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かつての名監督が
結果を残せなくなったのは?

　ITやインターネットなどの進化
に伴い、ビジネスにおけるコミュ
ニケーションの重要性が高まって
いる。スマホやモバイルパソコン、
携帯端末の発展によって、メール
やWEBを介していつでもどこでも
情報がやり取りできるようになり、
情報交換は時間や場所の制約を受
けなくなった。　
　だがこのような便利さは、一方
でコミュニケーションが取れない、
苦手とする人を増やしている。こ
うしたビジネスコミュニケーショ
ンの鍵を握ると最近注目されてい
るのが、人を褒める力、「ホメ力」だ。
日本のビジネスにおいてはとかく
褒める行為は「おべっか」「ごま
すり」など、あまりいい受け取り
方はされていないようだ。でも褒
められて悪く思う人はまずいない。

むしろ相手との距離を縮め、いい
関係を育てる。
　知らない相手はもちろん、知っ
ている相手にもホメ力は必要だ。
子供や会社の部下などは、褒める
ことでその能力を開花させる。
　かつては能力のある若手ほど、
スパルタ式で根性を鍛えるような
指導法がその能力を伸ばす、とい
う考えが主流だった。しかしこう
したやり方は、あまり良い結果を
生まないばかりか、間違いである
ことが指摘されはじめている。
　たとえば、プロ野球の巨人軍で
エースピッチャーとして活躍し、
その後40歳を過ぎてからもアメリ
カのメジャーリーグで投げた桑田
真澄さんは、テレビや新聞などで
熱血根性型の野球の指導法に疑問
を投げかけている一人。自身も高
校時代は名門と言われる野球部で
厳しい練習を行っていたが、プロ
としてやっていけたのは、その時、

自分なりに練習をさぼっていたか
らだと告白している。
　奇しくも今年、令和の怪物とし
て話題を呼んだ大船渡高校の佐々
木朗希選手の起用法が物議を醸
したが、桑田さんは、特に甲子園
に出場するようなチームではピッ
チャーが連投で酷使され、プロと
しての可能性を閉ざされてしまっ
たり、たとえプロになってもその
寿命を短くしているという。一方
でスパルタ式に頼る育成方法は指
導者や監督自身の指導力アップに
も繋がっていかないとも指摘して
いる。勝つことに固執し、エース
や特定の選手だけに負担を強いる
一方、チームや組織を考えた個々
の性格や能力にあった引き出し方
ができにくくなっているという。
　こうした考え方は野球界だけで
なく、サッカーやラグビーなど、
他のスポーツでも言われている。
　昔はそれで結果が出たかもしれ
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ないが、学生や生徒の考え方が変
わって過去の指導方法や戦略につ
いて行かなくなった。名監督と言わ
れた人が同じ指導法をしているにも
かかわらず、結果を残せないように
なったことなどに見てとれる。

同じ結果を導くなら、
叱るより褒めるほうが有利

　確かに叱ることで、人が変わった
り、業績が改善されることもある。
しかしその効果は褒めるより短期間
で終わってしまうようだ。
 『すごい！ホメ方』の著者で自己
演出研究の一人者である内藤誼人
さんによれば、「人を動かす」際の
「叱る」ことと「ホメる」ことの
違いを次のように整理している。

① 相手を叱っても、人は動く。
ただしその効果は一過性に過ぎ
ない。ホメて動かすほうには持
続効果がある。

② 叱るほうには「嫌われる」と
いう副作用がある。この副作用
は人間関係をズタズタにしてし
まう危険がある。

③ 叱る技術は即効性がある。そ
のため新人教育などで、即戦力
を身につけてもらうためには、
叱ったほうが早く仕事を覚えて
もらうこともできる。褒めなが
らだと時間がかかる。

④ 叱っても許される人とそうで
ない人がいる。同じ言葉でもそ
の効果はまちまちである。

　人に何かをしてもらいたかった
ら、時間はかかるものの、褒める
ほうが、叱るよりリスクが少なく、
その効果は持続的だというわけだ。
また『あたりまえだけどなかなか
できない　ほめ方のルール』の著

者でコミュニケーションスキルの
講師でもある谷口祥子さんによれ
ば、褒めることのメリットには次
のようなものがあるという。

１ 相手から好感をもたれる

２ 相手のモチベーションが上がる

３ 相手に心を開いてもらえる

４ 相手に自信を持ってもらえる

５ 相手の才能を引き出すことが 
　 できる

６ 人と話すことが楽しくなる

７ 観察力や好奇心を養うことが 
    できる

８ 職場やグループが明るくなる

　いずれも納得だが、とくに２の
相手のモチベーションを上げるこ
とや、７の観察力や好奇心を養う
ことは褒めることの意義を再確認
させてくれる。
　モチベーションを上げることは、
いわゆる「ピグマリオン効果」でも
説明できる。ピグマリオン効果とは、
アメリカの心理学者ロバート・ロー
ゼンダールが提唱した「人は期待さ
れた通りの成果をだそうとする傾向
がある」というもの。
　たとえその仕事に不安があった
としても「このプロジェクトは鈴木
くんだから任せたんだ。思い切って
やってくれ」といってもらえれば、
たいがいの人は頑張れるはずだ。
　同様に５の「相手の才能を引き出
すことができる」というのも納得だ。
　とくに子供は自分の才能がどこ
にあるか自覚がないことが多く、
何かに挑戦して失敗しても、挑戦
することを褒めたり、何度やって
結果がでなくても「そうそう、前
よりずっとよくなっている」と本
気で言い続けることで、本人が自

覚していなかった才能が伸びるこ
とがある。子供は本人が何かの才
能があると自覚し始めると、あと
はどんどん自分で伸びていくもの。
時には錯覚や全くの勘違いでその
道の第一人者になる場合もある。
　ピアニカ演奏の第一人者「ピ
アニカ前田」さんは、その代表だ
ろう。ピアニカは小学校の時に誰
もが習う楽器だが、彼はこのピア
ニカをまるでブルース演奏者の吹
くハーモニカのように吹く。なぜ
そんな音色が出せるようになった
のかというと、一緒のバンド仲間
に騙されたからだ。もともとキー
ボード奏者だったが、誰もが知る
アメリカの天才ミュージシャンの
スティービー・ワンダーのハーモ
ニカ演奏を聴いていた時、バンド
仲間から「すごいだろ、スティー
ビー・ワンダーは。この曲ピアニ
カで吹いているんだ」と言われ、
やってみようという気になったそ
う。通常はそんな音は出せない。が、
スティービー・ワンダーに近づい
て、周りをびっくりさせようと思っ
た前田さんは、密かに練習し続け
て、ハーモニカ風の音を出せるよ
うになったのだ。

まず相手をよく観察すること

　７の観察力と好奇心はメリット
というより、むしろ前提のことに
なるかもしれない。というのも、
観察力がないと人を褒めることは
できないからだ。
　よく「褒めたつもりなのに、逆に
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嫌味を言われた」とか、「褒めてい
るのに、無視されてしまう」と嘆く
人がいるが、そういった場合は、観
察力が不足している可能性は大だ。
相手をよく見もせず、あてずっぽう
に褒めても相手はいい気分にはなら
ない。相手を観察することは、相
手に興味がないとできない。
　相手に興味を持てば、自ずと聞
く耳も持てるし、会話の波長も合っ
てくる。ちょうどラジオのチューニ
ングと同じで、そこからいろいろな
情報が入ってくるようになるのだ。
この人と会話をすると新鮮な情報
が得られる。刺激を受けるとなれ
ば、その人のことにどんどん興味
が湧いてくる。信頼の度合いも高
まっていく。プラスのスパイラルが
ぐるぐる回っていくようになる。

相手の話をちゃんと聴く

　ではそんなプラスのスパイラル
を回す「ホメ力」を高める基本は、
どのようにすれば身につくのだろ
うか。前出の谷口さんは褒め方の
ルールとして次を挙げている。

 1 相手の話を聴く

 2 相手に意識を向ける
 3 相手を好きになる
 4 相手のノリに合わせる
 5 価値観の違いを受け止める
 6 相手をリスペクトする
 7 話しやすいリアクションを取る
 8 極力相手の言葉を否定しない
　  ようにする
 9 勝ち負けの意識を捨てる
10 自らオープンになる
11 ボキャブラリーを増やす
12 とことん褒めてもらう体験を 
 持つ
13. 毎日少しずつ褒める

意外と大変？ それとも簡単そう
だと思うだろうか。

　１の「相手の話を聴く」ことは、
コミュニケーションの大前提だ。
これは先に述べた観察力を高める
話につながる。観察は相手を知る
ことだから、接触時間が短ければ、
相手に対する知識は少なくなる。
今はインターネットなどで、相手
の情報をつかんだりすることがで
きるが、それは相手がある程度知
られているような有名人か、有名
企業や組織に属している人の場合
だ。したがって初対面や知り合っ
て間もない人の場合は、いかに相
手にしゃべってもらうかがポイン
トになる。
　相手の話を聴く場合は、相手が
話しやすい雰囲気を作ることを心
がける。なるべく騒がしい場所で
はなく、じっくり話を聴ける場所
がいいだろう。
　絶対してはいけないことは、相
手が話の途中に割って入ること。
中断することだ。とくに男性は、
結論を急ぐあまり、先回りして勝
手に結論を述べたり、意見を述べ
たりしてしまうが、関係が成立し
ていない段階で話を中断された方
は、自分が否定されたようで、い
やな気になるものだ。
　これは８番目の極力相手の言葉
を否定しないことにもつながる。
人の話を聞きながら無意識に「違
うんだよ」「そうじゃないんだ」と
心の中で呟いたり、実際に言葉に
したりしていないだろうか？　そ
ういう感情は、たとえ口に出さな
くても態度でわかってしまう。そ
のような場合は、一旦相手の言
うことを「YES」と肯定した上で
（AND）、自分はこう思うと話すよ
うにするといい（「YES・ANDの
コミュニケーション」）。

相手の話をちゃんと聴くことは６
番目の相手をリスペクトすること
に通じる。
　それ自体が「相手を尊重してい
ます」というメッセージになるか
らだ。つまり褒めるということは、
相手を尊重していますという表現
にほかならない。褒めるという行
為自体は、相手が喜びそうなこと
を口に出すことだが、それには態
度が伴っていないと効果は現れな
い。むしろ逆効果になる。

相手と話す時には
勝ち負けの意識は捨てる

　９番目の勝ち負けの意識を捨て
ることもホメ力アップには欠かせ
ない。谷口さんによれば、人間は
「年齢が離れていたり、異性だっ
たり、異業種の人だと手放しでほ
めるのに、自分と同業者だったり
年齢が近いなど、属性が近い人の
話題になると、素直にほめること
ができずライバル意識が顔を出す
人が多い」のだそうだ。実に耳が
痛い話だ。これは同じアドバイス
でも親兄弟から言われたことより、
他人や有名人から言われたほうが
受け入れやすい心理に似ている。
谷口さんはこう言う。
  「ほめるという行為は、決してあ
なたが負けを認める行為ではない
のです。ほめてもあなたの価値は
決して下がりません」と。
　勝ち負けを意識しなくなると、
５番目の「価値観の違い」もわかっ
てくる。なぜそんなことを考える
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のか。なぜそんなことをしてしま
うのかという違いに関心が向き、
そういうことを、そういう価値を
大事にする人なんだと、わかるよ
うになってくる。

話を聴くときは、
必ずメモを取る

　７の話しやすいリアクションと
はどのようなものなのだろうか。
人間は相手が興味深い人であった
り、話が面白ければ、自然と目が
輝き、身を乗り出したりする。聞
き手が関心を持っていると分かれ
ば、話し手は気持ちよくなり、もっ
と話そう、語ろうという気になる。
　身を乗り出すほどでなくても、相
槌を打ったり、笑ったりすれば、や
はり気持ちがよくなるもの。とくに
有効なのがメモを取ることだ。メモ
はそのまま「あなたのお話は大事
なので、参考にしたい」という姿
勢の現れだ。だから目上だけでな
く、目下の人に対しても行うと、相
手はそれだけで大切にされている
という気になる。人は本来、周りに
認められたがる存在だ。そもそも
褒めるという行為は、「認める」と
いう行為の一つだと言われている。

　コーチングの専門家で『コーチ
ングのプロが教える「ほめる」技
術』の著者の鈴木義幸さんによれ
ば、褒めるという行為は「コーチ
ング」という能力開発手法におい
て、アクノリッジメント＝承認と

呼ばれる範疇に入るそうだ。承認
にはその人の存在を認め、その貢
献を細かく覚え、その内容を口に
出して伝えてあげる。または声を
かける、あいさつをするなどといっ
たことも含まれる。
  「『あなたの存在をそこに認めて
いる』ということを伝えるすべて
の行為、言葉が承認にあたります」
（『コーチングのプロが教える「ほ
める」技術』）ということなのだ。
鈴木さんによれば、人間はもとも
と長い歴史のなかで、互いに認
めてもらうことで生き延びてきた
という。そのため「人の生存本能
は、絶えず自分自身が協力の輪の
なかに入っているかどうか、仲間
はいるのかどうかについて絶えず
チェックしている」（同書）という。
世間では「お一人さま」など、誰
にも認めてもらわずとも生きてい
ける唯我独尊の生き方を勧める向
きもあるが、一人がいいというの
は、あくまで頭が言っているだけ
で、本能はやっぱり周りと協力し
なければ生きていけないとわかっ
ているのだ。
　12番目の、とことん褒めることも
ホメ力アップのためには欠かせな
い。とことん褒められるとどうなる
かを体験してるか否かでは、人をほ
めようとする力が違ってくる。
　そして大事なことは実践だ。毎
日少しずつ褒めることを実践し、
ホメ力を高めていく。

まず行動を褒め、
人柄や影響力を褒める

　そうは言っても具体的に何を褒
めたらいいのか分からないという
人も多いと思う。だが人の行動や
会話を注意深く観察していくと、
いろいろな「褒めどころ」がある

ことが分かる。
　前出の谷口さんは具体的に次の
ような「褒めごと」を挙げている。

１. 人柄と影響力を褒める―褒
めるためにはある程度観察が必要
だが、「元気そうだ」「優しそうだ」
といった人柄の印象は付き合いが
浅くても言いやすい。また、「君
が話しているとみんな楽しそうだ
なぁ」といったように、その人が
周りに与える影響力などについて、
褒めることも比較的しやすく、効
果的だ。
2. 能力を褒める―「いつも段取
りがいいね」「仕事が丁寧だね」「突
発的なことがあったときの状況判
断は抜群だね」……など個々の能
力をきちんと掴んで、褒めること
はその人のモチベーションを大き
く高めてくれる。たとえ持ち上げ
過ぎ、と思ってもよく言われるこ
となら嬉しいものだ。
3. 行動を褒める―能力を褒め
ることはある程度付き合いがあり、
またその才能や能力をしっかり試
すことができて、言える言葉だ。
しかし行動は見た目や事実として
分かるので、能力より褒めやすく
なる。例えばメールの返しが早い
人や、机の上が片付いている人。
電話の応対の言葉が素敵な人など、
実際に触れてよかったと思う相手
の行動を褒めてみる。

ルックスがいい人は
「声」を褒めてみる

4. 声や話し方を褒める―いろい
ろな人と話すと、魅力的な話し方
をする人に出会うものだ。聞いて
みると実は若い時に俳優を目指し
ていたり、人を惹きつけるために
ボイストレーニングや話し方教室
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に通っていたりする。そこを引き
出して褒める必要はないが、声や
話し方はちょっと話せば分かる。
　間がよかったり、話がくどくな
かったり、常に論理的だったり、
使う言葉が分かりやすかったり。
また分かりやすいエピソードや面
白い喩えを入れる人などいろいろ
いるものだ。最も広く受け入れら
れるのが、声だ。「いい声ですね」
というのは抽象的だが、相手に与
える印象は大だ。とくに外見や見
た目が褒められているような人に
はインパクトがある。
5. 立ち居振る舞いを褒める―長
年日本舞踊やバレエをやっていた
りすると、ふだんの立ち居振る舞
いに出てくるものだ。あるいは剣
道や合気道などの武道、元モデル
など仕事柄、経験によって人の立
ち居振る舞いは出てくる。「優雅な
感じですね」「いつも姿勢がいいで
すね」といった言葉は、褒め言葉
だけでなく、その人の来歴を知る
きっかけにもなる。

相手が好きなこと、
憧れていることを褒める

6. 相手の変化や成長を褒める――
人はどんどん変化する。しばらく
ぶりにあった人なら印象や行動が
変わっていることはありえる。と
くに話してみると、勉強している
な、とか経験を積んだな、という
ことが分かる。そんな時は「いろ
いろ勉強しているようですね」「い
い経験を積まれたんですね」など
と褒めるといい。この場合、注意
したいのが、「昔はグズでどうしよ
うもなかったのに、立派になった」
とか「昔は野暮ったかったけど、
おしゃれになった」といったネガ
ティブ情報をつけることだ。

よほどの親密な関係だったら許さ
れるが、ビジネス上の関係では、
たとえ上司部下の関係でも注意は
必要だ。
7. 相手が好きなものを褒める――
強弱はあるが、人は何らかの収集
癖があるものだ。女性だったらア
クセサリーや化粧品、バッグや靴
などなど。男性は切手や昆虫採集
に始まり、フィギュアやミニュチュ
ア模型、旅先の土産などなどだろ
うか。収集するものは好きなもの。
自分が好きなことを褒められて嫌
がる人はいない。趣味や定期的に
やっているスポーツもそうだ。好
きだから続くのだ。こういったコ
レクションや趣味、スポーツなど
を褒めると相手は喜び、会話も弾
む。
８. 所属や組織、歴史を褒める―
それでもとりたてて特徴がない場
合は、所属している組織や出身学
校の歴史や有名度などを褒める
とよい。その場合気をつけたいの
が、なぜ素晴らしいかをできるだ
け具体的に示すことだ。◯◯社さ
んは、かつてこのような商品をつ
くって時代を切り開きましたね、
とか。あの大学は◯◯先生などい
い仕事をされる方がたくさんいま
すね、とか。もちろん、誰もが知っ
ている会社や有名校などはそのま
ま「すごい」「立派」と褒めても構
わない。

観察した事実を
伝えるだけでも
モチベーションは上がる

　方や鈴木さんは褒め方の基本技
術として次を挙げている。

１. 修飾せずに観察を伝える――
褒めるためには観察をしなければ

いけないのは、既述した通りだが、
観察したことをそのまま言うこと
も褒め方の一つだ。ただ見たこと
を伝えるだけでも、本人のモチベー
ションがアップするもの。
　着けている時計を見て「お、オ
メガだね」とか、「新しいネクタイ
だね」「髪の毛切ったんだね」と
か。あるいはメールの送信時刻を
見て、「昨日はずいぶん遅くまでい
たんだね」とか「君はよく『あり
がとう』っていうね」とか、「プロ
ジェクトは第三フェーズに入った
んだって」など事実を述べるだけ
でも、「あ、関心をもってもらえて
いる」と思うものだ。
2. リフレイン――観察と同様に、
相手が言ったことを繰り返す（リ
フレイン）だけでも、相手の存在
意識やモチベーションを高めてく
れる。とくに悩みなどを抱えてい
る人が何かを語るときにはこのリ
フレインは効果的だ。「あの時、◯
◯がこうして、こうなって、私は
こんなことをしたんだよ」という
相手に対して「そう、そんなこと
をしたんですね」。「あの時は、こ
うだったけど、今はこう思ってい
るな」「今はそう思ってるのですね」
と、相手の言葉の一部を捉えて繰
り返すだけでも、相手は認められ
ていると感じて、心を開いていく
ものだ。

褒める前に
声をかける癖をつける

3. 頻繁に声をかける――前出の
谷口さんは毎日少しずつ褒めるこ
とを勧めているが、すぐに褒める
ことができにくい場合は、まず頻
繁に声を掛けてみること。とくに
上司の場合は、「どうだ？」「昨日
の会議はどうだった？」、宴会の翌
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日は「昨日は楽しかったね」とか。
些細なことでも声にして伝える。
女子ソフトボールの日本代表監督
の宇津木妙子さんや、不振にあえ
ぐ早稲田大学のラグビー部を大学
選手権で優勝させた清宮克幸さん
なども、よく選手に声がけをした
そうだ。

男こそ褒める。
美人は褒めない。

　もちろん褒めることは万能では
ない。相手によっては、言った本
人の評価を下げる場合もある。褒
めるワザは相手によって使い分け
ることも必要だ。
　『すごい！ホメ方』の内藤さんは
タイプ別ホメ方テクニックとして
以下の原則を挙げている。

１. 美人の女性は褒めないほうがい

い―アメリカのニューヨーク州
立大のメージャー教授の調査では、
「仕事がスピーディでよかった」「レ
ポートがよく書けていた」など例
え容姿以外のことを褒めても、美
人は容姿のせいで褒められている

と考えがちだそう。それどころか、
逆に褒めた人間を悪く評価するよ
うだ。美人過ぎる人に対しては、
逆に叱ったり、貶めたりするほう
がいいという傾向がある。もちろ
んこれは美人過ぎる人に対しての
話で、ふつうは褒めるのが常道だ。
2. 男こそ褒める―逆に男はあま
り褒められた経験が少ないようだ。
だから男こそ褒めることは有効だ。
アメリカの心理学者でヴィンセネ
ス大のチャールズ・マクマホン教
授によれば男女両方に「どれくら
い褒めて欲しいか」と調査したと
ころ「男性のほうが褒め言葉に敏
感で、しかもより欲しがっている」
との結果が出たそうだ。男は褒め
られて伸びるものなのだ。
3. 頭のいい人を褒める―頭のい
い人は、ストレートに褒めるので
はなく、わざと抽象的で分かりに
くいほうがいい。というのも頭が
いいので、それなりに理解してく
れるからだ。これもアメリカの調
査で「（頭のいい人は）やさしい表
現では心が動かされない」という
結果が出ている。「◯◯さんは、は
やぶさのイオンエンジンみたいな

ものですね」とか、「その時の◯◯
さんの役割は、EUの初代大統領の
ようなことが求められたのですね」
など、なんとなく分かったような、
わからないような言い回しが好ま
れる。
4. 権威的なタイプ―権威的なタ
イプは威張りたがり屋です。皆さ
んの周りに結構いるかもしれない。
相手が上司や先輩である場合は、
直接ではなく間接話法で褒めると
効果的だ。「◯◯さんのこと、◇◇
部長がこれこれこうだと褒めてま
した」とか「◯◯部長のやり方は、
孫正義さんが言っていたことの実
践ですね」など誰もが知っている
有名人や、その人か尊敬する人を
出して褒めることが有効だ。
　いかがだろうか？　ホメ力、な
かなかの効果が期待できる。しか
も明日からでもビジネスに活かせ
そうな技術だ。

■ 根性や叱咤型では甲子園には行けない時代に
■ 男こそ褒める！
■ 人を動かしたかったら「叱る」より「褒める」
■ 観察をせずに人を褒めない
■ 褒めるのではなく、相手を認めることが前提
■ 美人すぎる人は褒めない。
■ 頭の良い人は、抽象的な表現・分かりにくい表現で褒める
■ とっかかりは目に見える行動や雰囲気をまず褒める
■ 心からその人の存在を尊重する

POINT



脳が気持ちがいい音「ASMR」で売上アップの時代に
インスタ映えより、“音映え ”

「パリパリ」と音をさせながら、パンを食べている姿の映像を
流し、画面が変わって「パリパリ旨塩チキン」を食べている映
像に変わって、「実はこの音」でしたというオチの、KFC の
ASMR 動画。（KFC サイトより）
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ASMR。ご存知だろうか。最近は日韓の国

交問題のねじれからいきなり破棄

となったGSOMIAの読み方が話題になったが、ASMR

も読み方はちょっと迷う。「アスマー」、もしくは「アズ

マー」などと呼ばれているが、ローマ字読みで「エー・

エス・エム・アール」が正しい読み方のよう。ASMRとは、

「Autonomous Sensory Meridian Response＝オート

ノマス・センサリー・メリディアン・レスポンス」の略で、

日本語では「自律感覚絶頂反応」と訳されている。と言

われても何のことかはわからない。

　ASMRとは、最近「YouTube」などの動画投稿サイ

トでヒートアップしているマニアックな音を聞くことで、

脳が刺激され、じんわりととろけそうになるくらいの快

感を覚える現象のことを指す。いまこのASMR動画が世

界的なブームとなっている。

　ASMR動画は10年ほど前に米国で誕生して、この数年

は日本でも“音フェチ動画”と呼ばれ、2017年あたり

から急速に認知度がアップしている。

　その内容はどんなものかというと、人気を集めている

のが食べ物を食べている咀嚼音。ほかにガスバーナーの

燃焼音、炭酸水の泡が弾ける音、雨粒が傘に当たる音、

焚き火のパチパチ弾ける音、古本の表紙を指でタッピ

ングしたり、マッチをこする音、点いた火を水で消す音

……　聞きようでは、ただのノイズでしかないが、この

ありふれた日常の生活音が、人間には“快感”をもたら

すのだ。これらの音は、単に録音されて動画配信されて

いるのではなく、より立体的に聞こえるようにと、特殊

な“バイノーラル(立体音響)マイク”を使って収録され

ているのが一般的。

　人気動画の中には再生回数が1000万回以上、3000

万回に達するものもある。

　このASMRは、もちろん企業も取り入れはじめている。

　「ケンタッキー (KFC)」は、今年4月に発売した「パ

リパリ旨塩チキン」のPR動画にASMRを活用している。



IKEA の ASMR 動画。同社のベッドをシーツの上から触る様子
のかすかな音が脳を刺激する　（同社公式動画より）

Zippo 公式動画より
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　その名の通り、“パリパリッ”という食感が訴求力を発

揮して想定の1.5倍の売れ行きを実現したという。

　「森永製菓」も4月、チョコアイス「パキシェル」の

ブランドプロモーションに活用。テレビCMを一切せず、

“パキッポキッ”という食感をネットで“音”を訴求し

た結果、2018年度の販売量が5年前の2.6倍に拡大した

という。

　またセルフメイド家具の「IKEA」では、商品の質感

より、その心地よさを伝える手法としてASMR動画を採

用。ベッドのシーツを静かに撫で触ったり、机や卓上ス

タンドをコツコツと叩く音などが25分間流れる動画を

流したところ、同社の他の商品紹介動画と比べ、100倍

以上の再生回数を獲得している。

　このほか、「シャネル」もその仕立てのシーンの動画

をナレーションなしで、ミシンやカッティングの仕立て

の音だけで構成し、訴求。

　ライターで知られる「Zippo」は、これぞASMR動画

という動画を制作。片手で何度も火を点けたり、表面を

触ったり、タッピングしたりなど、マニアの所有欲をく

すぐる内容となっている。

  「アップル」もASMR動画をいち早く取り入れた企業

だ。同社は30分程度のASMR動画を複数上げている。

　一方でこうしたASMR動画だけに特化した芸人や

Youtuberも増えつつある。

　商品の魅力を全く新たな角度から伝えることができ

るのが、ASMR動画を使った広告のメリット。実際、

ASMR動画を見てから、それを食べるかどうかを決め

るという人が増えている。事前にASMR動画で、その

商品の咀嚼音を聞いて“食欲の予習”をしておくと、

普通に食べる2 ～ 3倍はおいしく感じるという体験談も

ある。

　言葉より、食欲や購買欲をダイレクトに刺激する新

しいマーケティングの可能性を秘めたASMR。インス

タ映えならぬ、“音映え”がトレンドとなる時代がやっ

てきたようだ。


