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・著作権について 

本冊⼦並びに本冊⼦の表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊⼦の著作権は発⾏者にあります。 

本冊⼦の使⽤に関して、以下の点を⼗分ご留意ください。 

 

・使⽤承諾に関する契約 

本契約は、本冊⼦を持つ個⼈・法⼈（以下甲）と発⾏者（以下⼄）との間での契約

です。 

本冊⼦を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになります。 

 

第⼀条 本契約の⽬的 

⼄が本冊⼦に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾するもの

です。ただし、使⽤は⾮独占的なものに限られます。 

 

第⼆条 禁⽌事項 

本冊⼦に含まれる⼀切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊⼦に含まれ

る情報を、甲は⼄の書⾯による事前許可なくして出版・講演活動およびメディア配

信などによって⼀般公開することを禁じます。また、電⼦メディアによる配信等に

よって⼀般公開することを禁じています。特に当ファイルを 第三者に渡すことは

厳しく禁じます。甲は⾃らの所属する会社や組織においてのみ、本冊⼦に含まれる

情報を使⽤できるものとします。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の⼆条に反し、⼄に損害が⽣じた場合には、⼄は甲に対し違約⾦を請求

する権利を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと⼄が判断した場合は、⼄は使⽤承諾に関する契約を解除する

ことができるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊⼦に含まれる情報の使⽤責任の⼀切は甲にあり、この情報により甲に損害が⽣

じても、⼄は⼀切の責任を問われません。 
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この度は、 
私の無料レポートをダウンロードして頂き、本当に感謝です♪ 
 
⾃⼰紹介から簡単にさせて頂きます。私の名前は「⽮野昭⼆」です。 
 
私は、インターネットビジネスを始めて３年⽬になります。 
 
サイトアフィリエイトやフェースブックアプリのアフィリエイトなど、
多くのジャンルのアフィリエイトを経験してきました。 
 
俗にいう「⾼額塾」でも、いろんなことを学んできました。 
 
学んだ事の中で⼀番⼤事なことは、 
「⾼額塾に⼊っても稼げない」 
ということかな〜 
 
稼げるまでには、時間もかかり、寄り道もいっぱいしてきました。 
でも、今では、安定した収⼊を得られるようになりました。 
 
新しくアフィリエイトをされる⽅や、稼げなくて悩んでおられる⽅に 
わたしのように迷ったりせずに、そして時間をかけずに最短距離で稼げ
ることが出来るようにと、このレポートを作成いたしました。 
 
 
もっと詳しいプロフィールは下記ＵＲＬでも確認できますので 
 
少しでも興味を持たれた⽅はコチラからご覧いただきたいと思います。 
 
http://navi-info.org/profiel 
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はじめに 
「⼈⽣、得する⼈、損する⼈」 

「運に恵まれる⼈、運に⾒放される⼈」 

 

これらは、こころの持ち⽅で多いに変わっていきます。 

 
苦難や逆境を経験している⼈は、 
とてつもない反発⼒を持ち合わせているものです。 
 
どう考えても、 
短所、デメリット、失敗、不運にしか⾒えない出来事、 
 
この状況を 180 度ひっくり返すことができる考え⽅、 
それが「逆転の発想」です。 
 
この発想が⾝につけば、 
【⾃⼒でピンチをチャンスに変える】事ができます。 
 
そして、同じようなニュアンスの考え⽅で、 
常識の視点に捕らわれる事無く 
違った視点が得られるのが「⾮常識反転」です。 
 
このレポートでは、 
「逆転の発想」と「⾮常識反転」 
の考え⽅をやさしく解説していきます。 
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逆転の発想 
Necker の⽴⽅体 
 
まずは、次の⽴⽅体を御覧ください。 
 

 
 
⼼理学で良く使われるもので 
 
「Necker の⽴⽅体」と呼ばれています 
 
スイスのルイス・アルバート・ネッカーにより 1832 年に
考案された、「錯視の⽴⽅体」です。 
 
⽴⽅体を構成する 2 つの辺が⾒た⽬の上で交わるとき、 
どちらが前部か後部か⽰されておらず、 
2 つの解釈ができるために錯視が可能となります。 
 
マウリッツ・エッシャーの有名なだまし絵「物⾒の塔」は、
「ネッカーの⽴⽅体」を応⽤しています。 
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⾒⽅によって１８０度違う⾒え⽅ 
 
このように、ヒトの視覚とは曖昧で、 
１８０度違う別の⾒⽅が存在することを⽰しています。 
 
何かうまくいかない問題が起きたとき、 
私たちはすぐそれを「問題」と決めつけ、 
反射的に 
 
「なんとか解決しなくてはいけない」 
と思考回路が働きだします。 
 
「逆転の発想」とは、 
⼤多数が良くないといっている事象の中から、 
良いことを⾒つけ出す視点なのです。 
 
ものごとには必ず別の側⾯があります。 
 
「デメリットはメリット」であり、 
「問題はチャンスのはじまり」なのです。 
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問題とは何かを変えるチャンス 
 
「問題⇒解決すべき事柄」 
ではなく、 
 
「問題⇒何かを変えるきっかけ、チャンス」 
という枠組みを、まずは頭に叩き込むことが⼤事です。 
 
逆転の発想を⾝につける⽅法 
 
「逆転の発想」は、 
⽇々の訓練で⾝につけることができます。 
 
まずは、⽇々の⼩さいことから訓練していきましょう。 
 

 最初に、起きている事象を客観的に⾒つめましょう。 
 

主観的に⾃分の事として捉えると、 
⼀つの側⾯しか⾒えなくなります。 
 
できるだけ、客観視していきましょう。 
 

 「それは、ちょうどいい」の⼀⾔で、 
チャンスのメガネにかけかえます。 

 

 1

 2 
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 それから、ちょうどよくするための 
「プラスの視点」を探しましょう。 
 

「逆転の発想」は、⾃分のハンデや短所などにも応⽤する
ことができます。 
 
⾃分で認めたくないハンデやコンプレックス、⽣まれ育っ
た境遇があるかもしれません。 
 
周りの⼈は、 
それを笑ったり、⾺⿅にしたりするかもしれません。 
 
逆に、 
そのことを羨ましがることもあるでしょう。 
 
ただ、それらの⾒⽅もひとつに過ぎません。 
 
⼤事なことは、 
それに価値を⾒出す⾒⽅を発⾒すればいいだけです。 

 3
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⾮常識反転 
 
「逆転の発想」とよく似た概念で 
「⾮常識反転」という考え⽅があります。 
 
「⾮常識反転」は、アイデアを⽣み出す⼀つの考え⽅で 
『常識反転』の対語です。 
 
常識反転 
 
まず、 
『常識反転』から⾒て⾏きましょう。 
 
「常識反転」とは、⼈間が固定観念から新しいものを考え
る時に、よく使⽤する考え⽅です。 
 
この考え⽅の中には、 
 
世の中の動きは『連続』であると⾔う固定された観念が、 
意識の下に隠れています。 
 
ここからの出発になるので、 
⾶躍的な発想ができにくいのです。 
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この『常識反転』思考では、 
どうしてもアイデアの異次元的な発展が得られず、 
常識的な答えになってしまいます。 
 
常識的な考え⽅も必要ですが、 
 
この考え⽅でブレークスルーできない時は、 
⾮常識な考え⽅も導⼊する必要があります。 
 
⾮常識反転 
 
『⾮常識反転』は、 
アイデアを⽣み出す時に重要な思考法の⼀つです。 
 
『⾮常識反転』は、 
通常考えないような思考⽅法となっています。 
 
 
常識の視点に捕らわれる事無く 
違った視点が得られるのが「⾮常識反転」なのです。 
 
訓練しだいでは、 
⼆⼑流思考が容易くできるようになりますので、 
 
思考する時は、 
常に『常識反転』『⾮常識反転』で物事を⾒ていきましょう。 
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右脳左脳を活性化させる思考⽅法なので、 
思わぬ答えが導き出せる事がしばしば出てきます。 
 
また、 
 
常に⼦供⼼に帰って、 
『何故』『どうして』そうなるのかと⾔う疑問を 
常に持つこともアイデアを⽣み出すには必要です。 
 
「わからない」という⾔葉が出てきた時は、 
思考停⽌の状態ですので気をつけましょう。 
 
 
参考⽂献＊ 
 
逆転の発想を可能にする「ものの⾒⽅」 
 
http://diamond.jp/articles/-/15409 

 
 
知れば知るほど⾯⽩いマーケティング 
 
http://yhpower.blog.fc2.com/ 
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最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。 
 

【⽮野昭⼆のブログ情報】 
ネットビジネスで本当に稼ぐことは出来るの︕︖ 

【６ヶ⽉で⽉３０万円を稼ぐ⼿法を伝授します】 

http://navi-info.org/ 

 

↓⽮野昭⼆のプロフィールはコチラ↓ 

http://navi-info.org/profiel 

 

【⽮野昭⼆のメルマガ情報】 
※メルぞうより無料でダウンロードされた⽅は 

⾃動的にメルマガへ代理登録されます 

 

発⾏者名︓⽮野昭⼆ 

 

連絡先︓ ashiyaproject@gmail.com 

 
メルマガタイトル︓ノウハウコレクターが実際に⽉３０万円稼ぐ秘訣とは︕︖ 
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