな本だったなと思います。 

ラッキーでした。 

やるべきことが決まれば 
後は、全力で楽しみながら走るだけです。 

課題がクリアーになったのは 
宮古島パワーも 
大きいと感じています。 

はやり、環境を変えて脳に刺激を与えないと 



脳はクリエイティブにならないと感じます。 

定期的に、環境を変えて 
脳を活性化させるのが重要です。 
（人のタイプによるとは思います） 

ネットフリックスの本には 
クリエイティブな環境についても 
書かれています。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B08LDBNG74/ 

それでは、 

月曜日のライブ楽しみにしてます。 

ぜひ、生でご参加いただけたら 
嬉しいです。 

質問もお待ちしております。 

伊勢隆一郎 

https://www.amazon.co.jp/dp/B08LDBNG74/

