
一の段　全ての人が人気者になる

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



どんな⼈にでも平等にある。
「あなたは今、⼈気者ですか？」 

この質問を多くの⼈に⾏ってきました。 

⼈気の種 
考える仕草と⼀緒に間を開けてお答になられます。 

⼈間、唐突に質問をされると、頭の中なのか、⼼の中なのか 
答えを探します。その仕草が間となっているのですが、探すという⾏為は、 

そこに答え、つまり「⼈気」があるという証拠。 

⼈気を拒絶していない限り、誰にでも平等に「⼈気」はあるのです。



パーソナリティ
「私は人気者になれません」という方がいらっしゃいます。

秀でるものがない。人に気に入ってもらえない。恥ずかしい。

いろんな⾔い訳をしながら、その⼈は⼈気から⾃分を遠ざけます。  
 ーアイドルは好きだけど、⾃分はアイドルにはなれないー 
この意識に似ていると思いますが、好きな⼈だったら、その良さを存
分にわかっているもの。あなたが「⼈気」を好きだったら、もうその
良さはわかっているはず。 

⾒つけてください。パーソナリティの数だけ⼈気はあります。



パーソナリティ
⼈間のパーソナリティは、５つの因⼦でできていると⾔われます。 

「外向性」「神経症的傾向」「誠実性」「協調性」「開放性」 

の５つです。 

この５つの因⼦を⾃分に当てはめてみて、⾃分の強みを⾒つけましょ

う。①外向性：あなたは話し好きですか？  ②神経症的傾向：あな

たの感情の安定度はどうですか？  ③あなたはプロ意識が⾼いです

か？  ④あなたは団体⾏動が得意ですか？好きですか？  ⑤開放

性：あなたは知的好奇⼼が強いですか？



あなたの強みを⾒つけたら 
⾏うクエスト

あなたが⾒つけた⾃分の強みを３つ書き出しましょう。    

あなたの価値を⼈に聞いてみて、⾃分の強みと⽐べてみましょう。     

あなたの理想の⼈を⾒つけて、その⼈の価値を理解しましょう。 

⼈と⼀緒に笑いましょう。       

⼈を愛しましょう。  

あなたの強みが徹底されたら、それがあなたの⼈気の種です。



二の段　人気者になるために

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気とは「好感度」＋「経済度」
私たちは、⼈気を⼿にした⼈たちをこう⾔います。 

⼈気の歌⼿が…、 
⼈気のスポーツ選⼿が…、 

⼈気の商品が…、 

その全てが、儲けています。 
この秘伝書でお伝えするのは、ただ単に「モテる」とか「クラスの⼈気者になる」

だけではなく、お⾦を⼿にすることを⽬的としています。 

どうぞ、お⾦を⼿にしながら「⼈気者」になってください。



メラビアンの法則
モテながらにして「お金を手に入れる」わけなのですから、

多少は努力しましょう。どんな努力？

コミュニケーションスキルを語るとき、よく⽿にする「メラビアンの
法則」。コミュニケーションの要素を⾔語・⾮⾔語で分解し、その割
合を⽰した法則で、しばしば「⼈は⾒た⽬が9割」と⾔われる根拠と
されています。 
それならば、⾒た⽬をまず、気をつけましょう。話し⽅を少し気をつ
けましょう。 



メラビアンの法則
視覚情報：不満そうな態度、暗い表情＝ネガティブ     

聴覚情報：低いトーン、怒った声＝ネガティブ     

⾔語情報：叱られている内容や⾔葉遣い＝ネガティブ 

視覚情報：笑っている、明るい表情=ポジティブ       

聴覚情報：明るいトーン、軽快なテンポ＝ポジティブ  

⾔語情報：褒められている内容＝ポジティブ 

芸能界のオーディションだけではなく、企業⾯接でも⾮⾔語のコミュ

ニケーションを重要視するのは、意味があることなのです。



お⾦を⼿にしたいんだったら、 
⾒た⽬に気を付けろ！

私⼈は⾒た⽬が９割。 

どんな素晴らしい⾔葉も、実は、印象に残る確率は低い。 
つまりは、⼈間の最初は、第⼀印象は、いかに⾒た⽬をよくするかです。 

「⾒た⽬」とは、化粧の上⼿い下⼿だけではありません。 
歩き⽅や、座り⽅、たたずまい、所作、話し⽅、声のトーン、抑揚。 

⼈に印象付けることが⼤切です。 

ファーストコンタクト、最初の印象が⼤切です。 
あなた⽤の「第⼀印象」を作って練習してみてください。



三の段　あなたごと

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



あなたごと
⼈気の正体は、「⾃分」ではなく「あなた」 

つまり、相⼿だということ 

すべからく、⾃分を相⼿ごと、「あなたごと」としていけば⼈気は上がっていく。 

兎⾓、世の中は、⾃分中⼼でものを考えがち、⾃分が⼀番可愛くて、 
ともすると⾃分以外はどうでもいい。  

デジタル時代は、どんどん個⼈主義を作り上げ、ソーシャル時代になって、それが
浮き彫りになっているように思えます。  

SNSなんか⾒ると、「⾃慢かよ」ばっかり。  
だからこう考えてみて下さい。 

あなたごと  ⾃分ごとではなくてあなたごとです。  



ジョハリの窓
ジョハリの窓とは？ 
⼼理学で使われる⾃⼰分析フレームワークです。 

⾃分と他⼈との関係を考え、⾃分が知っている「⾃分」と他⼈が知っ
ている「⾃分」の⼀致・不⼀致を確認することを⽬的にしています。 

ジョハリの窓は「4つの窓」に分類することで、⾃⼰理解のズレを確
認しようというものです。 

就活の⾃⼰分析にも広く活⽤されています。 



ジョハリの窓
芸能⼈やミュージシャンが⼈気者になったと感じた時、なんて⾔いま
すか？ 

こう⾔います。 「売れたなぁ」 
売ったのではなく、売れたのです。 

⼈気者になることの95％は、相⼿とか世間が決めるのであって、その
⼈本⼈ではないのです。 
ジョハリの窓で、他⼈から⾒られている好感度を探し出しましょう。 

「盲点の窓」です。 そこに、その⼈の「⼈気因⼦」が隠れています。



「⾃分」ではなくて、「あなた」 
これを10回⾔ってから⼈に会う

私は、○○が好きだ。 

⼈は、⾃分を主語にして話すことが実に多い。 
皆、⾃分のことが⼀番好きなのです。 

しかし、よっぽどの有名⼈でない限り、その⼈のことを知りたいとは思わない。 

「私は、海が好きだ」 「ああ、そうですか」 となる。 
こう⾔ってみてください。 

「海は、全ての⼈に幸せを与える」 

⾃分ではなくて、あなた



四の段　ポジティブを考える

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



無理にポジティブに 
ならなくていい 

テレビで活躍している芸能⼈のほとんどの⼈が、 

テレビカメラの前を離れると⼈が変わると⾔われています。 

あんなに明るくて、笑顔を絶やさなくて、「この⼈と⼀緒にいると幸せになれる」
と思わせているあの⼈も。 

さて、ポジティブ、どうしたら良いでしょう？ 

私は、ポジティブな性格じゃない！    ⼤丈夫です。 



ポジティブ
いつ何時でもポジティブでいること！ 
どんな人間でもそれは無理です。

実際、ポジティブは瞬発力

必要な時だけ、その力を使ったら休んでいいんです。 
「よくやった」と言って休ませてあげましょう。

その瞬発力を使うときに使う言葉、これを探してみましょう。

一番最初は、「ありがとう」です。



ポジティブ
失敗したらどうしようといった、後ろ向きな気持ちのほうが大きくな
る。みんなそうですよ。何一歩が踏み出せずにいたりすることもあり
ます。

「ポジティブになる」ではなく、「楽しいことをする」

ポジティブとは、「楽しもう」という気持ちです。

自分に言ってやってください。　　　　大丈夫です。



やりたいことリストを作る。
今⽇のやりたいことリストを作ってください。 

「私はまだこんなにやりたいことがある」「⾃分がやりたいことを⾒つめ直せる」 
・やりたいことの期間を決める。 

・やりたいことを思いつくままに書き出す 
・達成したものを線を引いて消していく 

さて、そのやりたいことリストを実⾏してみる。 
でも、その通りにいかないことが多い。 

そのときには、こう⾔うんです。 
「そこがいいんじゃない！」



五の段　自分にタイトルを付ける

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



その⼈気者は、⾃分ではなく 
⾃分が作ったアバター
⼈気者になりたかったら、⼈気者を作ってください。 

⾃分が⼈気を得るとか、⼈気者になるとか思うことで、 
⼈間はバイアスがかかってしまいます。 

⾃分のこととなると、うまく、操縦できなくなってしまうのです。 
だから、⾃分ではない⾃分を作ってください。 

その第⼀歩が「⾃分にタイトルを付ける」です。 
⾃分のことではない、⾃分の別⼈格、アバターを作る。 

そして、そいつに名前をつけましょう。 

魅惑の○○、世界⼀の○○、戦う○○。



ネーミング
ネーミングは行動やマーケティングの成果に大きな影響を与えます。
優れたネーミングがあるとそれに基づいた考え方や、行動のクオリ
ティもより良いものに変わっていきます。

その人を知らなくても、名前に聞き覚えがあるだけで、最も必要な要
素「きっかけ」を作ります。例えば、素敵な人でも、ネーミングが悪
いことで認知が低いことも多いです、

それを聞いたら、その意味は？と聞きたくなるネーミングを



ネーミング
外国⼈にも発⾳しやすい名前だといいですね。 

名前の由来にストーリーがあるものが良いです。

自分の名前を変形してみる。例えば、サントリーは鳥居さん、ブリジ
ストンは石橋さん。

デジタルネイティブと呼ばれる人たちにも覚えてもらえる、モバイル
アプリやソーシャルメディアとの相性が良い方がいいでしょう。



⾃分のアバターに 
ネーミングをつけろ！

私⼈は⾒た⽬が９割。 

どんな素晴らしい⾔葉も、実は印象に残る確率は低い。 
つまりは、⼈間の最初は、第⼀印象は、いかに⾒た⽬をよくするかです。 

「⾒た⽬」とは、化粧の上⼿い下⼿だけではありません。 
歩き⽅や、座り⽅、たたずまい、所作、話し⽅、声のトーン、抑揚。 

⼈に印象付けることが⼤切です。 

ファーストコンタクト、最初の印象が⼤切です。 
あなた⽤の「第⼀印象」を作って練習してみてください。



六の段　ビジュアル・アイデンティティ

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



視認性とは、⽬で⾒たときの 
⾒やすさのことを指します。

デビューした⼥優に⽬が⽌まったとします。 

その⼥優を２度⽬に⾒たときに、それが同じ⼈物か認識できますか。 

視認性とは、分かりやすさ、⾒やすさ。 
あなたの視認性を作り上げましょう。 

あなたにとって、相⼿が気になるポイントを明確に。 
それは、あなたの好きなものを誇⽰するのではなくて、 

あなたに似合っているものを⾒つける。 

周りの⼈に聞いてみて！あなたらしさ。



ビジュアル・アイデンティティ
ビジュアル・アイデンティティとは、ブランドの世界観を構築する上
で最も需要な視覚的要素ということです。

広瀬すずは、ショートボブの髪型が訴求した。 
武井壮は、ランニング姿のコスチュームで印象付けた。

自分のアバターにブランドコンセプトに従って位置付け、統一感を
持って展開していく。

アバターの世界観をビジュアル化することで一貫性のある「らしさ」
を表現する。



ビジュアル・アイデンティティ
アバターのビジュアルアイデンティティにとって⼤切なのは、 

あなたが好きなものではなく、あなたに似合うものを選ぶことです。 

あなたであって、あなたではないそのアバターのビジュアル

それを見つけるには、周りの人にあなたの印象を聞き出しましょう。

あなたに似合う色は？　 あなたに似合う衣装は？　 あなたに似合う
小物は？　一つでいいです。見つけましょう。



⾃分のアバターの 
ビジュアル・アイデンティティは？

肝⼼なことは、そのビジュアル・アイデンティティは、 
⾃分ではなく、⾃分のアバターであること。 

「いつも」であることを意識してください。 
髪型？ ⾐装？ アクセサリー？ メガネ？ 

あなたのアバターに備える「いつも」はなんですか？ 

⼝紅やアイシャドウ、メイクに関することでは男性に届きにくい 
誰でもが視認する明確なアイテムを⾒つけてください。 

ビジュアル・アイデンティティ



アイデンティティ

七の段　ビヘイビア・アイデンティティ

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



ビヘイビアとは、振る舞い、⾔動、 
素⾏、そぶり、のことを指します。

ゴールを決めた後にカズダンスをする。 

やがて、観客は、カズダンス⾒たさにゴールを欲する。 

ビヘイビアとは、その⼈が持つ、ならではの振る舞い、そぶり。 
⼼地よさを⽣む⾏動を設計しましょう。 

あなたにとって、相⼿が気になるポイントを明確に。 
それは、あなたの好きなものを誇⽰するのではなくて、 

あなたに似合っているものを⾒つける。 

あなたのそぶりを「型」として作り上げましょう。



ビヘイビア・アイデンティティ
ビヘイビア・アイデンティティとは、ビジュアル・アイデンテティが
出来上がった後に設定しましょう。

ビヘイビア・アイデンティティとして必要なものは、 
スピリットです。

ビヘイビア・アイデンティティを作るということは、相手にそのスピ
リットを到達させることが必要です。

つまり、相手にしっかりと浸透している状態をつくるということで
す。



ビヘイビア・アイデンティティ
ビヘイビア・アイデンティティは、ビジュアル・アイデンティティと
合わせて、相⼿に明確な印象を作り上げます。 

そして、それだけではなく、明確な価値観に関連している場合は、あ
なた⾃⾝を強く習慣化することになります。 
 
そして、アバターとして設定したこれらのアイデンティティは、あな
た⾃⾝をより強い認知的⾃⼰統合、より⾼い⾃尊⼼、および理想的な
⾃⼰を作り上げることになるでしょう。 



⾃分のアバターの 
ビヘイビア・アイデンティティは？

肝⼼なことは、そのビジュアル・アイデンティティは、 
⾃分ではなく、⾃分のアバターであること。 

「いつも」であることを意識してください。 
振る舞い？ 仕草？ 声の出し⽅？ ⾔動？ 

あなたのアバターに備える「いつも」はなんですか？ 

喋り⽅や決め台詞、決めポーズなど、 
誰でもがわかる明確なアイテムを⾒つけてください。 

ビヘイビア・アイデンティティ



アイデンティティ

八の段　ノーマライゼーション

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



「平等」とは、作るものではなく、 
最初からあるもの。
ノーマライゼーションという⾔葉があります。 

デンマークで誕⽣した福祉⽤語です。 

以前は特異と思われていたことがあたりまえの状態になっていること。 
すでにある状態にすることが平等の根源です。 

この意識、考え⽅は⼈を美しくします。 
考えましょう。 

・1⽇のノーマルなリズム 
・1週間のノーマルなリズム 
・1年間のノーマルなリズム 



ノーマライゼーション
同義語に「inclusive」という言葉もあります。

「あらゆるものを含めた」という意味合いがある言葉。 
あなたの「インクルーシブ・ライフ」は、あらゆることの有無に関わ
らず、可能な限り共に一緒にいることでしょうか？

もし自分がその立場だったらどうあってほしいかを考えることが、
ノーマライゼーション。

この意識を持つ人は、自分と相手の隔を無くしていきます。



ノーマライゼーション
世界に先駆けてノーマライゼーションが進んだ北欧の国々では、 
「ノーマライゼーション」という⾔葉が使われなくなるほど、 
ノーマライゼーションが当たり前のことになっているそうです。 

あなたが、無意識のうちにそれが当たり前だと思って⾏う⾏動 
の全てがノーマライゼーションとなれば、間違いなく⼈気者になれる
はずです。 

ノーマライゼーションを無意識に。



⾃分のアバターは、 
⾃分以上でも⾃分以下でもない別⼈？

ノーマライゼーションを強く意識することは、 
⾃分から⾃意識を離すことと、他⼈へアバターを近づけること。 

⾃分と他⼈の境⽬をなくすことを意識する。 
もっと⾔えば、⾃分と他⼈の差なんて最初からないと思うこと。 

⾃分と他⼈とのギャップをしっかり知りましょう。 

ノーマライゼーションのポイントは、相⼿よりに⾃分を合わせること。 
それが、イーブンを作りだします。 

ノーマライゼーション



アイデンティティ

九の段　インフォメーション

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気者は「情報」をプレゼントをする。 

会話の「きっかけ」やその話の「価値」 
それが、⼈を惹きつける⼤きな要因です。 

そのために、多くの「情報」を届ける⼈になってください。 

とは⾔え、「⼈に提供するものなんてない」と思っている⼈、 

考えて⾒てください。 
⼈間は、⼀⽇のうちに52000回もの「決断」や「選択」をしながら⽣きています。 

⼀⽇のうちで、それにまつわる情報を⾃分は持っています。 
 

与えていない情報がなんと多いことでしょうか？ 



インフォメーション
プレゼントをするのは、なかなか難しいものです。

相手にとって何が喜ばれるのか？思い倦ねてしまいます。 
でも、そのほとんどが「興味を持ってもらえなかったら恥ずかしい」
という自分本位の理由ではないでしょうか？

アバターは、その恥ずかしさを軽減してくれます。 
そして、次第にアバターを育てるように有意義な情報を出します。

自分が情報を出すのではなくて、情報を出す自分を育てる。



インフォメーション
今の時代はスピードを求めています。 
例えば、必要な物を相⼿に与えるとして、それを物理的に⼊⼿して、 
⼿渡すまでの時間、それがかかってしまったら、すでに不必要な 
ものに変化しているかも知れない。 

「情報」は速度感があります。 
「それを⽤意する」ではなく「それが〜にあったよ」という情報だけ
で、いち早く有意義なものとして渡すことができます。 



今⽇仕⼊れた話を、 
3⼈以上に話してみてくれませんか？

⼈は「忘れる動物」です。 
聞いた話は、鮮度と共に内容が不明確にもなります。 

⾃分に⼊ってきた話、興味を持った事柄、お得情報、 
これらを、なるべく早く誰かにリリースしましょう。 

⾃分だけのものにして、忘れてしまったら宝の持ち腐れ。 

教えてあげると、あなたは感謝されるようになります。 
そして、情報が集まるところに、⼈も集まります。 

インフォメーション



アイデンティティ

十の段　Just Do it

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



「やる⼈」になれ！ 

簡単な話です。 
ステージに⽴って歌を歌っている⼈が、聞いている⼈よりも⼈気者になる。 

⾒て楽しむよりも、やって楽しむべきなのです。 

⾒ている側は、居⼼地が良いものです。 
責任がない。 

試合をイメージして⾒ましょう。 
試合には「勝つ⼈」「負ける⼈」「⾒ている⼈」の3種類の⼈がいます。 

 
あなたは、「楽しませてもらおう」と受け⾝になっていませんか？ 



You can do it
メジャー・メディアの時代は、ウォッチングでした。

黙っていても、TVが、雑誌が、新聞が情報を差し出してくれました。 
デジタルメディアになってから、「受け身の人」が、「発信する人」
に変わっていきました。

SNSは、ともすると、全員のための有名人ではなく、その人のための
有名人として、より太く濃い有名人を作り出しています。

「積極的な人」は、楽しんでいます。



You can do it
あなたが、積極的に「やれること」があります。 
それは、笑顔。 
笑顔は、元気を与えるものの第⼀要因です。 

元気を与える⽅法は、難しいことではなく、ただ笑顔を振りまくだ
け。⾚ちゃんを思い出してください。 

相⼿の顔は、⾃分の顔の鏡。あなたが笑顔になれば相⼿の顔も笑顔
に、あなたが硬い表情なら、相⼿も硬い表情になります。



⾃分が「⾒ている⼈」と気がついたら、 
思い切って「やる⼈」にチェンジ

あなたは、「⾒ている」に慣れています。 
⾒ているなと気がついたら、動いてみましょう。 

⼈は、笑顔に弱いのです。 
笑顔でいられると、⾃分がやっていることを肯定されていると思います。 

まず、「やる⼈」の第⼀歩として笑いましょう。 

笑うことができれば、８０％は「やる⼈」になれます。 
全ての場⾯で笑って⾒てください。 

Just Do It



十一の段　ビッグコンセプト

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



あなたの必要性を突き詰める
⾃分の必要性ってなんだろう？ 

考えだすと、悩みが増幅します。 

でも、頑張って考え続けて、考え抜いてみてください。 
それができると、あなたは優位性を⼿に⼊れます。 

⼈気のなかの多くの要素は「信頼」です。 
逆を⾔えば、信頼を勝ち取れれば⼈気者になれます。 

⾃分の必要性＝信頼 

⾃分で「⾃分の信頼」を考えたことはありますか？



ビッグコンセプト
「自分の信頼」を言葉にしてみましょう。

長い文章だと論点が不明確になるので短い文章で。

キャッチフレーズのような意味合いで書いてみましょう。  
 ー極めて簡単に相⼿を笑わせる男ー 
できれば、違う要素のものと合わせて３つ書き出してみる。 

その中に⾒えてきます。 明確なあなたの必要性が。 



ビッグコンセプト
作りあげられた「あなたのビッグコンセプト」 

それを、相⼿に対して、こう伝えてみましょう。 

あなたの⼈⽣の中に、これを取り⼊れれば、 

あなたの⼈⽣は、確実に豊かになります。 

いかがですか？ 

あなたは、それを誰に伝えられていますか？



あなたのビッグコンセプトを 
伝えるクエスト

あなたのビッグコンセプトを正確に、真⼼を込めて相⼿に伝える。    

それを、相⼿や世間に対して受け⼊れてもらうために、    

そのビッグコンセプトが、なかった場合と 

ビッグコンセプトを⼿にした後と     

それがない時の寂しさや恐怖と  

それがある時の豊かさや安⼼と



十二の段　オブジェクション・ハンドリング

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



「信頼」とは「安⼼」に裏づけされる
⼈間は無意識に「安⼼」を求めます。 

相⼿を認めたくても、相⼿を好んでも、 
「⼤丈夫だろうか？」「安全だろうか？」 

そして、誰かや何かと⽐較して「安⼼」を探します。 
それがあなたの⼈気。 

あなたのビッグコンセプトを与えましょう。 
それは「⼤丈夫ですよ」と「安⼼してください」を語りかけるようなもの。 

相⼿は、必ずそれを理解します。



オブジェクション・ハンドリング
ビッグコンセプトが無いデメリットを話しましょう。 
ビッグコンセプトが無いシチュエーションを話しましょう。

ビッグコンセプトがあるメリットを話しましょう。 
ビッグコンセプトがあるフラストレーションを話しましょう。

それは、相⼿にとってではなくて、⾃分にとってそのメリットが、 
デメリットがを話すのです。 
⼈間は⾃分ごとより相⼿を⾒て気がつくものです。 



オブジェクション・ハンドリング
相⼿に⾃分の安⼼を与えるためにこれを⽤意しましょう。   

「この秘密をシェアしても良いですか？」 

 

反論、反対のポイントは、「共感」です。 

そして⼤切なのは、「感謝」です。 

相⼿の意識が変わるまで、ゆっくりと時間をかけてこれを伝えましょ

う。これが乗り越えられれば、必ず相⼿の信頼を⼿にできます。



オブジェクソン・ハンドリング 
の先にある信頼は強固

⾔い換えれば「強い信頼」 

鋼材に⽤いられる熱処理の基本は、 
「焼⼊れ」「焼もどし」「焼なまし」「焼ならし」の4パターン。 

形を変えながら、どんどん強固になる。 
信頼の構築もこれに似ています。 

難易度が⾼い信頼の⽅が、続けた先の信頼の⽅が強固となります。 

あなたは「信頼」を⼿にしてきましたか？



十三の段　爬虫類脳と人間脳

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



爬⾍類脳と⼈間脳
⼈間の脳を、縦に輪切りをすると、三層構造になっているそうです。 

核になっている⼀層⽬は、「爬⾍類脳」 
それを取り巻く⼆層⽬に、「哺乳類脳」 

⼀番外側にあるのが「⼈間脳」 

これらは、進化の過程で作られたと⾔います。 

そして、この３つの脳は、機能するシチュエーションが違うのです。 

その基本的な役割がこれです。 
爬⾍類脳は、⽣存と⽣殖に関すること 
哺乳類脳は、社会的関係に関すること 

⼈間脳は、⾔語、論理的思考に関すること 



爬虫類脳
あなたが最初に出会う相⼿の全ては「爬⾍類脳」 
⼈間は、元々、恐怖から逃れることから始まった。 

相⼿は、あなたのことを信⽤していないし、恐怖の対象です。 
無意識のうちに、恐怖には反射的に反応する遺伝⼦を持っています。 

爬⾍類脳は、短期的欲求に敏感です。 

「今すぐに」「それをしないと危険」「嫌われない」を意識する。 



人間脳
爬⾍類脳、哺乳類脳に⽐べて⼈間脳は歴史が圧倒的に浅いです。 

あなたの存在を覚えられて、信⽤が出来上がったら、相⼿の⼈間脳を
意識して付き合いましょう。 

⼈間脳は決断が苦⼿だと⾔われています。 

その決断を超えるために、その理由を提供しましょう。 
本質に加えて、それが必要なもっともな理由です。 

そのポイントになるのが、「新しい」と「⾯⽩い」です。



相⼿に対して「爬⾍類脳」に呼びかけ、 
「⼈間脳」に決断させる。
⼈間の思考感情⾏動の90%以上は、爬⾍類脳に⽀配されています。 

まず、相⼿に⾃分を覚えてもらう。 
先のことは考えず、「今」を意識します。 

「安⼼である」「⾃分がいれば⼤丈夫」 

相⼿が決断の段になったら、必要となる情報を提供する。 
⼈間脳に納得をしてもらって、壁を超えたら、 

その⼈は、あなたのファンになります。 



十四の段　共鳴

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



脳が共鳴する 
「息をあわせる」  

相⼿と⼀緒に活動するとき、また、複数の⼈が、 

同じ動きやタイミングを合わせることを、こういいます。 

芸能⼈はテレビカメラの前を離れると⼈が変わると⾔われています。 

協働的なコミュニケーションが存在している条件でのみ、 

この脳の共鳴が起こる⾔われています。 

これが起こると、⼈間は幸せを感じます。 

相⼿との共鳴。 



ポジティブ
いつ何時でもポジティブでいること！ 
どんな人間でもそれは無理です。

実際、ポジティブは、瞬発力

必要な時だけ、その力を使ったら、休んでいいんです。 
「よくやった」と言って休ませてあげましょう。

その瞬発力を使うときに使う言葉、これを探してみましょう。

一番最初は、「ありがとう」です。



会話の同期性
あなたは相手との会話で、自分の好感度を高めるために同期性を高め
ようとすることが大事です。

つまり、双方に共通する何かや、心理的つながりを築く方法が見つけ
られれば会話に強い動機が生まれます。

「脳が協力的になる」

この状態を掴むことで、自分の好感度は大きく高められます。



好感度を⾼める意思決定を促す
好感度の意思決定は、説得では成り⽴ちません。 

メンタライゼーション：⾃他の⾏動を⼼理⾯から理解する能⼒ 
メンタリストのDaiGoさんが使っている⼿法です。 

あなたが好きな⼈だと⾒なされるためには、 
相⼿と感情的なつながりを持ち、相⼿の⽴場を理解し、 

協⼒の邪魔になる脅威に対処しましょう。 

この、相⼿がファンになる「共鳴」を⼼がけてください。



十五の段　証明

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



あなたを好きになっても良いと⾔う証明
爬⾍類脳と⼈間脳の話をしました。 

⼈間脳で、相⼿が納得する段階で、 
背中を押してあげることに欲するのが、 

証明です。 

証明はいろんな形で表されますが、効果があるのはこの３つ 

・短いアピール 
・明確なデータ 

・助けになるビジョン 

証明してください。



アピールとデータ
あなた自身を表す短いアピールを行うことは、あなた自身の全てを内
包していなくても、それが真実であると証明されます。

つまりは、１つのことでも強く信用されれば成り立ちます。

そして、データ。

データは、それ自体が直接好感度になりにくく、 
ともすると、逆に作用する諸刃の剣ですが、他の要素を膨らめるため
に最適な要素となります。



ビジョン
相⼿に好感度を促すための「ビジョン」とは、可能性です。 

自分と一緒にいることで、想像できる未来。

ストーリーを語ったり、比喩を使用したり、類推を作成したりすると
より効果的になります。

映画の予告編のようなビジョンを与えましょう。



そのことがあなたの真実
証明とは、その事柄や判断が真実だと思ってもらうこと。 

好感度は、信⽤の度合い。 
そして、その信⽤の度合いを⾼めるものが証明です。 

間違えやすいことが、「説得」です。 
相⼿を⾔い含めるものではなく、相⼿が気づく真実。 

そのための証明を意識してください。 
そのためのアピール、データ、ビジョンなのです。



十六の段　セールスポイント

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



あなたを他の⼈よりも 
良く⾒せるために必要なもの

残念ながら、好感度は、他⼈との⽐較でできています。 

そうであれば、あなたのほうを⽬⽴たせるような特定の利点が必要です。 
「セールスポイント」を作ってください。 

キャッチフレーズのように纏められると良いです。 

「なぜ、あなたはそれをするのか」 
「どうやってそれをしているのか」 

「それをするために持っている強みは何か」 

アイドルにも必ずキャッチフレーズはあります。



想像と伝道
相手に自分を強く見てもらうために必要なことは「想像」です。

自分がいると、もっと言えば自分と一緒にいると、 
その先にその人にとっての理想の世界がイメージできるか。 
本当にできるかどうか、作れるかどうかは考えないでください。

必要なのは手段ではなく、明るい未来です。

例えば、ダイエットしている人にとって、痩せることは手段で、 
モテることがこの想像にあたることでしょう。



一番であること
相⼿に明るい未来を想像してもらったら、 

あなたが、その明るい未来のために必要な絶対で唯一のものになる。

これを認めてもらったら、相手はあなたを必要とします。

そこまで行けば、最上級です。

好感度を上げるとか、ファンを作るを飛び越えます。

そうなるために１番を考えてください。



セールスポイントは 
あなたの代名詞

セールスポイントは、あなたを語る上で、また、あなたの信⽤を作る上で 
とても重要なものになります。 

そして、いつの⽇か、そのセールスポイント⾃体が 
⼀⼈歩きを始めます。 

少し悲しい話ですが、あなた本⼈よりも 
セールスポイントに好感を持つ⼈も出てきます。 

最初から、それを意識して作ってみましょう。 
あなたの、あなただけの、あなたのためのキャッチフレーズを



アイデンティティ

十七の段　ストラテジー

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



戦略とは戦いを略すこと

⾃分が求めた、そして決めたアバターに、 

強みを持たせようと、いろいろな特徴や価値を書き出す。 

しかし、それが多ければ多いほど、 
⽭盾を呼び起こしがちです。 

また、強みとは数が多いと散漫になって、効⼒が薄くなる。 
効⼒が薄いものは忘れられやすい。 

戦略とは戦い⽅を略すことです。



戦略とはアンチ作り
誰に対しても、何に対してもという八方美人体制では、訴求が弱く、
オンラインで言うところの反応率が弱くなります。

ポジショニングを明確にしましょう。

与える相手を限定しましょう。 
もっと過激な言い方をすれば、「誰でも」ではなく「誰でもではない」
にフォーカスするのです。

もっと言えば、誰を無視するのか。　 
もっともっと言えば、誰に対するアンチなのか。　 



戦略とはアンチ作り
2002年以前は、⽸コーヒーブランドで売り上げ５位だったWONDA
はこの差別化で３位まで浮上しました。 

現業態でリスタートしたときに、フリースを前面に押し出し、 
「フリースのユニクロ」と銘打ちました。

WONDAが打った戦略は「朝専用コーヒー」 
ユニクロが打った戦略は「ユニクロのフリース」

そのほかを排除したことで生まれる濃い訴求術。



⾃分のアバターの 
戦い⽅を略してください

⾃分の強みを⼀つだけに絞ってみる。 
その強みを徹底的に他の⼈と差別化してみる。 

⼈気者になった⼈は独創的です。 
TVに出ているタレントは、似たようなキャラを排除する。 
明確な違いがないと相⼿（世間）が混乱するから。 

そのために、⾃分が選んだ理想のアバターも 
「他に類を⾒ない」視点で選びましょう。 

ストラテジー：戦いを略すこと



アイデンティティ

十八の段　シーダー

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⽺飼いは先頭の⽺に鈴をつける

⽺も群れを追う⽺飼い。 
先頭の⽺に鈴をつけると全ての⽺がそれに追随する。 

⽺飼いは全ての⽺に⾒られているわけではない。 

⼈間は、「単純接触の原理」に基づいています。 
つまり、⼈は数多くあえば会うほど、相⼿に対する好感度も増す。 

この⼈と付き合うと、良いことがありそうだ。 
この意識があなたの好感度を情勢し、 

その相⼿を「シーダー」として獲得できます。 



シーダー
自分のことに共感・交換を抱く人を見つけましょう。 
そしてその人の求めるものを与え続け、シーダーとしましょう。

シーダーとは、その名の通り、種まきをする人です。 
あなたは、そのシーダーの情報を公開し、そのシーダーの素晴らしさ
を伝える。

自分自身ではなく、自分のことに好感を持っている人を広く伝えるの
です。

そして、それを伝えやすいようにビジュアル化してみましょう。



シーダー
シーダーは、やがてシーダーを連れてきます。 
新しくきたシーダーは、あなたと最初のシーダーの関係に興味を持
ち、その共通項を意識します。 

あなたは、最初のシーダーの魅⼒と、あなたと最初のシーダーの共通
項の魅⼒を伝えます。 

最初のシーダーは、あなたがシーダーにやったことを意識してやって
もらいます。シーダーは増えていきます。 



シーダーは、ビジネスや活動でも 
有意義に作⽤します
シーダーの役割は、ファンのそれとは少し違います。 

シーダーの存在で、明確な「共通項」が⾒つかります。 

その「共通項」を使って横に広げてください。 
教室の中で、グループを作る感じです。 

その中で元気なシーダーの姿を公開します。 
それが、他のシーダーに⽬的意識を明確にします。 

シーダーを⾒つけましょう。



アイデンティティ

十九の段　アウトゴーイング

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気者は⼈の⼼を動かす 
ところから始まる。 

いうまでもなく、⼈気の原点は⼈と⼈です。 
それは、デジタルの時代になっても変わらないこと。 

SNSを頑張っている⼈がいます。 
聞けば、フォロワーを増やしたいとか。 

効果的にフォロワーを増やす近道を探っている。 

100⼈100通の⼿紙を送る時、定型⽂を使うより、 
その⼈だけに向けた⽂章の⽅が相⼿に届きやすい。 

 
いきなり10から始めない。積み重ねが10になる。 



SNS
SNSで情報発信すると多くの人が反応する。「いいネ」や 
「シェア」が増えていく。

自分は認められているから、発信を中心にすべきだ。 
フォローしている人よりフォロワーの数が多いと優越感。

「個」と「個」を知っている人が「個」と「多」を理解するのです。 
まずは、相手に振り向いてもらうことを知ってください。

発信なければ受信なし。人気者はみんなそれを知っています。



SNS
SNSは⼀つづつ積み上げた結果だと⾔いました。 
でも、例えばフォローしている数とフォローされている数に違いが出
てくるのは、どうしてかというと、 
多くの要因がありますが、その⼤きなものの⼀つに、「キーパーソ
ン」とつながることがあります。 

キーパーソンとは、ある共通の価値感を持っている⼈に影響⼒がある
⼈のことを⾔います。キーパーソンを⾒つけてください。 



SNSは⼀つ⼀つを積み上げていく 
その内、１度に積み上げが回ってくる

今回のクエストは、⾃分の好きなことを親友に話すようにSNSを発信するです。 

簡単なことで構いません。 
短い⽂章でも⼤丈夫です。 

あなたの親友に話をするように発信してください。 

数ですか？ 
あなたは、親友に1⽇、何回くらい話をしますか？ 

それと同じです。



アイデンティティ

二十の段　プレイバック

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



ここまでの振り返り 

ここまで、２０回に渡り「⼈気者設計」を⾏なってきました。 
ここで、もう⼀度原点を振り返ってみましょう。 

⼈気は科学です。 

いくつもの要素（ファクター）を積み重ねることで、 
誰もが、間違いなく⼈気者になれます。 

しかし、⼀番⼤切なのは相⼿だということ。 
「あなたごと」 

 
デジタル時代は個⼈主義になりがち。 

もう⼀度思い返してください。 



チェック・タイトル
①　全ての人が人気者になる 
②　人気者になるために 
③　あなたごと 
④　ポジティブを考える 
⑤　自分にタイトルを付ける 
⑥　ビジュアル・アイデンティティ 
⑦　ビヘイビア・アイデンティティ 
⑧　ノーマライゼーション 
⑨　インフォメーション 
⑩　Just Do it



チェック・タイトル
⑪ ビッグコンセプト 
⑫ オブジェクション・ハンドリング 
⑬ 爬⾍類脳と⼈間脳 
⑭ 共鳴 
⑮ 証明 
⑯ セールスポイント 
⑰ ストラテジー 
⑱ シーダー 
⑲ アウトゴーイング 
⑳ プレイバック



⾃分ではなく⾃分のアバターを 
⼈気者にする＝プロデュース

このまでのファクターが無事こなせていたら、 
あなたは間違いなく、プロデュース⼒が上がっています。 

⾃分には⾃信がないという⼈も、理想の芸能⼈はいる。 
好きな対象がいるのであれば、その⼈に注⽬できる。 

そして、⾃分のアバターにそれを真似させる。 

それに加えて、いくつかのファクターをこなしていけば、 
確実に⼈気者は出来上がっていきます。 



二十一の段　レシピ

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気のレシピ
とても憧れている⼈がいます。 

容姿端麗の上に気さくな⼈柄で、思うように仕事をして、 
穏やかで⼈に対してとても優しい。 

でも、その⼈本⼈になることは不可能ですね。 

それこそ、その⼈の⽣活環境とか趣味思考、 
今までの⼈⽣経験を含めた⼈⽣の過ごし⽅の研究をして 

実戦をしてもその⼈にはなりきれません。 

でも、その⼈の今の幸せを感じ取ってくれと⾔われたらどうでしょう？



人気をレシピ化
人気というものは、自分で作ろうと思うと上手くいかない。 
思った途端、変なバイアスがかかって、舞い上がってしまう。

人間は、人によく思われようと意識すると、フワフワして 
思った通りにできなくなる生き物なのです。

⼈気は⾃分で作るのではなくて、⼈から⾒て学ぶ。 
⼈気がある⼈の、⾏動、所作、⾔動を真似してみる。 

⼈気のレシピを⼿に⼊れる。 



人気のレシピ化
憧れの⼈をイメージしましょう。   

そして、その⼈の⾏動のやり⽅やその時の⼼持ちを、事細かに観察し

てください。 

それさえあればかなり近いものは感じられるはずです。 
 
⼈気のポイントはすべてではなく、コツを⾒極めること。 
レシピの存在に気づくこと…。 

それをゆっくりと⽇常に⽤意してみること…。 



好きこそ物の上⼿なれ！ 
この⾔葉は、「好きなことだと没頭して修練する」という意味   

でも、他に「好きな⼈ほど真似しやすい」   

これもまた⾔えることです。 

好きな歌⼿の歌まねをしましょう。   

好きな俳優の仕草や⾔い回しを真似しましょう。 

⾃分が知らない間に「それっぽくなります」 

⾃分が知らない間に「⼈気者っぽくなりましょう！」



二十二の段　人気の気

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気の「気」とは
もし、あなたが⾃分を幸せな⽅向に向かわせたいと思うのでしたら、 

実はその⽅法はとても簡単なことです。 

⼼を整えて、どんな時も幸せでいようと思うこと。 

この世の誰もが平等に与えられている 
⾃然からのエネルギーをしっかり受け取ること。 

あなたの周りにあるものに気がついてください。 
そして、そっと⼿にしてみてください。 

それがあなたの⼈気を育ててくれる因⼦です。



人気の「気」を見つける
私たちは、自然の中で、「気」という言葉を 
日常的に慣れ親しんでいます

「元気になる」 
「勇気を与える」 
「覇気を付け」 
「活気を取り戻す」 
「本気になって」 
「陽気に振る舞う」

あなたの中にもありましたか？　「気」



「気」は醸成して「幸せ」に
私たちは、いつも「気」という⾃然のエネルギーに 

ささえられています。 

この「気」に気づいて⼼を整えることが実⾏できれば、 

きっと「幸せ」が宿ると思うのです。 

そして、その⾃然のエネルギーが纏まって、あなたに⼒を与えます。 

それが「⼈気」です。



⾃然を味⽅にして 
⾃分を味⽅にする

私たちの周りにある⾃然の⼒ 
その⾃然の⼒を⾃分のものにしてください。 

⾃分の中にある「気」は⾃然の中にあるそれに作⽤されています。 

海を⾒たら陽気になる。 
⼭に登ったら覇気が出る。 

⾃然は、あなたの中の「気」を崇福してくれます。 

「⼈気」です。 増幅した「気」を⼈気に活かす。



二十三の段　人気の力

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気の⼒
私たちは多くの情報の中で⽣活しています。 

情報過多の社会のそのほとんどが 
マイナス因⼦で溢れかえっています。 

 
ＴＶをつければ⽿を覆いたくなるような事件に、 

⽬を塞ぎたくなるような事故の数々。 

いくつものニュースが押し寄せるように現れ、そして時間と共に流れていきます。 

それが⾃分とは関係ないものであったとしても、 
その刺激は無意識にあなたの中に溶け込んでいます。 

⼈気の⼒が必要です。 



人気の力
マイナス因⼦は、突然、⾝近にも現れます。 
あなたの家族や知⼈に降りかかった災いや病への不安は、 
より強い情報としてあなたの⼼に蓄積されていきます。 

⼈⽣は波の様に押し寄せたり引いたりするもの。 

どんなマイナス因⼦でも⽴ち向かえる、 
そして跳ね返す強い⼒を持って欲しい。 

私たちが求めるものは、「⼈気の⼒」 
それは「幸せでいよう」と決める⼒です。 



人気の力
⼈間は感情で⽣きている動物です。 

⾃分の持っている「感情」を周りに刺激されて暮らしています。 

「⽀配感情」という⾔葉があります。 

⼈間が本能的に反応してしまうことを利⽤するものです。 
「不安」「恐怖」「混乱」「興奮」「憂慮」 

⾃分に降りかかるこの「⽀配感情の元」をはねつけてください。



⼈気の「⼒」を付けるクエスト
情報社会の中で、溢れてくるマイナス因⼦ 

できれば、これから離れてください。 
TVや新聞のマスメディアは⼀⽅向ですが、 

インターネットメディアは、⾃らそのマイナス因⼦を取りにいく。 

気をつけてください。 

しかし、情報をシャットアウトすることはできない。 
ですから、「⽀配感情」の情報がきたら、それを補う 

プラスの情報で補完する癖をつけてください。 



二十四の段　人気に通じる道

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気に通じる道 
⽇本⼈には、古来より通じる「道の美学」がある。 

華道や茶道等は、礼儀作法を⼤切にする 
⽇本の伝統的な芸術です。 

単なる技術ではなく、精神的なものを⾼める。 

どんなに上⼿な字が書かれた看板でも、 
私たちはペンキ屋さんのことを書道家とは⾔いません。 

この道を⼼に留めていくってどういうことでしょう。 

⼈気にも「道」があります。 



道
華道の世界では、

「花を活け、花を生け、花を生け、花を活け続けた最後に、 
究極に変わらない花のいのちを創り上げる」 
と表現するそうです。

人気もまた、造形ではなく、 
気持ちを込めることで深まる。

あなたは、すでに真似をして自分の人気のカタチを手に入れている。
次は気持ちです。



日本文化の道
海外でも高く評価されているこの日本の精神文化は、 
自然と人間の調和をテーマにしています。

そもそも、「道」は総合的な人材育成の仕組みです。 
それに触れることで、「人気」自体も醸成されます。

五感で感じてください。 
新たな知識や考え方を知り､好奇心を刺激してください。 
受けた感覚やその経験を普段の生活に役立ててください。 
人気は「道」で格段に上がります。



⽇本の伝統⽂化に真剣に触れてみる
森羅万象、⾃然を活かしめている⽣命も、 

あなたを活かしている⽣命もひとつかもしれない。 

⽇本⽂化である「道」を⾒つめる。 

難しいことは考えなくて良いですから、 
既にある「道」の型を⾒つけてください。 

その「型」を意識してください。 

「道」は、⼈気を無条件に形に習熟する⼿段です。



二十五の段　係

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



あなたの係 
⼩学校の頃、「係」を選んだ。 

もう少し⾔うと、何かを選ばなければいけなかった。 
保険係、体育係、飼育係…。 

⼈気のあるものから無いものまで。 

少し、⾯倒臭いけれど、 
私たちは、意外と真⾯⽬に「係」をやってきました。 

「係」は何のためにあるのでしょう？ 

あなたがひとりぼっちでいたら、「係」は必要ないのです。 



take care
実は人間は「ひとりになりたい」と思っている。

人に対して、自分はいい人でいようと思う。 
でも、それは疲れますよね。 
自然に、自動的に「いい人」でいられることはない。

だから疲れるんです。 
ひとりになって、楽をしたいと思うんです。

係だと思いましょう。 
私たちは、「係」をしっかりする経験をしてきましたから。



take care
「いい人係」 
これがあなたの人気の種です。

係が終わったら、ひとりになって目一杯、楽をしてください。 
だから、係の時は忠実に、立派にそれをこなしてください。

係の任務を頑張ってください。 
私たちの心や体は、その全てが自分たちの意思で 
動くわけではないんですよ。 
委ねてください。そして、あなたはその中の人気の係です。



あなたの係を決めてみる
1⽇の決まった時間に 

あなたの「係」を決めてみてください。 

最初は少しの時間でも構いません。 

ワタシたちは、「係」をこなすことを学んでいます。 
「係」に任命された経験と記憶がしっかりあります。 

絶対にうまくできます。 

あなたの「係」を決めてみてください。



二十六の段　突っ込ませどころ満載

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



エンタメで使われる⼿法
⼈気を引き起こす要素に「話題」があります。 

歌が上⼿い、下⼿。 
作品の出来の良し悪し。 

芸⼈のキャラクターの作りどころ。 

どちらかに触れていると、それは「話題」になります。 
失敗をしても、それと同じ効果があります。 

「なんだよ、アレ、突っ込みどころ満載だよ」 
そんな声が聞こえたら、こう思ってみてください。 

それは、「突っ込ませどころを満載」にしているんだよ。



発信
SNSで自分を表現する人は、とても多い。

写真を載せるにしても、 
自分の状況を伝える文章にしても。 
必ず「よく見せたい」と思いながらやる。

ほとんどの人がそうです。 
花と一緒に笑顔の自分。

間違いではありません。 
でも、気が付きましょう、みんな同じ土俵で発信している。



表現
前衛的だ、芸術的だ。 
こう言った表現の中には、「稀に見えるそれ」があります。

人は、「常識」と言うバブルの中にいます。 
そこにいることに、この上ない「安心」を得ます。

前衛的、芸術的にならなくても、同じ効果を持てる。 
それが、「突っ込ませどころ」を作るよ言うこと。 
用意しておくのです。 
相手が、安心して、それに突っ込む場所を。



あなたの突っ込ませどころは？
花と⼀緒に写真を撮ってみる。 

SNSで同じような写真を⾒つけてみる。 

相⼿は、世間は、他⼈はその２つ（実は複数）を⾒ています。 

その２つ（もしくはそれら）の中で⾃分の違いを作る。 
誰でもできる違いは、あえて「突っ込ませる」ポイント。 

そこに話題の本を作る。 

⼈気の⼤きな要素に「話題」があります。



アイデンティティ

二十七の段　モチベーション・ 
　　　　マネジメント

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



モチベーション・マネジメント

⽇々の暮らしの中で憂鬱になることも多いです。 

そんな中で、モチベーションをコントロールすることは、 
⽇々の活⼒にとってとっても⼤切です。 

何事もまず、やる気をだしてこそ！です。 
でも、四六時中、やる気を出していたら疲れてしまいますよね？ 

やる気をずっと続けて⾏くにはどうしたら良いと思いますか？



変えられるものを見極める
⼈間にとってやる気のコントロールというのは、「変えられるもの」
に、そのエネルギーを集中することです。 

よく、バス停でイライラとバスが来る⽅向を何度も⾒ている⼈がいま
す。おそらくは約束に遅れそうなのにバスがなかなか来ないことで、
イライラしているのでしょうね。 

でもよく考えると、これは受動的に受け⽌めなければならない⾏為で
す。バスの来る先を⾒つめれば、バスが早くなるのではありません。



変えられるもの
「変えられるもの」の第⼀に「思考」と「⾏動」があります。 
これに対して「感情」「⽣理反応」といったものは変えるに 
難しい類です。 

顕著な変えられない例としては、「他⼈」があります。「⾃分」に対
して、「他⼈」は、その価値判断基準がまったく別物です。 
 

これを⼒ずくで変えていく、⾔わば「北⾵マネージメント」をするこ
とは、⼤きなストレス源になってしまうのです。



モチベーションは、 
変えられるを⾒つけること

「思考」と「⾏動」は、変えられるもの。  
「感情」「⽣理反応」は変えられないもの。 

「未来」は変えられるもの「過去」は変えられないもの。 
「⾃分」は変えられるもの「相⼿」は変えられないもの。 

そのために、⾃分が選んだ理想のアバターも 
「他に類を⾒ない」視点で選びましょう。 

モチベーションをマネージメントするとは、この変えられるものを 
しっかり認識し、そこにエネルギーを集中していくこと。



アイデンティティ

二十八の段　未来を創造する　

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈との違いを決めてみる
いつも⼈と違ったことを考えて⾏動したがる⼈がいます。 

ただの”あまのじゃく＂の話ではありません。 

その⼈は常識がきらいなのでしょうか？ 
⼈との違いを考えて⾏動することは、⽇本⼈の不得意分野。 

その結果、⾮常識だと⾔われることが怖いのです。 

ただ、その「⾮常識の蜜の味」が、⼈気を作るいい材料となります。 
だから、普通ではないこと、誰もがしないことをするのです。 

思い切ってみてください。 
⼈との違いを決めてみる。 



失敗のスピード
誰もがしないことをすると、失敗するかもしれません。 
しかし、人との違いをチャレンジする人は、それを受け入れる。

当たり前ですが、失敗をしない人などいません。 
人との違いをチャレンジする人は、

失敗したら、またすぐに別のものを試します。

そして結果を⾒ながらまた試⾏錯誤していきます。 

人気を創る大きなポイントは改善法（PDCA）。



未来の予測
 未来を「予測」してください。 
 そして、未来を「創造」してください。 
 未来を「予測」する最良の⽅法は、 
 それを「発明」することだそうです。 

明⽇は創るもの。 
未来に⾃分を合わせるのではなく、⾃分に未来を合わせるのです。
全てを知っている⼈などいません。 
⼤丈夫です。⾃分を信じましょう。そこから全ては始まります。 



未来を想像するクエスト
⼈との違いを考えて紙に書き出してみる。 

⾃分で納得する「⼈との違い」を全て頭の中から出す。 

全て出し切ったら、少し離れて、書いた内容を俯瞰で⾒る。 
そして、⼈との違いは「こんなもんか」と思う。 

⼈との違いに、ネガティブなものがあったら、ポジティブに⾔い直す。 
その全てが、⾃分の強み、武器である。 

それを、⾃信を持って試していきましょう。



アイデンティティ

二十九の段　区別と完了

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気の定義は、ほんの少しの違い。 

モノゴトは、それが簡単か難しいかではなく、 
それ⾃体の正体がわかっているかです。 

わかっているようで、できていない。 
それが、他のものとどう違うかを⾒極めて、 

定義する。 

この世の中には「似て⾮なるもの」がいっぱいあります。 

その⾔葉の意味を区別し、 
それを完了することによって利⽤価値となるのです。



区別と完了
⼀週間が過ぎるのが早いなぁと思うことはありませんか？ 

それがとても充実した⽇々の場合でも、あまり充実感がなかった 
場合でも問題がありますが、 

問題なのは後者です。 

後者は気持ちもトーンダウンしてしまうのですね。 

できるだけそうしたくない。ならばどうしましょう？ 

⾃分を整理することをやってみてはどうでしょう。 



区別と完了
区別と完了をしてみましょう。

似て⾮なるモノには何があるでしょうか？
「事実」と「真実」、「収入」と「収益」、「力不足」と「役不足」	

「事実」と「真実」 
「収⼊」と「収益」 
「⼒不⾜」と「役不⾜」 

⾝の回りのものを「区別」して「完了」してみましょう。 



⾃分ごとを⾒つめ直す。 
そしてそれの「区別と完了」をする。

今回のクエストは、「区別と完了」。 

今⽇１⽇の出来事を、 
仕事でこなすべきタスクを。 

思い返してみて、それが、他のものと違うことを、 
理解しましょう。 

違いを明確にして、理解する。 
それを続けてみると、モチベーションが⽣まれる。 それが⼈気。



アイデンティティ

三十の段　自然の中にある人気

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⾃然の中にある⼈気 

⼈はどうしても⼈の⽬を気にしたり、 

他⼈の意⾒に合わせてしまったり遠慮したりします。 

とにかく⼈の意⾒を気にしすぎなのです。 

でも⼤丈夫です。 

⼈気になる⽅法は、⾃然の中に⽣きているその価値観の 

『軸』がぶれないように維持すれば問題無いのです。 

草花は、ただ⾃分の思い通りに⾃由に⽣きています。 

そして、そのために必要な事柄が『時間と健康と優しい気持ち』 です。



人気者にしてくれる鍵
⼈⽣って本当に思いどおりにならない、⼿かせ⾜かせを付けられた 

奴隷のようなものだと思ってませんか？ 

ほとんどの⼈間、鍵のかかっていない牢獄に住んでいる。 

でも、⼈気者になりたかったら、わざわざそんな遠回りをしなくて

も、そう決めるだけで良いのです。 

決めてください。 

⼈気者になりたかったら、そう決めるだけでよい。 



時間と健康と優しい気持ち
この3つの事柄を⼿にすれば、⼈気を⼿にするアクティビティーが 

できます。 

そして、⾃分ならではの⼈気に合わせてこの事柄を⾃分のアバターに

添えてみましょう。 

テレビが⾔っていることとか、⼈にどう思われているだとかではな

く、⾃分が⽰したい存在を考えるべきです。 



⾃然の中に⾝を置いてみましょう。 
⾃然を⾒てみましょう。

この「秘伝の設計書」も、この段で約６０％ほどが経過しました。 
「考え⽅」や「テクニック」が染み込んでいたら嬉しいです。 

物事を習得するということ、 
それは、実は全て同じ成り⽴ちで出来上がっています。 

⼀つ⼀つを積み重ねていると、 
その全てが実は⾃分を包んでいる⾃然の中にあることに気がつく。 

それに気がついたときに、本当の⼈気が腑に落ちる。 



三十一の段　同じ立場の声

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



横からの声
⼈気を集めようと躍起になる。 

それは、ともするとエンロール（説得）として現れ、 
まるでかわし技のようにスルリと逃げていく。 

動物を捕まえようとする時に、 
それと似た経験はありませんか？ 

実は、声には、前からの声と横からの声があります。 
前⽅の声は、ハザードが⾼い。 

横からの声は、なぜか応援に聞こえるものです。



レピュテイション
残念なことですが、 
物事のほとんどは、これで出来ています。 
レピュテイション＝評判

一つ目小僧の国に行って、暮らし始めた結果、 
目は一つが正しいと、目を一つ潰してしまった。

⼈気と評判は、似て⾮なるものですが、 
相互作⽤する薬でもあり、毒でもある。 



バンドワゴン効果
こんな売り文句を聞いたことありませんか？ 
１０秒に１個売れてます！ 
お客様満足度第１位！

これは「バンドワゴン効果」と言って、 
優勢な意見や主張にひきづられ、 
同調する現象です。

友達が好きだと⾔っていたアイドルがよく⾒えてくる。 
⼈気のきっかけは、同調の仕掛けが多い。 



その⼈の横の⼈の声を使う 
⼈気を作っていく声には順番がある。   

⾃分の声の前に、横の⼈の声 

つまりは、評判ということです。 

どうやったら、効果的な評判になるか。 

どうやったら、同調する環境が作れるか。  

ちょっと、ズルいとお思いですか？ 

⼈気の中には「ズルい」はいっぱいありますよ。



三十二の段　権威性

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



信⽤される声
その⼈が勧めるのなら、安⼼するという⼈。 
医師、弁護⼠、⼤学教授、スポーツ選⼿…、 

そのカテゴリーのことをよく知っている。 
その⼈を⾒る知識がある。 

こんな⼈たちから推奨されると、 
⼀気に評判も⼈気も上がります。 

権威性 
設計をする時には、必ず⽤意しておきたい調味料



広告手法
権威性 
実は、TVCMで芸能人を使うのもこの手法です。

化粧品のTVCMをみると、 
「私もあんなふうに美しくなりたい」 
と思うことに合わせて、 
「あの人が使っているのなら間違いない」 
という安心が大きな決め手になっています。

あなたは、誰に紹介されたら効果的ですか？



信頼＝専門＋権威　→　人気
専門性と権威があっても、人はすぐに信頼するとは限りません。 
 
それを作る要素が、 
あなたの能力を適性に評価し、成長をサポートしてくれているか。 
また、いざとなったときに助けてくれるのか。

という要素、つまりディレクションです。 
 
権威性とは、与えられるものとせず、自ら作るもの。



権威性を使ったコピーを作ってみる 
医師も認めたダイエット・メソッド   

シェフお墨付きの調味料 

プロが認めたスポーツ理論 

あなたの⼈気を裏付ける 

誰の⾔葉か、どんな⾔葉が良いか 

考えてみてください。 

 

キャッチフレーズのように短い⽂章が良いです。



三十三の段　ビフォー・アフター

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼀⽬瞭然
ライザップのCMを思い浮かべてください。 

だらしなく太った体が、別⼈のように引き締まる。 
お決まりの変⾝BGMとキラキラの装飾。 

 
「たった１ヶ⽉で１０kgの原料！」 

「結果にコミットする」のキャッチフレーズ。 
ここに現れているのは、ビフォーアフターの戦略。 

写真を使って、明確な事実を⽰す、 
そして、それはあなたにもできると伝える。 

「誰にでも」ではなく「あなたにも」。 



人気の正体
⼈気の正体を明かすと、それは「信⽤」です。 
相⼿に対して、「⼤丈夫だ」と思わせるチカラ。 
それを、明確に⽰すことで強い⼈気が作られる。 

⼈は、失敗から這い上がったストーリーを好みます。 

どん底から這い上がった、 
⾃分でも同じようにできるかもしれない。 

⾃信を持ってそれを与えれば、⼈気はついてきます。 



人気の視点
ビフォー・アフターを見せるポイントは、「始まり」と「結果」 
ではなく、「過程」が大切である。 
 
ビフォー・アフターに見る視点 
相手に伝わる伝え方には、３つの視点があります。 
自分視点  
神様視点  
相手視点

ビフォー・アフターの過程を３つの視点で伝えてみる。



ビフォー・アフターのクエスト
「現状」と「望むべき未来」を考える。 

⼆つの状態の間にあるマイルストーンを考える。 
マイルストーンの数は、多ければ多いほどよい。 
それぞれのマイルストーンに３つの視点を考える。 

例えば、「笑顔で魅了する」のであれば、 
   ⾃分視点：笑顔ををお届けします  
   神様視点：笑顔が届けられます  
   相⼿視点：笑顔を受け取れます 

相⼿が体験として感じられるように伝えましょう。 



三十四の段　ザイガニック

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



続きはCMの後で 
⼈間は「完結しているもの」より「未完」に興味を持つ。 

物事を盛り上がった段階で終わらせる。 
次を知りたいと思わせる。 

⼈間は完結すると安⼼して離れていきます。 

⾃分の⾔いたいことだけを、 
延々と話すことは「⼈気」の逆効果。 

校⻑先⽣の⻑話にありがちです。 

続きが気になるをいつも意識して。 



“未完” に惹きつけられる法則
未完成なパズルは埋めたくなる。 
中途半端だとモヤモヤする。 
 
言葉のすべてを言いきらない。 
余白を残しながら、段落に分けて伝える。 
 
「いったい次は何が出てくるのか？」 
そう思わせる言い方や話の間を使うことで、関心を惹きつけます。

スティーブ・ジョブスの話のあの”間”を取り入れてください。



主張の数を先に知らせる
「人気には3つの秘密があります」 
こう聞くと、「3つって何だろう？」と聴き手に興味を抱かせます。

また、話のポイントを数で知らせることで、 
聴き手の負担が減らして、把握してもらいやすくなります。

その効果を自分で体感してみましょう。 
掃除を途中でやめてみる。 
包丁を使わずに料理をしてみる。 
ザイガニックを知るには、気持ち悪さを知ることです。



シェヘラザードになれ！
千夜⼀夜物語（アラビアンナイト）の語り部 

シェヘラザードは、毎回、話の終わりにこう⾔います。 
「明⽇の話はもっとおもしろいですよ」 

更に、彼⼥の話のテクニックにこれがあります。 
「沈黙」 

⾔葉に詰まったわけではない、わざと黙る。 
ヒトラーは演説の壇上に上がって群衆に向かって話し始めるまで、 

30秒も沈黙した。 
「間」を使った話し⽅をつかみ取ってください。



三十五の段　バンドワゴン

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



同調⼼理 
特に⽇本⼈はこの傾向が⾼い。 

強い意⾒や多くの声に引っ張られてしまう。 
あの⼦もあの⼦も⾔っているんだから、ワタシも…。 

良くも悪くも「みんな持っているから安⼼」。 

優勢な意⾒や主張に引っ張られる。 
全体を⾒渡した上で、賢く使ってみましょう。 

ただし、劇薬です。 

使い⽅を間違えると⼤きな痛⼿も⾷います。 



行列のできるラーメン屋
育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない♬

そうであるはずなのに、パクチーやセロリも食べるようになる。 
「えっ？パクチーが食べられないの？」

これを翻訳すると、 
「この味が分からないなんて、味音痴なんじゃない？」

この心理が、「行列のできているラーメン屋は絶対に美味い」 
につながるのです。

権威、有識、常識　人間の持つ性を見極める。　



イノベーター理論
イノベーター理論とは、 
消費者を5つの層に分類することにより、 
新しい商品やサービスがどのように市場に普及していくのかを 
分析した理論です。

 イノベーター理論では、 
市場に普及するためには、全体の16％にあたる、 
新しいものを受け入れやすい人たちに浸透することがカギだとしてい
ます。

この16％を操れるようになれば…。



あの あなたの魅⼒を伝える16％を 
⾒つけて、発信してもらう。

あなたの⽬標値を決めましょう。 
例えば、100⼈のファンを作るが⽬的であれば、 

16％の16⼈の集め⽅がポイントです。 
そして、その16⼈が、⾔いたくて仕⽅がない情報を⽤意する。 

あなたは、100⼈に声をかける必要はありません。 
濃い16⼈が、残りを集めてくれます。 



三十六の段　５センス

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



五感に訴える
スパイシーな⾹りと刺激的な味、 
汗が出るほど暑く感じる旨味の感覚。 

こう話すと、なぜかカレーが⾷べたくなる。 
イメージしたら、もう「今夜はカレーだな」となる。 
カレーのCMは、⾷べるシーンがつきものです。 

情報というものは、伝える武器によって⼤きく変わる。 
例えば、あなたの武器が声であれば、 

話し⽅を変えるだけで、ファンは何倍にもなる。 



イメージさせたら８割終了
視覚・聴覚・収穫・味覚・触覚

人間の五感に訴えかけられた情報は、即、想像につながります。 
そして、その想像は自動的に膨らんでいく。 
 
つまりは、あなたの「人気」は、五感に訴えることで、 
何倍もの効果になるのです。

状況に合わせて、どの五感にどのように訴求するかを考えましょう。



空間
五感に訴えるのは、あなた自身によるものだけではありません。 
どちらかといえば、あなたを取り巻く空間に価値が出ます。

気流の流れ、温熱感、オンライン・コミュニケーションでは、 
声の聞こえ方や、動画に映し出される背景も重要です。

例えば、初めての人と電話で話す。 
「声」という情報に意識を集中させて、他を想像する。 
無いものを意識することで、イメージができる。 
「無い」ストレスを解放していってパズルを完成させる。



あなたの魅⼒をセグメントして伝える
兎⾓、現代は情報過多。 

SNS⼀つをとっても、いろんな伝え⽅ができる。 

あれもこれもをやっていませんか？ 
正⾯ニコパチの写真よりも後ろ姿。 

声だけで伝える環境であえて「間」を使う。 
 

ONLINEでは伝わらない「嗅覚」「味覚」「触覚」を 
OFFLINEで集中して伝える。 

状況を⾒て、５感情報をセグメントしてみてください。



アイデンティティ

三十七の段　アグリー

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



相⼿を承認する
⼈間は、みな認められると嬉しいものです。 
認められたくて⾏動しているのです。 

承認の伝え⽅には、ポイントがあります。 
①事実であること 

嘘の承認は響きません。 
②誰か、何かと⽐較しない。 
相⼿とあなただけの承認です。 

③押し付けない 
承認した後にゆっくりと相⼿の表情が変わるのを待つ 



承認とは、「褒める」？
⼈間褒められるといい気分になる。 
しかし、承認とは、「褒める」ことだけではありません。 

⾔葉の通り「認める」も承認。 
相⼿を認めて、労いの⾔葉をかけてあげましょう。 

「感情を共有する」も承認。 
相⼿の為を思って、相⼿に合わせて喜怒哀楽を⾒せるのは、 
優しさの⼀つです。 



社会目線の承認
社会⽬線の承認メッセージを与えると、 
あなたからの承認メッセージに加えてに充実感や達成感を 
相⼿に感じさせることができます。 

社会的な承認のポイント 
①存在 
②⾏動 
③成果 
この３つを使って、相⼿を認めてあげましょう。 



⼈気とは、⾃分が欲しいことを 
相⼿に与えること

⾃分が欲しいことを書き出しましょう。 
それを、相⼿の興味と照らし合わせましょう。 

「それ」が、相⼿の興味に合致していたら、 
「それ」を相⼿に与えましょう。 

「それ」を⼿にした相⼿を 
認めて、褒めて、感情を共有しましょう。 

最後に、第三者や世間の声として「承認」をしましょう。 

モ



アイデンティティ

三十八の段　エネミー　

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



敵を作る
その⼈は、ストレスを抱えている。 
しかし、その正体が明確でない。 

その「正体」を明確にしてあげましょう。 
そして、それに対して⼀緒に戦う。 

その⼈をそれから守ると表明するのです。 

正義の味⽅としてあなたを⾒てもらう。 
その⼈は、ヒーローを待ち望んでいるのです。 

ヒーローが現れる場⾯を想像してください。 
ヒーローが現れるきっかけを想像してください。 



敵の認識
間違ってしまいがちなのは、相手が「敵だと認識」する前に行動する
ことです。

敵の存在を知る。 
敵の脅威や、不安を知る。 
それがあって、初めて戦ってくれる正義の味方の存在が高くなる。

政治を見てください。 
ここも、この原理で成り立っています。野党は言います。 
「あなたのために、あの政党のやっていることを正しましょう！」



裏付けデータ
相⼿に「敵」を認識させる明確なポイント、 
それが、データです。 
明確なデータの裏付け、証拠は意識を⾼めます。 

そして、この明確な証拠を元に、相⼿のストレスを取る⼿段を考えま
しょう。 
やってはいけないのは、挑発だけのためにそれを使わないこと。
これは、ともすると逆効果になります。 
その敵の敵だけど、あなたも敵にされないように。 



「敵」を作るとは、存在の明確化
「ロッキー」のようなファイティング系の映画を⾒ていて、 

感情移⼊すると、主⼈公の相⼿に敵意を感じる。 

それを増⻑するようなデータや証拠を⾒せ、 
主⼈公がピンチになる場⾯を創出する。 

エンタテインメントの話ですが、現実もこうやって作られている場合がある。 
使い⽅を間違えると、かなりの劇薬です。 

「敵を知り、その⼈の味⽅になる」をしっかりと。



アイデンティティ

三十九の段　ストーリー

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈はストーリーに反応する 

どんなに難しい数学の記述も、専⾨的な医学のデータも 
それが、TVドラマや映画だと意識的に⾒る。 

これが「物語」のチカラです。 

物語はそこに登場する⼈物の性格や⾏動を通して、 
⾒ている⼈に感情移⼊させます。 

あなたの⾃⼰紹介に、ストーリーを意識しましょう。 
 

あなたの出来事を受け⼿の感情に植え付ける 
もう⼀度思い返してください。 



ピンチを演出
人は、とにかく不幸が好きです。 
それも、人の不幸が。「人の不幸は蜜の味』

自慢話や、当たり前の話は人ごとでも、 
不幸話は自分が上に立って聞き出します。

あえて、ピンチを演出しましょう。

そして、そのピンチから、決死の覚悟で脱出した。 
頑張って、ここまでたどり着いたことを示しましょう。



冒険の物語
⼈⽣の機微、趣きと⾔ったものは、冒険に似ています。 
⼈⽣におけるピンチも、それを作った敵がいます。 
そして、それと対峙して、戦うための武器を持ちます。 
その武器は、運命的に出会った賢者から教えてもらった。 

ロールプレイングゲームのようですが、 
こういった、起伏が、聞いている⼈、⾒ている⼈に、 
感情を移⼊させるポイントになります。



マイストーリーを描きましょう
あなたの成り⽴ち 

どんな⼦供時代だったのか、環境はどうだったか 

あなたが、経験した挫折 
それを乗り越えるために出会った⼈ 

その出会いから学んだ、もしくは⽬覚めたこと 

しかし、また苦難はやってくる。 
あなたは⼿にした武器を⼿に、敵（苦難）と戦い勝利する。 

「今の⾃分があるのは、こんな物語なんです」を表明しましょう。



アイデンティティ

四十の段　プレイバックPART2

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



ここまでの振り返り 

ここまで、４０回に渡り「⼈気者設計」を⾏なってきました。 
ここで、もう⼀度原点を振り返ってみましょう。 

⼈気は科学です。 

いくつもの要素（ファクター）を積み重ねることで、 
誰もが、間違いなく⼈気者になれます。 

しかし、⼀番⼤切なのは相⼿だということ。 
「あなたごと」 

 
後半、２１の段以後を 

もう⼀度思い返してください。 



チェック・タイトル
㉑　レシピ 
㉒　人気の気 
㉓　人気の力 
㉔　人気に通じる道 
㉕　係 
㉖　突っ込ませどころ満載 
㉗　モチベーション・マネジメント 
㉘　未来を創造する 
㉙　区別と完了 
㉚　Just Do it



チェック・タイトル
㉛ 同じ⽴場の声 
㉜ 権威性 
㉝ ビフォー・アフター 
㉞ ザイガニック 
㉟ バンドワゴン 
㊱ ５センス 
㊲ アグリー 
㊳ エネミー 
㊴ ストーリー 
⑳ プレイバックPART2



⾃分ではなく⾃分のアバターを 
⼈気者にする＝プロデュース

このまでのファクターが無事こなせていたら、 
あなたは、間違いなく、プロデュース⼒が上がっています。 

⾃分には⾃信がないという⼈も、理想の芸能⼈はいる。 
好きな対象がいるのであれば、その⼈に注⽬できる。 

そして、⾃分のアバターにそれを真似させる。 

それに加えて、いくつかのファクターをこなしていけば、 
確実に⼈気者は出来上がっていきます。 



四十一の段　プラシーボ効果

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



プラシーボ効果
プラシーボ効果という⾔葉をご存知ですか？ 

いわゆる偽薬効果のことで、医療機関では良く⽤いる⽅法です。 
例えば⼩⻨粉を薬と偽って患者に与えたとします。 

そうすると相当の確率で病気に効き⽬があることが⽴証されており、 
確固たる科学的現象として広く認められています。 

これは、与えられた薬剤が必ず効き⽬があると暗黙のうちに信じた結果、 
脳内にベータ･エンドルフィンという脳内ホルモンが抽出されたためです。 

プラシーボ効果が⽣まれるのは、⼈間が思い込むからです。 
思い込んでください。騙されてください。 

⼈気は、そこから始まります。



人気者になるブラシーボ
思い込みが好ましい場合は、好ましい結果をもたらし、 
逆もまた結果となります。 
そして、この思い込みは⾔葉によって構成されています。 

思い込みは⼝ぐせを作り、⼝ぐせは思い込みを作ります。 
ほとんどの宗教が「祈りの⾔葉を何度も唱えなさい」と教えるのは、
繰り返し唱えることで、その内容がだんだん確信へと⾼まっていくか
らです。 

いつも「⼈気者になる」というプラシーボ効果を信じなさい。



鍵
ほとんどの⼈間、鍵のかかっていない牢獄に住んでいる。 
それに気付かずに、⼈⽣を⾃由に幸せにしてくれる鍵を求めて、 
⼀⽣懸命仕事をしたり、お⾦儲けに⾎眼にまっているのです。 
 

⼈気者になりたかったら、わざわざそんな遠回りをしなくても、 
そう決めるだけで良いのです。 

⼈気者になるために⼀⽣懸命、我慢していろいろなことを 
追い求めなくても良いのです。 

⼈気者になりたかったら、そう決めるだけでよいのです。 



⾃分をプラシーボするクエスト 
今⽇着ている服は、みんなの注⽬を浴びている  

誰もが、あなたと会話をしたがっている。  

なぜなら、今⽇のあなたは素敵だから。 
 

素敵だと思われているものは何ですか？   

ファッション？お化粧？笑顔？ 

あなたが注⽬を浴びている理由をあげましょう。 

そして、今⽇⼀⽇、それが相⼿に認められていると思って過ごしましょう。



四十二の段　加速度

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



モノゴトには、全て、加速度がある
⼈気者になる為に 知っておかなければならない 

「⽬標」の⽴て⽅をお話します。 
あなたが、⾃分で⽴てた⽬標が達成できないのは、 

「⽬標の⽴て⽅が間違っている！」からです。 

例えば、１ヶ⽉で１０kgのダイエットを計画します。 
すると、多くの⼈は１０ｋｇを３０⽇で割って 

（１０ｋｇ÷３０＝0.３３ｋｇ）という⾵に計算してしまいます。 
そして３３０gを毎⽇痩せれば、 

⽬標に到達できると「錯覚」してしまうのです。 

しかし、これは「⼤きな」間違いです。  
物事には「加速」という原理があります。



加速度の法則を身につけろ！
例えば、⼤きな岩を１００ｍ転がしたいとします。 
⼤きくて重い岩をを両⼿で⼀⽣懸命プッシュとします。 
 

最初は死に物狂いで押さないといけないかもしれません。 
しかし、１ｍを超えた時、２ｍを超えた時、徐々に岩が転がる 
スピードがどんどん増していく事に気が付くと思います。 

⼀度岩が転がり出すと、全⼒でプッシュしなくても岩が「⾃分で」転
がっていく事に気が付くのです。 

これが「加速」なのです。これが「モメンタム」なんです。 
⼈気になる⽅法も同じ、全て「加速」の原理で働くのです。 



加速度の法則
例えば、具体的なダイエット⽬標の設定⽅法とは。 

ステップ１： まず⽬標のダイエット値を決める。 
       （１０ｋｇ／１ヶ⽉） 
ステップ２： ⽬標値の１０％を出す。（１０ｋｇ×１０％＝１ｋｇ） 
ステップ３： その１０％を今⽇から１週間以内に痩せる⽬標を⽴てる。   
       （１ｋｇ） 
ステップ４： 次の１週間に今度は２０％痩せる⽬標を⽴てる。 
       （２ｋｇ） 
ステップ５： 次の１週間に今度は３０％痩せる⽬標を⽴てる。 
       （３ｋｇ） 
ステップ６： 最後の１週間に４０％痩せる⽬標を⽴てる。 
       （４ｋｇ） 



加速度の法則を実践するワーク
あなたの⽣活の中にあるものに、 

加速度の法則に則って、実践してみてください。 

まず、⽬標値（ゴール）を決めます。 

ゴールまでの距離（内容）を４分割します。 
最初は、１０％ 次に２０％ 
次に３０％ そして４０％ 

この割合で、達成するようにワークする。



四十三の段　行動することには 
　　　魔法がある

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



「⾏動することには魔法がある」
ゲーテの⾔葉です。 

⼈間はもっともっと⾃由なはずなのです。 
⾃分のすべてを⾃分が選ぶことができるはずです。 

 
1年先に⾃分は何をやっているか思い描いてみましょう。 

どういうスケジュールであなたはこの1年を過ごすのでしょうか？ 
今、何を始めるのでしょうか？ 

 
今ある問題を後回しにしようとしていませんか？ 

それは、嫌なことだと思ってまいせんか？ 
 

⾏動することには魔法がある。 



フレーミング
ものごとの多くは”フレーミング”と⾔うマジックにかけられています。 
フレーミングとは、「古びた茶碗が、古物雑貨店に置いてある時と、博
物館に飾ってあるのとでは、モノが違って⾒える。」というあれです。 

もちろん外⾒に捉われず、モノの本質を⾒極める⼒を持つことはとても
⼤切ですが、なかなかそう上⼿く⾏かない。 

逆にモノを最⼤限良く⾒せる技として、フレーミングの使い⼿になって
みたらどうでしょう。 
誠意と共にであれば、きっと周りを楽しくできます。状況に合わせて、
モノを、⾃分を違って⾒せる。 

今の貴⽅は、古物雑貨店？それとも博物館？ 



オートパイロットシステム
私たちの⾃律神経系という古い脳も、意識が引き⾦となって体内化学
反応系を⽀配し、結果として意識内容を実現するそうです。 
つまり、私たちは、⾃動⽬的達成装置を作り出しているということ。 

「努⼒が⾜りない」とか「運がなかった」「能⼒が不⾜していた」 
「間違った望みを持った」などと、⾊々な理由を挙げますが、実は⾃
動⽬的達成装置を正しく作動させなかっただけのこと。 

そうであれば、「余裕がない」「とても無理」という⾔葉は、⼈⽣上
の禁句ですね。 
この⾔葉が、⼈の⾃動⽬的達成装置を狂わせるからです。 



⾏動のクエスト
ここまで、あなたは「いくつもの気づき」が有ったったはずです。 

さて、その気づきや納得を実践していますか？ 
今回は⾏動のクエストです。 

今まで、気づいたことを、実践してみましょう。 

あなたは、フレーミングにとらわれています。 
あなたには、オートパイロットシステムが備わっています。 

怖がらないでください。 
やってみる。 「⾏動⾏動することには、魔法がある」 



四十四の段　人気者になる方法

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気者になる⽅法 
⼈はどうしても⼈の⽬を気にしたり、他⼈の意⾒に合わせてしまったり 

遠慮したりします。 

テレビの有名⼈が⾔っている事を真に受けたり。 
⼀般的に⼈気がある事に興味を⽰したり。 
⼈にどう思われるかを異常に気にしたり。 
とにかく⼈の意⾒を気にしすぎなのです。 

でも⼤丈夫です。 
⼈気者になる⽅法は、⾃然の中に⽣きているその価値観の 
『軸』がぶれないように維持すれば問題無いのです。 



ガラスを壊せ！
⾃分が嫌いになることはありませんか？ 
でも安⼼してください。⾃分が嫌でたまらなくなるのは⽣きてる 
証拠なんだそうです。 
但し、その嫌いな⾃分とこれからも付き合うつもりがないのなら、
⾃分とオサラバしなくては・・・。 

その姿をハンマーでこなごなにたたきわってください。 
思いっきり！ 

完全に⾃分をなくしてしまったら、⾃分が尊敬するヒーローを思い
浮かべる。そしてその⼈だったら、今何をするかを考えてみます。 



時間と健康と優しい気持ち
この3つの事柄を⼿にすれば幸せを感じるアクティビティーが 
できると思います。 
そして、⾃分ならではの幸せに合わせてこの事柄を揃えればよい
のです。 

テレビが⾔っていることとか、⼈にどう思われているだとかを 

考えるより、もっと基本的に⼈気者になる事を考えるべきだと思
うのです。 



嫌いな⾃分を消去して 
⾃分の好きな価値観を上書きする

⾃分の中の価値観に気づいたら、もう⼀度考えて紙に書いて⾒ましょう。 

⽇本⽂化である「道」を⾒つめる。 

⼈気者になる⽅法は、⾃然の中に⽣きているその価値観の『軸』が 

ぶれないように維持すれば問題無いのです。 

⼀度⽴ち⽌まって、ただ⾃分の思い通りに⾃由に⽣きてください。



四十五の段　決着

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



迷いとの決別 
迷う。 ⼈間はよく迷います。 

毎⽇、いろんなことに、のべつ幕なし、⼿当たり次第、迷っています。 

レストランに⼊れば、ハンバーグの種類に、今週のスケジュールの調整に、 
はたまた、朝、⽬覚まし時計より早く起きてしまった時どうするかなんて・・・。 

もう迷うのは⽌めましょう。 
保留するのは⽌しましょう！ 

そして、とうとう結果を決めて、それに向かって進み始めるのです。 
そうです。結果が決まってないから迷っていたのです。 
やるということが決まってなかったら保留してたんです。



決着
決別したあなたは、いよいよ身軽です。 
引越し前の新しい部屋のようです。

しかし、ここに、前の持ってきた荷物を運び入れれば、 
前の部屋と同じように、やっぱり狭くなってしまう。

決別したのですから、舞い戻ってはダメです。 
気のみ着のまま、新しい世界に一から出直す。 
それが決着です。 
怖がらないでください。　未来は必ず明るい。



２つのモチベーション
会話していると気づきます。 
モチベーションには 
「恐怖のモチベーション」と「報酬のモチベーション」があるという
ことを。いわゆる「アメとムチ」です。 

ただ単純に⽔をやるだけでは植物は育たない。 
プラス要因を利⽤するだけではなく、 マイナス要因を利⽤する⼿法
も必要なのです。 

あなたのモチベーションをあげるために、この２つをしっかり書き出
してみましょう。  



モチベーション 
マネジメントワーク

①  ⾃分にとって「恐怖」とは何か、 
 「それが起こってしまうとしたら嫌だからやる」という事柄はなんなのか？ 
 
②  ⾃分にとって「報酬」とは何か、 
 それは、名誉？経済的なもの、考えられる事柄はなんなのか？ 

たくさんある⽅が良いですね。 
しっかり考えて書き出しましょう。 



四十六の段　手段と目的

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼿段と⽬的
あなたはこれと決めたら⼀途に成し遂げるタイプですか？ 

こう⾔う⼈は、⼀⽣懸命やるあまりに、 

いったいそれを何のためにやっていたのかを 

⾒失ってしまうこともしばしばです。 

「⼿段が⽬的になる」という⾔葉があります。 

最初は意思⾼く始めたことも、同じことを繰り返しているうちに、 

いつしか⽬的を忘れて⼿段のみを繰り返す「無⽬的⼈間」のことです。



習慣
習慣は⼈格が着ている着物と⾔われます。 

習慣の中でもモロに⼈間に影響を与えるのが「思考習慣」だと⾔われ

ています。 

⽬先の現実にのめり込んでしまって肝⼼の夢の実現を忘れてしまって

はいけません。 

⽴ち⽌まって考えてみましょう、それは「⽬的」なのか「⼿段」なの

か。「⼈気」を履き違える落とし⽳が⼿段と⽬的



オートリルート機能
意外と⾔葉は不確定なもの、話しながら帳尻を合わせることで⾃分の
意⾒を正当化することも、しばしばあります。 
しかし、これがは相⼿を混乱させる最⼤の要因だと⾔われています。 

話を始めるときはそれが何の話で何を⾔いたいかを常に明確にしま
しょう。 
その尺度が⾃分で測れると、話が迷ったり、趣旨がズても、カーナビ
のオートリルート機能のように本来話すべき内容に戻してくれるので
す。 



あなたの話は⼿段？⽬的？
普通の会話の中で、あなたが伝えたいことが、 
相⼿にどう伝わっているかを試してみる。 

⻑い話であれば、かなり湾曲して伝わる。 

話がずれてしまうことで、話の本質が変わる。 
これが、⼿段と⽬的が履き違えられる状態です。 

話がずれてしまったら、元に戻して始めるを⼼がけて。



アイデンティティ

四十七の段　ココロのキャンバス

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



ココロのキャンバス
ココロで考えることにはプラスの思考の後に、必ずマイナスの思考があります。 

その後に想い描いた事柄の中のマイナスの思考がプラスに勝ったら、 

思い描いたことが叶わないという信念が叶ってしまいます。 

⼈は「こうなったらイイなぁ」と 

考えた後、必ず「そうなるわけがない」と考えてしまいます。 

⼈間の脳はそういう構造になっているのです。



プラスの要素を描く
ココロのキャンバスに正確にプラスの考えを描き出すこと。 

そしてマイナスの考えをそこに⼊れ込まないこと。 

これがとても重要なのです。 

これは無理そうだと思った時は、 

「でもなぁ」を付けていまいがちです。 

⼤丈夫だと信じている時は、「でもなぁ」をつけないでいます。 



基本
私たちの⽣活は、そのほとんどが基本のくり返しです。 

その⼀つ⼀つを、私たちは反射的に繰り返しています。 

特に、頭の回転が良かった時だったりすると、無意識にその基本が 

繰り返されます。 

無意識に⾏っていると⾔えるうちは良いのですが、それが無造作に

⾏っているように映ると、とても⼤きな障害に変わります。 

⼈気も基本に忠実に繰り返されます。 



ココロのキャンバスをプラスで埋める
あなたは⽣活の中で、 

「〜しなければならない」と⾔葉にしたら、 
ノートに「×」をつけてください。 

１⽇に何個「×」がたまるか数えてください。 

昨⽇より、「×」が減っていなかったら、 
⾃分に懲罰を科してください。 

「〜しなければならない」が無くなったら、 
次は「でもなぁ」を数えてください。 



アイデンティティ

四十八の段　サプライズ　

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



サプライズ
⼈気にサプライズは付きものです。 

クレオパトラがシーザーのハートを射⽌めた話をご存知でしょうか？ 

それは、彼⼥が絶世の美⼥だったという理由だけではありません。 

クレオパトラは、シーザーと初めて出会うときに、 

⾃らを、くるくると巻いたカーペットの中に⾝を隠し、 

「エジプトの⼥王からの贈り物です」と 

シーザーのもとに届けさせたといいます。 

こうやって、クレオパトラは、敵国の皇帝だったシーザーの⼼を、 

⼀瞬にしてとらえてしまったのです。



⼈⽣はその⼈の考えた所産
考えは⾔葉で構成されていますから、結局は⽇常使ってきた⾔葉に

よって、あなた⾃⾝の「今」があるのです。 

もしもに合わせてどんな素敵なことを⾔いますか？ 

もしもに合わせて、あなたがなりたい未来をどんどん現しましょう。 

その数だけ「⼈気」が増えていきますよ。 



褒め言葉
⾔葉は脳と体を⽀配していると⾔っても良いです。 
⾔葉には意識を強めるはたらきがあるのです。 
鏡に向かって語りかけてください。 
「今⽇のお肌は透明感があるわ」 
「⾸筋のラインが綺麗に⾒える」 
「私のほほえみってチャーミングね」 
⾃分の⾃信のあるところや、こうなったらいいなとおもうことをほめ
⾔葉にして語りかけると、脳からはベータ・エンドルフィンやドーパ
ミンなどの快楽ホルモンが分泌され良い気分になります。 



⾃分を底上げするクエスト
もしもでつないでいくゲームをしましょう。 

もしも⾃分が正義の味⽅になれたら、 

もしも絶対死なない薬を⼿に⼊れたら、 

もしもタイムマシーンで⼤⼈の⾃分に会えたら。 

もっと⾝近なものでは、もしもそこに⾏ったらあの⼈に逢えたら。 

否定的なものは出さない。 



アイデンティティ

四十九の段　教わるのではなく気付く

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



教わるのではなく気付く 

⼈は皆、「向上⼼」を作り上げることに⼀⽣懸命です。 
それでは、向上するに必要なものは何でしょうか？ 

それは、「能動的である」が絶対条件です。 

⾃転⾞に乗れるようになった少年のシーンを思い浮かべてください。 

お⽗さんに付き合ってもらって、公園で⼀⽣懸命練習をする。 

でも、なかなか上⼿く乗れない。 

半ベソをかいて、お⽗さんに励まされ、 

⼀念発起「よーし！」と⾔って、⾃転⾞をこぎだす。 

⾒事成功！ ⼤切なのは「よーし！」なのです。 



セレンディピティ 
⼈が⼈気を感じながら⽇々⽣きていくためには、偶然の幸運に出会う

能⼒「セレンディピティ」が必要です。 

セレンディピティを得るためには、まずは「⾏動する」こと。 

次に何かに出会ったら、そのことに「気づく」こと。 

そして、出会ったものに気づいたら、それを「受け容れる」こと。 

⼈気は「あなたごと 」 

相⼿を知ることから始まります。 



気付きは点、学びは線 
「教わる」のではなく「気づく」 

しかし、「気づく」だけでは停滞してしまう。 

教わると⾔う受動態から「気づく」と⾔う能動態に変えることはとて

も重要ですが、『気付き』はまさに読んで字のごとく。⾃分のものに

はまだできていない状態です。それを⾃分で習慣化することが 

「学び」 気づきをつなげていく努⼒をしましょう。 



⾝の回りに「気づく」
人は全てのことに気づいているわけでなく、 
むしろほとんどのことに気づかずにいます。 

つまり、多くのことを意識的にでなく、無意識に処理を⾏っているのです。 

あえて、気づきましょう。 
理解しましょう。 

今の気分は？ 空の状態は？  
⾃分の中にある声に気づく。 

気づくことで、⾃分に対する対処を作る。 



アイデンティティ

五十の段　設計図

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



いつ？どんな？ 
あなたに質問します。 

「⼈気者にはいつなるんですか？」 

「それはどんな⼈気者ですか？」 

⼈間にはもって⽣まれた「夢を叶えるチカラ」があるそうです。 

頭で考えた「こうなりたい」という思いは⾃律神経を通して全⾝に⾏き渡ります。 

そして、それに必要な情報を遺伝⼦や外部から取り⼊れ、 

それを実現しようと働き出します。 

さあ、しっかりと答えられますか？



設計図
願いを叶えたいと思ったときは、それが漠然としたものではいったい
何をすればよいのか、何の情報を集めればよいのか分かりません。 
例えば家を建てるとしましょう。 
部屋の広さやカーテンの⾊、家具の形やそこにいる⾃分を想像するで
しょう。これが細かければ細かいほど、現実的に⾒えますよね。 
⼈気の話も同じです。 
幸せになるということはどういうことなのか、お⾦はどのくらいあれ
ばよいのか、誰と⼀緒でいたいのか、いつなのか、そこには何がみえ
るのか、 
⼈気の設計図を事細かに描きましょう。



大きな脳
脳を仕組みとして⼤きく分けると、⼩さな脳と⼤きな脳に分かれる。 

情報はすべて、この⼩さな脳に⼊ってきて、振り分けられてから⼤き

な脳に収容され、⾏動を起こし、結果となり、記憶となるそうです。 

つまりは、⼤きな脳に到達しないと始まらないんです。 

逆を⾔えば、⼤きな脳に到達すれば⾏動でき、結果が伴う。 

ですが、問題は、この振り分けられ⽅です。 

⼤きな脳に収容するために必要な要素は２つ。 

その⼀つ⽬は、感情的な刺激です。



⾃分の⼈気の設計図を描いてください
ここまで、いろいろなファクターに対して、 

⼈気に関する設計書をお伝えしました。 

これを元に「設計図」を描いてください。 
「図」です。 

視覚的に訴求するものです。 

イメージに近い⼈気者の写真、住んでみたい場所の地図 
あなたのファンのイメージ、数 

それを感情に訴えかけるように⾃分に⾒せましょう。 



アイデンティティ

五十一の段　あなたへの９つの言葉

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気になるための⾔葉
１ ⼈気になることに迷った時、⾃分が何をすれば楽しいのか、胸に⼿を当てて 

聞きなさい。そして⾃分のハートの声を、⼈⽣の羅針盤にするのです。 

２ 情熱は⼈⽣を⽣きる上で、ガソリンのようなものです。情熱なしには、どんなこと
も成し遂げられないでしょう。情熱というのは伝染しやすいもの。 

⾃分で燃えられるものがあれば、それは周りにも燃え移るでしょう。 

3  ⾃分を愛し、⼈を愛せる⼈は、多くの⼈から愛されます。 



⼈気になるための⾔葉
4 信じる⼼は、幸せな⼈⽣の基礎を作ります。信じるというのは、⼈を信じること、

⾃分を信じること、パートナーや友⼈を信じること、未来を信じることなのです。 

5  愛と奉仕に⽣きる⼈間は、魅⼒が何⼗倍にもなります。彼らの周りには、 
⼈が集まり、あらゆるいいものが引き寄せられるようになるります。 

6  ⼈気者になれる⼈と、そうでない⼈、豊かになれる⼈となれない⼈の差は 
たった⼀つだけ、それは信頼です。 



⼈気になるための⾔葉
7 正直に⾃分の弱さを認められれば、半分は成功しています。 

8  他⼈がどう⾒るのではなく、⾃分が⼈気者になれるかどうかを基準にします。 
⾃分が楽しめることをやれば、その分、他を成功させる可能性も⾼くなるのです。 

9  この⼈と出会えて⾃分はなんて幸せなんだろう。この⼈の元にたくさんの豊かさが 
雪崩のようにやってきますようにと祈りながら⼈に微笑みかけましょう。



アイデンティティ

五十二の段　あなたの未来

人気者/秘伝の設計書 
〜惚れさせるしくみであなたを変える！〜



⼈気者/秘伝の設計書
ここまで、たどり着いていただいて⼼より感謝申し上げます。 

いくつものファクターで、「⼈気」について、お話ししてきました。 
それを⼀⾔でお話しするならば、 

⼈間は「外の⾃分」と「内の⾃分」があって、 
「内の⾃分」は、⾃分が⼀番よくわかっているものですが、 

「外の⾃分」は、内の⾃分を通して⾒ているので、 
かなりあやふやなもの。 

「外の⾃分」しか⾒えてない他の⼈の⽅が、的確に分かる。 
「⼈気」の本筋は、これを理解できているかです。 



⼈気者創造研究が唱える「あなたごと 」 
これもまた、「内の⾃分」を制御して、「外の⾃分」を発揮するためのもの。 

「外の⾃分」を意識するために”⾃分のアバターを作る” 
これを⾏いながら、 

「外の⾃分」を効果的に⾒せるテクニックやメソッドと、 
基本的に意識しておかなければならないマインドを 
折り込みながら、⾃分を作っていただいたわけです。 

つまり、これは⾔葉を変えると「プロデュース」 
「⼈気」とは、プロデュース⼒なのです。 

「外の⾃分」がわからないでいると逆効果になる。 
例え、どんなに美しい⼈でも。 

だから、有名⼈の⼈気者には、必ずプロデューサーがついている。 



⼈気者創造プロデューサー

ここまで、たどり着いたあなたは、もうプロデュース能⼒を持っています。 
ですから、こちらをご覧ください。 

           ⼈間創造プロデューサーは３ランクで構成されています。 
           下層の Advance Producer（アドヴァンス） 
           中層の Designing Producer（デザイン） 
           上層の Master Producer（マスター） 

        ここまでたどり着いたあなたは、デザイニング・プロデューサー 
        になる資格を有します。但し、そのためには、資格獲得のための 
        インタビュー試験に合格することが必要です。 

Mas

Desi

Adv



デザイニング・プロデューサーは、 
⼈気者創造研究所が有する全ての「無料セミナー」「有料セミナー」を 

開催することができます。 
そのために必要な、スライド資料、動画素材が全て貸し出されます。 

つまり、ご⾃⾝で事業を⾏うために、⼈気者創造研究所がサポートいたします。 

まずは、こちらにコンタクトして、 
「説明会に申し込む」とコメントください。 

               

             あなたと会える⽇を楽しみにしています。 


