


 「あなたごと」

PROLOGUE

�気者��研��が提供する��の暴露

コミュニケーシ

ョン＆コラボレ

ーション

�気の正体は、「⾃�」ではなく 
「あなた」つまり、相⼿だということ
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 �気者��研��が開�したスペシャルセ 
ミナー「コミュニケーション & コラボレー 
ション」の内�をそのまま、�下に��いた 
します。 

秋�マサテツ 
さて、�さん、ぼくは常々、エンタメ業界

で�いこと�めてきたプロデューサーという 
立場から、プロデュースという�点と、この 
コロナ���、�く�識してきたコミュニテ 
ィという�念を中�にお�をしております 
が、�回はさらに�り下げてタイトルを付け 
ました「コミュニケーション＆コラボレーシ 
ョン」 �度、お前の�葉にはカタカナが� 
すぎる�と怒られそうですが、これ、なかな 
か⽇��にしにくいので、このままでご�赦 
ください。 では、早��めていきたいと思 
います 「コミュニケーション＆コラボレー 
ション」 

コミュニケーションスキルを�るとき、よ

く⽿にする「メラビアンの�則」。コミュニ

ケーションの��を��・���で��し、

その��を⽰した�則で、しばしば「�は⾒

た⽬が9�」と�われる��とされていま
す。 
ですからね、�⽇は、�さん、とことん⾒

た⽬と声の�き�地を�めていただいて… 
と�いたいところなんですが、⽣�、僕はメ

イクの仕�もファッションのセンスも�念。

 「あなたごと」

コミュニケーシ

ョン＆コラボレ

ーション

�気の正体は、「⾃�」ではなく 
「あなた」つまり、相⼿だということ
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 ただただ、�気者��研��なので、�⼒
を持つ�、技は、�得ています。 この相⼿
から⾒た「�は⾒た⽬が９�」�⽇はこれを

�につけていただきたい。 その前に 
 

「あなたごと」 これは、�気者��研�
�お題⽬です。�⾓�の中は、⾃�中�でも

のを�えがち、⾃�が⼀�可愛くて、ともす

ると⾃���はどうでもいい。デジタル時代

は、どんどん個�主義を作り上げ、ソーシャ

ル時代になって、それが�き彫りになってい

るように思えます。SNSなんか⾒ると、「⾃
�かよ」ばっかり。 だからこう�えてみて
下さい。 

「あなたごと」 

⾃�ごとではなくてあなたごとです。 
�気の正体は、「⾃�」ではなく「あなた」

つまり、相⼿だということ。すべからく、⾃

�を相⼿ごと、「あなたごと」としていけば

�気は上がっていく。ビジネスを⾏う時にも

ちょっと立ち⽌まって�えて下さい。「あな

たごと」 
先ほどもお�ししましたが、僕が提供させて

いただいていることを簡単にいってしまう

と、この２つの⼒を�に付けていただくため

にやってます。「プロデュースとコミュニ

ティ」�回のトレーニングでも、常に相⼿の

事業と�り�い�んでいく「プロデュースの

チカラ」を�につけていただきます。事業を

成功させるために必�なポイントに�わせ、

��を�るように共に�んでいく。 
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 「�気者/��の��書」の5の�

PART1

�気者��研��が提供する��の暴露

⾃�にタイトル

をつける

あなたが、その時に必�な研�材料を、

�気者��研��は⽤�しています。

1
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5

 そしてもう⼀つが「コミュニティ」  
物事は、⾃�⼀�で⾏うことは�界がありま 
す。それは�⼒ということではなく、⾃�の 
発したものが、どうフィードバックされるか 
で成�できます。  
コミュニティは、まさに同�であり、�え� 
う�⼒な��、そこで作り上げられる�頼 
は、�固です。チームスポーツをやられたこ 
とのある�は、お�かりかもしれません。  
仲間を�じてプレイする。あの�じです。  
そしてプロデューサーは、例えば、ゴルフで 
�えばキャディのようなもの。  
あなたは、��なキャディを⼿にします。 

�回の３回に�るセミナーで、�さんは、

��に、間�いなく３つの⼒を�につけてい

ただきます。 
その⼀つが「�現⼒」 
�さんに�⼒があっても、それを�現しない

と�わらない。ここを�上げします。 
⼆つ⽬はこれ、「�く⼒」 

「あなたごと」と�いました。�間は⾃�が

�きだから、ついつい⾃�ごとにしてしま

う。�の時代ではとても⼤切です「�く⼒」 

そして、 
��がこれ「フィードバック⼒」 
コミュニティは、まさに同�であり、�え�

う�⼒な��という�をしました。⾃�⼀�

で��して、⾃�の�⾒を⾜し算で�わらせ

ないでください。 



 他の�の�⾒がとても重�です。 
とても重�です。もう⼀度�います、とても 
重�です。 
さて、�回、�⼀回⽬のポイントはここから 
�めますよ。  
これは、�気者��研��の研�開発した 
「�気者/��の��書」の5の�でお�し 
している内�です。  
「⾃�にタイトルをつける」  
�さんは、お��と��する時、はたまた 
SNSでの⾃�のプロフィールにどんな�前を
つけていますか� 
�いてみましょうか。 
秋�マサテツ 
KOZさん、⾃�にタイトルをつけてます 
か� 
KOZ 
いやー、つけてないですね 
秋�マサテツ 
つけてるじゃないですか� 
KOZ 
ええ� 
秋�マサテツ 
YouYubeもTwitterもインスタも同じ�前に 
している。 
KOZ 
ああ、はい�えました。この前、ここでお� 
�いて、基�的には、前向きな��オタクを 
イメージして…。 
秋�マサテツ 
うんうん、いいですね。 

⾃�にタイトル

をつける
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 �気の仕�みを知ってください

PART1

�気者��研��が提供する��の暴露

⾃�にタイトル

をつける

優れたネーミングがあるとそれに基づい

た  �え�や、⾏動のクオリティが�わ
る。
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KOZ 
ああ、前は�前を�さないでっていう�じで 
やってました。 
秋�マサテツ 
何をやってる�なのか、どういうことを�い 
たいのかっていうのも、そのタイトルの中に 
いれていく。⾃�を�すSNSの��とかだけ
じゃなくて、セミナー、��にもタイトルを 
つけるを�識していただきたいなと。 

その時に、これが⼤事なんです。 
⾃�ではなく、⾃�が作ったアバターいうの

を�識する。 
⾃�を�⼒的に⾒せたいと思ってしまうと、

�間は�なバイアスがかかってしまってうま

く⾃�を操�できない⽣き物なんです。 
⼿�⾜�がかかってしまうみたいな�じで

す。だから⾃�ではない⾃�をつくるってい

うことをいつも�識していると��と、

ちょっと�責任になれるというか、このバイ

アスが�れる�じでできる。例えば、�は�

�ですってなかなか�いにくいじゃないです

か。ところが、⾃�じゃないものに�してで

あれば、�離があるので�ずかしくなくでき

る。そういう�味で、⾃�ではなく⾃�が

作ったアバターを利⽤してくださいと�うわ

けです。 

KOZさんは、「��」とか「料理」とか
「�動」とか�々�き�しをお持ちなので、

それをベースに⾃�のアバターを、タイトル

をつけてみることをしてみていただきたいん

です。 
KOZ 
はい 
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秋�マサテツ 
ちょっと�えてみましょうか、５�間クエス 
ト 
（5��） 
いかがですか� 
KOZ 
はい、「若�りが�物」ですね�は。 
秋�マサテツ 
いいじゃないですか、それ� 
SAKI 
あっ、いいですか�ワタシ、KOZさんのお 
��いていて「��し�ける」っておっしゃ

ったのがすごく�いて 
秋�マサテツ 
いいですね。こういうところです。フィード 
バックされたことに��があります。 
�回の�⼀�が「⾃�にタイトルを付ける」

⾃�のことではない、⾃�の別��、アバ

ターを作る。そして、そいつに�前をつけ

る。ネーミングは⾏動やマーケティングの成

果に⼤きな��を�えます。優れたネーミン

グがあるとそれに基づいた�え�や、⾏動の

クオリティもより良いものに�わっていきま

す。その�を知らなくても、�前に�き覚え

があるだけで、�も必�な��「きっかけ」

を作ります。例えば、有��や��な�でも

でも、ネーミングが�いことで�知が�いこ

とも�いです。それを�いたら、その�味

は�と�きたくなるネーミングを�えてシェ

アしてみましょう。 
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PART1

�気者��研��が提供する��の暴露

 「�気者/��の��書」の６の�

ビジュアル・ア

イデンティティ

あなたが�きなものではなく、あなたに�

�うものを�ぶことです。
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 �国�にも発�しやすい�前だといいです 

ね。�前の由来にストーリーがあるものが良 

いです。⾃�の�前を�形してみる。例え 

ば、サントリーは⿃�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� 

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のもいい 

でしょう。 

 さて、�回、�⼀回⽬の２つ⽬ポイントは 
「ビジュアルアイデンティティ」 
これは、�気者��研��の研�開発した 
「�気者/��の��書」の６の�でお�し 
している内�です。 
「ビジュアルアイデンティティとは、」と 
は、先ほど、のメラビアンの�則でお�しし 
ました。�は���コミュニケーションから 
の情�が９３％ ９�は�した内�より⾒た 
めを�識する。そうであれば��に�りやす 
い⾒た⽬を持つべきだ�  
どんなふうにしてるでしょうか��いてみま 
しょう。 
秋�マサテツ 
SAKIさん、どう⾒えているか�掛けている 
ことはありますか� 
SAKI 
��な年�の重ね� 
秋�マサテツ 
SAKIさんは、�の専⾨�ですからね。お⼿ 
�になるように�掛けている� 
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SAKI 
いえいえ、でも、、お��にはそうあっても 
らいたい。 
秋�マサテツ 

いいですね、それでは、それをどう相⼿にわ

かってもらうか。 

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

�物か��できますか� 

��性とは、�かりやすさ、⾒やすさです。

あなたの��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

��に。それは、あなたの�きなものを�⽰

するのではなくて、あなたに��っているも

のを⾒つける。周りの�に�いてみて�あな

たらしさ。 

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�きなものでは

なく、あなたに��うものを�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�にあなたの��を�き�しましょう。 

あなたに��う�は� あなたに��う��

は�あなたに��う⼩物は�⼀つでいいで

す。⾒つけましょう。 

ビジュアル・アイデンティティとは、ブラン

ドの�界�を構築する上で�も需�な�覚的

��ということです。�瀬すずは、ショート

ボブの�型が��した。
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�型� ��� アクセサリー� メガ
ネ�アバターに�える「いつも」

 「いつも」であることを�識する

PART1

�気者��研��が提供する��の暴露

ビジュアル・ア

イデンティティ
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秋�マサテツ 
さて、SAKIさん、ご⾃�のビジュアルアイ 
デンティティ、何かありますか� 
SAKI 
気にしていること、あんまりなくて…、で 
も、�掛けていることは笑�ですね。 

アバターの�界�をビジュアル�することで

⼀貫性のある「らしさ」を�現する。１�間

前にここに来られたときの他の�の服�とか

�型を覚えていますか�それがいつも⼀�だ

と�は相⼿は��するものです。 

⾃�のアバターの 
ビジュアル・アイデンティティは� 
肝�なことは、そのビジュアル・アイデンテ 
ィティは、⾃�ではなく、⾃�のアバターで 
あること。 
「いつも」であることを�識してください。 
�型� ��� アクセサリー� メガネ� 
あなたのアバターに�える「いつも」はなん 
ですか� 
⼝�やアイシャドウ、メイクに�することで 
は男性に�きにくい。�でもが��する�� 
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」 

 武井�は、ランニング�のコスチューム

で ��付けた。⾃�のアバターにブランド
コン セプトに従って��付け、�⼀�を持
って� 開していく。
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秋�マサテツ 
�晴らしい 

このビジュアル・アイデンティティと�わ

せて⾏っていただきたいのが、�回、�⼀回

⽬の３つ⽬ポイント「ビヘイビアアイデンテ

ィティ」 
これは、�気者��研��の研�開発した

「�気者/��の��書」の７の�でお�し
している内�です。「ビヘイビアアイデンテ

ィティとは、」とは、「ビジュアルアイデン

ティティ」と併せ持って使いたい武�です。

こちらもメラビアンの�則でお�ししまし

た。�は���コミュニケーション ⾒ため
を�識するということ。ビヘイビアとは仕草

です。�はなくて七�と�います。さて、 
どんな�があるでしょうか��いてみましょ

う。 

KOZ 
SAKIさんは、いつもメモを�ってらっしゃ

る。それが、なんかいつもご��な�じで�

�が持てる。 

秋�マサテツ 

仕事に⽣かすぞって�じですよね。 

SAKI 
あはは 
秋�マサテツ 

よく⾏う仕草を、ポイントを決めて決まり仕

草にすると良いですよ。 
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 必�なものは、スピリット

PART1

�気者��研��が提供する��の暴露

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相⼿に

し っかりと��している状�をつくる。
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 ゴールを決めた�にカズダンスをする。 

やがて、��は、カズダンス⾒たさにゴール 

を�する。ビヘイビアとは、その�が持つ、 

ならではの�る�い、そぶり。漫�師なんか 

もお決まりのビヘイビア持ってますよね � 

地よさを⽣む⾏動を��しましょう。 

あなたにとって、相⼿が気になるポイントを 

��に。それは、あなたの�きなものを�⽰ 

するのではなくて、あなたに��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・アイデンティティとは、ビジュ 

アル・アイデンテティが�来上がった�に� 

�しましょう。ビヘイビア・アイデンティ 

ティとして必�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��させる 

ことが必�です。つまり、相⼿にしっかりと 

��している状�をつくるということです。 

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�わせて、相⼿に� 

�な��を作り上げます。そして、それだけ 

ではなく、��な価��に��している場� 

は、あなた⾃�を�く���することになり 

ます。 
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 そして、アバターとして��したこれらの 

アイデンティティは、あなた⾃�をより�い 

�知的⾃⼰��、より�い⾃尊�、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�のアバターの 
ビヘイビア・アイデンティティは� 

肝�なことは、そのビヘイビア・アイデン 
ティティも、⾃�ではなく、⾃�のアバター

であること。 

�る�い� 仕草� 声の�し�� � 
動�あなたのアバターに�える「いつも」は

なんですか� 

喋り�や決め��、決めポーズなど、 
�でもがわかる��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」 

 タイトル 
ビジュアル・アイデンティティ 

ビヘイビア・アイデンティティ
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 あなたの必�性を�き�める

PART2

�気者��研��が提供する��の暴露

ビッグコンセプ

ト

�気のなかの�くの��は「�頼」です。

�頼を�ち�れれば�気者になれます。

19



 ビッグコンセプトとは、あなたの必�性を 

�き�めるです。 

⾃�の必�性ってなんだろう��えだすと、 

�みが�幅します。でも、��って�え�け 

て、�え抜いてみてください。それができる 

と、あなたは優�性を⼿に�れます。 

�気の中の�くの��は「�頼」です。�を 

�えば、�頼を�ち�れれば�気者になれま 

す。 ⾃�の必�性＝�頼 ⾃�で「⾃�

の�頼」を�えたことはありますか� 

あなたの�頼は何ですか�前回やった�り、

⾃�ではなく⾃�のアバターを�えましょ

う。⾃�のアバターは何が�頼されるか、ど

うやって�頼されるのか� 

 さて、�回、�⼆回⽬の１つ⽬ポイントは 

「ビッグコンセプト」 

これは、�気者��研��の研�開発した 

「�気者/��の��書」の１１の�でお� 

ししている内�です。「ビッグコンセプト」 

とは、 何はなくてもこれだけは�れるな、 

何はなくても相⼿にこれだけは�えろ�とい 

うビジネスを⾏う場�のいの⼀�、��必� 

なもの、�に�えば、これだけで⼤丈夫、こ 

れ���すな�と�えるものでもあります。 

�めてみましょう。「ビッグコンセプト」 
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 ビッグコンセプト「⾃�の�頼」を�葉に 

してみましょう。�い��だと論点が不�� 

になるので�い��で。 

キャッチフレーズのような�味�いで書いて 

みましょう。例えば、 

ー�めて簡単に相⼿を笑わせる男ー 

できれば、�う��のものと�わせて３つ書 

き�してみる。その中に⾒えてきます。��

なあなたの必�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」ビジネスを⾏うならば、ビッグコンセプ 

トは不可�です。�の中のビジネスには�て

ビッグコンセプトが�在する。 

例えば、ぼくのビッグコンセプト、�気者�

�研��のビッグコンセプトは「⽇�中に�

気者でいっぱいにする」 
間�いやすいですが、みなさんがビッグコン

セプトを作るのではなく、ビッグコンセプト

が�さんを�てるんです。ビッグコンセプト

が�さんを作るんです。ビッグコンセプトが

あればアイディアが⽣まれます。 
例えば、���品を売っている�であれば、

���品を売ることがビッグコンセプトでは

ありません。相⼿に、お�さんに��を�え

ることがビッグコンセプトで、���品はそ

の⼿�でしかありません。⼿�と⽬的を履き

�えると�果的に売れません。 
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「�⽣の中に、これを�り�れれば、�

�に�かになりますよ。」 

ビッグコンセプト・クエスト

PART2

�気者��研��が提供する��の暴露

ビッグコンセプ

ト

2222



 それを、相⼿に�して、こう�えてみまし 
ょう。「あなたの�⽣の中に、これを�り� 
れれば、あなたの�⽣は、��に�かになり 
ますよ。」 
いかがですか�あなたは、それを�に�えら

れていますか� 

 さて、�⼆回⽬の２つ⽬ポイントは「オブ 

ジェクション・ハンドリング」これは、�気 

者��研��の研�開発した「�気者/�� 

の��書」の１２の�でお�ししている内� 

です 「オブジェクション・ハンドリング」 

とは、先ほどお�しした「ビッグコンセプ 

ト」と併せ持って使いたい武�です。ビッグ 

コンセプトを相⼿に�えた�、相⼿がその� 

頼を�⽤をまだ持てていない、疑っている状 

�に�して⾏う技です。��すると�論処理 

となりますが、�論という�葉をあまり�識 

しないでください。 

あなたのビッグコンセプトを 
�えるクエスト 
あなたのビッグコンセプトを正�に、��

を�めて相⼿に�える。それを、相⼿や�間

に�して受け�れてもらうために、そのビッ

グコンセプトが、なかった場�とビッグコン

セプトを⼿にした�とそれがない時の�しさ

や�怖とそれがある時の�かさや��と。 
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 それを�識すると�⽤をさらに�くする�

�の可�性があります。 

 でも、�さんの�⽤が�かったり、�かっ 

たりすると「�当にそうなの�」と思われて 

しまう。�さんを攻�しようと思ってしま

う。 

さあ、どうしましょう。どうしますか�  

攻�というのは「的」があるからです。  

あなた側に攻�の的があるのです。 

�回のお�は「オブジェクションハンドリン 

グ」こんなカタカナは覚えなくて良いので、 

攻�されたら、的を思い�しましょう。  

その的を⾃�から相⼿に�す。 

これが「オブジェクションハンドリング」

 「�頼」とは「��」に裏づけされる 

�間は��識に「��」を�めます。 

相⼿を�めたくても、相⼿を�んでも、「⼤ 

丈夫だろうか�」「��だろうか�」そし 

て、�かや何かと��して「��」を�しま

す。 

それがあなたの�気。 

あなたのビッグコンセプトを�えましょう。  

それは「⼤丈夫ですよ」と「��してくださ 

い」を�りかけるようなもの。 

相⼿は、必ずそれを理�します。それが先ほ 

どお�しした「ビッグコンセプト」 
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�論、��のポイントは、「共�」で

す。  そして⼤切なのは、「��」で

す。 

PART2

�気者��研��が提供する��の暴露

この��をシェアしても良いですか� 

オブジェクショ

ンハンドリング
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オブジェクソン・ハンドリング 
の先にある�頼は�固 
�い�えれば「�い�頼」 

 ビッグコンセプトが�いデメリットを�し 

ましょう。ビッグコンセプトが�いシチュ 

エーションを�しましょう。 

ビッグコンセプトがあるメリットを�しま 

しょう。ビッグコンセプトが�いフラスト 

レーションを�しましょう。 

それは、相⼿にとってではなくて、⾃�に 

とってそのメリットが、デメリットがを�す 

のです。 

�間は⾃�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�の��を�えるためにこれを⽤

�しましょう。「あなたがいないと、あなた 

が�えるそれが�いと、相⼿が不�になりま 

す」それを⾒つけてください。  

そして、こう�ってください 「この��を 

シェアしても良いですか�」 

�論、��のポイントは、「共�」です。  

そして⼤切なのは、「��」です。 

相⼿の�識が�わるまで、ゆっくりと時間を 

かけてこれを�えましょう。これが乗り�え 

られれば、必ず相⼿の�頼を⼿にできます。 
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 �材に⽤いられる�処理の基�は、 
「焼�れ」「焼もどし」「焼なまし」「焼な 
らし」の4パターン。 

形を�えながら、どんどん�固になる。 
�頼の構築もこれに�ています。 
�易度が�い�頼の�が、�けた先の�頼の 
�が�固となります。 

あなたは「�頼」を⼿にしてきましたか� 
秋�マサテツ 
�度はTinkさんに�いてみましょう 
Tink 
えっ� 
秋�マサテツ 
�⽤されてないなと思われてるかな�思われ 
た、その時にどうするか。 
Tink 
なんか共�点が⾒つかったりとかすると、� 
間的に�離が�まるかなって思うんです。� 
が�うポイントを⾒つける、下げてみるみた 
いなことをする� 
秋�マサテツ 
ああ、いいですね。でも、�を�わせるだけ 
だと、⾃�の��を�えられない。 
Tink 
う〜ん 
秋�マサテツ 
ここでも「あなたごと」�えてみましょう。 
例えば、ドクターは�者に�論されにくい。 
された場�、相⼿の問題を��にして、それ 
を�消した未来を想�させる。あなたが良く 
なるためにという�をする。 
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�の��にダイレクトにアクセスすると

⼤きく�がでる。 

 ��した「�し�句」

PART2

�気者��研��が提供する��の暴露

�情 
マーケティング
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 これを覚えてください。コミュニケーショ 

ンというのは、１から１００まで��に⾏わ 

なくても良いです。すべての�葉に��して 

受け⽌めていたら⼤�です。何気ない�葉の 

中に、��した「�し�句」があると、ふに 

落ちるというか、�得するのです。それまで 

が�波だったからこそ、いきなりきた⼤波に 

びっくりするのです。物事に、�し�句を⽤ 

�してください。  

�情マーケティングを覚えてください。 

�は�、黙っていられない�えきれない�� 

があります。例えば、不�、災�、スキャン 

ダル。�情マーケティングとは、怒りや、� 

怖など、�の��にダイレクトにアクセスす 

るタイプの�葉です。これを�識するのとし 

ないのとでは�は⼤きく�がでる。 

�さんは、5m先の�に声をかけるとしたら 

どうしますか�こちらの�在に気がついても 

らうために、⼿を�る、⼤きなジェチャー、 

⼤声で呼ぶ。こちらの�在に気がついてもら 

わないといけない。�間が��する�情の順 

�として「不�」や「�怖」が�くあるから 

です。そのためにあえて�⼿なことをやる。 

それが�なことであればバッシングを受けて 

も、そのさきに��を⽤�されると�は助 

かったとか、よくしてもらったと�覚する。

29



 「あなた、�のままでは�⽣の�に�がり 

落ちますよ」 「�⽣の��に覚えたい�� 

と�しってわかります�」 「まだ知らない 

の�カワイイになるには�薬があるの」  

「黙って100回�活やってごらん、そこに立 

った�が必ず⾒えてくるものがあるから」  

喜怒��度の�情に�えかけてもいいです 

が、�は不��怖が⼀��くと�われていま 

す。 

さて、�回の事前�題  
「�さんの活動・ビジネスをプレゼンテー 
ションしてください」 

�⽇のお�しを踏まえ、もう⼀度この�題

に�り�んでください。 
ビッグコンセプトを�って、オブジェクショ 
ンハンドリングしてください。 
時間は、５�、�回は、５�間をしっかり 
使っていただくために、５�間�った��で 
ストップいたします。 
⾒ている�がときめくようなプレゼンを⾏っ 
てください。 
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�、⽇�は、コロナによる�⾵が併せ持

って、�⼤なる��の状�にある。 

 ⽇���の失敗

PART3

�気者��研��が提供する��の暴露

コラボレーショ

ンの�味
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 さて、�回の三回にわたるセミナーは「コ 

ミュニケーション＆コラボレーション」とい 

うタイトルでお�りしているわけですが、� 

⼀回は、⾃�をどう�すか、どう�き立てる 

かを⾃�ではなく⾃�のアバターに「タイト 

ル」「ビジュアル・アイデンティティ」「ビ 

ヘイビア・アイデンティティ」という３つの 

��を そして�⼆回は、�き立てた⾃�を 

ビジネスに活かすためにご⾃�のお仕事、� 

品に�して�き�める「ビッグコンセプト」 

そして、それを�える上で相⼿の�⽤を�� 

で�得する技「オブジェクション・ハンドリ 

ング」についてお�ししてきました。�⼀ 

回、�⼆回は、�回のタイトル「コミュニ 

ケーション＆コラボレーション」のコミュニ 

ケーションを作るために必�な��をテーマ 

にしてきたわけですが、�回はいよいよ「コ 

ラボレーション」の��にも��しながらお 

�ししたいと思います。 

「コラボレーション」 と�くと何を�想し 

ますか� 

KOZ 

�品とか他の��とコラボレーションして 

みたいな� 

SAKI 

お菓�とか� 

秋�マサテツ 

はいはい、よく⾒ますよね。 
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 もう⼀つの��と�み�わさって何かが作 
られるみたいなことが、コラボレーションで 
すよね。 
コミュニケーションしてコラボレーションに 
つなげるということが�回のテーマなんです 
けれども…。 
コロナ�、そしてそれがひと�落しそうな� 
�で�れた戦�と円�、戦�は予期せぬ�� 
もあったのですが、円�はかなり早い��か 
らわかっていたものでもあります。わかって 
いたことに�して国が��になって�んでい 
た�葉、それが「デジタルトランスフォーシ 
ョン」DXです。�度成�期に⽇��業が� 
ってきた。でも�は����業省も、��省 
も「デジタル・トランスフォーメーション」 
の重�性を掲げ、�業に�して、オンライン 
�の��を��としたのです。これは何故か 
わかりますか�  
笑ってしまうのは、そんなお国⾃体が、業� 
の�札に未だFAXを使っているという�、コ 
ロナでは保��の体制でも�き彫りになりま 
したね。つまり、�、⽇�は、オンラインの 
�れをコロナによる�⾵が併せ持って、�⼤ 
なる��の状�にある。 

�しい⽣活�式「離れて〜」が��の、�

�活動の��を尋常ではなく��させまし

た。�型コロナウィルス�染�による業�へ

の��という�査では、97.9％の業種で何
らかの��を�じています。��度はリーマ

ンショック�上だ�とTVのコメンテイター
が��しますが、そもそもあの時とは種�が

�います。 
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 失われた30年を�省

PART3
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�い個 
マーケティング

フットワークにオンラインのスキルさえ

� われば。この背�も�め、政�も�押
し
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 リーマンショックは金�不況、つまり「カ 
ネ」がダメージを�いました。�回のコロナ 
は「ヒト」と「モノ」がダメージを�ってい 
る。だから、金�政策ではダメなんです。ヒ 
トやモノにも⼿当しないと。では、どうや 
る�Tinkさんどうでしょう� 
Tink 
えっ�何だろう��に優しくする� 

�⽶各国は、コロナによる��は、⽇�の 
�ではない。であるにもかかわらず、��の 
��は保�された。現在、アメリカの労働� 
⼝の内の３５％はフリーランスだと�われて 
おり、５年�には５０％に�くとも�われて

います。これに�して⽇�は１７％  
デジタル� オンライン� これが、�、� 
地に立たされている⽇�が�められている状 
況、そして、ころなウィルスで�き彫りに 
なった「個」の⼒の�さなんです。

 そこで、失われた30年を�省し、デジタ 
ル��に��すべく、国は��になって�り 
�みだした。そんな中、��められている� 
材とは、��に��せず、⾃�の⼒で��を 
打開する。まるで、Dr. X 
しかし、「��⼒」を重じてきた⽇�は、こ 
のフットワークが�せない。決��者が不� 
�、責任��が�い。しかし、フリーランス 
は、⽬的も決�もハッキリしている。この 
フットワークにオンラインのスキルさえ�わ 
れば。この背�も�め、政�も�押しをする 
��になっているのです。 
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 「えっ�でも、オンラインのビジネスなん

て�しい�」そう思っている�もいるかもし

れません。しかし、⼀�の�業�よりもフッ

トワークが軽いフリーランスの�が、�は�

�に利⽤しているのです。

どうですか�

Tink 
�かに、コンプライアンスだって�って、独 
⾃のシステムやルールに�られてる�じしま

す。 

事�、�は、��の中でいるよりも、個�

で⾏っている�が、デジタルの利便性や��

を肌で�じています。仕事中にSNSをやる
な�と��では怒られますが、�では堂々と

やっている。シェアリングやサブスクリプ

ションといったサービスもしかり。女性は

「ポイ活」といった���にも�けている。

「��では�⾯⽬に仕事しろ�」という��

が、失われた30年を作ったんです。「のび
のびと、�しく、�のためになり、仲良く」 
こう�ったマインドが�たなかったのです。 
それは、デジタルという�葉ではないところ

にも顕著に現れています。 
⽇�が�れをとっている中で、顕著に現れて

きたモデルがあります。それが、コミュニ

ティ。����は、内�でのまとまり、それ

も先ほど�ったように�⾯⽬に�り�むこと

を�められました。��は「���」の域を

�ない。コミュニティは、SNS⼀つをとって

も、ムラどころか⼀�で国を超える。 
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売り�けることが成�させ�ける

PART3

�気者��研��が提供する��の暴露

コミュニティ 
マーケティング

コミュニティの��を�れることによっ

て ���持率が⼀気に�き上がる。

1
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 これがベースになって、����は成�し
ているのです。コロナで�き彫りになりまし

たが、この３０年、ソーシャル時代と�われ

ている��で、はっきりとそれは形になりま

した。 

 この形は、����にも現れています。例 

えば、YouTubeは��者でありながらホス 

トでもあり、メルカリも、消�者でありなが 

ら�売者でもあります。�さんは使ったこと 

はありますか�Airbnbも�主は貸主になる 

こともできます。  

このように、ソーシャル時代において、単な 

る消�者は消�者で�わりではなく、個々が 

⼒をもつことができる時代になったのです。 

この�覚が、���⽤の�業�に⾜りないも 

のです。そして、フリーランスが肌�覚で持 

ちうるものでも在ります。 

つまり、ただの⽣�者、�売者の��ではな 

く、消�者の⼒を�りれるビジネスのほうが 

成�しやすいのです。 

オンラインサービスを上⼿に立ち上げて軌� 

に乗せたいのであれば、コミュニティをつく 

り��と⼀�にビジネスをつくる仕�みを� 

ることが成功し�ける��の�なのです。 

コミュニティサービスは、オンラインコンテ 

ンツと�って売り切りで�わることなく売り 

�けることが可�であり成�させ�けること 

ができます。 
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 コミュニティの��を�れることによって
���持率が⼀気に�き上がるのです。 

 例えば、��は映�の⼀作品で�場した 
ミッキーマウスは、�や、�たちの⽣活の� 
る�に�を�しています。 
⼀⽚�りの⾒�をすると、�気が�たキャラ 
クターにかこつけて、⾃�たちの�品を売り 
�す。

僕は35年に�って、この付�価�、ロイ 
ヤルティビジネスに�わって仕事をしてきま

した。 
その�の、その物の価�を上げることで⽣じ 
る現�が「�気」その�気の先には付帯する 
ビジネスが⽣まれる。 
そして、�、ソーシャル時代に、さらにこの 
コロナの時代に気がついちゃったんですね。 
これこそがコミュニティ・マーケティング 
だって。 
ミッキーは�気者、ディズニーはすごい�  
でも、�味しいチョコレート菓�は作れな 
い。Tシャツも、�も、ステーショナリーも 
ぬいぐるみも。 
それを作っているのは、その�界のプロ。 
ディズニーはそのプロを⾒つけてきて��の 
コミュニティを作っている。 
ミッキーマウスは、チョコレートで、Tシャ 
ツで、�で、ステーショナリーで、ぬいぐる 
みで、更なる�気を⼤きくする。 

いくつもの、�業がライセンスとして 

使⽤�を�得して�品やサービスに利⽤して

います。Disneyは、使⽤�可を�して�価

を得る。
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 �でもミッキーマウスになれる

PART3

�気者��研��が提供する��の暴露

コミュニティと

プロデュース

どの�のマグカップが⼀�売れるのだ

ろ う�

1
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Tink 
ミッキーさん、⼀��ちですね。 
秋�マサテツ 
でもね、

 ⾃�が作り�す�品やサービスや��がそ
こに��するメンバーの⼒で価�が�まって

いく。メンバー個々が持っている⼒で作り上

げられる。 
 

ちょっと�しい�になっちゃいましたが、わ

かりますか� 
KOZ 

ミッキーさんだけでは、�味しいパックン

チョが作れない� 

秋�マサテツ 

そうです、そうです。�味しいは�永�菓が

作っている。 

SAKI 
�品が�味しいと、またミッキーマウスが売

れて、えっと、得する。 
秋�マサテツ 
ミッキーマウスは、

�でもミッキーマウスになれる。�

永�菓もその��で得をするようになる。

これがコミュニティなんです。この⼒がこれ

からの時代に⼀�必�。

売れ⾏きのために�永� 

�菓に�柄を貸すけど、パックンチョが売れ

ると、ミッキーマウスの�気も上がる。そん

な仕�みで成り立っているんです。
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 さて、問題です。あなたはどの�のカップ 

が�きですか�  

⾃�を持って売り�した�いカップ。でも� 

果は���ばかりが売れる。 

あれ�おかしいなぁ、��これが⼀�売れる 

はずなのに。 

これです、�てはこれでできています。  

そして�みます、何なら落ち�みます。そし 

て�めたりもします。さて、�は売れないの 

でしょうか� これに正�はありません。  

�は�が⼀�売れなくても1ヶ⽉�は�が⼀ 

�売れるかもしれない。  

イエローが�きだという�⾒を�いてみた 

ら、�よりピンクが売れるような気がしてき 

た。売る�買う�で�ければ、売る�は⾃� 

と�い提供�識のためにエンロールが�まり 

ます。  

オンラインは、リアルよりもより個�主義に 

なりがち。ここが��く�ます。さらに更に 

⼀�でやっているとこの沼にハマりやすい。
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 �みや�徴を⽣かしスターを�援

PART3
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スターと 
プロデューサー

それぞれが持っている情�や��に�す

る フィードバックを共有する。
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それぞれが持っている情�や��に�す

る フィードバックを共有する。

 ��の��を⾒てみましょう。 コミュニ 
ティマーケティングチームには２つの��性 
があります。⼀つは「スタ」ー、つまり、� 
さんのビジネスや活動。もう⼀つはプロ 
デューサー。  
プロデューサーは、⾃�たちの�みや�徴を 
⽣かしスターのビジネスや活動を�援しま 
す。スター1�に�し、1�のプロデュー 
サーで構成される場�もありますし、��の 
プロデューサーが��を�けてジョインする 
ケースもあります。 
この���をジョイントベンチャーと呼びま 
す。jvは双��技で内�を決�し、成功�酬 
で�価を得ることになります。それでは、プ 
ロデューサーの��にはどんなものがあるか 
⾒てみましょう。 

まず、このチーム（コミュニティチーム） 
に�在することで、それぞれが持っている情 
�や��に�するフィードバックを共有しま

す。「�度こんな��を思いついたんだけ 
ど、どうだろう」とか「�しい����があ 
るみたいだけど知ってる�」みたいな疑問を 
チームで共有し、お�いを助け�う��で 
す。更にスターとプロデューサーの��とな

れば、��、�品��、������、メディ

アアプローチ、SNS活⽤、デザイン制作、動
�制作、セールス、ロゴ制作、キャラクター

制作、��制作等、他にもそれぞれの�みを

活かしたプロデュースを担当します。
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ミネルバ⼤�をご�知ですか� 
KOZさんどうですか� 
KOZ 

前に�いてんですけど、�れてしまいまし

た。 

秋�マサテツ 

そうですよね、ニュースになったのは�構前

のことです。コロナよりずっと前でした。⽇

�でも��で�り上げられたのをみたことが

あります。 

そのミネルバ⼤�、 
�やミネルバ⼤�は、ハーバード⼤�やスタ 
ンフォード⼤�を�ってでも⾏きたい⼤�だ 
といわれています。 
授業がすべて20��下のゼミ形式。��は 
年間�150万円と、ほかのアメリカの⼤�と 
�べて��。 
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PART3

�気者��研��が提供する��の暴露

アクティブラー

ニング

 ⼀流の知性を共有する場

アクティブ・ラーニング�式が、圧�的

に �められているのが「��⼒」

1
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 �⼤のポイントは、オンラインで⾏われま 
すが、�授の映�が�⽣のもとへ�けられる 
だけでなく、ディスカッションが中�の授業 
なので、�⽣�員の�が⾒えて声が�こえる 
状�で⾏われる 
「アクティブ・ラーニング」という⼿�で⾏ 
われているのです。�しい時代のポイントは 
ここです。  
ソーシャル・ディスタンスの�の中で、ディ 
スタンスを�じないどころか、�離も時間も 
共有できる��なのです。 
オンラインと�っても、ミネルバ⼤�は�� 
制⼤�ではありません。 
場�と時間の制�を�び�えるというメリッ 
トで、⾃由になる時間の�られている⼀流の 
知性を共有する場です。ここに��の��の 
⼤きなヒントがあります。  
これからは、授業や�義、��だけでなく、 
�業やエンタテイメントもこの「アクティ 
ブ・ラーニング�式」が�り�れられていき 
ます。そして、その��に必�なものこそが 
「�気者」であることは間�いないのです。 
�さん、アクティブ・ラーニング、この�葉 
覚えておいてくださいね 

そして、この「アクティブ・ラーニング」

�式、圧�的に�められているのが「�� 
⼒」クリエイティブ⼒が付くということで 
す。そうです、��⼒が落ちている⽇�で、 
⾜りないのはお金ではなくて、むしろ��⼒ 
なのです。 
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そして、コミュニティを�⼤��くする 
「技」を��に�さんに共有したいと思いま 
す。それは「����」

 ��の��⼒を作り上げて、しっかりビジ 
ネスにすることになります。 
�の�怖時代に「個」をしっかり作るための 
想�⼒、�回は、これだけでもいいから�っ 
て�ってください。 

 よくセミナーとか���で、内�が�し 

かったなと思われることはないですか�情� 

がいっぱいすぎて��になるとか。僕はよく 

あります。さらに�うと、よくそう�われる 

�でもあります。 

�える�は、⾃�基�なのでわかって�しい 

というか、同じ⼟�に上げたいと思ってしま 

うのですが、なかなかそう上⼿くはいかな 

い。�さんは�識が�いので⼤丈夫ですが、 

⽬的�識が�いとね。僕の場�は��の時の 

���った�の物理の授業なんて、もうわか 

らない�前に�めて�る��する。

 ���� という�葉があります。 

⽣徒が��で��内�を予�してから授業に 

臨み、授業では予�内�に基づいて��問題 

を�いたり、�論を⾏ったりする����。 

�常の授業→�題というプロセスが��する 

ことから、この��が⽤いられるそうです。 
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 この仕�みを知ってください

PART3

�気者��研��が提供する��の暴露

����

この�式をうまく�り�れていくとコミ

ュ ニティが��に上がっていく。
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 �は、同�と�いましょうか、⽬的�識が 
同じコミュニティであってったとしても、こ 
の問題はあるんですね。  
だから、����ならぬ����。 
これ、なぜ気づいたかというと、��、英� 
の��とか中国�の��とかが�いんです。  
ほら、��は⾃動翻�付きのツールだから。  
でも、英�ならなんとか�いていけるかな 
だったりするものが中国�は�くダメ。 
なぜかと�うと、⼝�体って⽇��でもそう 
ですが、��で書くほど�点がまとまってい 
ない。�葉だけじゃなくて�情のやり�り 
だったりするわけです。そうなると、もうス 
ピードも内�もついていけなくなる。  
だから、同時��の�ってすごい事やってる 
んですよね。 

それで、これを�消しようと提唱しようと

しているのが、「��で�すことを事前に� 
料として��も�わせてまとめてそれを事前 
に�んでおく」 
これをやると理�⼒が��上がることに気が 
ついたんです。 
中国�の��でも。  
コミュニティの中のミーティングってこれの 
�が�率が良い。  
だから、これからこの�式をうまく�り�れ 
ていくとコミュニティが��に上がっていく 
わけです。 
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 さて、�回三回に�けて⾏ったこの�� 
に、お付き�いを�ししていただいたわけで 
す。さあ、ご�⾒をうかがいましょう。 
いかがでしたか� 
KOZ 
はい、�までまあ��だったんですけど、�

わったことをこうするべきっていうことが、

しっかりとわかったような気がします。で、

それを�り�れて、作っていきたいと。 
SAKI 
�三回は、ちょっと�しかったんですが、⾃

�のタイトル、ビジュアル、あっ、それとビ

ヘイビアですか、しっかりと�り�れていき

たいと思いました。 
Tink 
⾃�の中だから、やっぱり⾃�ごと⾃�のや

りたいことを独り�がりで決めちゃったりし

てたなぁと。やっぱりコミュニティって⼤切

ですよね。�り�う��にする。 
秋�マサテツ 
みなさん、それぞれに気づきがあったようで

すね。⼀�に⾛るだけで��れるってあるじ

ゃないですか。⾃�が持ってなくても、他の

��を�かが�ってくれたら、�持ってる⼀

個が����にしっかりしたものになる。 
�々お�ししましたけど、テーマの「コミュ

ニケーション＆コラボレーション」って�

局、そういうことなんだろうと思っていま

す。だから、仲良く、⼀�に�るい未来を�

っていきましょう。 
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他⼈から⾒た、その⼈の特徴、強みの洗い出し

アバター（分⾝）創作による、新しい価値観
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⾒た⽬を意識的に作り上げ、認知度を引き出す

意図的な仕草、所作を作り上げ好感度を醸成
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 どうぞ、私たちと⼀緒に新しい時代を作ってくださ
い。あなたの成功は、私たちの成功です。

私たちの経験を⾒てください。
私たちのオンラインの強さを⾒てください。
私たちのコミュニティの実績を⾒てください。
私たちのコミュニティの発信⼒を⾒てくださ
い。
そして、私たちの⼈気者プロデュース⼒を⾒てくださ
い。

私たちは、あなたをあなた⾃⾝で輝き惹きつける⼈
に、そしてビジネスにします。

私たちは、誰もが使える「⼈気」を体系化し、快適を
作り上げます。

あなたと会える⽇を楽しみにしています。

⼈気者創造研究所
teamface.assoc@gmail.com 55



ここまで読んでいただいた⼈だけにお伝えします。
オンライン・プロデューサー養成カリキュラムに関
する説明会を実施しております。アフィリエイトで
ご⾃⾝の収⼊にもなるこの説明会に是⾮、ご参加い
ただき、私たちが⾃信を持って提供するこのビジネ

スの概要を確かめてください。
最⼤級のお得情報をこちらからご覧ください。

                          
https://www.masatetube.com/hiden

あなたごと
「あなたを100％⼈気者にする」

それが、⼈気者創造研究所が掲げているミッションです。
そしてそのために提⽰している⾔葉。

「あなたごと」とは、常に、相⼿を思いやる⼼と⾔葉です。
⾃分は、と⾔いかけたら考えましょう。

そしてこう⾔い換えてください。あなたにとって、⾃分は…。と。
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