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お笑いで成功するためには　by島田紳助

お笑い界で一旗上げた島田紳助さん。

才能に溢れていたように見えましたが、彼は「お笑いで成功する」ためには

努力 × センス 
が必要であると言いました。

当たり前に聞こえるかもしれませんが、

才能が溢れている人だって成功するためには努力が必要不可欠なんです。

だって、努力が「０」ならいくらセンスがあっても「０」の結果になるから。



ネットビジネスで成功するためには　by清水

紳助さんと並べて意見を言うとか申し訳ないのですが、

3年以上もネットビジネスに

向き合っている僕は「ネットビジネスで成功する」ためには

努力 × ノウハウ 
が必要であると定義しています。

才能は関係ありません。

しかし、どんなに良いノウハウを手に入れても

努力が伴っていなければ成功することは絶対に出来ません。

 



現実は・・・
お笑いで成功できなかった人　　　⇒　　「才能」のせいにする

ネットビジネスで成功できなかった人　⇒　　「ノウハウ」のせいにする

成功できないと嘆いている人にまず問いかけたいのは

そこにMAXの努力量をかけていたのか・・・

もしもMAXの努力量をかけている場合・・・
今の状態を100万回繰り返したら「成功できる」という確信を持てるため、自信満々で作業に取り組むこ
とが出来ます。

しかしMAXの努力量をかけていない場合・・・
この作業で良いのかなと疑問を持ち始めたり、「俺はまだ本気出してないし」と可能性に期待したり、「ノ
ウハウが悪いよね、僕は頑張ってる」と作話を始めます。



現実は・・・
あくまでもネットビジネス業界の中での話ですが、
MAXの努力量をかけられていない人は全体の9割を占めています。

その結果、この業界はどうなっているのかというと・・・

1万円の収益すら得られていない人が
半分以上を占めているという結果に。

1万円未満：56.3％
1万円以上：43.7％



でも、プロのスポーツ選手がオリンピックに出る
ためにMAXの努力をするのを想像してください
・・・

1万円稼げないはずないでしょ？笑

→詐欺のようなノウハウを除いて、世に出てい
るノウハウを実践し、MAXの努力量をかけれ
ば1万円程度は必ず稼げます。



現実は・・・
当然のような話ですが、1万円さえも稼げないという状況の人はネットビジネスから引退を
していきます。
しかし、実はネットビジネスには「継続さえできれば」大きな金額を稼ぐことが出来る可能性
が高いんです。

3年以上取り組んだ人は・・・
5人に1人が月収100万円以上
3人～4人に1人が月収20万円以上

副業としてコツコツ取り組んでいけば

「脱サラ」が可能な金額を稼ぐ事が出来るということ。



現実は・・・
以上の結果から・・・

とにかく努力しろ！
継続が命だ！とにかくやれ！

と指導する人やノウハウがたくさん存在します。

でもね、そんなことを上から目線で言われたところで

3日坊主になることが目に見えていますよね。

だから！今回僕が！

「ネットビジネス実践者」と「上から目線のノウハウ・指導者」の
溝を埋めます。



実践者 指導者

やれおらぁ！
継続だおらぁ！
俺と同じようにすれば
稼げるんじゃーい！

俺やってるしぃ～
がんばってる自分に
ご褒美上げないと枯れ
ちゃうよ～。努力量

０

努力量０　×　ノウハウ２　＝　０

体育会系のノリでしか指導できない指導者も闇が深いですが、
実践者が「やったつもり」になって何もしていない場合は

結果を出すことは絶対に出来ません。



なるほど。これを
こうすれば良いわけで
すね。ふむふむ。
だとするとこのノウ
  ハウでは限界地は
　　ここか。

あ、バレました？
再現性はあるんですけ
どねぇ～。あなたは他
の指導者をつけた方が
いいかも。努力量

MAX

努力量５　×　ノウハウ２　＝　１０

実践者 指導者

努力量MAXで取り組めば、2点しかないノウハウでも
早めに上限値を迎え、より早く次のステージへ行ける。

結果的に大きな成功を得る事が出来ます。



この対比を見たら全ての人が努力量MAXで取り組み、
最短で上のステージへ行きたいと思う。

しかし！それが出来ないのが現実・・・

でも、人工的に努力量MAXの状態を作れると言ったら

その方法を知りたいと思いませんか？



努力量MAXは人工的に作れる

【2割8割の法則】
世の中の 8 割は無駄なこと・・・という法則があります。どこかで聞いたことがあるかもしれ

ませんね。 今の時代は情報やもので溢れかえってます。

例えば、スタンフォード大学の「お菓子の選択」という研究があります。 
その研究では、まず２種類のお菓子を提示し、

どちらかを持って帰って下さいと相手に伝えます。

すると、余程そのお菓子が気に入らない場合以外はどちらかを選択して持ち帰  りますよね。  

次にお菓子を５０種類用意します。  
普通に気に入ったお菓子を持ち帰るかと思いきや・・・「何も選択しない」とい  う決断をする人が続出したんです。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「選択の科学 シー ナ ・ アイエンガー」 より 



努力量MAXは人工的に作れる

たくさんあった方がいいって思う人もいますが、多すぎると逆に疲れてしまう・・・つまり、ほ

とんどのものが無駄なもの。

蓄えた知識、購入したものなど、使っていないものはどれだけあるでしょうか。

その無駄なものにエネルギーを消費していては努力量MAX状態は作れません。

だから、それを引いていきます。

そして、重要な 2 割を見定めて注力したらどうなるか。

今回僕があなたにお伝えしたいのは、

8割の無駄なものをどんどん引いていき、重要な2割の部分に焦点を当てる
ことによって、限られた時間を凝縮させて、努力量MAX状態を人工的に作る方法です。



うーん、ゾクゾクしてきますよね。

さて、ここからが本番です。



この動画は2割に焦点を当てて

自己をコントロールする

というお話しです。



無意識を意識する
まずあなたに伝えたいのは「無意識を意識する」ということ。

ノウハウを手にする

慣れが生じる、結果が出ない

ノウハウを疑う

新しい刺激を求める

これで望む結果を手に出来る？
現実は無限ループを繰り返す。

【新しい刺激】
●違うノウハウ
●テレビをダラダラ見る
●セミナーに行く
　　　・・・など



無意識を意識する

例えるなら・・・
そこに窓があると知らずに外へ出れると確信
して、何度も何度も窓にぶつかっている蜂み
たいな感じ。

その行動を繰り返しても絶対にソコから外に

出ることは出来ないんです。 

窓にぶつかり続けている本人からすると「あれ～、何で出れないんだろう」と思 って
チャレンジし続けているのですが、その姿を客観視したら「ああ、無理だな」 って分か
ります。



無意識を意識する

じゃあ、何を変えれば良いと思いますか・・・

実は人は考えているつもりがなくても、見ているつもりがなくても、無意識が選択してもの

ごとを決定しています。 

まずはその無意識が繰り返す日常を認識してください。

認識することが出来ればアプローチをすることが出来るようになります。
前に進めない、結果を出す事が出来ない・・・その思考回路・感情を理解し、ど うやったら

ぶっこわせるのかを解説していきます。 
 



三位一体脳
ポール・マクリーン博士が提唱したのが３つの脳の層構造「三位一体脳」論。 

一方の手で「握りこぶし」を作ってみて下さい。さらに、もう一方の手で上から握りこぶしを包んでみて下さい。これ

が脳の三層のモデルです。  

⚫下になっている方の手の手首 ＝ 爬虫類的な脳（脳幹）

⚫握りこぶし ＝ 哺乳類的な脳（大脳辺縁系）

⚫それを包んでいる手 ＝ 人間的な脳（大脳新皮質） 

ま、「この理論は知ってるよ！」って

人もいるかもしれませんし、その理論は科学的に

間違っているって言いたい人もいるかもしれません。



けど、そんなの関係ねえ！

人間の脳というものを理解しやすく、段階を経て自分を満たすことが重要だとい

うことが分かりやすいので、このモデルを使って解説していきます。 



爬虫類脳

爬虫類脳：原始的な本能をコントロールする部分
 心拍・呼吸・性行動・摂食・体温調節・安全意識など生命維持のため

の本能をコ ントロールしています。びっくりすると体が縮こまるような無

意識的な反応も爬虫類脳が司って います。 

爬虫類脳のコミュニケーションは「あいさつ」「攻撃・侵略」「求婚・求愛」

「服 従」しかないとマクリーン博士は提唱しています。コミュニケーショ

ン方法がこの 4 つしか無いとかなりヤバいというか・・・まさ に戦争！

争い！って感じ。笑 
 
しかし、多くの人がこの爬虫類脳の段階でぐるぐる回っています。 爬虫

類脳の特徴として「過去にこだわり、新しいことは嫌い」という性質があ

ります。安全な記憶の領域からは出てきません。

それをいかにケアしていくかというのは後で解説をしていきますので、

まずは 爬虫類脳ってどんな感じかというのをご理解下さい。



哺乳類脳

哺乳類脳：感情をコントロールする部分

 
喜びや愛情、怒り、恐怖、嫌悪と言った快、不快の刺激に結びついて

いる感情をコントロールしています。 
 
実際どうかは分かりませんが、爬虫類よりは哺乳類の方が「恐怖」や

「不安」と いう感情を察知して、予測した行動をする印象が強いですよ

ね。まさにその部分が哺乳類脳。 

 哺乳類脳の特徴は「所属したい」という性質があり、仲間と共同して子

育てをするなど集団行動をします。 
 
人間が集団を形成し、その中で重要な存在だと思われたいのはこの哺

乳類脳が関係しています。 

 
 



人間脳

人間脳：思考をコントロールする部分
 
言語機能・学習能力・創造的思考能力・空間把握能力をコントロールし

ています。

成長しようとしている人、未来をより良くしようとしている人はこの人間

脳が働いており、まさに他の動物では出来ないような部分を象徴して

いますね。 
 
言い換えると「理性的な脳」だと言えます。 

未来を予測して理性が働くからこそ、ムカついたからと言って暴力をふ

るうことはしません。 



三位一体脳

で、これら 3 つの脳はこのように
ピラミッド型の構成にまとめることが出来ます。
この図が表わすのは「人間脳が最も崇高だ！」

という話では無くて。 

このピラミッドの中で爬虫類が最も間口が広いこと

が分かると思います。

つまり、そこで止まってしまう人が多い・・・ってことは影響力が強いってことなんです。

人間脳、哺乳類脳、爬虫類脳の順番で影響力が強くなります。

影響力の強さと共に知っておいて欲しいのが、これらの脳は相即挿入だということ。 

「三位一体脳」という名前が付けられている所以ですね。 
 



三位一体脳

つまり、理性的に物事を考えて未来を良くしようと思っているのに・・・

「sexしたい」「お腹減った」という爬虫類脳への刺激があったら

そっちに引っ張られてしまうよってこと。 

理性的に物事を考えて未来をより良くしようと思うのであれば、まずは本能的な部分をケアして安全性を

確保する。 そして怒りや憎しみという強いマイナス思考から脱却し、感情をコントロールする。 

それでやっと理性的に物事を考えられる「人間脳」にアクセス出来る状態になります。 

これを理解せずに自分をコントロールすることは出来ません。



三位一体脳

例えば・・・

お金が必要だから
情報商材を買おう！

この状態だと爬虫類脳が満たされていない状態なので、
理性的にノウハウを実践することが出来るはずないんですよ。 

頭の中は金ばっか。
生活できないかも…
という危険意識、
本能が刺激される



三位一体脳

結果・・・ 
⚫ 多くの人が「この情報商材はクソだ！」という台詞を吐く  
⚫ 気持ちが安定せずに作業出来る日と出来ない日が生まれる  
⚫ 余計な刺激にいちいち反応して集中して取り組む事が出来ない  

 
そして、全ての責任をノウハウや周囲に押しつけ、次のノウハウを購入するんです。  
あなたの「思考」や「感情」は既に１万時間以上の時間を費やされてすっかり習慣として根付いています。

それは今までの思考ルーティン、感情ルーティンを考えずにおこなう事が出来るようになるので便利と言えば便

利。 

しかし、実は望んだ結果を手にすることが出来ない最大の障害は思考と感情の習慣なん

です。 



三位一体脳
例えば、あなたは「うまくいかない」ことを「失敗」と捉えていませんか？ 
 「うまくいかない＝失敗」と認識してしまうといつまでも現状を維持するだけになってしまう

んです。 
どういうことかと言うと、失敗を観察し、うまくいかなかった部分を引けばどんどん成功に近

づけるのに、多くの人は「失敗だ失敗だ」と騒ぎ立てて放置しているだけ。 

これでは成功する方が難しい！ 
 

だからこそ、目標を達成するためには、

〇不安になってしまう「感情」

〇不安を生み出してしまう「思考の習慣」

を変えていく必要があるんです。

 



でも、いきなり「思考」や「感情」にアプローチをしても、それ以前の障壁がありま

す。

うまくいってない人の多くは脳の制御が出来ていないので、

余計な刺激に反応し、本質を残して引いていく作業が出来ないんです。 

そこでまずは余計な刺激に反応せず、あなたの過去の習慣から抜け出していく

必要があります。

 

三位一体脳



例えばエロ動画が見たくてたまらない時・・・

その状態で作業に集中できる人っていますか？

例えば隣に裸の金髪美女が立っていて・・・

その状態で作業に集中できる人っていますか？

例えば1分間に1回LINEをしてくる彼女がいて・・・

その返信に全て反応していて作業に集中できる人っていますか？

例えば一睡もしないで・・・

その状態で作業に集中できる人っていますか？

例えばいつものように惰性でテレビを見ていて・・・

その状態で作業に集中できる人っていますか？
 

三位一体脳



新しいことにチャレンジをして、理想の結果を手に使用として

いるのに、この過去の記憶の領域に引き戻す「刺激」は邪魔

なんですよ。

だからこそ、爬虫類脳のケアが必要って事ですね。

「刺激」とうまく付き合っていくという考え方です。

〇エロ動画を引く

〇LINE通知を引く

〇睡眠をとる

〇テレビを引く

 

三位一体脳

刺激をカットして、
ケアをしていく


