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音声配信者のための 

世界観のつくり方 
 
 
 
 

加納かな（たいよう） 
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世界観の正しい意味は、⼈がそれぞれ持つ世界の観⽅、捉え⽅です。 
この本では、あなたの世界観が反映されている⾳声配信チャンネルのつくり⽅をお伝えし
ます。そしてここでは、あなたのつくる作品⾃体に対しても世界観という⾔葉を使っていま
す。 
リスナーにあなたの世界観を楽しんでもらえますように。 
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Ø まえがき 
 
「発信活動のために１つ武器が欲しい」 
そう思ったのが、私が⾳声配信を始めたきっかけです。 
本格的に発信活動に取り組むのは⾳声が初めてでした。それくらい⾳声配信に魅⼒を感じ
ています。 
私は２０年以上、エンターテインメント業界に携わってきました。内容は、ダンス、歌に演
劇です。 
今、最も愛情を注いでいる演劇を始めたのは約６年前、３０歳の頃。⽇本では“遅い”と⾔わ
れる年齢かもしれませんが、私にとっては "出会ってしまった感" がありました。初めて出
演した舞台を終えた時「この世界を追求したい。でも、このままただ繰り返していても、理
想にたどり着く前に寿命が来るのではないか。そうなると、憧れの俳優や演出家と⼀⽣かか
っても⼀緒に仕事ができない」そう思った私は、演劇の学校に通いました。その頃は毎⽇８
時間練習に注ぎ込んでいて、⼈⽣のトップ３に⼊るくらいの没⼊感と熱量を感じながら、理
論を学び体感した時間となりました。要は時間をお⾦で買ったのです。そこで学んだ話をベ
テランの俳優さんとした時に気付きました。⾃然と⾝につけていくものをお⾦で買ってい
るのだ、と。 
時短です。 
今、読んでくれていると⾔うことは、少なくとも「魅⼒的な⾳声配信にしたい」そう考えて
いると思います。 
この本は、私が学んできたアメリカの演技メソッド、舞台や現場の経験から得た内容で構成
しています。この本を読んで活かすことは、あなたの持っている声、感情、情報そして何よ
りも魅⼒をより多くの⼈へ届け、あなたが本当に欲しいものを⼿に⼊れるための時短にな
ると信じています。 
そして、この本が主体にならないように、あなたがより⾃然な状態で魅⼒的でいられる様な
お守り本として存在してくれたらいいなあと思っています。 
決して内容に囚われない様に注意して欲しいのです。 
本来、ありのままで夢中になっていれば誰しもが⽬的に辿り着けます。 
⼈間が夢中になった姿、要は魅⼒的な姿を、演技メソッドによって分解し⾔語化します。そ
して、理論として理解し再現するのです。 
再現するには、⾃然の原理原則を⼤切にすることが必要です。 
内容に囚われると、⾃然ではなくなり魅⼒的な姿から遠ざかってしまいます。 
なので、あなたが活⽤するということが⼤切なのです。 
ポジティブに活⽤すれば、⾃然と夢や仕事に繋がっていくことでしょう。もしその⽇が来た
らこっそり教えてください、それが私のこの上ない幸せです。 
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ちなみに、スーパースターのラジオには、必ず構成作家が付いています。地上波、インター
ネットラジオなど全くもって⼀⼈きりでパフォーマンスをしている⼈はいません。 
そう考えると素⼈の私たちがメディアを⼀⼈で持つことは、既にすごいチャレンジなので
す。 
エンターテインメント業界とは関係のない仕事をしている⽅も、誰かを楽しませようとし
たことがあるのなら、あなたはもう既に⽴派なエンターテイナーです。 
私⾃⾝も、まだまだ道半ばではありますが、是⾮、⼀緒に進んでいきましょう。 
 
そして、海外では演劇教育が存在するほど、演劇がコミュニケーションを学ぶ道具として有
効なことが知られています。 
⾳声は、声は、嘘がつけません。 
声⼀点になるとそこから想像⼒を使うため、他のメディアよりも尚更、⼈間性を感じます。
リスナーとのコミュニケーション、対談配信ではその相⼿とのやりとりなど、コミュニケー
ション能⼒があなたの配信⼈⽣を物語ると⾔っても過⾔ではありません。 
コミュニケーション能⼒とは相⼿の話を聞くこと、表現すること。そして、忘れてはいけな
いのが⾃分を知ることです。この本でお伝えする演技メソッドには、この理論が詰まってい
ます。 
この本を活⽤することで、⾳声配信を魅⼒的にする道具を揃えられるでしょう。是⾮、活⽤
して時短にお役⽴てください。 
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Ø この本の読み⽅ 
 
１度⽬は、ピンときたワードを拾うことを中⼼に読んでください。 
２度⽬以降で、そのワードの意味をよりご⾃⾝に落とし込んでいただくことで、効果を実感
しやすくなります。これは、⼀⽣使える道具です。 
焦らずにゆっくり何度も確認しながら落とし込んでいきましょう。 
落とし込んでしまえば、あとは繰り返し深めていくだけです。 
何度読んでもどこから読んでも、その時の状態によって気付きのある内容になっていたら
いいなと思い制作しています。 
また、この本を読むことで、著者が主催するオンラインスタジオ TSUMIKI BAKO で実際
に⾏っているワークショップを擬似体験していただけます。 
あなたの⾳声配信へかける時間、そして表現する時間がより楽しく充実しますように。 
 
この表現の世界とせっかく出会ってしまったのだから。 
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―⽬次― 
まえがき 
 
この本の読み⽅ 
 

台本編 
 

第 1 章 台本の重要性を理解しよう 

飲み会でしゃべる上司への愚痴でさえ構成されている 
フリートークは練りに練られた作品である 
台本があるからアドリブがある 
いつでも台本に戻れるという安⼼感 
“誰から知るか”が⼤切な時代へ 
 

第２章 台本の構成を理解しよう 

台本の基本的なフレーム 
番組紹介からオープニングトークへの流れ 
より本題を魅⼒的に届けよう 
コンテンツの価値はエンディングで変わる 
オチをつけなければいけないのか 
コーナー・企画を考える 
BGM・オープニング曲・ジングル・エンディング曲を使うかどうか問題 
 

第３章 ⾯⽩い台本の作り⽅を理解しよう 

⾯⽩い台本を構成する 2 つの要素 
台本がこの世に⽣まれ落ちる瞬間にやるべき事 
まずは誰が読んでも⾯⽩い台本を⽬指そう 
誰が読んでも⾯⽩い台本は刺さる台本への架け橋 
 
 

第４章 台本の読み⽅を理解しよう 
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⼼でリスナーと繋がる⾳声配信の作り⽅ 
①⼈⽣の⽬的 
②発信活動の⽬的 / ③⾳声配信の⽬的 
④台本全体の⽬的 
⑤項⽬ごとの⽬的 
リスナーにもっと想いを届けるためにできること 
 
 

第５章 誰もがあなたに魅了される世界観をつくろう 

あなたは誰なのか？ 
あなたにとってリスナーはどんな存在？ 
いつどこで？ 
環境は？ 
状況は？ 
 

第６章 台本編における TIPS 

棒読みからの脱却（アクション） 
物・事・⼈が出てきたら 
無⾔すら台詞に 
思い出の品物や写真、匂いを活⽤しよう 
 

第７章 確認リストと活⽤⽅法 

確認リスト 
⽬的を落とし込むための２つの⽅法 
⼿放さないと何が残っているのか分からない 
⼿放す体験をした⼈、変化を感じた⼈へ 
 

 

 

題材編 
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第１章 どうやってネタを探すか 

アンテナを張る 
⾏動する 
継続する 
パターンを持つ 
 

第２章 ネタがないと感じたら確認することリスト 

メモを取るのは必要か問題 
 

第３章 ネタ探しの旅は続く 

 
 

 

パフォーマンス編 
 

第１章 準備１ 

ストレッチ 
リップノイズ対策 
滑⾆を良くするには 
喉のケア 
 

第２章 準備２ 

⼈に聴かれない配信を作っていませんか？ 
エネルギーを上げる（As if ） 
好きなパーソナリティを憑依させる 
⾃分でいること 

第３章 緊張を味⽅につける 
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第４章 配信中に気をつけること 

感情を込めるは嘘 
笑いたくなったら笑う 
⼿放す 
 

第５章 リスナーの記憶に残す 

⾃分の名前を３０秒に１回⾔う 
リスナーの名称を作る 
造語を作る（⼝癖を作る） 
どんな世界にしたいか（テーマ）を話す 
ユーモアを⼊れる 
 

第６章 パフォーマンス編における注意点 

毒⾆や下ネタを扱うこと 
⾃分の定義付けは危険 
共通⾔語の罠 
あなたは⼈に「あなた」と⾔ったことがありますか？ 
元気な配信がいいとは限らない理由 
 

第７章 パフォーマンス編における TIPS 

1 ⼈合いの⼿三種 
スイッチを⼊れるタイミング 
テンションのコントロール法 
コラボレーション（対談） 
逆張りをしよう 
継続の苦⼿な⼈へ 
 

さいごに  
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台本編 
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第１章 台本の重要性を理解しよう 
 
テレビや映像はカンペや台本を⾒ない様に⼯夫しなければいけません。しかし、ラジオは
堂々と台本を読むことができます。カンニングできるのに。楽して上⼿な様に⾒せられるの
に、それでも台本を作らないのはなぜでしょうか？ 
理由として考えられるのは“重要性より⾯倒臭いが勝っている”もしくは“読むと棒読みにな
ってしまう（読み⽅を知らない）”だと思います。 
まずは、台本を１００％味⽅につけ活⽤できる様に台本の意味と存在価値を知りましょう。 
棒読みからの脱却⽅法は後ほど解説しますので楽しみにしていてください。 
 
 

飲み会でしゃべる上司への愚痴でさえ構成されている 

 
飲み会ではいろいろなトークをする機会があると思います。 
１番盛り上がるのは職場や上司の愚痴じゃないでしょうか。 
ここでは、その会話の善悪は⼀旦置いておいて、その愚痴をどのようにトークしているか、
そこに注⽬してみましょう。 
⼀緒に思い出してください。 
上司が如何にダメなのか、⾃分がどれだけ理不尽な扱いを受けたのか、より詳しく相⼿に伝
わるようにいつもより感情を出してトークしたことはありませんか？ 
そして、別の機会の飲み会で別の信頼できる上司、もしくは恋⼈や家族に再びそのトークを
したことはないでしょうか？ 
要は同じ話を２度以上したことはないかを考えてみて欲しいのです。もし YES の場合、既
にその愚痴は、話す回数ごとにブラッシュアップされているはずです。 
こうしたほうが盛り上がるなとか、こことここの順番を⼊れ替えたほうが相⼿に伝わりや
すいなとか、時には⼤袈裟にトークを盛ることもあるでしょう。 
このように、飲み会で話す上司の愚痴でさえ構成されています。 
これは、聞き⼿に上司のダメさを伝えようと強く思った結果です。 
⾳声配信の台本でも同じく何を伝えたいのか、そして伝えようと強く思う気持ちを⼤切に
しましょう。 
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フリートークは練りに練られた作品である 

 
“フリートーク” 
この⾔葉を聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。 
著名⼈がテレビで話すエピソード。ラジオでパーソナリティが話す“最近起きた出来事”など
思い浮かべることができるでしょう。 
これは果たして本当にフリートークなのでしょうか。この意味は⼀体何なのでしょう。 
実際にとある著名⼈のラジオとテレビを⼀ヶ⽉全て追いかけて⾒聴きした結果、ある番組
とあるラジオで必ず同じ話をしているのが分かりました。 
テレビやラジオで⾯⽩い話を聞くことが出来るのは、彼らがお客さんのいる現場や舞台、あ
るいは仲間達との飲み会で何度も同じエピソードを試し、どこが⾯⽩いのかどこが⾯⽩く
ないのかと、試しては削る⾏為を繰り返した作品だからなのです。 
お気付きでしょうか。 
フリートークとは、お題がフリーなだけであって、話し⼿が⾃分の好きなように話している
訳ではないです。 
便宜上、伝わりやすいのでフリートークという⾔葉が使われていますが、この⾔葉の罠に騙
されないでください。上⼿なフリートーカーは必ずどこかでエピソードトークを試してい
ます。 
 
 

台本があるからアドリブがある 

 
ここで、アドリブの意味も確認しておきましょう。 
⼀般的に考えられているフリートークとは、アドリブの意味に近いでしょう。 
台本の重要性を語るときに、フリートーク、アドリブの意味はとても重要な考え⽅になるの
で、ぜひ覚えておいて下さい。 
 
アドリブは別の⾔葉で“即興”とも⾔います。 
演劇の世界には、インプロと⾔われるジャンルが存在します。もしかしたら聞きなれない⾔
葉かもしれませんが、分かりやすく⾔うと、台本が無い状態で、演者がその場の空気を感じ
ながら即興で芝居をしていくというものです。 
台本が無いのに、相⼿の⾔動を逃さずに感じキャラクターを演じる光景は、その場にいるひ
とたちを魅了します。 
そこから感じるエネルギーには圧倒されるものがあります。 
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「⼈⽣は即興芝居」と謳う有名なインプロの指導者がいるのですが、まさしく私たちの⽇々
の発⾔や⽇常そのものは、即興から⽣まれているといっても過⾔ではありません。 
 
このインプロ（即興）には、当然ながら確⽴された練習⽅法が存在しています。これは、練
習を通して誰もが⾝に着けることができるということになりますし、裏を返せば⼀般的に
知られている“アドリブ”の解釈とはまた別物なのです。 
 
本当のアドリブ、いわゆる即興で発⾔する⼒も鍛えることができます。 
台本を書いている時には思いつかなかった⾔葉が収録中に出てくることがあります。それ
は、ぜひ使っていきましょう。アドリブで話の展開を⾯⽩くする⼒が⾝に付くチャンスです。 
また、普段の⽣活から⾔葉そのものに意識を向けることでも鍛えられます。しかし、それは
話の本筋があってこそ魅⼒的なものとして届けることができます。フリートーク、アドリブ、
それぞれを理解し、台本を本筋に話を展開させていきましょう。 
 
ここでフリートークとアドリブ、それぞれの脳の使い⽅の違いについて確認しましょう。 
フリートークはストーリーそのものに対し使⽤の回数を重ねる度に、⾔い回し、順番や⾔葉
を変えながらブラッシュアップさせてクオリティをあげていきますが、アドリブは、細切れ
の単語、⾔い回し、感情や声などをそれぞれの引き出しに⼊れて、ストーリーを前に進める
ためにその場で引き出しを開けて使うイメージです。 
いつも淡々と話している⼈がクスっと笑う瞬間や、いつも真⾯⽬に話している⼈が急にく
だけて話す姿が印象に残ったことはありませんか？ 
⼈は、普段出さない、隠している部分ほど知りたくなるものです。台本を作った後に収録で
咄嗟に⼊れたアドリブが、このような普段とのギャップに繋がり印象に残せることが多々
あります。 
ぜひ、アドリブを思いついたら⼊れてみてください。そして、そんな時に出てきた⾔葉をリ
スナーが記憶してコメントに残してくれることがあります。そこから定番のワードに発展
することもあるのです。 
これは本当によくある話で、演劇の舞台でも稽古中から出てきたネタというのは計り知れ
ない魅⼒や⾯⽩さを⽣むことがあります。現場の感情や空気からしか⽣まれない化学反応
があるのです。 
台本は、太い幹のようなものです。頑丈な幹があるからこそ、枝葉をいろんな⽅向へ伸ばし
ていくことができます。そこで思わぬタイミングで綺麗な花が咲くことも。 
ぜひ、楽しんでください。 
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いつでも台本に戻れるという安⼼感 

 
ついつい話が脱線してしまう経験はありませんか？ 
熱がこもって話が脱線した場合、元の道に⼀⼈で戻るのは難しいこともあるでしょう。 
「あれ、今、何の話してたっけ、忘れちゃった！」も、キャラクターによってはありですが、
これを繰り返すと聴き⼿も⾟くて離脱してしまいます。 
そんな時のための台本です。幹から伸びた枝は幹に戻れます。 
 
これはテクニックの 1 つですが、⾃ら脱線する時は、台本の読み終えた⽂字を指で差して
脱線するのがおすすめです。台本を書いていた時に思いつかなかったあの話が急に降りて
くるかもしれません。最⾼のアドリブが！！！！そして、終わったらしっかり台本に戻りま
しょう。緩急がついてより聴き⼿に楽しんでもらえます。 
 
 

“誰から知るか”が⼤切な時代へ 

 
今、⾳声メディアは盛り上がってきています。海外では YouTuberよりも時間単価が⾼いパ
ーソナリティが⽣まれています。 
⽇本では、まだこの状態にはなっていませんが、既に感じていることがあります。それは情
報の飽和状態です。 
私が⾔うまでもなく、ネットには情報が溢れかえっています。 
⾔わずもがな⾳声も同じ。同じ話が既に⾊々な場所で話されています。 
そうなると、もう参⼊したところで遅いのでしょうか。 
と⾔うと、そんなこともありません。 
同じ情報でも好きな⼈から聴きたい。 
“誰から知るか”これが⼤切だからです。 
どの⽅向性で⾏けばポジションを確⽴できるのか、台本を書けば⾃ずと⾒えてくるでしょ
う。 
それでは、実際に書いてみましょう。 
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第２章 台本の構成を理解しよう 
 

台本の基本的なフレーム 

 
ここでは、いくつかのコツを紹介します。最初に覚えておいてもらいたいのは、１度決めた
ら２度と変更できないわけではないということです。チャンネル名もアイコンもハンドル
ネームも変えて良いのです。何度でも。なんなら全部変えた後に戻したっていい。これを頭
の⽚隅に⼊れておいてください。 
 
たくさんチャレンジした後に全て元に戻すことと、最初から何もしないのとでは、構成は同
じでも気持ちも中⾝も全く異なると断⾔します。 
 
⼤切なのは、あなたの世界観（もしくはキャラクター）からぶれることなく、つくりあげる
ことです。より魅⼒的な配信を⽬指して、変化していきましょう。 
 
 
それではまず、基本的なフレームをご紹介します。 
台本は、番組紹介→オープニングトーク→本題→エンディングで構成されています。そして、
本題は、結論→理由→体験談→結論で書くと聴いてもらいやすくなります。 
企画・コーナーを⼊れる⼈もいます。そして、そこに BGM・オープニング曲・ジングル・
エンディング曲を使うパターンがあります。 
それでは、それぞれの要素を魅⼒的にさせるコツを詳しく解説していきます。 
 
 

番組紹介からオープニングトークへの流れ 

 
番組紹介は⻑くても３０秒にしましょう。 
毎回新しい⽅が聴いてくれていることを意識することが⼤切です。そこからオープニング
に⼊ります。 
みなさんは落語を聴いたり観に⾏ったりしたことがありますか？ 
落語には本題に⼊る前にまくら（枕）と呼ばれるいわばオープニングトークの時間がありま
す。⽇常の話が多いのですが、ベテランの噺家さんには１０年以上同じ枕を話している⽅も
いて、会場を⼤爆笑させています。しかし、なぜ毎回違う話をしないのでしょうか？ 
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それは枕にもきちんと意味があるからです。 
ただ世間話をすればいいわけではないのです。 
落語を聴いたことがない⽅は、この枕と呼ばれる部分をぜひ⼀度、よく聴いてみてください。
必ず本題に関連しています。 
例えば、本題が親⼦の話なら、実際のお⼦さんのことを枕で話します。 
⼦供が主⼈公の話なのに、お酒の席での話を枕で話すことはありません。 
また、本題の中に現代では馴染みのない話がある時には予備知識を説明することもありま
す。この様に、落語は、枕＋本題＋オチで構成されて、⼀つのお話となります。 
このことから、ラジオでも枕は、本題に関係のある話にしましょう。 
告知やお知らせを⼊れる場合も、本題に繋げられる様な終わり⽅が好ましいでしょう。 
あまりに本題とかけ離れすぎていると、題名で興味を持ったリスナーは何を聴かされてい
るのか分からなくなり離脱します。逆にそこで話を繋げられると、もう⼀歩興味を持って聴
いてくれるきっかけにもなります。 
繋げるには、枕と本題の話の共通点を探してみます。瞬時にはできなくても時間をかければ
できる様になります。共通の話題、もしくは感情でつなげていきましょう。 
 
例外として、個⼈の⽣活を枕に話すパーソナリティもいます。 
既に、その⼈への関⼼度が⾼い状態で個⼈的な情報を話しているので、⽐較的聴いてもら
いやすい状態です。 
⼀定のファンがつくまでは、オープニングトークから本題への繋がりを強く意識してくだ
さい。 
 
 

より本題を魅⼒的に届けよう 

 
さて、ここで改めて台本の構成を思い出してみましょう。 
番組紹介→オープニングトーク→本題→エンディングというものでした。 
そして、本題の基本的なフレームは、結論→理由→体験談→結論とご紹介しました。 
ここでは、どのように本題を魅⼒的に届けるかについて考えていきましょう。 
まず、話したい内容の結論、理由、ピックアップする体験談を箇条書きで書き出し整理しま
す。整理をしたら、台本⾃体を⼀⾔⼀句⼝語で書きましょう。 
筋書きや項⽬だけ書いて収録するパターンもありますし、時間がないときはそれだけでも
充分です。 
しかし、⼀⾔⼀句⼝語で書いた時のメリットがあります。 
脳内で、あるいは⼝に出しながら⼝語で台本を書くと、⾃分の⾔葉の癖を⾒つけることがで
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きるのです。 
新しい⾔い回しに置き換えることで聴き⼿の退屈回避ができたり、反対に同じワードをテ
ンポよく書いて使って⾏くことで、リズムが出て遊びのある放送回にもなり得ます。 
そして、これを繰り返して⾏くことで、いつの間にかアドリブとして⼝から出てくる⽇がや
ってきます。良いこと尽くめです。 
また、意図せずにネガティブな表現や威圧的な⾔葉を使っている場合があります。 
繰り返して使うと聴き⼿がしんどくなって離脱してしまいます。 
なので、⾃分の⾔葉の癖を⾒直し、本題をより魅⼒的に届けるためにも⼝語で書くのにチャ
レンジしましょう。 
 
余談ですが、⽂字で残しておくこと⾃体には利点があります。同じエピソードを話したい時
に確認することができるのです。２度⽬にそのエピソードを使⽤する時はより良いコンテ
ンツにしたいですよね。 
そんな時に⾳声から探すのは⼤変ですが、同じアプリ内（私は Evernoteを使⽤しています）
で⽂字検索すればすぐ⾒つかり、また活⽤することができます。そして、寝かせてあった⽂
章なので⾒直せば改良できて、より質の⾼いエピソードになっていくのは間違いありませ
ん。ここでもまた更に本題の魅⼒が増します。 
台本の⽂章をそのままブログに書き出して⾳声を貼り、コンテンツとして世に出すことも
可能です。また、Kindle出版してビジネスに繋げている⽅もいます。 
 
 

コンテンツの価値はエンディングで変わる 

 
エンディングまで聴いてもらうことはとても⼤切です。 
⾳声配信において完聴率はプラットフォームによってランキングに影響があります。 
そして、今後スポンサーをつける場合は重要視されることが多いので、離脱を防ぐための⼯
夫を考えましょう。 
海外でよく聴かれるポッドキャストのジャンルの１つに“怪談話”があります。 
怪談はオチまで聴いて１つのお話です。エンディングが⼀番聴きたいのです。 
 
最後まで聴いてもらえる配信にするために、⼯夫しましょう。 
本題で伝えたこと＋aとして、あなたのリスナーに喜ばれる⾖知識や役⽴つ情報を、今⽇
のまとめ、お知らせや次回予告に加えて話すと良いでしょう。あなたの感情も織り交ぜて
みてください。 
個性が出て本題との緩急が⽣まれます。冒頭で最後に話すトピックをお伝えする⼿法もあ
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ります。 
 
もしリスナーがあなたからの情報を楽しみにしているのならば、⼀番聴きたくなるのはエ
ンディングトークになります。 
ぜひ、⼀味加え楽しみにしてもらえるようなエンディングにチャレンジしましょう。 
 
 

オチをつけなければいけないのか 

 
落語を説明したので、必ずオチをつけないといけないのかと思った⽅もいるかもしれませ
んが、そんなことはありません。 
世間では、ドラマでも⼩説でも伏線回収した作品が素晴らしいものかの様に扱われること
があります。ですが、そればかりが視聴者の関⼼を惹きつけるわけではないのです。 
 
視聴者に考えさせる終わりにするのもひとつのやり⽅です。 
 
 

コーナー・企画を考える 

 
オリジナルの配信をつくるには、１つコーナーを持っておくのも⼿です。これは、１つの配
信の中にコーナーとして⼊れて投稿するもよし、配信⾃体を分けて単独で投稿するのもい
いでしょう。何をテーマに話すか決めてない⼈にとっては特に⾊々なコーナーにチャレン
ジするといいでしょう。 
チャレンジすれば⼈気コーナーが⽣まれるかもしれません。 
プラットフォームによってはリスナーが離脱した時間帯も分かりますし、コメント機能が
あれば、コーナーについて書いてくれる⼈も現れるでしょう。聴き⼿が⾃分に何を求めて聴
きにきてくれるのかが分かります。ちなみに、何かに挑戦している、した話は聴取率が上が
る傾向があります。 
 
リスナー参加型の企画もいいでしょう。 
しかし、最初は参加してくれる⼈が少ないかもしれないので、仲間を⾒つけて⼀緒に企画し、
新しく配信を始めた⽅を巻き込むのもおすすめです。 
始めたばかりはみんな不安です。そんな時は仲間を探してみましょう。⾊々な場所で既に催
しがあります。Twitterを使って宣伝している⼈が多いので探してみましょう。 
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BGM・オープニング曲・ジングル・エンディング曲を使うかどうか

問題 

 
【⾳楽をつけるメリットデメリット】 
 
メリットとしては、その曲を⽿に残してもらえることです。 
何度も聴いている番組は、その曲を聴くと始まったワクワク感を感じます。ジングルも同じ
です。毎回使うことで、型として覚えてもらえ、他の環境でその⾳楽を聴いた時にあなたの
ことを思い出してくれるかもしれません。何度も聴いてくれる⽅にとっては安⼼感にも繋
がるので、使⽤してみてください。 
デメリットとして、全編に BGMをつけた場合、多くのプラットフォームでは２倍速で聴か
れた時に曲も２倍速になることがあるので注意が必要です。 
また、最初は著作権フリーの⾳楽を使うのも良いですが、プラットフォームが⽤意している
⾳楽を使うと他のパーソナリティと被ってしまうことがあるので、なるべく誰も使ってな
い⾳楽を⽤意して、声、内容や世界観にあった⾳楽にすると、より印象深いブランディング
に繋がります。 
 
 
【既存の曲】 
 
基本的に原曲は著作権に引っかかるので、⾃分で演奏・歌ったものか、著作権元に許可を取
ってから使⽤しましょう。プラットフォームによっては毎回申請が必要なので、投稿してい
るプラットフォームのサイトを必ず確認してください。 
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第３章 ⾯⽩い台本の作り⽅を理解しよう 
 
 

⾯⽩い台本を構成する２つの要素 

 
あなたのチャンネルを魅⼒的な⾳声配信にするには、２つの要素を満たしている必要があ
ります。 
“内容の⾯⽩さ”と“パーソナリティーの⾯⽩さ”です。 
どんなに濃く⾯⽩い内容でも、発信者が特徴や個性がなく単調な喋りをしていたら視聴者
は離れていきます。 
逆に発信者が個性豊かで⾯⽩い表現が出来たとしても内容が単調であれば視聴者は離れて
いくでしょう。 
現在、テレビで活躍しているモノマネ芸⼈は“細かすぎて伝わらない”や“本⼈が絶対に⾔わ
ない⼀⾔”などひと⼯夫を⼊れてモノマネをします。 
本来モノマネは似ているかどうかが基準のはずです。しかし、今は内容も⾯⽩いモノマ
ネ、つまり“内容も⼈も⾯⽩い”状態を作れなければ選ばれない時代であると⾔えるので
す。 
 
 

台本がこの世に⽣まれ落ちる瞬間にやるべき事 

 
ここでは、⾯⽩い内容の台本を作るにはどうしたら良いのか？についてお話します。 
それは、第三者の⽬を持つ事です。 
10 分程度の台本を書くのに 20 分で終わる⼈もいれば 3 時間も 4 時間もかかる⼈もいるで
しょう。台本が出来上がったらさっさと録⾳してアップロードしたくなると思います。 
でもちょっと待ってください。 
今⼀度その台本を客観的に俯瞰で読んでみましょう。 
できれば時間を空けてから読む事をお勧めします。時間を空けることにより冷静になり、さ
も他⼈が書いた⽂章を読むがごとく冷静に読むことができます。 
毎⽇配信している⼈にとっては時間のかかる作業になるかもしれません。その場合はクオ
リティを重視する期間を作り、普段１０分の配信をしている⽅であれば、思い切って３分の
台本をつくってみましょう。 
普段とかかる時間を変えることなく、さらにクオリティを上げた配信を作ることが可能に
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なります。⻑い配信をそのまま続けていくより遥かに技術⼒が上がり、⻑い⽬で⾒るとプラ
スの効果をもたらしてくれる可能性があります。 
作った台本を寝かせ、客観視することを繰り返すと今までよりも⾯⽩い内容の台本が作れ
るようになります。 
 
 

まずは誰が読んでも⾯⽩い台本を⽬指そう 

 
時間をかけて書いた台本を⾃分で直すというのはとても⾻の折れる作業です。 
「このままでいいや」という⼼の悪魔との戦いです。 
しかし、時間を空け、冷静な⽬で台本を読み返したあなたはもう気付いていますよね？ 
最初に考えていたテーマとちょっとズレがあるな？ここはもうちょっと盛り上がるんじゃ
ないか？前に否定した事を肯定してしまっているな？など 
様々な問題点が⾒つかると思います。 
中でも特に注意したいのが“誰が読んでも⾯⽩い台本か？”という点です。 
あなたの書いたその台本は、お⽗さんが読んでも、後輩が読んでも、恋⼈が読んでも⾯⽩い
でしょうか？ 
ただ情報を伝えるだけの配信であれば、そこまでこだわる必要は無いかもしれません。しか
し、あなた⾃⾝にも興味を持ってもらえる⾳声配信を⽬指すのであれば、“内容も⼈も⾯⽩
い”でなければならないのです。 
 
例を挙げましょう。野太いダンディな声が特徴の男性配信者が、⼥の⼦⼝調でコスメについ
て語る。そんな配信があったとします。 
⾯⽩そうですよね。野太い声で⼥の⼦⼝調というは癖になりそうです。「こちらのスキンケ
アは、お肌のキメが細くなりとってもおすすめよ」野太いダンディな声でこんなことを⾔わ
れたら笑ってしまうかもしれません。 
しかし、その台本を⼥性が読んだら、もしくは、⼀般的な男性が読んだらどうでしょう？普
通のコスメ系の配信になります。 
その台本は、“野太いダンディな声の配信者”が話す事を前提に書かれているので、内容はま
ずまずでも⾯⽩く聴こえていただけなのです。 
内容が⾯⽩ければ、もっと⾯⽩い配信になった可能性があったわけです。 
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誰が読んでも⾯⽩い台本は刺さる台本への架け橋 

 
“誰が読んでも⾯⽩い台本“は個性のない台本なのでは？そう思った⼈もいるかと思います。
当たり障りのない、昔話のような台本が出来上がるかもしれません。 
そのときは、表現⽅法や選ぶテーマで個性を出します。書き続けていると独⾃の⾔葉選びな
ど様々な表現⽅法が⾒つかります。書きながら探していきましょう。 
全体のチェックポイントは、 
・内輪ネタが⼊っていないか？ 
・年代が古すぎないか？ 
・⼩学⽣からお年寄りまでわかるか？ 
最初は、この辺りを意識すると良いと思います。 
配信は、リスナーと⼀緒に過ごす時間です。 
リスナーを置いてきぼりにしてしまう原因を取り除きましょう。誰が読んでも⾯⽩い台本
とは、楽しんでもらうために⽤意しておきたい合格ラインの台本です。そして、誰が読ん
でいるのかが加わることで、初めて魅⼒が届けられるようになります。 
また、そこからターゲットを絞ることであなたの魅⼒や情報を欲していた⼈にとって価値
が明確になるので、伝わりやすい内容になります。同時にターゲット以外にも届きやすくな
るのです。その結果、たくさんの⼈の⼼に刺さる魅⼒的な台本が⽣まれます。 
 
基本の“誰が読んでも⾯⽩い台本”をまず⼼がけ、ターゲットを絞ることで⼼に刺さる台本を
作りましょう。まだターゲットが決まっていない場合は、第４章からのワーク、⽬的や世界
観をつくることがヒントになることもあります。ぜひ、考えてみてください。 
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第４章 台本の読み⽅を理解しよう 
 
 
【注意点】 
台本の読み⽅は、⾳声メディアの台本を“あなたの⾔葉”としてリスナーに届け、根強い本物
のファンを作るための内容です。 
この項⽬では、アメリカの演技メソッドや舞台などでの現場経験、研究していることをベー
スにお伝えしています。 
⾃分のことを掘り下げる時、恥ずかしさから抜け出す時に、勇気と共に⾶び込む必要が出て
くるかもしれません。 
その時にお約束してほしいことがあります。 
絶対に⾃分や⼈を傷つけない、物を壊さないこと。 
もし、これ以上は難しいと感じたら⾃分に従い⽌めること。 
そして、今いる環境、⾳、⽬の前にあるものを⾒て“今”に意識を戻してください。 
⾃分と向き合い掘り下げる作業は、時に不快な感情を起こす可能性があります。 
絶対に⾃分や⼈を傷つけない、物を壊さない。それだけお約束ください。 
さて、準備はいいでしょうか？ 
あなただけの台本をあなただけの⾔葉で届ける旅路のスタートです。 
唯⼀無⼆の世界観をつくりましょう。 
 
 

⼼でリスナーと繋がる⾳声配信の作り⽅ 

 
そもそも台本が読める状態とはどういう状態のことを指すのか定義したいと思います。 
ここで演技メソッドを活⽤しているのには理由があります。 
演技は他⼈が作った台詞を⾃分の⾔葉にして物語を進めていくことが１つの⼤切な要素で
す。 
 
⾃分の⾔葉になっていない状態、いわゆる棒読みの状態では観客は物語に没⼊できません。 
 
物語と共にある想いを伝えるために、台本を読み込んで⾃分の⾔葉として表現することは、
役者の⼤切な仕事のひとつです。 
 
⾳声配信でも同じことが⾔えます。情報をただ⽂字として伝えるだけでは、誰から聴いても
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同じです。あなたの⾔葉として伝えなければ、情報すらきちんと届けることができないかも
しれません。 
 
⽂字をただ読むことは、本当の意味で台本が読めるとは⾔えません。つまりは、台本に書か
れた⽂字全てを⾃分の⾔葉として話すことが出来る状態を、ここでは“台本が読める”と解釈
します。 
ですので、台本の読み⽅とは“⽂字を⾃分の⾔葉にする⽅法”です。 
これができるようになるのが、演技メソッドです。 
もう少し詳細をお話すると、演技メソッドの中で台本分析と呼ばれるものがあります。台本
の意味を理解して⾃分の⾔葉にする⼯程です。 
そこで⼤切にされているものが“⽬的の設定”と“世界観の設定”です。 
⼈間が発⾔や⾏動をする時に源となっている思考や背景を⾔語化します。この設定をする
ことで、⽂字が⾃分の⾔葉になります。この作業を通じて、より伝わるようにすることが可
能となります。 
 
普段、感情をそのまま⾔葉にすることに慣れていない⼈も、パフォーマンスとしてより伝わ
る様に表現したい⼈も⾃分⾃⾝の⽬的と世界観を⾔語化することで、リスナーに届く⾳声
配信が作れるようになります。 
逆にクリアになっていない項⽬があればあるほど、伝わるものが１００％で伝わっていな
い可能性があると⾔うことです。１００％で届く配信になれば、誰と戦うことも必要としな
いあなただけの世界観が広がっていることでしょう。 
ぜひ、活⽤していただきたいと思います。 
 
 
これから第４〜７章を通して考えて書き出すワークをご⽤意しています。⽂字を⾃分の⾔
葉にする⼤切なふたつの要素“⽬的の設定”と“世界観の設定”に加えて、この設定が声や表現
に、より強く反映されるための⽅法も解説しています。台本が必要なもの、なくてもワーク
できるものがあります。台本がある⽅は、台本を⾒ながら書き出していきましょう。ない⽅
は、なくてもワークできるものから始めて、台本を作ったら、残りを埋めていく順序がおす
すめです。どちらにせよ、⼀度全て⽬を通して全体を理解してからワークを始めるとより理
解が深まります。⼀度で全て完璧にするものではなく、繰り返し同じワークを重ねていくこ
とで、より効果的な選択肢を持てる様になるワークです。 
焦らず、ゆっくりやっていきましょう。 
 
 
それでは“⽬的の設定”から始めましょう。 
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まずは、設定に役⽴つ考え⽅と、最初に書き出すといい内容を解説しています。 
それが終わったら、実際に⽬的の設定をしていきます。 
ここで書き出す⽬的は⼤きく 5つの項⽬に分けることができます。 
① ⼈⽣の⽬的 
② 発信活動の⽬的 
③ ⾳声配信の⽬的 
④ 台本全体の⽬的 
⑤ 項⽬ごとの⽬的 
この 5つです。 
どの⽬的にも共通点があり、ひとつの軸で繋がっている状態を⽬指しましょう。 
それこそが、あなた独⾃の世界観でつくられる配信の必須条件となります。 
以下の例に倣って書き出していきましょう。 
 
 

例 

〜⾳声配信者 A さんの⽬的〜 

① ⼈⽣の⽬的 
喜ばせることで権⼒を得たい 

 
② 発信活動の⽬的 
⾏動させることで収⼊を得たい 

 
③ ⾳声配信の⽬的 
悩みを解決することで⾃分の商品を購⼊させたい 

 
④ 台本全体の⽬的： 
元気付けることでファンになってもらいたい 
（チャンネルをフォローしてもらいたい） 

 
⑤ 項⽬ごとの⽬的： 
挨拶・・・・・・・元気にさせたい 
オープニング・・・楽しませたい 
本題・・・・・・・⾏動させたい 
エンディング・・・次回も聴こうと思わせたい 
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A さんは①⼈⽣の⽬的 “喜ばせることで権⼒を得たい” を軸に②→⑤の順番でより具体に
なるように⽬的を作っているのがわかると思います。 
あなたも順番に⽬的を設定してみましょう。 
 
※ ①②③の⽬的を考え中の⼈でも、扱いたいテーマから “④台本全体の⽬的” を考えるこ

とも可能です。台本全体の⽬的の設定だけでも声の表現は変わります。ぜひ⽬的を作っ
て配信にチャレンジしてみてください。 

 
それでは①〜⑤の考え⽅と設定の仕⽅、最初に書き出すといい内容を説明いたします。 
 

① ⼈⽣の⽬的 

 
⼈⽣の⽬的を発⾒し書き出すために⾃分⾃⾝のことを掘り下げてみましょう。 
普段、⼈⽣の⽬的を考えながら⽣活している⼈は少ないと思います。 
しかし、魅⼒的な個性を持ちながら、あなただけの唯⼀無⼆のチャンネルを作るにはここの
ステップは不可⽋です。 
⼼でリスナーと繋がるチャンネルに育て、あなたを⼼から応援してくれる本物のファンを
つくりましょう。 
 
【⽬的とは何か】 
⽬的を⾔い換えると、なぜその⾏為に⾄っているかです。⼈は何を⾏うかや、どうやって⾏
うかではなく “なぜ” ⾏うかに⼼惹かれ、そして判断をします。 
なぜその⾏為に⾄っているかの裏側にある部分をまずは掘り下げます。 
これを⼀度やっておくと台本だけでなく、発信活動でも⽇常⽣活でも⾏動する際の指針に
なり⼈⽣そのものに役⽴ちます。ぜひ⼀度、やってみてください。すぐに書き出せなくても
⼤丈夫です。考えてみることが⼤切です。ゆっくりゆっくり進めていきましょう。 
また、補⾜として是⾮⼀度、サイモン・シネックの TED でのお話を聴いてみてください。
“なぜ”が⼤切な理由が腑に落ちます。＜https://bit.ly/3iscKNS＞  
では、いってらっしゃい！楽しんできてくださいね。 
 
 
【過去悔しかったことから “⼼から⾔いたいこと” を掘り出す】 
今の⾏動に繋がっている過去の出来事はありませんか？ 
過去の悔しさ、そして今も尚続く嫌悪や違和感は⼈の原動⼒になっています。 
例えば、 
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幼少期に頭ごなしに怒られ話を聞いてもらえなかった記憶がある 
↓ 
⼈の話を最後まで聞くようにしている 
 
これも、過去から来る現在の⾏動です。 
悔しさは特に強い原動⼒となります。 
今⼀度思い出してみてください。 
今、活動している内容の本当の原動⼒はなんですか？ 
 
なぜ、そう思ったのだろう？ 
なぜこの⾏動をしているのだろう？ 
なぜこれを⾔ったのだろう？ 
 
連鎖して掘っていくと深く掘り下げることができます。 
それが “⼼から⾔いたいこと” なのです。 
これは誰かに⾔う必要はありません。知ることが⼤切です。 
そして、もう⼀度⾔います。 
この⾃分の掘り下げが、リスナーと⼼で繋がるための表現に対してとても⼤きな⼒を発揮
してくれます。後ほどの項⽬でもう少し詳しく説明していきます。 
まずは⼀度、時間をとって書き出してみることをお勧めします。 
 
 
【⼈間は欲しいもののために⽣きている】 
⼈は⾏動を起こす時、必ず⽬的を持っています。 
⼈間は⾃分が何かを⼿にいれるために⽣きているのです。 
絶対両思いになりたい！と思ってデートする相⼿と、たまたま暇だったからデートする相
⼿では、デート中の⾃分の⾔動に差が出ると思いませんか？服装すら変わる⼈が多いので
はないでしょうか？ 
肯定的な⽂章で⽬的を意識すると、勝⼿に⾔動も声の出し⽅も変わります。 
例えば、サボることにも⽬的があります。 
「宿題をやりたくない」からではなくて、「遊びたい」「ゆっくりしたい」からサボる。やり
たくないことの裏には必ずやりたいこと（欲しいもの）が隠れています。 
「〇〇したくない」にフォーカスすると、⼈⽣が⾃分の選択ではないような意識になり、被
害者意識が⽣まれます。⾃分の⼈⽣を⽣きることができなくなるのでやめましょう。 
⾃分の欲しいもののために⽣きていることを受け⼊れてみてください。 
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だって、⼈間みんなそうだから。 
何も恥ずかしいことではありません。 
あなたも私も何かが欲しくて⽣きています。  
 
 
【顕在意識と潜在意識の違い】 
顕在意識は、⾃分で考えて⾏動することができる意識。 
潜在意識は、⾃覚していない意識です。 
例えば、カップルの喧嘩で⼥性が男性にたくさん⽂句を⾔っているとしましょう。 
 
顕在意識では、 
「⾃分が上だと分からせたい、謝らせたい」 
と思っていますが 
潜在意識では 
「何を⾔っても受け⼊れてもらうことで安⼼させて欲しい」 
という願望、つまり本⾳が眠っています。 
 
潜在意識は普段意識しないので、⾃分ではすぐには分からないかもしれません。 
しかし、潜在意識こそが⼈間の本当の欲求であることがわかっていただけたと思います。 
⼈間の本当の欲求、これが⼈⽣の⽬的に繋がります。 
⾃分⾃⾝の⼈⽣で潜在的にどんな欲求を持っているのか確かめましょう。 
 
 
【⼈⽣の⽬的とはつまり “⼈⽣における潜在的な欲求”】 
⼈⽣の⽬的を⾔語化するために、まずはあなた⾃⾝の⼈⽣における潜在的な欲求を書き出
します。⼈間は誰しも普遍的な欲求を持っています。普遍的な欲求とは 
 
愛されたい 永遠の愛が欲しい 無条件の愛が欲しい、 
⼒を⼿に⼊れたい ⼒を取り戻したい 名声を得ることで⾒返したい 権⼒が欲しい 
 
など “愛” もしくは “⼒” がメインとなっていることがほとんどです。 
愛も欲しい！権⼒もお⾦も欲しい！そういう⼈もいるでしょう。その場合は⼀番強い⽬的
を⾒つけて下さい。それがあなたの⼈⽣における潜在的な欲求となります。 
 
欲求は、今どの様な時期かによって変わることがあります。 
仕事に打ち込みたいと思っていたり、お⾦に注⽬している時期は、⼒がメインになってい
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ます。 
経営者は “⼒“ カテゴリーの⽅が多いです。⼈を引っ張っていきたい、リーダータイプの⽅
も⼒です。 
思い当たる欲求を書き出して、その欲求に向かって⾏動したときに、より情熱的に取り組め
るかで判断しましょう。 
 
欲求を誤解していると ”思うように⾏動できない” または “スムーズに物事が進まない” 
現象が起こるかもしれません。 
本当に思っていることと⾏動がうまく噛み合わない状態です。 
例えば、愛されることを⽬的に⽣きている⼈が愛のカテゴリーにいるまま、お⾦を稼ぐやり
⽅だけに注⽬してもお⾦は⼿に⼊り⾟いでしょう。 
「⼒を⼿に⼊れたい（お⾦を稼ぎたいなど）」⼈が「愛のために動いています！」と⾔って
も、本当に⼿に⼊れたいものは⼿に⼊りません。 
ここがずれると⾔動に違和感が⽣じます。また嘘をついている状態になってしまうことも
あります。潜在的な欲求を確認して⾔動と⼀致させましょう。 
 
またこれをうまく仕事に活⽤することも可能です。本当に欲しい仕事がある時などは、“⼒”
カテゴリーのエネルギーを体や脳に浸透させることで、潜在意識を強化させましょう。 
 
浸透のさせ⽅は、第７章 ⽬的を落とし込むための２つの⽅法を活⽤してください。 
 
 
先ほど書き出してもらった“⼼で⾔いたいこと”と“⼈⽣における潜在的な欲求”をきちんと
知ることによって、どの様なルートで今の考えや⾏動にたどり着いているかを探ることが
できます。 
何かを成し遂げようと⾏動し、あっという間に時間が過ぎ去って⾏く経験は誰しもが持っ
ていると思います。その様に、欲求を⾔語化しておくとより⾏動に向かえるようになります。
夢中の状態です。 
 
このふたつを知っておくことで、この後の項⽬で⾔語化する⾳声配信や台本全体の⽬的が
⼀層から⼆層、三層と重なり、嘘のない魅⼒的な発信ができるようになります。つまり、唯
⼀無⼆のあなただけのチャンネルが⽣まれるのです。ここから、より⼼で繋がるリスナーさ
んが増えていくことでしょう。 
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【どんな状態になってもらいたいか】 
それでは、⼈⽣の⽬的を⾔語化していきましょう。 
 
まず、関わった相⼿に⾃分を通して ”どんな状態になってもらいたいか” を考えてみてくだ
さい。あなたは、⾃分を通して相⼿を癒したいのでしょうか？元気付けたいのでしょうか？
背中を押したいですか？普段、どのような⾏動をすることが多いのか、どのようなポジショ
ンでいることが多いのか振り返ってみると答えが眠っているかもしれません。 
 
 
【掛け合わせて “⼈⽣の⽬的” をつくる】 
先ほど書き出した “⼈⽣における潜在意識な欲求” と ”相⼿にどんな状態になってもらい
たいか”を掛け合わせます。 
相⼿に与えるものと得るものが合わさって、1 つの⽬的と捉えます。 
 
例： 
あなたを元気付けることで愛されたい 
あなたを癒すことで無条件の愛が欲しい 
あなたを勇気付けることで⼒を⼿に⼊れたい 
あなたを喜ばせることで権⼒が欲しい 
 
⼈⽣の⽬的（⼈⽣における潜在的な欲求×相⼿にどんな状態になってもらいたいか）は、す
ぐに書き出せないこともあります。そんな時は何度でも考え直してみましょう。ここがクリ
アになると⾏動するスピードや時間の使い⽅も使い所も変わります。時間をかけても納得
するまで考えることをおすすめします。 
 
このなぜ“愛されたい”のか、なぜ“⼒を⼿に⼊れたい”のかというのは過去からくることが多
いので、過去悔しかったことから⼼で⾔いたいことを掘り出す作業をしておくと、⾃分で⾃
分を理解できるので、迷いなく発信にチャレンジできるようになります。 
⽬的が分かっていれば、内容が変わっても、発信する場所が変わっても本当に伝えたいこと
は変わらないので、芯の強いコンテンツを増やしていくことが可能となります。 
 
 

② 発信活動の⽬的 / ③ ⾳声配信の⽬的 

“⼈⽣における潜在的な欲求×相⼿にどんな状態になってもらいたいか”の式を使い②発信
活動の⽬的③⾳声配信の⽬的を書き出してみましょう。 
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⼼で⾔いたいこと→⼈⽣における潜在的な欲求→相⼿にどんな状態になってもらいたいか
→⼈⽣の⽬的→発信活動の⽬的→⾳声配信の⽬的と順序⽴てて知ると台本全体の⽬的が作
りやすくなり、伝えようとする声の⼒も増すので、ぜひ考えてみてください。⾔葉上の正解
はありませんが、どの⽬的にも共通点があり軸がひとつあると、より世界観が深まり伝わる
配信になりますので、その様に作れるようになると良いでしょう。また、すぐには書き出せ
なくても問題ありません。台本全体の⽬的や世界観から配信を作っていった後で、上記の⽬
的が書き出せるようになることもあります。どのタイミングで向き合っても構いません。 
頭の⽚隅に⼊れておいてください。 
 

④ 台本全体の⽬的 

ここから台本の⽬的に移ります。まずは台本全体の⽬的です。同じ要領でより具体的に作っ
ていきましょう。現在お持ちの台本がある⽅は台本を⾒ながら、ない⽅は想像しながらご⾃
⾝だけの内容を書き込んでいきましょう。書き出した内容を活⽤する⽅法は、第７章 ⽬的
を落とし込むための２つの⽅法でお伝えします。 
 
台本全体の⽬的とは、配信上のあなた、つまりはキャラクターの⽬的です。 
ここでは、配信上のキャラクターの⽬的を考えます。 
 
よりあなたの世界観が反映された配信にするために、⼈⽣、発信活動、⾳声配信の⽬的が書
き出せている⽅は、その軸に沿って台本全体の⽬的を具体的にしていきます。 
まだ何も決めてない時は世界観からつくる⽅法もあります。 
 
その場合は、基本的な質問（第５章 誰もがあなたに魅了される世界観をつくろうを参照）
を書き出してから、⾃分⾃⾝がこのエピソードでどんな影響をリスナーに与え、何を得るこ
とが⽬的なのか考えてみてください。 
 
また、より具体的にするために配信上のあなたはどんな性格なのかをもう少し詰めていき
ましょう。あなた⾃⾝を使います。 
例えば、どんな声だと⾔われたことがありますか？どんな⽬的であなたと関わってくれる
⼈がいますか？ 
 
配信上のあなたのキャラクターを考えるときに知っておいてもらいたいことがあります。 
 
それは、他⼈に注意されたことがあるポイントをキャラクターに⽣かすということ。 
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⼈はついつい他⼈から褒められたポイントに注⽬しがちですが、本当に⼤切なのは他⼈か
ら注意されたことがあるポイントです。 
他⼈から注意されたということは、⾔い換えれば、〇〇過ぎるということ。 
つまり、あなただけのユニークな特徴ということになります。 
 
⼈よりも⽬⽴っているそのポイントのポジティブ⾯を拾ってキャラクター設定に⽣かすこ
とをおすすめします。 
あなた⾃⾝からキャラクターを引き出し深めていくことが⼀番魅⼒的になります。 
信頼している⼈に⼀度聞いてみるのもいいでしょう。 
例： 
他⼈にうるさいとよく怒られる→ 元気すぎる→ リスナーさんに“元気を与える”を⽬的に
しよう 
 
その他の例： 
⾏動させる、癒す、元気付ける、勇気付ける、安⼼させる、笑わせる 
 
 
そして、この台本を通して相⼿（リスナー）になってほしいイメージと⾃分の欲しいものを
掛け合わせます。 
 
台本全体の⽬的は毎回変更しても構いません。その際は、⼈⽣の⽬的、発信の⽬的、⾳声配
信の⽬的の軸とずれないように考えてください。 
他の⽬的と同じ⾔葉を使いたくなる場合があります。使うことは構いませんが、⾔葉のニュ
アンスで声に出る影響は変わるので、より効果的だと思う⾔語を⽬的に当てはめていきま
しょう。 
 
 

⑤ 項⽬ごとの⽬的 

ここから台本をもう少し細かく⾒ていきましょう。 
台本の中にも、⽬的の違う項⽬に分けることができます。 
設定することで、④台本全体の⽬的の達成を助けてくれます。 
そして、おさらいです。この⽬的を作る時も、今まで書き出した⽬的の軸からずれないよう
に考えてください。 
例えば、挨拶、オープニング、本題、エンディングトークそれぞれの項⽬ごとに⽬的を作っ
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てみましょう。項⽬ごとに分けることで⼀回の配信の中に緩急が⽣まれ、リスナーに楽しん
でもらう要素にもなります。 
 
 
項⽬       ⽬的 
 
挨拶・・・・・・・元気にさせたい 
オープニング・・・楽しませたい 
本題・・・・・・・⾏動させたい 
エンディング・・・次回も聴こうと思わせたい 
 
 
項⽬ごとの⽬的では、リスナーにどうなってもらいたいかを書き出しましょう。 
⽬的の説明は以上です。 
台本の読み⽅とは、⽬的の設定をすることと⾔っても過⾔ではありません。各項⽬をしっか
り書き出し⾃分の⽬的を理解して下さい。 
 
 

リスナーにもっと想いを届けるためにできること 

 
ここから、⽬的を達成したい感情を⾃然に強めて、よりリスナーに届く読み⽅になる要素を
ご紹介します。 
それぞれ書き出してしっかり認識しましょう。そうすることで⾃然と⽬的達成のための声
や⾔葉の表現に変わります。 
リスナーが喜んでくれる新しいアイデアが⽣まれるかもしれません。ここで⽣まれた⾃然
発⽣の気持ちを活⽤して台本の制作、修正や収録を⾏いましょう。上辺ではなく⼼からリス
ナーに想いや情報を届けるチャンネルが出来上がります。 
 
【乗り越えなくてはいけない壁（障害）】 
あなたが設定した⽬的を達成するために乗り越えなくてはいけない壁を書き出しましょ
う。 ここではその壁を障害と呼びます。 
 
例えば “朝 6時に起きること” が⽬的だとした場合。 
⽬的を果たせない理由 “⽬覚ましに気付かないかもしれない” これが障害になります。 
障害を知ると 2 つアラームをセットしたり、誰かに起こしてもらおうとするなど障害を乗
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り越えるために⾏動が変わりますよね。 
これが⽬的の達成のために⾏動したくなる⾃然発⽣の気持ちです。 
障害がない場合は⽬的の達成が簡単なので、⽬的へ向かう気持ちは強まりません。 
 
これを⾳声配信に置き換えてみましょう。 
台本全体の⽬的を“元気付けることでファンになってもらいたい” だとしましょう。 
元気にさせることができない理由つまり障害を考えてみます。 
 
・真剣に聴いていない 
・全部聴いてもらえない 
・聴いている⼈がとても嫌なことがあった⽇だった 
 
など、いくつも考えられます。 
これを思いつく限り書き出しましょう。 
障害を知ることで⽬的の達成が簡単ではないことを知り、⽬的へ向かう気持ちを強めてい
きます。 
 
【達成できたらどうなるか】 
あなたの⽬的が達成できたらどうなるかを考えます。 
先ほど、⾳声配信の⽬的の例としてあげた“元気付けることでファンになってもらいたい”
を達成できたらどうなるでしょうか？ 
 
・チャンネルをフォローしてもらえる 
・次回の配信も聞いてもらえる 
・他のソーシャルメディアも応援してくれる 
 
など、いくつも考えられます。 
これを思いつく限り書き出しましょう。 
そうすることで達成へのワクワクが強まります。 
⽬的を達成したい気持ちをワクワクによって強めます。 
 
【達成できなかったらどうなるか】 
逆に、あなたの⽬的が達成できなかったらどうなるかを考えます。 
先ほど、⾳声配信の⽬的の例としてあげた“元気付けることでファンになってもらいたい”
を達成できなかったらどうなるでしょうか？ 
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・もう配信を聴いてもらえない 
・フォローを外される 
・配信の途中で聴かれなくなる 
 
など、いくつも考えられます。 
これを思いつく限り書き出しましょう。 
そうすることで、上記を避けるための⼯夫をしたい気持ちが強まります。 
 
 
 
 
以上で、⽬的の設定と、よりリスナーに届く読み⽅になる要素の解説はおしまいです。 
今ワークした内容だけでも、ただの台本に書かれている⽂字を⾃分の⾔葉に⽣まれ変わら
せることが可能です。 
収録を楽しみにしていてください。 
それでは次のワークに移ります。  
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第５章 誰もがあなたに魅了される 
世界観をつくろう 

 
⽂字を⾃分の⾔葉にする⼤切な要素のひとつ“⽬的の設定”ができたら、もうひとつの⼤切な
要素 “世界観の設定”を⾏います。 
冒頭でお伝えした世界観についてもう⼀度お伝えします。世界観の正しい意味は、⼈がそれ
ぞれ持つ世界の観⽅、捉え⽅です。この本では、あなたの世界観が反映されている⾳声配信
チャンネルのつくり⽅をお伝えしています。そして、あなたのつくる作品⾃体に対しても世
界観という⾔葉を使っています。第５章では、あなたのチャンネルの世界観をつくっていき
ましょう。 
 
リスナーが何時に何処で聴いてくれているかは分かりません。 
しかし、空間を作り上げ、招待し、より世界観を楽しんでもらうことは可能です。 
あなたは、あなたのチャンネルでどんな世界観を作り上げていきたいでしょうか？魅⼒的
な世界観を作るためにチェックすべき項⽬をご紹介します。 
 
 

あなたは誰なのか？  

 
配信するあなた（キャラクター）は誰ですか？  
サラリーマン？主婦？社⻑？デザイナー？ 
現実と同じでなくても構いません。講義するような内容であれば、塾の先⽣として配信する
のもいいですよね。 
職業とは別に、隣の家に住むお兄さんとして設定するのもありです。そして、何歳なのか、
男なのか⼥なのか、はたまた⼈間じゃないのか宇宙⼈なのかそれだって⾃由なのです。 
そして、私が誰なのか分かったら、その⼈物がどんな⾏動をする⼈物なのかを掘り下げて考
えてみましょう。 
 
キャラクターとは⾏動です。どんな⾏動をする⼈物かが名詞として存在しているだけなの
で、あくまでもどんな⾏動をしているかが⼤切です。普段の⾃分の⾏動から要素を抽出して
キャラクターに昇華、発信に活⽤すると、無理なく個性のあるキャラクターが⽣まれます。 
例えば、⼈に教えることが得意であれば、実際に先⽣でなくても先⽣のキャラクターが合う
かもしれません。 



 37 

コツは具体的にすることです。想像が簡単にできる。これが具体的であり、表現、そして声
により⼤きな影響を勝⼿に⽣むことが可能になります。 
また、少し変わったキャラクターを⽣み出すにはコツがあります。それは要素をふたつ掛け
合わせること。例えば、パイロットで料理⼈など、そのふたつが遠い世界であればあるほど
⾯⽩くなります。そして、掛け合わせた結果どんな⾃分だけの発⾒をしているのか、両⽅の
要素を忘れずに話に⼊れることが⼤切です。 
 
そして、そのキャラクターになって⽣活してみてください。そのキャラクターになってお⾵
呂に⼊ってみる、料理してみる。 
台本へのヒントがでてくるかもしれません。 
 
 

あなたにとってリスナーはどんな存在？ 

 
配信するあなた（キャラクター）は誰なのかを考えたら、次はその相⼿が誰なのかを考えま
す。例えば、実際の職業とは別に、塾の講師という設定でおしゃべりしている場合、リスナ
ーは塾の⽣徒さんになります。 
また、レストランのシェフの設定で料理を伝える番組なら、リスナーはレストランに⾷事を
楽しみにきているお客さんです。 
その⽇紹介する料理がデート向けなのか、同窓会向けなのかによって、リスナーの服装を想
像上で変えることができます。特別にドレスアップしているリスナーが⽬の前にいたら、あ
なたの背筋はいつもより伸びるかもしれません。その些細な⾝体の⾓度の変化で喋る声は
変わります。 
リスナーをレストランのお客さんとしておもてなしをしてあげるイメージを描くことで、
よりあなたが提供する世界観の内側へリスナーを招待することが可能になります。 
 
 
 

いつどこで？ 

 
【いつ？】 
配信するエピソードの世界は、何年の何⽉何⽇何時ですか？  
ここで、必ず確認してほしいことがあります。 
必ずしも今の⽇時でなくても構わないと⾔うことです。 
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⾳声配信は全て⾃由です。 
いつ、どのタイミングで、どう変更しても⾃由。 
決まり事はないという前提で⾃ら設定を選択しチャンネルを作ることが、より多くのチャ
レンジを⽣みます。 
時代設定は変更できると考え、固定概念を壊した上で現在の⽇時を選ぶことで、新しいアイ
デアが⽣まれるかもしれません。 
例えば、世界遺産を紹介する番組などは、タイムスリップ設定が使えます。ドラえもんの様
に、現在があって、⼀緒に違う時代に⾏くなども楽しいですね。 
構成、ルールを決めてしまえばあとは応⽤なので⾊々遊べます。 
 
決めたら、その設定に合わせて投稿時間も考えましょう。 
毎⽇配信する場合は投稿時間を固定しましょう。週１回なら曜⽇の固定がおすすめです。 
なぜなら、あなたの配信を聴く時間をリスナーの習慣に⼊れてもらいやすくなるからです。
習慣に⼊れやすい様に投稿⽇時を固定することはリスナーへの優しさでもあります。 
聴いてくれる回数も増え、⾃然とあなたのファンになってくれる⼈も増えるでしょう。 
 
 
【どこで？】 
これも⼀緒です。 
配信するエピソードの世界は⽇本ですか？ 
違う国でも構いません。 
どんな街にいますか？ 
部屋ですか？お店ですか？ 
この“いつ”“どこで”を掛け合わせることで 1980 年代のヨーロッパのバーで話しをする設
定も、2100年に⽕星で話しをする設定も作ることが可能ということです。前者と後者では、
仮に同じ話をしても声や話し⽅に⼤きな差が⽣まれることが想像できると思います。 
 
 

環境は？ 

 
環境というのは、その場所にいる周りの⽣き物、家具や家電、どんな内装かというのも含め
た設定です。 
周りに⼈はいますか？どんな⼈たちですか？もしくは、聴いてくれている⼈とあなたの 2 ⼈
だけの空間ですか？ 
⼈がいる設定の場合、⼩さい⾳で雑踏⾳を⼊れる、そんな演出もありかもしれません。その
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ほか、どんな内装も⾃由に変えることが可能です。 
 
 

状況は？ 

 
キャラクターとしてのあなたにはどんな過去があり、どんな現在を過ごして、どこに向か
おうとしているのでしょうか。こうした状況や背景を緻密に設定しておくことで、あなた
が描く世界観により深みが⽣まれます。 
あなた個⼈のパーソナルな情報を利⽤しても、あくまで創作したキャラクターとして設定
しても構いません。 
⼤切なのは、世界観づくりはブランディングそのものだと理解することです。そして、ブ
ランディングとは、聴きにきてくれるリスナーとの約束でもあります。リスナーが期待し
ている価値を提供し続けることが出来て初めてブランディング、そして世界観づくりは成
功していると⾔えます。 
そして、あなたがつくった世界観に魅せられたリスナーがファンになってくれるのです。 
 
 
以上、世界観についてチェックができたら、第４章で書き出した内容と照らし合わせてズレ
がないか確認しましょう。また、世界観を台本の⾔葉遣いなどに反映させて制作・修正を⾏
いましょう。 
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第６章 台本編における TIPS 
 

棒読みからの脱却（アクション） 

 
例えば、「お元気ですか？私は元気です」この⼀⽂でも、⾔葉の下に２つ⽬的が⼊っていま
す。 
 
「お元気ですか？」は相⼿を気遣う 
「私は元気です」はこちらの状態を知らせる 
 
⾔いにくいと思うセリフがあったら、線で区切り、どんな⾏動が含まれているのか確認しま
しょう。 
 
例 
 
お元気ですか？／私は元気です。 
そして、それぞれ何を伝えているのかを確認します。 
 
お元気ですか？→ 気遣う 
私は元気です→ 知らせる 
 
この、気遣うや知らせるという部分を演技メソッドでは“アクション”と呼びます。 
これを意識すると、セリフ⾃体がとても⾃然に⾔えるようになります。 
もし掴めないときは、まず「あいうえお」でアクションを意識して⾳が変わるのか実験して
みてください。 
相⼿を気遣いながら「あいうえお」と声に出します。 
⾔葉の交換は本来、感情や思考の交換です。これに基づいて、何を伝えているのか⾔葉の⽬
的を確認しましょう。 
⾃信の無さや照れは、はっきり発⾳しないこと、語尾が尻すぼみになることで声と⾳に現れ
ます。 
何を伝えているのかに集中して⾳を出す、そこに⽇本語の⼝の形があるだけです。これだけ
で棒読みから脱却できます。熱⼼に発⾔している時、誰しもがやっていることなので、⼀度
普段の⽣活で、今⾃分が何を伝えているのか確認してみてください。必ず⾔葉の下にアクシ
ョンがあります。 
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そして、台本全体の⽬的によってこのアクションを変えることで、⽤途にあった⾳が勝⼿に
発せられるようになります。 
 
仮に“⼼配させる”と⾔う台本全体の⽬的があった時は 
お元気ですか？→ ⼼配させる 
私は元気です→ 気遣いさせる 
 
に変更します。同じセリフでも先程よりも元気のない⾔い⽅になりそうですよね。同じ⾔葉
でもアクションを変えれば声は変わります。元気の無い声で⾔おうとするとわざとらしく
なります。アクションを設定することで、⾃然と元気がない状態にするのです。⾔葉の⾯に
囚われない⾃由度、そして⾃然な表現を⾝につけましょう。 
 
 

物・事・⼈が出てきたら 

 
⽂章にはアクションが書き出せないものがあります。それは“物・事・⼈”です。その場合は、
絵を⾒て話しましょう。⼈は記憶を話す時に必ず、絵を⾒て話します。逆に絵を⾒ることが
できていない⼈は情報がうまく伝えられられず嘘っぽく聞こえます。 
あなたが通っていた⼩学校はどんな校舎でしたか？ 
イメージできますよね？その絵をイメージすることで具体的に話ができるので、台本を読
む時にも取り⼊れることで、より⾃然に伝えることができます。 
情報を伝えるチャンネルなら尚更、情報だけを書き出して読み上げると誰から得ても変わ
らない情報になってしまいます。 
⾃分の⾔葉になっていないと思う物・事・⼈が台本に出てきたら、⾔葉に丸をつけます。そ
の⾔葉の絵をひとつずつ想像するかインターネットで写真検索して脳に⼊れておきましょ
う。 
 
 

無⾔すら台詞に 

 
「間が怖い」 
誰もが⼀度は思ったことがあるのではないでしょうか。 
これは、台本で間を使いたい⼈におすすめの⽅法です。 



 42 

⼈は間があるとついつい埋めたくなってしまうものです。しかし、⼀度で良いから⽂脈の間
を三秒開けて読んで録⾳して聞いてみて欲しいのです。体感の３秒と録⾳した⾳声の３秒
は違います。 
この“間”を⾃然に開けるには台本が役に⽴ちます。恐れずにできる様になるのです。 
しかし、これを実際の配信で「１、２、３」と開けていると、せっかくの⾃然な流れを壊し
てしまいます。 
なぜなら、普段「１、２、３」と⾔って間を空けていますか？いないですよね。ですので、
これは不⾃然という括りになります。ここでの解決策は、独り⾔を書き、その感情を使いま
す。 
 
例 
今⽇で⼀週間連続、夜ラーメン⾷べてるんですよ… 
（やばいよね） 
今年の⽬標１０Kg落とすって宣⾔したはずだったのにね… 
この「やばいよね」の間を⼼の中でため息をつき表現します。ため息を⼼でついている時の
感情が「やばいよね」にあたります。本当に想うことがコツです。 
本当に想っていると、⾳になっていなくても間で伝えることができます。 
 
そもそも、⼈間は普段頭の中で喋り思考しています。試しに１分黙ってみてください。実際
に喋っているか確認してみましょう。これはとても⾃然なことなので、それを台本にも書い
てしまおうと⾔う理論です。ただ、⾔葉にして読むと間延びすることがありますので、その
⾔葉の感情を使います。感情が繋がっていれば、無⾔すら台詞になります。「間抜け」にな
らない様に注意しましょう。 
 
 

思い出の品物や写真、匂いを活⽤しよう 

 
例えば、先⽇旅⾏した話をするとします。その時のことをよりリアルに話すために活⽤でき
るものがあります。それは、品物や写真、匂いです。 
例えば、ラベンダー畑に⾏った話をするときに、その場所に訪れた写真、ラベンダーの⾹り、
その時に買ったお⼟産の品を⽬の前に置いておく、触れるだけで、声は変わります。 
声を伝えるということは、感情を伝えるということです。⼀度試してみてください。 
 
お疲れ様でした。これで書き出すワークはおしまいです。 
初めて学んでいる⽅は少し脳がパニックを起こしているかもしれません。でも、⼤丈夫です。
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⼀度で全て理解して活⽤できる⼈は誰もいません。 
しかし、ここまで説明した流れは⼈間の原理原則を分解した理論なので、本質であり、⾝に
つけたらこれ以外やることはありません。繰り返し練習していく、⽬的以降の項⽬に関して
はひとつずつ気に⼊ったものから取り⼊れて徐々に表現の幅を広げ、あなただけの魅⼒的
な世界をつくり出してください。徐々に⼼から応援してくれるリスナーさんも増えてくれ
ることでしょう。 
⼀緒に楽しんでいきましょう！！ 
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第７章 確認リストと活⽤⽅法 
 
さて。体⼒残っていますでしょうか？ 
もう少しだけ頑張っちゃいましょう！！ これまで説明した内容のリストを確認して、⼀番
重要な活⽤⽅法まで⼀度⽬を通してみてください。 
 

確認リスト 

 
 
１、⼼で⾔いたいこと 
２、⼈⽣における潜在的な欲求 
３、どんな状態になってもらいたいか 
４、掛け合わせて⽬的を作る 
５、発信・⾳声配信・台本全体・項⽬ごとの⽬的 
６、乗り越えなくてはいけない壁（障害） 
７、達成できたらどうなるか、達成できなかったらどうなるか 
 
世界観を作る 
 
８、あなたは誰なのか 
９、リスナーとの関係 
１０、いつどこで？ 
１１、環境は？ 
１２、状況は？ 
１３、棒読みからの脱却 
１４、物・事・⼈がでてきたら 
１５、無⾔すら台詞に 
１６、思い出の品物や写真・匂い 
 
 
【活⽤⽅法】 
 
ここが⼀番⼤切です。リストのほとんどは知っておくだけで⼤丈夫です。理解して知る、以
上です。 
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なぜなら、このリストの内容は⼈間が普段やっていることだからです。 
⼈間は普段、過去のことを全て把握しながら表現しようとして会話をしているわけではあ
りません。なので、書き出して⾃然な気持ちを⽣んだら台本の制作や修正に使い、あとは声
に影響がでない時、調⼦がでない時に確認してください。収録時に意識して台本を読むと
“演じに⾏く”様なわざとらしい声になり、⾃然な魅⼒とはかけ離れてしまいます。 
本当の“演じる”とは、作られた世界（台本）を⾃然に⾏動（発⾔）することです。 
 
 

⽬的を落とし込むための２つの⽅法 

 
調⼦がいいときは誰でも調⼦良く話せます。問題は調⼦が乗らないときです。安定した個性
を供給すると⾔うのはリスナーの信⽤、そして世界観の確⽴に繋がります。調⼦が出ないと
きにいかに安定した配信ができるか。これがキーポイントです。 
世界観の確⽴のためにも、毎回しっかり⾝体に落とし込んだ⽅がいいものがあります。 
 
それが、台本全体の⽬的です。 
ここでは台本全体の⽬的を⾝体に落とし込む⽅法を２つ説明します。 
 
【その１ 丹⽥に落とし込む】 
 
台本全体の⽬的が“元気付けることでファンになってもらいたい”だとします。 
より強い⾃分の感情を⽣み出すために 
「私は、あなたを元気付けることでファンにさせることができる」 
という⽂章に変換します。 
事実かどうかではなく声に影響を出すためです。疑わないための⾔葉選びなので⾔い切っ
てください。 
⾔葉を決めたら⾝体へ浸透させます。 
座禅をする時の様なイメージで、あぐらをかいて、⼀度肩を回して⼒を抜きます。 
⼀本の⽷で頭部を上に少し持ち上げられているようなイメージで、⾝体はきつすぎずゆる
すぎず調整しましょう。 
そうしたら、⽬をつむって、この⽂章をへその少し下にある丹⽥（たんでん）に落とし込む
ような形でつぶやいていきます。 
腹落ちすると⾔う⾔葉がありますが、丹⽥を通して本当に⾝体で納得するといったイメー
ジです。 
丹⽥がしっくりこない⽅は脳でも⼼でも構いません。⾃分がしっくりくる、ぴんとくる場所
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に落としこんでいきましょう。 
最初はピンと来ないかもしれません。 
しかし、繰り返しているうちに、「あ、決まったかも？」と思うときが来ます。 
必ず来ます。 
コツは１００％で⽬的の達成を信じること。⼀切の疑いを排除します。 
頭を使わずに、どうなるかも予測しない状態です。 
遊び⼼が⼤切です。 
もし、何度やっても分からない時は感覚機能がちょっぴりお疲れかもしれません。 
⽇常でご⾃⾝の感覚を⼤切にすることから始めてみてください。 
「今、何が⾷べたい？」「元気？疲れてない？」⾝体と対話する癖をつけましょう。 
「今（現在）」の「⾃分の感覚」を⼤切にすることに慣れると、１００％で⽬的の達成を信
じることができるようになります。⾃分の欲求が源となる各⽬的を作ることにも役⽴ち表
現⼒の向上にも繋がります。 
⾃分の感覚に気付き、より効果的に⾝体に落とし込みたい⽅は、気付く⼒を育む、⼼の筋⾁
トレーニングとも⾔われているマインドフルネス・メディテーションを学ぶのもお勧めで
す。 
必ず、決められる⽇が来るので信じてくださいね。 
 
 
【その２ ひたすら紙に書き出す】 
 
台本全体の⽬的を⾝体に落とし込むもうひとつの⽅法は、ひたすら紙に書き出すというも
のです。 
A4のノート２ページくらいを使い、ひたすら繰り返し書いていきます。 
これも原理は⼀緒です。呟きながらやるとより効果があります。 
本気で決めにいきましょう。決まると、少しスッキリした感覚になります。 
 
 

⼿放さないと何が残っているか分からない 

 
 
ここまでたくさんの準備をしてきました。ここが⼀番おもしろくて怖くて遊びがいのある
ところです。 
確認リストの内容を準備して認識したら収録に移ります。 
ここで注意があります。準備した内容を考えながら収録しないでください。 
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キャラクターを演じる必要も、⽬的を考えながら台本を読む必要もありません。 
⼿放すのです！ 
具体的に⼿放すとはどういうことなのか？   
それは、“⾳声配信の収録を全⼒で楽しむ”これ以上でも以下でもありません。 
それ以外のことはしないでください。そうです。全⼒で楽しむ以外のこと全て、つまりは準
備した内容全てのことを考えないで収録するのです。これが⼿放すという意味です。準備し
た内容を忘れてしまわないかな？うまくできるかな？などちょっと怖いなと思うかもしれ
ません。 
しかし、相⼿に１００％で想いを届けようと夢中になっている時、⼈間はその相⼿に対して
１００％集中している状態になっています。 
今まで準備してきた内容は、夢中になる前段階で⾏われる思考や、無意識で考えていること、
勝⼿に出てくることなのです。 
なので、喋っている時には⾃ら思い出そうとしないことが⾃然な状態と捉えます。準備して
⼿放すことで、リスナーに届けたい情報や想いをあなたの世界観を通して届けるために必
要な感情を⽣み出し、情報すら⾃分の⾔葉にしてリスナーに届けることが可能になります。 
どんな⾔葉も⾃分の⾔葉にして届ける夢中の状態をつくり出すには、準備したら⼿放して
全⼒で収録を楽しむ。この⼯程が必須なのです。 
⼿放していない状態で収録すると、わざとらしくなり演じているような声になります。⾃然
な状態であなたの声でリスナーに届けることが⼀番魅⼒的なのは⾔うまでもありませんし、
わざとらしさは不⾃然にあたるので真逆の状態になります。 
なので、おもいっきり⼿放してみましょう。 
準備が⾝体に残っているかどうかは、⼿放してみないとわからないのです。 
⼿放すことで、何が影響しているのか、どこが⾜りないのかが分かります。 
 
⼀度、⼿放して収録した⾳声を聴いてみてください。 
最初は⾔葉によってムラがあるかもしれません。 
 
しかし、いつもより感情が⼊って喋れているなぁ、空気感がいいかもしれないなど、きっと
気に⼊るところが⾒つかるはずです。 
 
⾃分⾃⾝の録⾳でも、しっかりと⽿と⼼を傾けることで、成⻑に気付いてあげることができ
ます。 
⾳声配信は特に変化が⾒えやすいので、成⻑も感じやすいです。⾒つかったときは、とって
も楽しいですよ。 
⾃分が⾃分の⼀番のファンでいてあげてください。 
少しの成⻑でも感じてあげて、よりよくしたいところは、次の配信の時にまた改善していき
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ましょう。 
簡単に思えるこの作業ですら、ほとんどの⼈はやっていません。 
１〜２ヶ⽉続けることで⼤きく成⻑を実感することが出来ます。 
 
もし、客観的に⾒ることが難しかったら、信頼している⼈に聞き⽐べてもらうのもいいと思
います。 
⼿放す楽しさ、味わってみてくださいね。 
今ここにいる。それ以上でもそれ以下でもありません。 
頭を使わずに、どうなるかも予測しない状態です。遊び⼼が⼤切です。 
“⼿放すとは、崖からネットのないところへ⾶ぶこと。しかし⾶ぶとネットが現れる”という
表現があります。 
⼤丈夫です。ぜひ、全部⼿放してみてください。⼿放して！！！！ 
準備したのにも関わらず、影響が少なかった、やり⾟かった場所があったら、今⼀度違う⾔
葉を使って試してみましょう。そうすることで届けたい想いに対しより効果的な⾔葉選び
や準備ができるようになります。 
 
 

⼿放す体験をした⼈、変化を感じた⼈へ 

 
⼿放す体験をした⼈、変化を他⼈に触れてもらえた⼈に起きる現象があります。それが、⼿
放したフリをすることです。⼿放しきれなくなることがあります。何故ならうまくいった状
態をなぞろうとするからです。 
これが“演じに⾏く”つまりは、わざとらしい表現になる原因です。⼀度で完璧になる⼈はい
ません。毎回、新しい気持ちで⼿放すチャレンジをしましょう。 
 
以上で、台本編はおしまいです。あなただけの唯⼀無⼆の世界観であり魅⼒的なチャンネル
を作るにあたり、台本はとても強い味⽅になってくれること、そして基本の構成を知ること
で、新しいチャレンジが可能となること、また、配信はリスナーと共に過ごす時間であるこ
とを理解していただけたでしょうか？ 
そして、台本の読み⽅でお伝えした内容は、いわば⼈間の感情表現に関する理論です。⾳声
配信だけでなく⾊々な場で活⽤できます。 
⽂字で読むと難しく感じるかもしれませんが、⼈間の原理原則を分解して再現可能な理論
にしたものです。繰り返し読んで落とし込んでみてください。正しく準備すれば、表現⼒が
無限に上がっていくことをお約束します。  
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【まとめ】 
 
・台本はあなたの配信を唯⼀無⼆にするための強い味⽅である。 
 
・台本の基本構成と理論を知り、⼝語で台本を作ることで、魅⼒的な台本になる。 
 
・誰が読んでも⾯⽩い台本を作ることで、よりリスナーに刺さるオリジナルの台本が作れ
る。 
 
・⼈間の感情表現に関する理論を活⽤することでよりリスナーに届く声が作れる。 
 
・世界観を設定することで、リスナーをより楽しませることができる。 
 
・何を伝えているかに注⽬して⾔葉を使うことで棒読みから脱却し、無⾔にも意味を持たせ
ることで、配信に違和感を残さない。 
 
・⼿放すことで準備したものが⾃然な声となって表現される。 
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題材編 
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第１章 どうやってネタを探すか？ 
 
ネタ（題材）探しは、配信者にとって永遠のテーマと⾔えるでしょう。 
⼩説家だって映画監督だってお笑い芸⼈だってミュージシャンだってみんなネタを探して
いると⾔っても過⾔ではありません。普通に⽣きているだけではやっぱり⾯⽩いことは起
きませんよね。というより⼈間は、⾯⽩いことをスルーして⽣きているのです。⾯⽩いこと
は⽇常の違和感です。⼈間の脳は元々、違和感をスルーするようにできています。ですが、
せっかく⾳声配信しているなら、スルーしたくないですよね。スルーせずにネタを⾒つけて
⾏きましょう！ 
 
ではどのようにネタを探すのか？ 
 
アンテナを張る 
⾏動する 
継続する 
パターンを持つ 
 
今回はこの４つを解説していきます。 
 
 

アンテナを張る 

 
何にアンテナを張っていいか分からない時は、今流⾏っているものに注⽬してみましょう。
なぜなら、そこには⼈々の興味を引きつけるものが眠っているからです。世の中の⼈が何を
⾯⽩がり、恐怖し、感動しているのかが分かれば題材も⾃ずと絞れてきます。 
ある程度絞り込めたら、その題材に対して⾃分がどのように感じているかを確認してくだ
さい。好きな事、嫌いな事が発⾒できたら、まずはそこを掘ってみてください。 
⾊々な興味をそれぞれ題材として扱うのはチャンネルに好影響を与えます。 
例えば、共通点を発⾒しチャンネルに取り⼊れることができれば、他のチャンネルと被るこ
とは無くなり、ポジションも確⽴できるので、更にあなただけの唯⼀無⼆のチャンネルを作
ることが可能になります。 
著者のチャンネルでも、いくつかシリーズをやりました。そして、表現⼒を向上させるのに
おすすめしている、マインドフルネス・メディテーションと演技メソッドの共通点を⾔語化
しました。キーワードは“今ここ”が⼤切であること。つまりは、今現在の状況、環境や考え
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ていることに１００％集中する（意識を置いている）ことが⼤切だと⾔う意味です。キーワ
ードを発⾒すると⾊々な⾓度から同じゴールを⽬指して台本を作ることができます。 
そして、⾃分の興味が何に向いているのかも明確になります。 
実際に配信で積み重ねた結果、現在、この２つを両サイドから相乗効果で学べるオンライン
スタジオを主催してワークショップを開催するにまで⾄りました。 
なので、実験！と称していろいろ試しちゃいましょう！！！ 
違和感を感じたら、考える癖をつけましょう。 
違和感に置いては、専業主婦が考えたアイデア商品が良い例です。 
普段の家事で⾯倒くさいと思いながらも何となくやり過ごしてきた⼩さな違和感に疑問を
持ち、これが解決できたら便利なのではないかと考え、実践する。それがアイデア商品とな
りヒットする。何気なく⽣活しているとスルーしてしまいますし、机に座って頭で考えてい
ては到底たどり着くことはできません。 
アンテナさえ張っていれば⾃分の周りに題材となりうるネタは無限に転がっているという
ことがわかると思います。 
 
 

⾏動する 

 
「⾃分の周りでは何も⾯⽩いことが起きないな」なんて思ったことはありませんか？ 
私も思います。みんな⼀緒です。私たちは、⾃分の⼈⽣という物語の主⼈公ではありますが、
映画やドラマのように脚本家や監督がいるわけではありません。まさに台本のないドラマ
を実践している、それが⼈⽣なのです。 
台本がなければしょっちゅう事件は起きません。そうです。⾏動しなければ私たちの周りに
は事件など起きないのです。テレビの芸能⼈たちがトーク番組で⾃分の⾯⽩い体験を沢⼭
語っていますが、あれは⼀般⼈よりも圧倒的に多い経験からくる体験談や失敗談を語って
いるのです。中には⾃ら事件の起きそうなところに⾝を置く⼈もいるはずです。 
とある放送作家の⽅が、銀⾏の ATMでお⾦を下ろし、わざと受け取らずに銀⾏を出て、戻
ったらどうなっているか実践したというエピソードを持っていると聞いたことがあります。
もちろん犯罪はしてはいけません。 
ですが、プロは⾃ら積極的に⾏動を起こし、そこまでやっているんだという事は、ぜひ知
っておいて下さい。 
やったことが無い事、⾔ったことがない場所、沢⼭あるはずです。何でもネタになるなんて、
いい世界だなとは思いませんか？今すぐ⾏動を起こしちゃいましょう！ 
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継続する 

 
よく、週３回と決めるより毎⽇ルーティンにしてしまう⽅が楽という理論があちらこちら
で唱えられていると思うのですが、その理論です。 
質が良かろうが悪かろうが、毎⽇発信しているとネタを探すのも習慣化されてきます。アン
テナが常に⽴った状態になります。どんどん思いついたモノを発信してきましょう。 
活躍されている噺家さんがこう⾔っていました。「話を作るコツは毎⽇書くこと」だと。 
 
 

パターンを持つ 

 
これはネタ探しというよりは、裏技的な⽅法です。⾳声配信は投稿頻度が多いほうが再⽣数
を伸ばせます。 
しかし、先ほどとは逆説的ですが、ネタ探しに追われるタイミングも来ると思います。ア
ンテナを張っても、⾏動をしてもネタが⾒つからないこともあるでしょう。そうならない
ために、配信内容を何パターンか⽤意しておくことをおすすめします。ある程度のフォー
マットを決めておいて題材だけ変えることで配信を継続していくための助けになります。 
今⽉観た⾯⽩い映画、買ってよかったもの、影響を受けた書籍など何でも良いと思います。
毎回ゼロから１を作るのはとても⼤変です。パターンを作って、ときには楽をすることも⼤
切なテクニックです。 
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第２章 ネタがないと 
感じたら確認することリスト 

 
喜怒哀楽を感じているか？ 
⽬的を⾒直す 
同じネタを変化させる（裏技） 
全部が実験である意識を持つ 
「⾯⽩くない」と思う気持ちも⼤切に 
嫌いなことをする 
誰に向けているのか？を確認する 
求められていることを知る 
どう⾒られているかを知る 
ノートに今感じていることを書き出す 
とことんこだわってみる 
 
＜エンターテイメント系配信で使えるネタ＞ 
報告系 
企画系 
愚痴系 
雑談、⾷レポ、朗読、歌、失敗談、コラボレーション 
インスパイア系（感想系） 
聴いている⼈を特定して投げかける系 
 
そのほか、知恵袋から相談を拾って勝⼿にお悩み相談など、公共のテレビやラジオで使われ
ている企画からもピックアップしてみましょう。ヒントがたくさん転がっています。 
 
 

メモを取るのは必要か問題 

 
「メモを取るといいよ」と聞いたことはありませんか？ 
メモも⾊々な取り⽅があります。個⼈的には、脳内出し、⾯⽩い⾔い回しや使ってみたい⽂
章構造の整理によく使っています。 
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他の⽅では配信ネタを貯めてそこから引っ張りだし発信を続けている⽅もいます。 
あとは、こんな話を聞いたことがあります。「⾯⽩いことはメモしなくても覚えているから
⼤丈夫」と。なるほど、その考え⽅があると忘れた時に「たいしたことじゃなかったのかな」
と思えるかもしれませんね。 
⾊々な⽅のメモへの解釈がありますから、あなたにとって⼀番いいメモの取り⽅を⾒つけ
てくださいね。 
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第３章 ネタ探しの旅は続く 
 
⽅向性が定まってきたら、あとはそのジャンルを深く、⾊々な⾓度から表現するのがいいで
しょう。 
番組をある程度の期間続けていると、基本的に⼀周する時がやってきます。 
しかし、過去の配信を細かく覚えているリスナーさんはほとんどいません。同じ話をしても
どこかで⾔い回しや例えも変わってきます。 
同じ話から得る学びだっていつも違います。多くのコンテンツ提供者はだいたい同じ話を
しています。 
安⼼して使ってください。でもできれば、少しでも以前より⾯⽩い、分かりやすいなどブラ
ッシュアップして届けられたらいいですよね。良い意味で使いまわしていきましょう。 
そして、むしろそれはリスナーにとって分かりやすく、求めている物を提供していることに
もなります。1 つ忘れないで欲しいのは、それでも、⾃由だということです。いつ変更して
も構いません。⽬的だけ忘れないでください。コンテンツ制作なのか、記憶に残らない雑談
を⽬指すエンターテイメントなのか、⾳声配信は⾊々な役割として成⽴させることができ、
それを選ぶのもあなた⾃⾝です。 
 
この本を読んでくれている時、⾳声配信がブームになっているのかいないのか、どの様な波
の中にいるかは分かりません。しかし、コンテンツとして制作している⽅はブログや他のコ
ンテンツと結びつけられますし、ひとつひとつ産み落としている状態ですので、ブームが来
ていなくても、活⽤⽅法はたくさんあります。また、雑談系を配信している⽅は、おしゃべ
りの技術も台本の構成⼒も表現⼒も向上します。⾳声配信だけでなく⾊々な⽅⾯で必ず役
⽴つ⽇が来ますので、楽しむことに着⽬する時期があってもいいと思います。 
⾳声配信は未来に繋がるとても優秀なメディアなので、ぜひネタ探しも癖付けて、⼀⽯⼗⿃
を狙っていきましょう。 
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【まとめ】 
 
・アンテナを張りながら⾏動、継続して、ネタをキャッチし続けよう。 
 
・⽬的を⾒直すことや喜怒哀楽を感じて⽣活することで、ネタが⾒つからないときの対策を
⽴てておこう。 
 
・同じトークテーマでも⾓度を変えてブラッシュアップさせ、良い意味で使い回そう。  
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パフォーマンス編 
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第１章 準備１ 
ここからは実際に収録の際にやっておくとよりいいものを記述します。 
是⾮、ルーティンに取り⼊れてみてください。 
 
 

ストレッチ 

 
演技や歌の世界では、⾝体は楽器だと⾔われます。⼼と⾝体も繋がっておりその個体から⾳
（声）が出ています。そして、例外なく、あなたの⾝体も楽器です。⼼が開いていれば声も
出ます。⾻や姿勢が正しい位置にあり、ほぐれている状態であれば声は出やすくなります。 
なので、⾝体をまず起こしてあげましょう。軽くストレッチをしてあげてください。 
特に脇の下や背中にかけて伸ばしてあげてください。普段よく働いている⼈は⻭を⾷いし
ばる癖があるかもしれません。そして、顔の筋⾁を⽬⼀杯使って話す機会がある⼈は少ない
と思いますので、顔の筋⾁を縮めたり緩めたりしながらほぐしましょう。奥⻭周りの筋⾁を
⼿で軽く揉むのもおすすめです。 
 
 

リップノイズ対策  

 
リップノイズとは、話す際、⼝周りの粘膜が離れたりくっついたりするときに起こる唾液⾳
です。原因は、唾液が多く粘りつきのある唾液が出ている、⼝内の乾燥、唇のべたつきなど
です。対策は諸説あるのですが、ここではいくつかご紹介します。まずは、録⾳前に⽢い飲
み物やコーヒー、烏⿓茶を飲まない、⻭を磨く、リップクリームを塗る、お腹を適度に満た
すなどその場でできる対策がいくつもあります。テクニックで⾔うと、⾔葉を発する出だし
にリップノイズが⼊る場合は⼝を開けた状態から話すと避けることができます。またマイ
クの性能によっても変わります。また、⼝ももれなく筋⾁でできています。筋⾁の質が変わ
れば、⼝の使い⽅は変わります。そして唾液の出る量も変わると⾔う説があります。それが、
⾆回しという⽅法です。⾆の先を⻭の表⾯を触りながら上→右→下→左と回します。それを
左右１０回ずつやってください。ちなみにほうれい線策にもなるそうですよっ。 
ぜひ！ 
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滑⾆を良くするには 

 
滑⾆の良さは、⾆の⻑さや⻭並びが関係していると⾔われます。また早⼝⾔葉で⼝を動かす
のももちろんおすすめですが、ここではそれとは別で⾃分で試せる⽅法をお伝えします。リ
ップノイズ対策でやる⾆回しに加えて、ルーティンメニューを作ってみてください。おすす
めなのは、リップロール、タンロールです。筋⾁を緩める⽅法で、歌のボイストレーニング
でもよく使われる⽅法です。YouTube にたくさんやり⽅が投稿されているので、分からな
い⼈はチェックしてみてください。 
そして、ここからは気持ちとして気を付けておきたいことです。それは、流暢にしゃべろう
としないことです。プロっぽく流暢に喋ろうとすると、結果早⼝になります。だからと⾔っ
て、ゆっくりしゃべろうとすると、やり⽅になってしまいますし、⾃分に意識が向いて不⾃
然さが残ってしまうのでこれはやめてください。 
まず、流暢にしゃべろうとしていた場合はそれに気付くことが⼤切です。 
 
そうしたら、第４章台本の読み⽅を理解しようを読み直し、ゆっくり話す理由を作り、勝⼿
にゆっくり話したくなるように台本を作ります。意外とテレビやラジオで話しているタレ
ントさんもゆっくりしゃべっています。ぜひ⼀度、意識して聴いてみてください。 
また、苦⼿な⾏がある⼈は、その⾳の作り⽅や、⼊っている⾔葉のアクセントを変えるだけ
でも⾔いやすさが変わります。通常多くの⽇本⼈が⼝の中で⾳を作って平べったく発⾳し
ています。対して英語は唇の筋⾁をよく使い⼝の前で⾳を作っています。⾔語が違うと⼝の
使い⽅も変わるくらいですから、普段発⾳している⼝の使い⽅が正しい、滑⾆は良くならな
いと⾔うことはほとんどありえません。発⾳がしやすい⼝の形を探って⾳を作ってみまし
ょう。 
アクセントも変えてみてください。“⾞掌さん”と⾔うワードでやってみましょう。 
しゃしゅしょが苦⼿な⼈は最初の“しゃ”もしくは次の“しょ”にアクセントを置くかで⾔い
やすさが変わると思います。やってみてください。どうしても今何とかしたいと⾔う応急処
置です。頭の⽚隅に⼊れておいてください。 
 
 

喉のケア 

 
普段、⼈に⾔葉で伝える仕事をしている、またはよくカラオケにでも⾏っていない限り、喉
も⾝体も使い慣れていないはずです。使い慣れるまではどうしても声と⾝体の繋がりを感
じにくいかもしれません。喉が痛くなった時はどうしたらいいのか。そして、安定した配信
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を届けるために聴き⼼地のいい声を作り続けるにはどうしたらいいのかを解決しましょう。
⼼⾝のケアは⼀旦ここでは割愛するとして、ここでは喉のケアについてお話しします。おす
すめは、マヌカハニーかプロポリスです。そして喉を痛めたときは喉を使わないこと、声を
出さないこと。シンプルですがこれに限ります。歌⼿や役者が通う喉の緊急時に漢⽅を出し
てくれるお医者さんも存在します。余談ですが、役者で舞台前に唐揚げを⾷べることもあり
ます。油を喉に塗る理論です。私もやりますが、医学的根拠があるかどうかは分かりません。
気になる⽅は試してみてください。（そしてレポお願いしますっ） 
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第２章 準備２ 
 

⼈に聴かれない配信を作っていませんか？ 

 
⼈の⽬、⽿、感情に触れるという⾏為は、⼈にエネルギーを届けているのと同じ⾏為になり
ます。 
１⼈に聴かれているのと１００⼈、１０００⼈に聴かれている配信で、準備は変わります
か？ありませんよね？ 
だとしたら１０００⼈に聴かれていることにするのは如何ですか？ 
ここで注意したいのは、ペルソナ、つまり届けたい⼈を１０００⼈にする訳ではないという
点です。どちらかと⾔うと１⼈に対して届けているところを１０００⼈に⾒られている状
態を想像してみましょう。これは、表現、エネルギーを⾃然と⼤きくする⾏為です。 
ここでも遊び⼼、信じて疑わない⼼が⼤切です。 
まずは１０００⼈に聴いてもらえる配信を作りましょう。 
もし、実際のリスナー数が１０００⼈に満たないということであれば、それはあなたのチ
ャンネルに伸び代が残っているということです。 
考察していきましょう。想像は⾃由です。そして無料です。できることから始めましょう。 
 
 

エネルギーを上げる（As if ） 

 
収録を始める前に、想像⼒を使って少し遊びましょう。届ける⽬的が決まったら、それに
付随したエネルギーを上げる⽅法です。その⽅向に合った⼒がみなぎると⾔った⽅が正し
いかもしれません。 
この⼿法は As if とも呼ばれる⼿法で「もし〜だったら」を全⼒で信じます。 
例えば“胸にバスケットボールの⼤きさの真っ⾚な球体”で、As if をやってみます。⽬を瞑
り空気を吸いながら、本当にそこに存在しているのを感じます。存在をしっかり感じるまで
数回呼吸を繰り返します。そして全⾝に感覚が浸透していきます。多くの⼈が真っ⾚な⼤き
な球体を⼊れたら情熱が湧いてきたり“⼩さなピンクのハート”にするとちょっと恥ずかし
がりの傾向が出てきたりします。⼈によって物へのイメージは違うので、影響の出⽅は変わ
りますが、球体やシンプルな形、⾊、もしくは⾎液の⾊、⾝に着ける物でやると、声や表現
に影響がでます。⼤きな変化があるわけではありません。しかし、確実に⾃然に影響がでま
す。⼀度、おもいっきり遊んで録⾳してみてください。声は変化がわかりやすいので、気付
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きがあるはずです。 
もし、なかったら、染み込み⽅が⾜りないか、物があってないので他のもので試してみてく
ださい。コツは頭を使わない。疑わない。考えない。探らない。演じようとしない。結果を
予測しない。⾝を委ねる。です。時間は関係ありません。染み込んだなと思ったら⽬を開け
て⼿放します。もう忘れて⼤丈夫です。あとは配信に集中してください。 
作るときはシンプルに。声に影響を出すことが⽬的です。わかりやすく作ってみましょう。 
これは演技で使われている⼿法です。余談ですが、映画、⽺たちの沈黙のアンソニー・ホプ
キンスが As ifを使ったのではないかとの噂があるシーンがあります。彼は、監獄シーンで、
檻の中と彼の⾼貴さのギャップが有名なシーンとなり初の主演男優賞を獲得しています。 
あれを、As if ⾼級料理店のシェフを使ったのではないかという話があります。これが本当
の話なら“監獄で⾼級料理店のシェフ”すごい選択だなと思います。 
 
 

好きなパーソナリティを憑依させる 

 
この As ifを使って、好きなパーソナリティを憑依させることもできます。しかし、⼀つだ
け注意点があります。それは固有名詞でやらないこと。キャラクターとは⾏動です。その好
きなパーソナリティがどんな⾏動をする⼈なのか、つまりはどんなポジションで仕事をし
ているかをピックアップします。 
例えば、１０年続く深夜のラジオのメインパーソナリティなのか、お昼の放送を担当してい
るのか、声に影響が出やすいものを考えながら書き出してみてください。 
 
 

⾃分でいること 

 
たくさんの準備をしてきましたが、⼀番⼤切なのは⾃分でいることです。キャラクターや世
界観を設定しても別の誰かになるわけではありません。あなたの要素を使うのです。そして、
準備したのも⾃分、今この本を読んでいるこの時間も⾃分の選択です。どうして、配信をし
たいのか。どんな理由だって構いません。⾃分に正直でいることがとても⼤切です。そして、
楽しむ！など何でもいいです。１００％で覚悟を決めてみてください。そんな堅苦しいもの
ではありません。これも気持ちです。覚悟が決まったら⼤抵のことはできます。覚悟とは楽
しい世界の扉の鍵なのです。 
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第３章 緊張を味⽅につける 
 
緊張は成⻑痛です。 
緊張⾃体は悪者でも何でもありません。でも、せっかくなら味⽅につけたいですよね。 
そもそも緊張はどういう仕組みで起こるのでしょうか？ 
⼀度、やって欲しい実験があります。今、近くにある物をひとつ⾒てください。ペンやコッ
プなど⼩さい物からやってみましょう。そしたら何も考えずにまず、５秒間集中して、その
物を⾒てください。⾒たらまたこの⽂章に戻ってきてくださいね。 
⾒ましたか？ 
そしたら、その次に５秒間集中して、今度はその物に“⾒られてください”⾒られたら、また
この⽂章に戻ってきてください。 
⾒られましたか？ 
如何でしたでしょうか？ほとんどの⽅が怖い、もしくは不思議な感じがしたのではないで
しょうか？ 
この、⾒られていると⾔う⾃意識が緊張を作ります。これが⼈前になると「うまくやりたい」
に繋がり緊張が起こります。ただ、この感情も⾃意識も悪者ではありません。覚えておいて
ください。ここで感情が起きなかった⽅は、感覚機能がちょっぴりお疲れかもしれません。
ご⾃⾝の感覚を⼤切にしてあげてください。恐怖を含めた負と捉えがちな感情も全て⽣き
ていく上で重要です。感じないのは感じないようにしているのです。社会で⽣きていく上で
はそれも必要なテクニックなので悪いことではありません。現状を把握して、感覚機能を取
り戻しましょう。 
話は戻って、この⾃意識を感じることができたら、この⾃意識から解放されましょう。 
⽅法はひとつ。他の対象物に１００％で集中することです。⾃意識を消そうとしなくて⼤丈
夫です。ここで⾔うなら、⾳声配信の録⾳、リスナーさんに全神経を集中させるだけで「う
まくやろう」は勝⼿にいなくなります。そのためにも、⽬的の確認や「これやりたい！」と
⾔う感情を⼤切にしてくださいね。 
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第４章 配信中に気をつけること 
 

感情を込めるは嘘 

 
「感情を込めて」と⾔うワードを聞いたことがある⼈もいると思いますが、正式には、⾔葉
に感情は込められません。⼈間の意識の仕組み的に、感情があってその上に⾔葉があります。
⾔葉⾃体に感情が無いと⾔われるのは、感情をそのまま⾔葉にすることが苦⼿なだけです。
どのくらい表に出すかが、その⼈の性格つまりはキャラクターであり、その⼈の過去から来
ています。なので、⾔葉に感情を⾜す⾏為⾃体が不⾃然なのです。 
ここで今までのおさらいです。この本では、⽬的、障害、世界観、アクションや As ifなど
を設定していくことで⾃然と感情を⽣み出して、声の表現を変えていく、⼈間が普段⾏って
いる表現の流れを理論でお伝えしています。この理論を活⽤すると、⾔葉に感情を込めなく
ても、感情のある⾔葉が⽣まれます。 
決して、⾔葉に感情を込めないでください。 
嘘になります。 
⽇常で感情を表に出さない⼈は、感情をそのまま⾔葉まで繋げるパイプが整っていません。
パイプを整えましょう。出したことのない感情は、パフォーマンス時に使えることはありま
せん。出したい時に出せるように整えておくことは、⾃分を⼤切にすることと同意でありス
トレス軽減にもなるのでおすすめです。 
⽇常の些細な感情を⼤切にしてあげてください。表に出すか否かではありません。感じた感
情を否定しないことが⼤切です。 
 
 

笑いたくなったら笑う 

 
⼈の本物の笑い声と⾔うのは、不快になることはありません。ただし、本物に限ります。笑
いたくなったら笑っちゃいましょう。意図がない限り、⽇常と全く同じモードで⾳声配信を
している⽅はいないと思うので、顔の筋⾁もいつも以上に使っているはずです。解放してい
れば、感情も連動して笑いたくなるタイミングもくるでしょう。ぜひ、笑っちゃってくださ
い。 
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⼿放す 

 
ここで、再び記述しておきます。ここまで読んでいる⽅は、全ての項⽬に共通項が⾒えてき
たのではないでしょうか？⾃然であること、その上で魅⼒を倍々にしていくには、今にいる
こと。つまりは、⼿放すことが必要不可⽋です。忘れないで欲しいので、再度、ここに記述
しておきます。  
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第５章 リスナーの記憶に残す 
 
配信をリスナーさんの記憶に残したいと思った時に、どんなことができるのでしょうか？
⼀緒に考えていきましょう。 
 

⾃分の名前を３０秒に１回⾔う 

 
キャラクターにもよりますが、これをすることで名前を覚えてもらえます。名前は何回⾔っ
てもいいです。基本、初めて聴く⽅はあなたの名前は覚えていません。⾃分を呼び捨てにす
ると、痛いタイプのキャラクターになることがありますので、その際は「私〇〇は、」と⾔
うと痛さを避けることができます。 
 
 

リスナーの名称を作る 

 
リスナーさんの名称をつけるのもいいと思います。親しみを込めやすいように、リスナーさ
んに考えてもらうのもいいですね。 
 
 

造語を作る（⼝癖を作る） 

 
あなただけが⾔う、あなたが⽣み出した⾔葉を作ります。そしてこれも、毎回３〜５回⼊れ
る、もしくは必ず決め⾔葉として使います。⼈に浸透する⽇が来るのは、基本的に、パーソ
ナリティ本⼈が飽きてからです。それくらいの⻑期期間で考え、いつも聴いてくれている⼈
と同時に新規の⽅にも優しい配信でありましょう。常連さんは分かってくれます。安⼼して
使い倒していきましょう。 
 
 

どんな世界にしたいか（テーマ）を話す 

 
世の中で活躍しているたくさんの⼈には、その⼈の得意なものを使って世界をどうしてい
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きたいかを考えているという共通点があります。それが、地球全体の世界なのか、⾃分が過
ごす⽣活圏内の世界なのか、それぞれではありますが、⼈は⼈の“なぜ”その⾏動をしている
かと⾔う部分に惹かれます。 
それが⾒つかっている⼈はぜひ活⽤してください。まだ⾔葉になっていない⼈はゆっくり
考えていきましょう。賛同してくれる素敵な仲間に出会えます。 
 
 

ユーモアを⼊れる 

 
ユーモアというのは、唯⼀、資産や外⾒にも負けない⼈間がモテるポイントです。難易度が
⾼いと感じる⼈もいると思いますが、実はユーモアにも型があります。なので、型を引っ張
ってきて、⽅程式として使い、数字を変えていくだけで、配信の魅⼒度が上がります。型は、
プロのタレントさんから学ぶのをおすすめします。 
ここでいくつか⼿法をお伝えします。真⾯⽬な話の中でハズしたい場合は分かりやすいボ
ケを⼊れましょう。例えば、天気予報で説明すると、「東京晴れ、⼤阪晴れ、ロシア凍結」
の様に明らかに冗談と分かるものを真⾯⽬なトーンで話します。真⾯⽬なトーンがキーポ
イントです。 
そして、ボケとは呼ばないラインのユーモアがある例えの⼊れ⽅もご紹介します。 
収⼊を得たいのにも関わらず、ブロガーが記事を書いていないと⾔うことの危険性を書い
た例⽂です。 
 
「そもそも書いていないこれはどういう意味かわかるでしょうか？ わからない⼈のため
に漁師に例えて解説しますね。 そもそも漁船に乗っていないという事になります。稼げる
わけがありませんよね？⿂が獲れないわけですから。 そもそも書いていないという事がブ
ロガーにとってどれだけ危険なことかわかっていただけたでしょうか？」  
 
その物事から⼀番離れているものを考える。 その中から⼀番知名度のあるものを考えるこ
とで、台本が⾯⽩くなります。 例え話系のトークで活⽤ができます。 いわゆる、緊張と緩
和、裏切りです。 こちらも、真⾯⽬なトーンで話しましょう。 
もうひとつ、インターネット⽤語のクッキーをコンビニのカラーボールに例えた⽂章です。 
 
「コンビニであなたはチョコレートを買ったとします。その後、帰り際に紫⾊のカラーボー
ルを投げつけられマーキングされます。コンビニ店員は紫⾊にマーキングされたあなたが
来店するたびに、新商品のチョコレートをオススメしてきます。さらには、他の店舗やスー
パー、ドラッグストアにも「紫⾊のヤツが来たらチョコを勧めるといいよ」と連絡され、ど
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こで買い物をしてもチョコレートをオススメされるようになるんです。これがクッキーで
す。怖くないですか！？ネット上では、これが当たり前のように⾏われているんです」  
 
さらに 「スマホがいかがわしい広告で、溢れているあなた！ドキッとしたんじゃないです
か？僕もそうなっています」 なんて落とすのもありです。 このように、例えた後その例え
を広げる事で⾯⽩く、分かりやすくリスナーに伝わります。 
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第６章 パフォーマンス編における注意点 
 
ここからは注意点をお伝えします。 
 
 

毒⾆や下ネタを扱うこと 

 
毒⾆や下ネタはリスペクトと愛がないと成⽴しません。ただの不快の塊です。近年、毒⾆は
いじめ問題にも繋がり特に繊細な話題になっていますので注意が必要です。なので、使わな
いのがベターだと思います。しかし、ポップなものはウケもいいので、取り⼊れたい⽅もい
ると思います。その時のコツは“構成をしっかりする”と⾔うことです。構成がエンターテイ
メントで、ネタが毒⾆や下ネタの場合は聴けるトークの数はグッと上がります。あくまでも
ネタの選択肢として使うことが重要です。 
 
 

⾃分の定義付けは危険 

 
昔からよくある話で、⾃分のことを「私は天然だから〜」と⾔うやつは天然じゃないと⾔う、
“じゃない“までセットの⾔い回しを聞いたことがありませんか？ 
⾃分のことを定義付けするパターンは２種類あります。ひとつは、説明を省略するためにま
くら⾔葉として使っている場合。もうひとつは承認欲求です。承認欲求は誰にでもあるもの
なのでここでジャッジはしません。 
しかし、そこをメインに活動してしまうと⾃⾝も泥沼にハマっていくことになります。そし
て、よく SNS攻略法などでも、ビジネスアカウントとして運⽤するならフォロワー１００
０⼈になるまで、⾃分語りをすべきでないと⾔った旨のルールを聞きます。この⾃分語りの
中でも最も危ないことのひとつが⾃分の定義付けです。どの様なファン層に残って欲しい
かをまず考えるべきですが、簡単に⾔うと類は友を呼びます。かまって欲しいを全⾯に出す
と、⾔動をコントロールしたい欲求を SNSで出しているフォロワーが現れます。逆を⾔え
ば依存させることができるジャンルのプロモーションにはなりますが、トラブルになる恐
れがあるので⾃分で判断しましょう。 
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共通⾔語の罠 

 
分かりやすく伝える。これはいつの時代もどんなプロでも課題のひとつかもしれません。け
れど、だからと⾔って、何から何までよく使われている⾔葉を使いすぎるのも個性がありま
せん。その全ての⾔葉、本当に違和感なく使っていますか？“コップの中のノミ” 理論と同
じく、使いすぎて違和感を感じているかどうかも分からなくなっている可能性も考えてみ
ましょう。 
“違和感を⼤切に”はこの本全体でも⼤切にしていることであり、⼈⽣を通しても⼤切なこと
です。何故なら、その違和感にこそあなたの個性、いわゆるオリジナルの⾔葉や⾔い回しが
⽣まれる可能性が秘められているからです。⽂章や⾳声を通じて、賛否両論が⽣まれるのは
⾯⽩い現象です。共通⾔語には⼤きく勘違いを⽣む要素も含まれています。共通⾔語だから
こそ、考えて使いましょう。 
 
 

あなたは⼈に「あなた」と⾔ったことがありますか？ 

 
⽇本語には、タメ語・敬語とタメ語のミックス・カジュアルな敬語・丁寧な敬語と⾊々な話
し⽅があります。キャラクターによって変えるのも世界観を作るひとつの⼿です。普段、⽅
⾔を使っている⼈は、標準語にするのか⽅⾔にするのかによっても印象が変わります。迷っ
たときは、⽬的を思い出してください。その⽬的を達成するためを基準に型をつくっていく
と全てがリンクしてより世界観のあるチャンネルができあがります。そして、聴き⼿に対し
て「みなさん」と⾔わず個⼈に語りかけるために「あなた」を使う⼿法があります。これに
は気をつけて欲しいのです。普段誰かに対して「あなた」と⾔ったことがありますか？普段
⾔わない⾔葉には違和感が残ります。もしどうしても使いたい場合は“台本の読み⽅”項⽬の
棒読みからの脱却（アクション）を活⽤してください。 
使ったことのない⾔葉でも“あなた”の⾔葉になります。 
 
 

元気な配信がいいとは限らない理由 

 
いつもより元気に声を出す、⼝⾓をあげるなどよく⾔われる⼿法はありますが、実はやらな
い⽅がいい場合があります。 
それはなぜか。嘘が伝わるからです。そこまで⼈は真剣に聴いていない？そうでしょうか？ 
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神は細部にしか宿らないと⾔いますが、無意識の中でリスナーは気付きます。 
そして、そこにこだわりを繰り返した者だけが⾃分の個性を⼿に⼊れることができます。 
形を真似する“だけ”ならやらない⽅がマシです。台本もまた、作って台本に縛られるくらい
なら作らない⽅がマシなのです。 
なので、まずは⽬的を⼤切にすること。⽬的が達成されるイコール元気な配信ではありませ
ん。 
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第７章 パフォーマンス編における TIPS 
 
 

1 ⼈合いの⼿三種 

 
１⼈で喋っているとどうしても単調になってしまいます。そんな時に使えるのが１⼈合い
の⼿です。⼀⼈⼆役のことです。種類は３つ。 
１、感想を⾔う 
２、⾔い訳する 
３、正す 
例えば、説明⽂のあとに、１、感想を⾔う。これは、「すごいな」など⼀⾔で構いません。
⻑く話すと、情報を聴きに来ている⽅にとってはノイズになってしまうので、内容と共に使
⽤するか判断してください。 
⾔い間違えや噛んだときに、２、⾔い訳する。これはリスナーの気持ちになって、突っ込ま
れそうなところを⾃分でツッコミます。ただ、やり過ぎや⾃虐に⼊ると「分かったから進ん
で…」と思わせてしまうこともあるので、突出した⼤ミス以外はやめましょう。あくまでも
エンターテインメントとして使います。本当の⾔い訳をしてしまうと、聴き⼼地が良くない
ので気を付けてください。 
盛って話をした後に冷静に、３、正す。緩急を付けるために冗談ですよ、本当の意味はこう
ですよ、と教えてあげる⼿法です。ここを無⾳にして後に少し笑ってあげることで、笑いポ
イントだよとリスナーさんに突っ込ませる空間を作る⼿法もあります。 
 
 

スイッチを⼊れるタイミング 

 
配信をするとき、いつ配信モードに切り替えていますか？⼈間は急にスイッチを⼊れるこ
とはできません。 
例えば、⽞関から扉を勢いよく開けて出てきた⼈を⾒たとします。急に⽞関を開けて⾶び出
すのはなかなか⾄難の技です。⾃然に考えれば、部屋の中で既にバタバタしていたら⽞関を
⾶び出せますよね？それと同じ原理です。収録で急に声を出すのではなく助⾛として声を
出しておいて、スイッチを⼊れた状態で収録すると⼊り⼝から違和感なく世界観のある状
態を作ることができます。 
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テンションのコントロール法 

 
⼈⽣の中でどれだけテンションを上げたことがあるでしょうか？ 
もしかしたら最⾼値は⼦供の時以来、更新していないかもしれませんね。そう考えると、本
⼼でテンションをあげるのは難しい⾏為です。ですが、無理に上げると嘘になってしまいま
す。テンションを上げたい時の対策として、お家でできる⽅法があります。 
ひとつは、壁を思いっきり押すこと。全⾝全霊で壁を動かすつもりで押します。⾝体中が熱
くなるのがわかると思います。⾎の巡りを良くしましょう。もうひとつはクッションなどを
⼝に当てて思いっきり叫ぶことです。⾃分がどれくらいのパワーを持っているかを確認で
きます。 
そして収録に⼊るときに徐々にテンションを上げていくことはとても難しいので、⼀気に
上げた状態から下げる様にして調整しましょう。掴むまでは、収録前にオープニングトーク
を読んで⾃分のテンションを確認しましょう。 
 
 

コラボレーション（対談） 

 
コラボレーションで収録、ライブをする時は、また別の脳を使います。 
まずは、収録です。 
通常の対談では話を聴く⼒が重要となりますが、エンターテインメント要素が⼊っている
場合は更に要素が加わります。まず、リスナーが混乱しないように、それぞれのポジション
（役割）を明確にすることが⼤切です。性別や年齢が近い場合は声を聞き分けるのが難しい
ので、名前を呼び合い、⾃分の話をする時も名乗りながら話をすると親切です。 
笑いの要素を⼊れようとすると⼒が⼊るので、盛り上がらなかったら「普通のことばっかり
⾔って！」など、つまらないキャラクターになる（する）のも⼿です。ツッコミと⾔う点で
は基本的に MC のポジションの⼈がやると聴きやすくなります。鋭いツッコミを⼊れるの
ではなくあくまでも、拾う（苦⾔を呈すなど）イメージでトークが展開、話が転がっていく
と聴きやすいです。そして、きちんと被害者になること。エンターテインメント要素の強い
やり取りが成⽴するのは、おかしなことを⾔う⼈とその被害者の構図ができているときで
す。また同じ話を⻑くすると落とし所が迷⼦になる傾向があるので、どんどん話は転がって
いった⽅がベターです。 
また、複数⼈で収録、ライブをする場合のタイムキーパーは１⼈がおすすめです。全員が時
間を気にしながら話すと何かを伺う様な空気感が⽣まれます。基本的には１⼈が例えばツ
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ッコミ、MC、タイムキーパーを担い裏に回りましょう。その配信では他のメンバーが⽬⽴
つと思いますし、⼀般的には注⽬されないかもしれません。けれどもこの役回りが⼀番⼤切
で難しいポジションです。個⼈的にはこのポジションができる⼈を尊敬しています。それに
分かっている⼈はちゃんと⾒ています。 
ライブでは、リスナーがリアルタイムで投稿してくれるコメントが読めてコミュニケーシ
ョンが取れるプラットフォームもあります。登壇者同⼠で集中して話す時間、コメントを拾
う時間と分けるライブにするか、もしくはコメントをくれた⽅とやり取りする⽬的のライ
ブなのか、今⼀度考えましょう。リスナーとのコミュニケーションばかりになると聴きにく
いことが多くあります。しかし、コミュニケーションを求めているリスナーも多くいます。
⽬的と親切さのバランスを考えましょう。とにもかくにも“リスナーに楽しんでもらうこと”
それが基準です。 
キャラクターがあるなら、ワードチョイスを全てキャラクターに寄せましょう。可愛いキャ
ラクターなら例え話を全てマスコットにする、セクシーなキャラクターなら全てギリギリ
の下ネタワードに寄せる。困った時に使いやすいです。 
そして、話題は具体的に話していきましょう。当たり前ですが、ほとんどの出来事の結論は
⼈によります。でも“⼈による”と⾔ってしまったら話は終わります。あなたに起きた事件、
あなたが感じたことを話してください。話をまとめたら続きが無くなってしまいます。 
 
 

逆張りをしよう 

 
最初は⼀桁だったリスナーさんが⼆桁、三桁になった時、起こる現象があります。 
それは“いい⼈になろうとする”ということです。⼈はみんないい⼈でありたいと思うのは当
たり前で、褒め合うことが多くなります。 
どのくらいの⼈がそのやりとりを⾒て聴いて楽しいと感じるでしょうか？褒め合うことが
悪いわけでも、けなしたり尖ることがいいと⾔っているわけでもありません。 
しかし、コラボ配信やライブをエンターテインメントとして成⽴させようとすると、時とし
て本当の感情よりも優先させるべきものがあります。 
それは、⾔うまでもなくリスナーに楽しんでもらうという事です。 
その際、反対意⾒を発⾔する、または苦⾔を呈するポジションは重宝されます。もしかした
ら社会では⾯倒臭い⼈かもしれません。しかし、この⾯倒臭い⼈ポジションは会話を転がす
きっかけになります。 
会話が転がっているとリスナーは飽きません。愛を込めて逆張りをするトークがあると全
体に緩急がつきますので、テーマと合わせて、やりとりにもフォーカスし、より楽しんでも
らう⼯夫をしましょう。 
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継続の苦⼿な⼈へ 

 
習慣化するまでの時間がとても⼤変に感じる⼈もいるかもしれません。また習慣化しても
スランプを感じる⼈もいるでしょう。そんなときは、いつ辞めてもいい、いつ再開してもい
いことを忘れずに、そして、準備時間も収録する時間として組み込んでしまいましょう。 
⻭磨きの様に、やらなければ気持ち悪いまでいければこちらの勝ちです。 
基本的に物事は正しく準備すればするだけ⾝に付きます。準備が全てと⾔っても過⾔では
ありません。⾃分⾃⾝の、やりたいと⾔う細やかな気持ちを⾒てあげてください。 
⾃分のそのままの感情を⾒て受け⼊れる癖がつくと、表現⼒にもいい影響が出ますし、⾃分
にとっての継続するコツも発⾒ができます。 
また、基準値を上げるのも効果的です。精⼒的に取り組んでいる⼈の側にいましょう。それ
だけ⼈間は影響し合って⽣きている⽣き物です。基準値を上げつつ、ハードルを上げすぎな
い、まず⽬の前の⽬的に集中しましょう。 
 
 
これでパフォーマンス編はおしまいです。たくさんの⼯夫の仕⽅があることがお分かりい
ただけたのではないかなと思います。リスナーに楽しんでもらうことや役に⽴つことで配
信は成り⽴ちます。それが全てです。⼀⼿間を加えるか加えないかがリスナーを楽しませる
かどうかの分かれ道です。また、テクニックの部分はやればやるだけ上達します。正しく⾝
につけ、リスナーに届く質の⾼いパフォーマンスを⽬指しましょう。 
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【まとめ】 
 
・あなたの⾝体も例外なく楽器である。⾝体、喉のケアを怠らないようにしよう。 
 
・エネルギーを上げ準備を整えることで聴かれる配信は作れる。 
 
・緊張は成⻑痛。味⽅につけよう。 
 
・感情は込められない。正しく感情を扱おう。 
 
・リスナーの記憶に残るような⼯夫をして楽しんでもらおう。 
 
・毒⾆や下ネタを扱うときには構成を⼤切に。使う⾔葉に選択肢があることを知ろう。 
 
・1 ⼈配信、コラボレーションと注意するポイントを知り、リスナーを飽きさせない⼯夫を
しよう。 
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Ø さいごに 
 
あなたが楽しいと思わない⾳声は聴き⼿も楽しくない。 
 
⼤切なのは「楽しい」と⾔う気持ちです。 
「あれやってみたい、これやってみたい」と⾔う気持ちがあるのなら、今は、⽬的はいらな
いかもしれません。 
夢中になった先にしか⾒えないものがあります。そして、夢中で表現していると、この本に
書かれていることが勝⼿にクリアできてしまう現象が起きます。 
なぜなら、ここに書いてあるのは⼈間の原理原則だから。 
全⼒で⾏動している状態で起きている出来事を分解し、再現出来るように理論⽴てている
だけなのです。 
だから、いつでも夢中、つまりは今ここを楽しむことが⼀番⼤切です。 
そして、この旅路はこれからも⻑く続いていきます。インスタントにはインスタントの良
さがありますが、この本の内容は、お⽶を稲からつくるようなものです。 
やればやるだけ進化もしますし、美味しいお⽶が⾷べられる様になります。思ったような結
果はすぐに現れないかもしれません。でも、焦らないでください。正しく準備すれば必ず変
化していきます。まずは１年後楽しみにしていてください。そして２年後３年後と、更に美
味しいお⽶を⾷べましょう。そして、インスタントでないからこそ、オリジナルのあなただ
けの魅⼒がどんどん深まっていきます。誰かと戦うこともしなくて構いません。追求すれば
いいだけです。いつでもここに答えがあります。迷ったら何度でも帰ってきてください。お
待ちしています。 
最後に、⾳声配信の世界に⾜を踏み⼊れてから、この本を出すまでたくさんの⽅に出逢いま
した。ただ、誰ともリアルの世界でお会いしたことはありません。顔も本名も知らない⽅ば
かりです。私は現在、アメリカにおり⾞で旅をしながらこの⽂章を書いています。そんな状
況でも⾳声配信を通してたくさんの⽅と繋がることができて、必要としてもらい、表現⼒を
⾝に付けるためのオンラインスタジオを開設し、本を書くまでに⾄りました。伝わり⾟い⽂
章もあるかもしれませんが、少しでも皆様のお役に⽴てたら幸いです。ここまでお読みいた
だきありがとうございました。 
 
2021 年 5⽉ アメリカ合衆国カリフォルニア州の⾞の中より 
 
加納かな（たいよう） 
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お知らせ 
 
現在、この本の内容を実践で⾝に付けるためのオンラインスタジオ TSUMIKI BAKO を主
催しています。定期的にメンバー募集をしています。気になる⽅は、ぜひ Twitterのアカウ
ントをフォローしてもらえると嬉しいです。案内ページもご⽤意していますのでよかった
らチェックしてみてください。また、この本の感想を SNSで募集しています。Twitterにて
私の Twitterアカウントを含めてツイートしていただけたら拝⾒させていただきます。皆様
のご感想お待ちしています。 
 
 
Twitterアカウント： ＠heyimtaiyo 
TSUMIKI BAKO案内ページ： https://pomod.net/tsumikibako/ 
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プロフィール 
 
著者 加納かな（たいよう） 
 
1985年、神奈川県出⾝。 
15歳からダンサー・振付師として舞台、テレビなどで活動。 
18歳より本場アメリカでダンス修⾏のため単⾝渡⽶を繰り返す。 
 
⽶国永住権を取得、移住。 
その後、演劇に興味を持ち、アメリカで最も尊敬される演技講師の 1 ⼈である、⼥優 Uta 
Hagenのテクニックを中⼼に N.Yの演劇学校HB Studioで演技を学ぶ。 

 
パフォーマーとして、多くの集中⼒、創造⼒、精神⼒を常に必要とする中で、精神⾯のトレ
ーニングに興味を持つようになりマインドフルネス・メディテーションに出会う。 
 
2017年よりDavid Nichternに師事。True Nature Meditation 指導者養成プログラム 150時
間修了。 
 
20 年間パフォーマーとして⽣活してきた独⾃の視点から、マインドフルネス⼿法の指導を
通じて、ビジネスマン、経営者、俳優、脚本家といった様々なジャンルの⽅の更なるパフォ
ーマンス向上を⽀援している。 
 
現在、主に想像⼒を使う内容のアメリカの演技メソッドとマインドフルネスを組み合わせ、
発信者の唯⼀無⼆の世界観をつくり、夢や仕事に繋げるためのパフォーマンス⼒、感情表現
⼒を育むサポートを⾏うオンラインスタジオ「TSUMIKI BAKO」を主催。 
ワークショップをオンラインで開催している。 
 
⾃⾝の活動では、好きの気持ちを⼤切にする⽣き⽅を実⽣活で実践し作品にも残すために、
⾞でアメリカを旅しながら⾃主映像制作を⾏っている。 
 
好きな⾔葉は「全てはフィクションでありノンフィクション」 
真実を⾒ること、誰と世界をつくるのかを⼤切にしながら、理由なくても好きなことをする
選択肢を持てるように、好きなことに夢中になりたい⼈の背中を押せる存在であることが
⽬標。  
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⾳声配信者のための世界観のつくり⽅ 
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著者 加納かな（たいよう） 

 
発⾏者 加納かな（たいよう） 

 
 
 
 
 
 

Special Thanks 
 

TSUMIKI BAKOメンバー 
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