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今回の【夢実現インタビュー】は、 

ベンチャー起業家で、起業コンサルタントとしても活躍している 

トリイケンゴさんにご登場いただきました。 

 鳥井さんのすごいところは、急成長中のベンチャー社長としての仕事をしながらも、 

３人の子育てのために、夕方５時に定時退社している事。 

 

「毎日、保育園まで３人を迎えにいって、飯作って、風呂入れてます」 

 

さらっと話すトリイさんは「イクメンの鏡」というだけでなく、 

夫婦のパートナーシップを大切にしながら、 

事業を通して「社会貢献」しようという高い志もお持ちです。 

 

そんなトリイさんが、どうやって理想的なライフスタイルを手に入れたのか？ 

また、なぜそこまでやりきれるのか？ 

 

どうぞインタビューをお楽しみください！ 

	 

鳥井謙吾さん。３０歳。	 渋谷系ベンチャー起業家であり、同時に３

人の子育て真っ最中の育メンパパ。奥さんも IT 起業家で多忙なため、

主に保育園のお迎えと夜のお世話を担当中。大の子ども好き。	 

イノベーションハック（株）代表取締役社長	 CEO として、企業の

マーケティング活動をよりシンプルに、低コストにしながら、

地方在住者やシングルマザーでも安定した収入が得られる仕組

みを開発するべく「PV モンスター」をリリース。200 億規模の

成長を目指して日夜精進中。http://innovation-hack.com/	 

	 

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

●大事にしているのは、３人の子と晩ご飯を食べる事	 

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

	 

岡山：鳥井さん、おいくつでしたっけ。	 

鳥井：今３０で、３月２０日で３１になります。	 

岡山：３１歳になろうっていう時に、3 人子どもさんがいて、ベンチャーが軌道に乗りつつある
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なか、４人めを授かるという夢が現実になって。	 

鳥井：あ、ありがとうございます。	 

	 

岡山：とはいってもそんな簡単じゃない話で、必死で毎晩、御飯を子どもたちのために作られて

いて。ちなみに、どこで材料買ってるんですか。	 

鳥井：コープです。コープさんで全部配達ですよ。買い物行く暇ないですもん。	 

岡山：そうですよね。	 

鳥井：帰ってきて、ほんとそのまますぐご飯作り始めないと、時間まに合わないんで。毎週コー

プさんで頼んでるやつで作っています。	 

	 

岡山：得意料理とかあるんですか。	 

鳥井：そう言われると困るんですよね。あんまそういう意識ないですね。とりあえず品目出来る

だけ食べさせるように意識だけはしてます。	 

岡山：栄養バランス？	 

鳥井：そうですね。９品目入れる。	 

岡山：ぱぱっと作って。	 

	 

鳥井：そうですね。あ、でも最近はお手伝いさんを週に２回だけお願いして、晩御飯の準備して

もらってます。だからその日だけ楽なんです。	 

岡山：お子さん、何歳でしたっけ。	 

鳥井：上の女の子が５歳で、男の子二人が３歳、２歳ですね。	 

岡山：みんな同じ保育園に、３人とも？	 

鳥井：そうなんです。同じ場所に行ってるんですよ。	 

岡山：よかったですね。	 

	 

鳥井：そうなんですよ。それだけは助かってる。ほんとね、子どもたちの保育園が違う親御さん

もいて、迎えにいくときハシゴしてるんで、いやぁ、本当に大変そうですよね。	 

岡山：それはじゃあラッキーっていうか。	 

鳥井：うん。本当に有難いんですけど、４人もいると、もう自転車に乗せれないんで。今一番上

の子、家まで走って、自転車の横を並走していく感じです。僕は自転車の前と後ろに一人ずつ乗

せてます。最初の頃はお腹に一人、自転車の前、後ろに一人ずつ乗せていたんですけど、４人乗

りになっちゃうんで、一応アウトなんですよね。	 
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岡山：走ってるんだ。ファイトって感じですね。	 

鳥井：なんか、トレーニングみたいな感じ。(笑)	 

岡山：想像しただけで「ファイト！」って感じですね。	 

鳥井：お姉ちゃんも聞き分けよくなりますよね。やっぱり、親が大変そうなのわかるんだと思い

ますけど。	 

岡山：がんばってる！みたいな。	 

鳥井：家でもよく仕事してますからね。	 

岡山：そうなんですか。	 

	 

	 

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

●自分の基準で生きるという強い信念があれば迷わない	 

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

	 

鳥井：一緒にご飯食べて、お風呂入る時間とか、言っても６時から９時くらいまでじゃないです

か。１日３時間しか一緒にいられないというか。もうその後、寝ちゃいますから。考えたらめっ

ちゃ貴重だなと思って。しかも一瞬で大きくなっちゃうから、なんかもったいないなと思ったん

ですよね。それで今のライフスタイルを維持していて。	 

	 

	 結構、僕ハードワーカーなので、ほっとくと２４時間働いちゃう人なんですよね。	 

それで一時、働きすぎたのもあって、一番上の子が一歳くらいだった時に、僕が働きすぎで、

奥さんもストレスたまっちゃって、娘もなんか、あんまりよくない。顔でわかるじゃないですか、

大体。親のこと、気を使ってるような顔になっちゃったので、1 歳半でしたね。半年くらい僕が

あまりにハードワークすぎて、毎日終電で帰ってきてたりしてたので、そうすると娘も自分のこ

と見られてないな、という感じになっちゃってて、申し訳ないなというのもあるし、単純にもっ

たいないなというふうに思って。	 
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取り返せないじゃないですか、後で。だから仕事ってぶっちゃけどうでも、いつでもできると

いうか、所詮仕事なんですよね。	 

岡山：「もっと子どもと過ごせばよかった」って、後悔する人、多いみたいですね。	 

鳥井：ほんとそうだと思いますよ。優先順位って、難しいですよね。何を優先するかって。だか

ら自分の中でちゃんと、「後悔しない」って決めればいいんですけど、でもやっぱり決めるには、

一つ軸が、信念がいりますよね。自分はこういう基準で生きるんだっていう、強い信念があれば

迷わなくなると思うので。僕は何があっても、家族が一番上に来るって言うのだけは決めてるの

で。	 

	 

岡山：そう思ったきっかけはなんですか？	 

鳥井：子ども好きなんですよ。めっちゃ子ども好きで、他人の子どもも好きなんですよ。めっち

ゃ仲良くなるんですけど、保育園で子どもたちがすげぇ集まってきちゃうんです。それくらい、

昔から子ども好きです。	 

岡山：そうなんですね。	 

	 

鳥井：そうそう。それがまず第一にあるんですけど、やっぱ、もったいないなと思ったのが一番

ですね。本当にいつでもできることと、今しかできないことを冷静に考えたら、多分子どもと関

わることの方が、価値高いはずなんですよね。かつ時間が圧縮できないんですよ。うまいこと、

１年に寄せたりとか、短期間で成果だしたりするものじゃないじゃないですか、子育てって。	 

岡山：仕事と違う。	 

鳥井：そうなんですよ。仕事って意外とハックできるんで、なんかそこの自信もあるかもしれな

いですね。いつでも仕事なんかどうでもなるし、取り返せると思ってるから。	 

	 

岡山：裏打ちされてるわけだね、そこはね。	 

鳥井：いや、でも最初はむしろ先に決めたんですよね。仕事できるようになってからこのスタイ

ルにしたわけじゃなくて、このスタイルで仕事も出来るようになるんだっていう制約にして、17

時に仕事を終わらせながら、人よりそれでも成果出すってコミットでやってきた結果、できるよ

うになったってだけなんで。	 

岡山：なるほどね。	 
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---------------------------------------------	 

●新規事業の楽しさを知ったリクルート時代	 

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

	 

岡山：リクルート時代は全然違う環境だった？	 

鳥井：リクルート時代も時短勤務でした。	 

岡山：そうなんですか。	 

鳥井：リクルート時代も子どもが生まれてからは、17 時の時短勤務に途中で変えて、僕がメイン

で子育てするっていう風に。奥さんに、１年間くらい育休で休んでもらってたんですよ。その間

はバリバリやってたんです。そうやってたら、奥さんがあんま子育て向いてないっていうことに

気付いて。人によるじゃないですか、子どもと一緒だとストレス溜まりやすい人と、ストレス溜

まりにくい人がいて、僕はストレス溜まりにくいんですよね。子どもも純粋に好きだし、同じレ

ベルで遊べるから、なんかあんまりイライラしないんですよ。	 

	 

岡山：待ってあげたりとかね、	 

鳥井：ほんとに、そうです。待つのもなんか当たり前のように出来ちゃうので、体性が多分合っ

てるんですよね、子どもと。奥さんとか見てても、なんでイライラしてるんだろうって思っちゃ

うんですけど、やっぱり人によってそれって基準が違うから。奥さんに無理やり子育てをさせる

とか不毛だなと思って、僕がなんか適正が合うなら、僕がメインでやればいいじゃないですか。	 

岡山：バリバリのタイプなんだ。	 

鳥井：バリキャリなんですよ。	 

岡山：そこに喜びがあるんだ。	 

鳥井：そう、そうなんです。	 

	 

	 

岡山：でも、4 人目っていうことは、そうは言っても子どもは好き。	 
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鳥井：子どもは好きですよね。僕が拝み倒して３人目産んでるんで。4 人目は押し切ってるんで。

僕が欲しいな、みたいな。	 

岡山：最初に、大学出てリクルート入ったのは 1 社目だった？	 

鳥井：1 社目です、はい。	 

岡山：どんなお仕事を？	 

鳥井：リクルート入ったときは、中で１回、２回異動してるんですけど、基本的には法人営業で

すけど、『じゃらん』っていうインターネットで旅行の予約できる、宿を予約出来るサービスの

営業です。営業なので、旅館を相手に、「じゃらんネット」で売り上げ伸ばしてくださいよ、と

か、掲載してくださいよ、とか、そういう交渉をやる仕事ですね。	 

	 

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

● 営業の仕事は楽だった	 

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

	 

岡山：どういう営業スタイルなんですか。電話とか訪問とか。	 

鳥井：訪問でしたね。すごい、なんか旅館とか行きまくりましたもん。もう車とかで、奥鬼怒と

か、そういう、本当に秘境みたいなところにいっぱい行きましたね。	 

岡山：ありましたね、あの辺旅館とかね	 

鳥井：はい、そこ行って営業してました。	 

岡山：その頃って楽しかったですか。それとも大変だなって感じ？	 

鳥井：楽勝でしたね。	 

岡山：楽勝だったんですか。へぇ。	 

	 

鳥井：はい。大手なので、甘いんですよね。目標とかが。今とかって、自分であり得ない目標、

自分の中で最低ラインで 200 億、とかの流通なので、それってゼロじゃないですか、ほぼ今って。

ゼロから 200 億で、かつその売り上げが立つかもわからないものをやってるレベルなので、そっ

から比べるとなんかもう、じゃらんは有名でリクルートでーす、「じゃらんです」って言ったら

電話してつながるし、楽勝っすよね(笑)。	 

	 だけど、その後に半年くらいでベンチャーに飛んだんですよ。異動で。	 

岡山：どういう系なんですか。	 

鳥井：えっとね、それも旅行界隈でした。業務用のクラウドシステムみたいな旅館とかが使える

ような、予約管理とかがメインでしたけど、そういうソフトウェアみたいなのを広めていく、	 

岡山：それも営業？	 
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鳥井：それも法人営業ですね。基本的には。	 

岡山：それは、電話、訪問？	 

鳥井：それも訪問です。それはベンチャーなんで全部やってましたけど。なんでもやるっていう。	 

岡山：そのころに、営業ノウハウだったり、立ち上げのノウハウだったりが身に付いたんですか？	 

鳥井：そうですね。どっちかというなら、リクルートにいても全然身に付かないんですよ。基本

的に新規営業と新規事業をやらないと身に付かないので。偶然、異動で社内ベンチャーに行けた

おかげで、本当のいわゆるゼロイチのレベルで立ち上げを見たというか。自分はそんな重要なポ

ジションにはいなかったんですけど、とはいえ絶対値が、人数が少ないので、ゼロから全部関わ

るじゃないですか、嫌でも。	 

	 

	 

岡山：少数精鋭みたいな。	 

鳥井：でも行った時点で、何十人かいましたね。もともと企業再生で作った会社だったんで、も

ともとメンバーはいたんですけど、とはいえ全部商談で色んな人と関わっていくような動きとか

もせざるをえなかったので、新規事業に関わってすごい楽しいなっていう。これが原点ですかね。	 

岡山：それが何年くらいですか。	 

鳥井：そこに１年半いました。	 

岡山：そうなんですね。	 

鳥井：立ち上がって、まさに全然だめだったときに、混ざって。で、１年半で立ち上がってきて、

黒字化したタイミングだったかな。しっかり伸びてきたときに本社に戻って来た。応援で出てい

ったようなものだったので。その後『じゃらん』に戻って地震があったんですよ。	 

岡山：あ、３・１１。	 

	 

鳥井：そうです。ちょうどそのタイミングで戻った感じでしたね。戻るか戻らないかくらいか。

ちょうどその時地震があって、旅行事業も打撃を受けて、一気にしぼんじゃったんで、その時に

いっぱい、人を放出したんですよね。旅行事業がシュリンクしちゃったんで。	 

	 そこの流れで僕も違う「ホットペッパービューティー」って美容のほうなんですけど、ヘアサ

ロンとかそっち側の営業のに飛んで、そのあと 1 年半で辞めたんだ、多分。	 

岡山：じゃあ３年半くらい。	 

鳥井：３年半ですね。丸々。	 

	 

岡山：結婚してから、俺が先に会社卒業するからさ、みたいな感じなんですか？	 

鳥井：そういや、子ども出来てからですね。子ども出来て、奥さんの子育てみて、この人に任せ
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ておいても誰も幸せにならないな、と。いわゆるミスマッチだな、と思ったので、じゃあ俺がや

った方がいいなって。かつ僕の方がいわゆる、なんていうかフレキシブルに働く能力が高いので、

じゃあ僕が独立します。まあノープランでしたけど。	 

岡山：そうだったんだ。	 

	 

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

● 会社を止めたのも家庭優先が理由	 

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

	 

鳥井：全然ノープランです。家庭環境を優先した感じですね。なんか僕が求めている状況を維持

するには、片方が辞めるしかない。	 

岡山：あくまで家庭優先。	 

鳥井：揺るがないですね。うん。それをベースに周りを柔軟にしていってる感じですね。そこを

譲らなくて済むような環境を柔軟に構築していってるんで、自分自身を合わせて動いてませんよ

ね、どっちかって言うと。キャリアプランとかを考えた事はないですね。	 

岡山：そうなんですね。だから、逆にうまくフィットしている。	 

鳥井：まぁ、プライオリティはぶれていないですよね。だから優先度は変わらないじゃないです

か。だから自分が別に何していようが、正直に思ったことを楽しくやるだけで、うん。そう

っすね。あんまり迷いはないですよね。	 

	 

岡山：迷いもないけど、気負いっていうか、固着したりとか、そういうの全然ない感じですね。	 

鳥井：それもないですね。だから、また状況が変われば違う生き方をするし。あり得ますよね、

突然、親が介護状態になったとか、地元に戻らなきゃいけなくなったとか、人生何が起こるかわ

からないじゃないですか。だから自分で完璧なプランを立てるのってあんまり意味ないと思って

るんですよね。どうせ不確定要素をコントロールできないから、自分が目の前でコントロールで

きることに集中する。そうすると、楽しく社会貢献するだけなんで、自分がコントロールできる

ことで。自分が毎日楽しく社会貢献してるかだけをちゃんと確認して生きていきながら、

環境が変わったことに関しては柔軟に合わせて生きるっていう風にしてます。はい。	 
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---------------------------------------------	 

●学生時代の縁でリクルートに決めた事が運命を変えた	 

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

	 

岡山：ちょっと、話戻りますけど、学生時代とかサークルに入ってましたか。	 

鳥井：学生時代、部活やってましたね、大学の時は。部活でキャプテンやってました。	 

岡山：野球とか？	 

鳥井：えっとね、ラクロスっていう、	 

岡山：棒の先に網がある。	 

鳥井：結構、強い大学で、キャプテンまでやったんですけど、あんまりうまくいかなかったんで

すね。僕の時は。	 

	 

岡山：で、そこからいきなりでもリクルートっていうのはなんか、体育会系だからリクルートあ

ってる、みたいな。	 

鳥井：いや、それもね、思い返すと就活とかって適当にやってたんですよね。部活優先だったの

で、僕留年したので５年行ってるんですよ。4 年、普通は 4 年だったら３年の時に就活をやるん

ですよね。だからこうみんな周りも３年生でやるじゃないですか。僕早々に留年決まったんです

よ。まぁまぁ早々に。これは足りないな、留年するしかない、ってなって。その時キャプテンも

決まってたので、まぁいいや、キャプテンしっかりやりきったら、まぁ就職くらい出来るだろう、

みたいな感じで、就活を辞めたんですよ。早めに。周りの現役の奴らは、そのまま就職して行っ

たんですよね。同期だけど、一年先にある意味「就活の先輩」がいっぱいいて、情報とかをくれ

たんですよね。	 

	 

岡山：これがいいよ、とか、	 

鳥井：そう、やってみた生の話をもらえて、それが大きかったんですよね。自分、最初は博報堂

とか電通とか、ОB が行ってる企業って本当に大手が多くて、サントリーとか SMBC とか、メガバ

ンク系のね、本当に一部上場企業ばっかりみたいなОB さん、いわゆるパイプみたいなのもある
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わけじゃないですか。銀行とかも受けてたんですよ、僕も。なんかその時は、3 年生の時はほん

と適当に、就職なんかどうでもいいと、入れればいいから部活で来年ぜったい優勝するぞ、くら

いしか考えてなかったんです。けど、１年やれて、キャプテンやって、もう一回色々、ちょっと

ゆとりが出来たというか。	 

	 

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

● 創業者の本を読んで決めたリクルート	 

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

	 

岡山：４年生の時？	 

鳥井：４年生の時に、1 年やり切って、もう 5 年目はあんまり単位も残ってないから、	 

岡山：ひまですよね。	 

鳥井：キャプテンも終わるし、ちょっと気持ちのゆとりがあるときに、もう一回改めて先にやっ

たやつらの意見も聞きながら就活したんですよ。これが結構ラッキーで、ゆとりもって考えた時

に、大手じゃないかな、っていう気持ちも出てきてて、友達に勧められた中にリクルートがあっ

たんです。「向いてると思うよ」って言われたんです。あの一言が有難いですよね。もうこっち

は４年間一緒に組織運営やってる仲間なので、もう僕のことを僕より知ってるじゃないですか。	 

岡山：こういう奴だってね。	 

	 

鳥井：それで、おススメされてリクルートの面接受けに行って、インターンシップちょっとだけ

やって。『リクルートの DNA』っていう創業者の江副浩正さんの本も読んで。それで、あ、いいな

って思って。で、偶然入ったっていう。ほんと偶然ですね。だから一年前に就活してたら、多分、

広告会社とか、博報堂とか入ってたと思います。そしたら全然違う人生でしょうね。	 

岡山：そうですね、こんなことやってないでしょうね。	 

鳥井：いや、絶対やってないですね。リクルート入ったおかげですもんね。リクルート入っても、

新規事業に偶然異動したおかげで今のキャリアなんで、うーん。	 

	 

	 

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

●コンサルから事業にシフトして急成長！	 

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

	 

岡山：イノベーションハック、ということでやってますけれども、当初コンサル的な仕事から入
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って行って、今、事業シフトしていってるじゃないですか。コンサル時代は何年くらいなんです

か。	 

	 

鳥井：多分３年っすね。2013 年の 4 月から一応法人立てて、コンサルティング事業っていう、定

款つくってやったので。やめて半年後ですね、2012 年に辞めたので、2013 年の 4 月からでちょ

うど半年後に、一応コンサルタントと名乗った、みたいな感じですかね。ポツポツお仕事を受け

て。でも 2015 年の 4 月にもう、イノベーションハック作って、純粋に言うと２年ですかね。	 

	 とにかく、ゼロイチでなにか始めようとしている人の話を聞くのが好きなんですよね。ドラマ

があるじゃないですか。飽きないですよね。飽きっぽいので、すごく。もう自分でわかってたん

です、飽きっぽいの。だから続けられる仕事ってなんだろうと思った時に、起業の支援ってすご

いドラマチックだし、色んなプロダクトに関われたり、広く業界を見れたりするじゃないですか。

だから飽きなさそうだなと思ったんですよ。結果として飽きずに、今も続いているんですけど、

もう５年くらいやってますからね。飽きないからでしょうね。	 

	 

	 「ブログの集客支援」とか、そういうのだと、もう２か月くらいで飽きますよ。特定の物に特

化しちゃうと。新しいもの出てこないじゃないですか。同じこと教えるだけなので。	 

岡山：本人も同じことやるだけですもんね。	 

	 

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

●起業支援から始まった独立後の仕事	 

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

	 

鳥井：ほんと、そうなんですよ。だからそういうのって職人さんだと出来るんでしょうけど、僕

みたいなタイプだと無理ですよね。すぐ飽きますよね。あと、一回ブログで書いたら二度と書か

ないです、僕は。だから同じノウハウを言い方変えて、ずっとブログを書ける人とか逆にすげぇ

って思うタイプです。もう俺は５年前に書いてるし、その記事読めよって言っちゃうタイプなの

で、質問されても。同じこと２回ぜったいやらないって言うタイプなんで。企業の支援だけは面

白いっすね。はい。	 

岡山：最初に立ち上げた事業は？	 

鳥井：一番最初にウェブサービスっぽい感じで作ったのが、起業の支援をそのままウェブに持っ

て行こうとして、イノベーションを人がコラボして起こせたりとか、イノベーションハックって

そっから来てるんですけど、そういうジャンルで行ったんですね。今思うとあんまり明確に決め

てなかったですけど、とりあえず何かウェブサービス上でみんながプロジェクト単位で起業でき
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るようなツールがあったら、みんなもっと起業するのかな、ということを想いながら、ガチャガ

チャいじくりまわしてたんですけど、全然うまくいかなくて。全然うまくいかないって言うと何

が境目かわかんないんですけど、自分達のなかではなんか違うなっていうのがあって、何回か「ピ

ボット」っていうんですけど、コンセプト変えたりして、最後の最後に全部ぶん投げて、辞めや！

みたいな。違うのやるぞ！って。で、今の PV モンスターをやってるんです。	 

	 

岡山：そうだったんですね。	 

鳥井：そうです。半年以上いじくりまわしましたね、前のサービスは。	 

	 難しいことやろうと思って、難しいことだけど自分が届きそうなことないかな、と思ったとき

に、やっぱ IT ベンチャーが一番ローリスクで、	 

岡山：伸びしろがあって。	 

鳥井：伸びしろがある、うん。IT ベンチャーって決めたんですよ。なにやってもよかったんです、

別に。	 

岡山：鳥井さんの中で、上昇志向は強いんですか。上昇志向とちょっと違うかもしれないけど、

成長したいとか、高みを目指すとか、そういうのは強い？	 

鳥井：競争本能は多分強いっすよね。すごく。なんか人と競っとかないともうだめ、みたいなタ

イプではありますけど、具体的に誰かに勝ちたいとか、№１になりたいとかはないですね、あん

まりね。	 

	 

岡山：自分の中で成長したいという欲求がある？	 

鳥井：暇なんっすよね(笑)。根本はそこだと思いますね。暇なんで、追い込んでないと。何回も

言ってると思うんですけど、自分が出来ないこととか、難易度高いことに挑戦していると、とり

あえず暇じゃないじゃないですか。忘れられるじゃないですか。ちょっとでも空いたらすぐぶっ

こんじゃいますね。もうちょっと難易度高いところ行かないとな。	 

	 

	 

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

●家庭と仕事の両立できる社会インフラを作りたい	 

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

	 

岡山：周りに同じくらいの歳で、そこまでの事業規模の人ってあんまりいない？	 

鳥井：山ほどいますよ、そんなもん。むしろ 30 とかなったら上場でも一発目してないと、遅い

んじゃないですか。僕なんか全然遅いですよね。その変わり、個人の戦闘力は高いですけどね、
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僕は。事業主上がりなので。規模感で言ったら、全然みんなもっとデカいことをがんがんやって

ますよ。	 

	 どっちかって言うとそれが肝なんですよね。そういう空氣の場所に身を置けるか、なんで。う

ん。常に、自分より明らかに進んでいる人を先に周りに置くようにしているので、ベンチャーや

ろうと思ったらベンチャー、もう既に始めてる人の中に入って行って、そうすると今劣等感とい

うよりは、みんな当たり前にやってるし、自分は全然遅いなとおもうので、追い込めるじゃない

ですか。	 

	 

	 

岡山：そういうぬるい環境っていうのは、嫌いで、自分をいかに成長させるか。	 

鳥井：そうですね。向上心っていうと恰好よく聞こえるだけですけど、それ多分違いますね、向

上心ではないですね。暇。	 

岡山：暇。	 

鳥井：飽きてるから、飽きちゃうから。飽き性をこう、乗り越えるためにずっと新しいことに挑

戦しているんですよね。本当に最近は、学生とかでも全然僕より進んでるベンチャーなんか山ほ

どあるんで。もっとがんばらないとな、とは思いますけど。でも子どもが３人いるやつはいない

ですね。	 

	 

岡山：(笑)そうですね。そこはすごい。	 

鳥井：(笑)。そうっすね。同じようなことをやったり、僕より先進んでるやつはいっぱいいます

けど、17 時に帰って、毎晩飯作ってるやつは日本に一人もいないですね。	 

岡山：そうですね。	 

鳥井：僕だけだと思いますね。スタンスが違うってだけですね。	 

岡山：何が幸せって言うか、自分にとって大切なことはなにかですね。	 

	 

鳥井：たしかにそうですね。人になにか「これがいい」とか押し付けるつもりはないんで。僕は

「家族」は譲れないですね。そうなんですよ。よくシングルマザーの方とかからメールもらうん

ですよ。ブログ読者とか多くて、実は。すごいそれ大事だと思ってるんですよ。僕のやり方やる

と、多少実家に助けてもらえれば実はシングルでも出来るレベルでやってるんですね。保育園預

けて、朝の出社、９時から 17 時でほとんど今のパフォーマンス出せてるので。実はいつシング

ルになってもある意味出来るんですよ。なるつもりないんですけど、でも実際、可能なんですよ。

その位の状況でも、なんていうかな、自分でやりたいことやったり、お金もちゃんともらったり、

そういうのが出来るような世の中の方がいいかなと思ってるんですね。その方が安心して暮らせ
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るじゃないですか。	 

	 

	 今、すげぇリスクあるなと思ってて、いきなり片親になったら、もうやりたいことが出来ない、

仕事も選ばれへん、子どもが巣立つまで１０何年とかひたすら働きつづけていかないかん、って

なってると思うんですよね。なんかセーフティーネットがね、少ない。それってでも、全員明日

は我が身で、いきなり息子生まれてきて障碍者やったりとかね、親がいきなり、半身まひなった

とかね、誰でもあり得るじゃないですか。誰でもあり得るけど、いったん目つむってますよね。

リスクは。だけど、どんな状況になっても、自分もしっかり充実した人生を送りながら、社会貢

献してお金も稼ぐ、みたいな生き方が実現できるような、インフラになってないとだめな社会に、

今、全然なってないんですよね。	 

岡山：そこを目指しているわけですね。	 

	 

	 

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

● セーフティーネットが足りない！	 

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

	 

鳥井：僕はそこを両立できるような生き方を率先してやってみてるんですよ。ベンチャーやりな

がら、そういう短い時間でも成果出すことが不可能なのかと、もしそれが出来る方法があるなら

自分がまず実践して知りたいし、それが出来れば人の希望になるかな、と思ってるんですけど、

本当に。それで本当に勇気をもらえますってメール来るんですよ。そういう、希望が持てること

ってすごい大事だと思うんですよね。	 

岡山：自分でも出来るってことですよね。	 

鳥井：そうですね。誰かが出来てるし、あの人が「みんな出来るよ」って言ってくれてるなら、

自分も頑張れるって思って、前に一歩明るく踏み出せる人が増えたら、それってすごい価値のあ

ることだと。まずはそういうインフラを作ることは出来ないけど、なんか少しでもそこに貢献で

きればと思って発信し続けてるんですね。ブログなんか書く意味一ミリもないんですけど、僕は。

でもなんかやっぱり、そういう事を伝えたくて書いてますね。	 

	 

	 「PV モンスター」も、そういう文章が書ける人が企業に貢献できるルートを増やすことに貢献

できる。文章って、日本人だったら誰でも書けるんで、それを通じて、人生のリスクヘッジして、

固定収入が入るようになったりとか、月１０万とかだけでも、あんまりメンテナンスいらずにチ

ャラチャラ入って来るルートが作れたら、それってシングルマザーとかの人だとめちゃくちゃデ
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カいことだと思うんですよね。そういうパイプをいっぱい増やしていきたいんですよね。	 

岡山：資産、みたいな感じですよね。	 

鳥井：そうです、はい。それをなんか、もっと当たり前のように、たくさんのルートが得られる

社会構造にしたくて、PB モンスターやってるというのはありますね。	 

	 

	 

岡山：それは、最初にそういうアイディアだったんですか。	 

鳥井：いや、でも実際にはたまたま。あんまり自分で事業戦略が大事だとか、事業設計大事だと

いう話は、してはいますけど、実際はそんな予測は出来ないケースの方が多いので、完璧なプラ

ンなんか無理なんですよ。ですし、どこで成功したって決めるのって話なんですよ、そもそもビ

ジネスなんて。人生イコール、ビジネスみたいなもんで、上場したら終わりじゃないし、100 億

達成したら終わりじゃないじゃないですか。人生と一緒にずっと続けるのがビジネスなので、そ

う考えた時に、別に失敗なんかないんですよ。そもそも。	 

	 

	 自分がどこでなにをとらえるか、じゃないですか。人生も一緒ですよね。今がもう最悪の人生

で失敗したと思えば、失敗した人生になるだけなんで、そもそもそういう定義自体が間違ってる

んですよね。うまくいく、とか、いかないとか。失敗とか成功とかいう概念自体がずれてるんで

すね。そんなもんないです、もともと。だからうまくいくとか成功したいと思ってやるようなも

んじゃないんですよね。うん。毎日自分が納得いくような活動を積み重ねていくだけでいいわけ

ですよ。結果が返ってきてようが、返ってきてまいが、あんまり関係ないですよ。生きてりゃ一

緒なんで。だからプランを練りまわしたりとか、うまくいくプランを詳細まで設計しようとする

思考は、実は根本的には間違ってるんですね。	 

	 

	 

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

● 自分が一番大事だと思うことだけやればいい	 

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

	 

岡山：フィットしないから、現実には。	 

鳥井：そうですね、そうです。現実にはフィットしないし、とは言えうまくいくことも考える必

要はあると思うんですよ。	 

岡山：目指す必要はある、	 

鳥井：目指す必要はある、投げだすわけじゃないんだけど、振り返ると、結局自分がやってきた
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ことって全部つながるんですよね。今日、喋ってるみたいに。勝手につながるんで、つなげる努

力なんていらないんですよ。自分のプランと自分の人生を規定して、この延長上にいいプランを

作ろうっていう考え方は実は無駄なんですね。たくさんのことを必死にやってるうちに、勝手に

つながってるんですね。	 

	 

	 だから今、自分が一番重要だと思う事を一生懸命やるだけでいいんですわ、本当は。僕

にとって、PV モンスターは、一番重要なことなんですね。さっき言ったようにそういうインフラ

を作れるからですよ。社会的にはじき出された人がですよ、セーフティネットとして PV モンス

ターで復活出来て、その人が明るく生きれるならすごくいい社会だと思うので、重要だからやっ

てるんですよね。別にうまくいこうが、100 億届こうが、500 億まで行こうが、本心はどうでも

いいです。	 

岡山：目標はあるけど。	 

鳥井：目標はありますね。それは追いかけていくんですけど、根本はそこじゃないんですよね。

100 億いっても、200 億いっても、僕が天国に行くわけでも、地獄に行くわけでもなんでもない

ので。	 

	 

	 自分がこっちの方がいい世の中になるだろうと信じて、その時一番重要なことに取り組んでる

っていう感覚が一番重要で、それがどういう成果が出ようが、そんなことは後の人生であとの人

が決めることなんですよね。あれがイノベーションだった、とか。	 

岡山：そうですよね。	 

鳥井：あれが偉大だった、てことは、	 

	 

	 

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

● 評価を求めるのは間違っている	 

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

	 

岡山：必死こいて本人やってるだけですからね。	 

鳥井：そうです、自分は味わえないんですよね、どうせ。あとで評価されるんで。だから評価を

求めるのは間違ってて、自分が今すごく楽しんで重要だと思うことに人生を費やしてるか、

だけなんですよね。大事なのって。	 

岡山：日々ね。	 

鳥井：そうです。それだけはゆずらないで生きてます。僕は。	 
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岡山：結果論ですもんね。日々何が大事かってことを、笑ったり、子どもをお風呂に入れたり、

社会支援とか貢献もしつつ。	 

鳥井：そうですね。１日１秒単位で切り取ったときに、今がすごく充実しているというこ

とを優先して生きないと。	 

	 

	 

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

● 大切なのは成長できる環境を作る力	 

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

	 

岡山：今、PV モンスターも成長路線が見えて来たと思うのですが、今後はベンチャー支援的な

ことを視野に入れてるんですか？	 

鳥井：視野には入れてますね。視野には入れてるけど、どうせわからないし、やらないと思いま

す。投資家もやろうと思ったんですけど、いわゆる株式でベンチャーを支援したいとか、そうい

うのもやろうと思ってましたけど……。	 

岡山：ちょっと今は違う。	 

鳥井：違いますね。でも段々深く考えることが無くなってきました。	 

岡山：あんまり考えない？	 

鳥井：こうしたい、ああしたいって考えなくなってきましたね。	 

岡山：どういった感じなんですか？	 

	 

鳥井：刹那的になってきましたね。どうせ中長期計画なんて立てても、書き変わってしまうので。	 

岡山：状況とか色々と。	 

鳥井：自分も成長しますし、人生で知らないことが多すぎるのに、知ってる気になって、プラン

ニングすることなんか、意味があるんですかね、と。明日違う自分になってるかもしれないのに、

ですよ。明日衝撃的な出会いがあって、全然違う価値観になってるかもしれないリスクというか、

可能性を無視して、明日も今の自分のままだと信じて、その延長上にプラン作ることになんか意

味あるんですかねって考えたら、先のこと考えなくなりましたね。	 

	 

岡山：PVモンスターもある程度起動にのせてしまえば、やることなくなるじゃないですか。	 

鳥井：当然、新規事業やりますよ、また。	 

岡山：同じ会社内の新規事業として。	 

鳥井：そうですね。今はそっちですね。だってせっかく作った売り上げを、再投資できる環境も



Create Books【夢実現インタビュー】	 

©	 Create Books	 2017	 18	 

あるので、そっちで好き勝手お金使えるんだったら、もっと大きい仕掛けをやった方が、効率的

なんで。止めたくなったら止めますし。ほんとになんか、そういう感じで生きてますね、最近は。	 

	 

	 その瞬間に一番重要だと思う事だけやってればいいかな、という。これはだいぶ恵まれて

ますけどね。選択肢が増えたからですよ。何をやっても出来ると思ってるから、こういう

風な生き方が出来ると思うんですけど、選択肢が少ないと、先のこと見通したくなるんだ

と思うんですよね。そうじゃない人が増えた方が面白いなと思うんですよ。先のことばっ

か気にして、あたりもしないプランニングばっかして、人生消費するの勿体ないじゃないですか。

「今一番大事だ」と思う事に全員が夢中になって取り組んでる方が、良い世の中な気がす

るんですよね。そういう世の中にしたいし、自分はそういう状況になってきてはいるんで

すけど、なんかもっとみんながそうなれたらいいなと思いますけどね。	 

	 

岡山：そういう風になるためには、最も重要なことってなんですか。IT スキルは常識として必要

だとか、コミュニケーション能力だったりとか、上昇志向じゃないんだけども、自分で自分をよ

くしていく、マインドセットだったりとか、ほっといてると成長するくらいの、自分の中で色々

あると思うんですけど、何が大事ですか。	 

鳥井：うーん。環境じゃないですか。	 

岡山：環境ですか。	 

	 

鳥井：はい。環境だと思いますね。僕、オンラインサロンもそういうつもりでやってるんですけ

どね、環境が変わると人が変わるんですね。人間て、そもそも自分の中にそんなに大した軸なん

てないので、外部から受け取った情報で、人間というのは自分のことを調整しているわけじゃな

いですか。「２：８の法則」ですよね、いわゆる。アリを働き具合に応じて分けると、大体２割

サボるわけですよね。あるクラスに行くと自分は怠け者になるけど、あるクラスに行くとリーダ

ーになったりするんですよね。人間って中身があるわけじゃなくて、環境で決まってる自分を、

役割を決めて行ってるので、それが社会性ですよね。生物学的な。なんで個として独立している

わけではないんすよね。	 

	 

	 だから一人でやろうとしたりとか、一人で物事をこなしていくんだって考えると、間違

いなくうまくいかないですね。ブログのアクセス伸ばしたいんだったら、ブログやってるやつ

の仲間にどんどん入って行けばいいだけなんですよ。ベンチャーやりたいんだったら、ベンチャ

ー企業家ばっかり周りに置けばいいわけです。そしたら当たり前のようにみんなやるので、自分

もやりますから。今回、先にベンチャー企業やろうと思って、IT ベンチャーやろうと思えば、IT
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ベンチャーを先に成功させてる人の仲間に入ったんですよね。今、結果として自分もある程度な

んとなくわかってきて、でも次は結局、有象無象の IT ベンチャーなんて山ほどいるので、一部

上場まで行った限られた人達に先にアプローチして、まだ上場していない段階から上場している

人達の中に入るか、ですよ。	 

	 探し回って、偶然ご縁があって、次はそういう人達と関わることが出来てるので、あの人と関

わってるうちは、多分いつか僕もかってに引き合うんですよね。その人からしたら、それが当た

り前なんですよ。「環境を自分で作る力」なんです。	 

	 

	 僕からしたら、同じ環境を「オンラインサロン」で安く買えるんですよ。昨日のグループコン

サルにいらっしゃった方が、自分はまだ全然何もしてないし、レベル低くて、みたいにすごい謙

遜されてたんですけどね。同じサロンの中には既に色々やってる方が多くて、自分なんか場違い

なのかなと思いましたって。捉え方次第なんですけど、そういう場所を月に数千円で買えてるん

ですよ。むちゃくちゃ価値ありますよね。	 

	 

岡山：ちなみに鳥井さん自身は、ベンチャー創業にあたって周りにいい環境を作ろうと思った時

に、どこかにアクセスしたんですか。それとも会いに行ったりした？	 

鳥井：会いに行きましたよ。まずオンラインでフェイスブックとかで、起業家だけフォローした

り友達申請しまくって、そういう人が周りに多くなるようにして、今までのコンサル時代の友達

とかを全部「友達」から外していって、その人たちをフィードに表れないようにしました。それ

くらいクリーニングしますよ、環境は。クラスター変わる度に周りの人を変えてますね。	 

岡山：すごい！	 

鳥井：古い付き合いも全部切っちゃいます。	 

岡山：リクルート時代とかラクロス時代とか、友達が全然違うわけですね。	 

鳥井：一切関わらないですね。全然連絡しないかもしれないです。全部環境ごと変えます。結局、

自分が使ってる時間を誰と関わってるかで決まっちゃうんで、余計なもの入ってると、ほしい部

分が薄くなっちゃうんです。ニュースフィードとか、タイムライン見たらすぐにわかりますよ。

フェイスブックで、自分のニュースフィードをパッとみて、何分の何がどういう投稿かで、だい

たい本人がどこに行きたいのか決まっちゃいますね。	 

	 

岡山：なるほどね。それがまさに環境を変えるために、すぐできる方法。	 

鳥井：すぐできますよね。自分で変えられるので。だからすごい、いい時代だって話なんですよ。

昔だったらそんなこと出来なかったんで、自分でコネ作るのに５年とかかかるわけですよね。今

だったら環境なんかニュースフィード整理するだけで、２時間で終わっちゃいますから。クリー
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ニングして、そんな人ばっかりにして、その中で自分も発信をしたりその人の情報を取得してい

るうちに、また違うとこから声かかったりするんですよね。もう一段上に引き上げてくれたり、

ご縁があって、僕も一部上場まで行ったような創業者の方とつないでいただいて、次はその人と

関わってるから、そうするとまた上に上がれますよね。	 

	 

岡山：よく、そういう環境を自分で作るんじゃなくて、人が集まるコミュニティに行ってみたり

とか、神田昌典さんの「実践会」に入ってみたりとか、多いと思うんですけど、それより格段に

早くて、柔軟性が高くて、自分のスキルアップも出来るわけですよね。	 

鳥井：そうですね、基本は自分で作るものなんですけど、やっぱり自分で作るのはね、怖いし傷

付きますよ、その分。だって全然自分が出来なかったような、高いレベルの場所に自分から飛び

込むんじゃなくて、その前に、そういう環境を作るようなものですからね。「不快な環境」を自

分で作る能力なので。	 

岡山：不快な環境を、あえて！	 

鳥井：だって、ボロカスに言われるじゃないですか。全然自分の出来ないことばっか、すでにで

きてる人達の中にわざわざ飛び込んで、そういう人を周りにおくわけですから。	 

岡山：何コイツ、みたいな感じ。	 

	 

鳥井：レベル低く見られることもあるでしょうし、その人が当たり前に出来ることを自分は出来

ない状態からスタートしないといけないじゃないですか。だからあれですよ、すごく嫌な気持

ちになりますよ。	 

岡山：最初はね。	 

鳥井：最初はっていうか、ずっとそうですよ。だって上に行ってもその上がいるので、ずっと

嫌な環境に身を置き続けないといけないので、つらさしかないんですよ。だから普通じゃないで

すよね。だけど基本的にはその環境で人の成長は決まっちゃうので、多分、環境構築能力だと

思いますね。	 

	 

	 

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

● １５年後はスポーツとかしたい（笑）	 

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

	 

岡山：鳥井さんはこの先どこに行くんだろうな、って聞こうと思うんですけど。次々新しいこと

やり続ける以外、言い様はないですよね、今のところ。	 
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鳥井：IT だと特にサイクルが早いので、今のところ革新スピードが速くなってしまうんですよね。

なので、もう次々新しいことをやり続けるしかないですよね、IT で生き残っていこうとしたら。

だからしばらくはそういうことやりますけど、どっかまで行ったらもう IT 辞めようと思ってま

す。	 

岡山：あ、そうなんですね。	 

	 

鳥井：僕みたいな、泳いでないと死んでしまう「マグロ」のような生き方って、損なんですよ。

かつ、危ういと思ってて、僕みたいに 17 時に帰っていればバランスとってる方ですけど、それ

でも先に進んでいないとなんか落ち着かないみたいな生き方って、あんまり豊かじゃない気がし

ていて。どっかでそういう成果とはかけ離れた、社会的な貢献とかけ離れた部分に人生の楽しみ

を見出していくべきなんですよ、多分。	 

岡山：自分を喜ばせるために。	 

	 

鳥井：ほんとう、それだけのためにです。つまり歌ったりとか、踊ったりとか。ボール投げたり

とか、尻でクルミ割ったりとか（笑）。そういう誰の役にも立ってないけど、自分がただやりた

くてやっているようなことを生きがいにしていくように、人間の後半の人生はシフトした方が、

恐らく豊かさが上がるんですよね。社会貢献病になっちゃうと、社会貢献してないと寝れない、

落ち着かないってなっちゃうので、どっかでそういうのは脱却したいかな、と思ってますよね。	 

岡山：でもまだまだ先っぽいですね、今の話は。	 

	 

鳥井：15 年くらいあとやって、人生 100 年時代を生きてるんで、15 年生きた後 45 なんで、半分

くらいあるんですよね。健康だったら。そっからはスポーツとか、なんか追及しても追及しきれ

ないし、でも勝っても負けてもどうでもいい、みたいな、どうでもいいんだけどやってる、みた

いな、なんかそういうことに追いかける対象をシフトしていくのがいいと思いますね。じゃない

と、振り返って「人のために生きてたな」と思っちゃうんですよ、きっと。なんで、意図的にそ

の辺はシフトしていこうかなと思ってますね。	 

	 

岡山：そのころは、どういう感じですか。例えばもう、ビジネスはあんまり時間とか割かない。

優先順位はかなり低くなっていてって感じですか。子育てはもう終わっていて。	 

鳥井：そうですね。その頃は自分のためにいっぱい使える予算も増えてるはずで、かつその時代

ってそんなお金かからないんですよね。そもそも。	 

岡山：そうですよね。	 
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鳥井：多分、自分を喜ばせるのにそんなお金かからないんですよ。本来人間は。多分１畳あれば

OK で、1 畳で多分２食くらい、それと愛する人が居れば多分、ほぼ人間って実は OK なんで、そ

んなに維持費かからないんですよ。本当は。そういうものに喜びの対象を見いだせるように、自

分をシフトしていくべきなので、どっちかというと資産があるからリタイアできる、とかではな

いんですよね。人間として本当に重要なものっていうのをしっかりと考え直していくと、原点に

帰れるはずで。そうすると、ギター一個あれば人間って死ぬまで幸せに生きれるはずなので。	 

岡山：サンシン（三線）とか。	 

鳥井：いや、ほんとに、ほんとに。そしたら別に、成功しようがしてまいが、関係ないじゃない

ですか。	 

岡山：資産の意味とかね。ま、あってもいいけど。	 

	 

	 

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

● 人は資産がなくても幸せになれる	 

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

	 

鳥井：ま、あってもいいけど、なくても幸せになれるんですよ、多分。だからあんまり関係ない

ですね。昔はなんか、いっぱい稼いで、若いうちに稼いで、リタイアじゃないんだけど資産持っ

て、老後迎えようとか思ってましたけど、真剣に事業やって追及しているからこそ、そんなんじ

ゃないなっていう。そんなことのために仕事するの馬鹿らしいですよ。将来 30 年分遊ぶために、

事業で成功しようとして仕事するなんて。	 

岡山：アメリカ人とか、日本人も、いっぱいいますけどね、そういう人。	 

鳥井：そういうサクセスストーリーはね。うん。身近にないですけど、メディアの上ではよく見

るじゃないですか。でもそれが本当に幸せにつながってるかって、誰も証明してないですよね。	 

岡山：どっちかっていうと、暇でしょうね、それこそね。	 

鳥井：暇だと思いますよ。お金なんか使い方なんで。時間とかお金って結局、持ってても意味

ないんで、どう使うかじゃないですか。お金は複製出来るんですけど、時間は複製できないで

すよね。人間が一番幸せになろうと思ったら時間の豊かな使い方を覚える。複製できない

時間を自分にとってもっとも豊かに使える方法を自分で確信を持つことなんですよ。幸福

度を上げようと思ったら。	 

	 

	 僕にとっては、それは家族と時間を過ごすことなんで、既にもうおそらく世界で一番幸

せなんですよね。うん。だから、あまりそれ以上求める必要がないです。趣味で事業とかやっ
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てますけど、それは暇だからやってるだけで、本当に幸せになるために、本当に別に仕事とかい

らないですね。	 

	 

岡山：奥さんはちょっと違う考え方とか？	 

鳥井：どうなんでしょうね。そんな話はしてないです。奥さんと。	 

岡山：そうなんですね。今はすごく持ちつ持たれつじゃないけど。	 

鳥井：そうですね。なんか偶然、自分の周りにいることで、良い人生になってくれたらいいです

けどね。別にこういう風に生きた方がいいよねとか、そういう話はしないですね。	 

岡山：そうですか。そんな暇もないだろうし。	 

鳥井：そうですね（笑）。まぁ、でも、思うがままに、生きればいいんじゃないですか。	 

岡山：そっかそっか。15 年後の鳥井さんがどんなか、すごい興味ありますね。	 

鳥井：ね。自分もどうなってるのか、面白いっす。計画無いので、なんか楽しみですよね。自分

でも。(笑)	 

岡山：ひょうひょうとした感じは変わんない。	 

鳥井：根本は変わってないんじゃないですか。	 

岡山：そうか。ありがとうございます。	 

	 

鳥井：全然、コーチの方の集客に役立つ話にはなってないですけど、大丈夫？(笑)	 

岡山：もっと本質的な話ができましたので。	 

鳥井：哲学的な話になりましたね。	 

岡山：最後は、「自分は世界で一番幸せな人間だ」っていう話までたどり着いたわけで。	 

鳥井：いやいや。いいっすね、なんか人に聞かれて喋るって。	 

岡山：いやー、ありがとうございます。いい話聞けた。	 

鳥井：人の話ばっかり聞いてるからな、コンサルとかやってると。	 

岡山：そうですよね。	 

鳥井：うん。楽しいね、なんか。	 

岡山：ありがとうございます！	 
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