
司会：北原マキさん ドクター・ジョン・ディマティーニ

Dr. ディマティーーニ、前回は視聴者の質問に答えていただきまし
た。

それから学ぶ方法として、本を読むとかオンラインプログラムが

あるということでした。

それからバリュー・ファクターをマスターする方法についても言

及していましたが、

もっと詳しく教えていただけないでしょうか？

ここまで価値観についてその原理や概念、事例や対話を聞いて

ご自身の人生をマスターしたい、人生に生かしたいという思いが強く

なっていると思います

世界中で何千人もの人が、そのために行動し、それを追い求めている

のですが、結果的に

私にどうしたらいいのか？と相談しにきます

それを受けて、私は具体的な手順をトレーニングプログラムにまとめ

ました

確実に価値観の原理とメソッドの応用と習得をできるようにするため

のものです

あなたの信念に基づく意思決定は、その時点の最高価値に合致してい

るかどうかで有効かどうかが決まります

なので最高価値を知ることは、あなたにとって競争優位となります

そこで、あなたが人生をマスターし、他人が人生をマスターするのを

手助けをするためのトレーニングプログラムを用意しました

トレーニングは、事業家、起業家、ビジネスの分野に向けられたもの

ではありますが

教えている原理やメソッドは、人生のすべての領域に使えるものです

例えば、プログラムには、生産性の低い人材を雇用することによるフ

ラストレーションを避けるために参加する人がいます

会社で人を採用するにあたり、審査したつもりができていなかったと

気づいたときはとてもフラストレーションを感じるものです

理由は、候補者の価値観を知らないため、彼らが公募職務で成果を出

せるかわからないからです

そこでトレーニングプログラムでは、候補者の価値観を明らかにし

職務の詳細を確認し、最高価値との整合性、インスパイアの度合いと

やる気の度合いを審査し

採用前にやる気のない人を採用する失敗を避けます

そのための手順に則った質問のプロセスは数分程度です

候補者の価値観を明らかにした後

その候補生が会社に成果をもたらすかどうか知るのに数分程度ですみ

ます

それで失敗を避けることができます

採用のプロセスで、生産性の高い人材を雇い、彼らにして欲しい仕事

にやる気をもってもらう

そうすることで、あなたは物事を彼らに委任し、より生産的なことに

打ち込むことができます

この選別の方法はとても有効です。苛立ちやフラストレーション、解

雇したい人をレイオフすることに煩わされることがなくなるのですか

ら

あなたの会社または組織内の誰か、またはあなたがコンサルティング

やカウンセリングをしている誰か、職場や人生で、何らかの理由でイ

ンスパイアされずやる気もなく成果を出していない人がいたとして

彼らをインスパイアし、やる気を持たせることができるメソッドがあ

ります

彼らの担当業務をリストアップし、それらが彼らの価値観をどのよう

に満たすかリンクするのです

彼らの日常業務が妨げではなく、彼らに役立つものだと気づけば、彼

らは仕事をしたくなります

人は自身の価値観を満たしたいのです



自分の仕事がそれに役立つのであれば、やる気を出します

私は仕事にインスパイアされていない人を３時間以内でインスパイア

された状態に変えることができます

リンクをすることで、その人をびっくりするくらい生産的にすること

ができます

やり方は同じです

この方法は、職場だけでなく家庭でも使えます

家庭で家事をする気のない、インスパイアも責任感も持たない幼い男

の子、女の子に対しても使えます

学校の授業にやる気のない生徒に対しても

この方法を適用し、やる気を起こさせることができます

価値観に基づいて人を採用し、やる気を起こさせてください

トレーニングプログラムで、そのやり方をお見せします

家庭で家族の誰にでも同じことがいえますし

あなたと仕事をしている人、あなたの社会活動で関係する人

何かしたいと言いながらも行動していない人をやる気にさせることが

できます

あなたの人生のすべての領域で、いろいろな使い方ができます

トレーニングプログラムが仕事向けのものだとしても、そこで学ぶこ

とは何にでも応用がききます

リーダーシップのトレーニングもあります

価値観を明らかにし、人生の優先順位づけをしてそれで1日を満たす方
法をお見せします

物事を誰かに委任し、雇用した人に任せて、彼らにやる気を持って取

り組んでもらう方法

彼らのリーダーシップを解放し、エグゼクティブセンターにアクセス

し、インスピレーションに溢れたビジョンを持ってもらう方法

ビジョンに目覚めさせ、戦略的な計画を立て、実行に移させる方法

そして、自己管理させる方法、自己管理のプロセスはとても重要です

より力強く、周囲に気を取られることのない

外野の意見の声よりも内なるビジョンの声に耳を傾けることで

人生をマスターし、あなたの中のリーダーを目覚めさせます

トレーニングの中で、そうした方法をお見せします

価値観に基づいて人を採用し

価値観に基づいて人をインスパイアし

価値観に基づいてリーダーシップを目覚めさせる

あなたの中のリーダーは休眠状態にあるかもしれません

なぜなら、あなたは自身の最高価値に100%合致した生き方をしていな
いからかもしれません

私がそれを（合致させる方法）をお見せします

さらに、価値観に基づいて人を管理する方法、価値観に基づいて表現

しコミュニケーションをとる方法をお見せします

それができると、相手は自分の望むことを手に入れ、あなたも同時に

望むものを手に入れらように感じることができます

それは価値観に基づいての交渉、価値観に基づいた販売のことです

短時間で相手の価値観を見分ける方法によって相手を価値観がわかれ

ば、効果的なコミュニケーションが可能です

あなたの価値観とあなたの子供達や

配偶者、親交のある友人、知人の価値観とリンクする方法をお見せし

ます

それはスーパーマーケットや飛行機の中でも使えますし

場所は選びません。すべての人生の領域で応用できます

実際、それはあなた自身についてもです。自分自身と会話するとき。

自分に期待していることが、あなたの最高価値に合致していない

価値をおいていない分野で優れた成果を期待しても落ち込むだけです

誰かが自分の思い通りになるとか

あなたの価値観どおりに相手がしてくれると期待したり、他人の価値

観どおりにあなたが生きようとすれば、



あなたは落ち込むだけですし、相手も同じく落ち込むことでしょう

相手の価値観に合わせて、あなたの価値観を伝える方法を知ること

相手の価値観に基づいて相手を敬い対話をする

それがトレーニングプログラムで学ぶことの１つです

自分とは異なる独自の見解を持つ人ともっと対話をしたい

他人が望んでいるものを手に入れる助けをすることで、自分が望むも

のを手に入れたい

トレーニングプログラムをとおしてそのような心境になれます

あなたが周囲の人たちに欲求不満を感じ、コミュニケーションが上手

くとれない、一緒にいて楽しくない

やる気もなければ、失敗した、やりたくないことをしている

思いっきり生きていない、世界に違いをもたらすリーダーシップを発

揮していないと感じるのであれば

このトレーニングプログラムは役に立つと確信しています

それだけではなく、あなたが他人に貢献することにも役立ちます

トレーニングプログラムは、自分の人生の７つの領域をマスターする

目的で参加する人もいれば

他の人に貢献して、自分が学んだことを他の人に伝えることを目的と

して参加する人もいますし

さらに、これを仕事にすることを目的に参加する人もいます

既に何百人もの人が、このメソッドを専門に仕事をしています

あなたの人生がどういう状況にあろうと、このバリュー・ファク

ター・トレーニング・プログラムはあなたに役立ちます

今日まで数年間トレーニングをしてきました

そのインパクトを確認しています

トレーニングプログラムをしなくても、私個人で40年以上、何千人も
の人に対して提供していきました

あなたがこれを知れば、それが競争優位になることを確信しています

あなたは、人生の行き先やそこへ辿る道を知らず、コミュニケーショ

ンの方法も知らず、

インスピレーションに溢れた人生ではなく、絶望を感じた静かな人生

を送っている人と比較して優位な立場に立てます

もしあなたがよりインスピレーションに溢れた人生を送り、周囲の人

たちをインスパイアすることを助け

生産的でやる気をもって、より利を得て

世界に違いをもたらし、リーダーとして世界に遺産を残したいのであ

れば

トレーニングプログラムに参加ください

他では学べないことを学ぶことができるとお約束します

とても実用的なので、直ぐに人生に適用することができます

あなたの人生、そしてあなたの周囲の大切な人たちに違いをもたらす

ことができます

Dr.ディマティーニ、詳しい説明をありがとうございました。あな
たのメソッドが人々の人生に大きなインパクトを与えていること

に感動しました

もう一度、プログラムに参加するメリットについてまとめていた

だけますか？

バリュー・ファクター・トレーニングプログラムについてですね？

バリュー・ファクター・トレーニング・プログラムに参加する主なメ

リットは、偉大な人、偉大なリーダー、そして偉大なことを成す人た

ちの秘訣、

偉大なことの裏にある秘訣を学ぶことができることです

偉人を突き動かす、忍耐強くその心の内側深くにある目的を世界にも

たらそうとする動機の本質を学ぶことができます

あなたが自身の価値観、最高価値を正確に知る方法を教えます

そうすることで、あなたは高い確率で素晴らしいことを実現できるよ

うになります



それからあなたが物事を委任する人を選別する方法を教えます。その

人の価値観に基づいて選別する方法です

そうすることで、あなたは高い確率であなたの優先順位の低い物事を

委任するベストな人を見つけることができます

そして、あなたは人生でもっとも重要なことに打ち込むことができる

ようになります

他人に委任しない限り、あなたは優先順位の低いことをしなければな

りません

適任の人を選別する方法を知ることは、あなたが望む人生を実現する

のに役立ちます

それからあなたがリーダーとして人をインスパイアし、やる気にさせ

る方法を教えます

あまたの生来のリーダーシップのスイッチをオンにする方法を教えま

す

もしかするとあなたのリーダーは、休眠状態で完全には目覚めていな

いかもしれません

あなたの内なるリーダーを目覚めさせ、あなたがリーダーとして大き

な違いを生み出す確率を高める方法を教えます

そうすることで、あなたが選ぶ領域で貢献し、遺産を残すことができ

ます

あなたが、人生のそれぞれの領域にあなたの価値観をリンクし、力を

発揮する方法を教えます

そうすることで、あなたはすべての人生の領域で力を発揮することが

できます

あなたが人生のマスターになれないはずがありません

あなたが価値観を活用して、人々を価値観に基づくコミュニケーショ

ンを使って管理する方法、価値観に基づいて交渉する方法、

あなたがインスパイアされている商品やサービス、アイデアを、人々

が納得し欲しくなる販売方法を教えます

そうすることで売ることができるようになります

何かが起こるまで、誰かが誰かに何かを売ることがない限り、世界に

は何も起こらないのですから

だからこそそれをマスターします

とにかく仕事であれ、家庭であれ、恋愛から友人との交流、子供、社

交などいろいろな（価値観の）適用法を教えます

そうすることであなたは人生のどんなことにも適用することを学びま

す

あなたが人生の７つの領域すべてをマスターしたいのであれば、ト

レーニングプログラムがお役に立てます

そこであなたは一部の人しか得ていないアドバンテージを得ることに

なります

あまりに多くの人が平凡で世間に従属する人生を送っていることに驚

くことでしょう

彼らは自分の内にある本当の力に気づいていないのです

バリュー・ファクター・トレーニング・プログラムは、あなたの中で

休眠状態にあるその力を目覚めさせます

そしてあなたは人生で素晴らしいことをするようになります

私は10代の頃、家のない文字通りストリートで暮らしていた状態から
スタートしました

それ以来、幸運にも素晴らしいことを成し遂げ、素晴らしい人々に出

会い、素敵な場所を訪れ、素晴らしい人生を送っています

それはバリュー・ファクターを学び、それを実践してきたからです

私はそれを何千人もの人たちに伝えてきました

このメソッドは必ずあなたのお役に立ちます

メソッドが役に立たない人などいません

起業家として、または社会的に本当に心から自由になって自身の内な

るリーダーを目覚めさせたい人や

どんな分野であれ、リーダーになりたい人にとって役立ちます

ただ座って、誰かが指示をだすのを待つのではなく

自分がしたいことは何だと自分が命令を下す

あなたは、運命のマスターになることもできれば、過去の犠牲者にな

ることもできます

バリュー・ファクター・トレーニング・プログラムは、あなたを運命

のマスターにするのを手助けします



Dr.ディマティーニ、最後になりました。視聴者の皆さんにメッ
セージをお願いできますか？

最後のメッセージですか？

私が18歳の時、人生をマスターする夢を持ちました
それがどういう意味を持つのか、当時はわかりませんでした

ただ、カッコイイと思えたし、マスターするという言葉を聞いて、そ

うなりたいと思ったのです

それから後、その目標をもとめ続けました

私にとって、マスターするという意味は、人生の７つの領域すべてを

マスターすることだと気づきました

自分の天才性を目覚めさせ、本当にやりたい革新的なアイデアで世界

に貢献したいと思いました

国際的なビジネスをしたいと思いました

経済的に自立したいと思いました

世界中に家族のような関係を持ちたいと思いました

小さな狭い領域の中にとどまりたくありませんでした

地球規模の人生を送りたいと思いました

社会的な影響力をもち、素晴らしい人たちと出会い、文化に触れ、世

界の有力な人たちと交流したいと思いました

人生の後半を迎えても活力ありエネルギッシュな身体を持ちたいと思

いました

インスパイアされたかったし、どんな背景や出自にも関係なく人々を

インスパイアすることができるというムーブメントを起こすことで、

人々をインスパイアしたいと思いました。

私がミッションを決めたのは18歳。そして今65歳です
46年以上、ミッションに⽣きています
あなたがそれを望み、そのための行動をし、人生の７つの領域全てに

力を持てば、それは可能だと確信しています

そうしてバリュー・アプリケーション、バリュー・ファクターを思い

つきました

そして、価値観は礎石であり、人を行動へと駆り立て、素晴らしいこ

とへと導く本質的なものだと気づきました

そこですぐに価値観の学問である価値論について研究を始めました

そして研究した多岐にわたる文献から、全ての人生の領域を力づける

ことができる１つのシンプルなフォーマットにまとめました

自分でゼロから作り上げることも、試行錯誤して学ぶ必要はありませ

ん

メンターシップを通して学ぶことができますし、先見の明を持ち、計

画し、その原理とメソッドを自身に適用することができるのですから

人生の７つの領域で力を発揮できるのです

私はすべての領域で力を発揮しています

それは可能なのです

そのために私が行ったことは、バリュー・ファクター・トレーニン

グ・プログラムで私が教えていることを実行しただけです

だからこそ、あなたにもぜひトレーニングプログラムを受けて欲しい

のです。

それはあなたにとってアドバンテージをもたらし、チャンスの扉を開

くでしょう

あなたがこれまで社会から洗脳されてきたいくつかの神話を粉砕する

ことでしょう

多くの場合、そうした神話は人が人生をマスターするために役立つと

いうより

社会的な理想を人々に押しつけています

時には、マスターではない他人からアドバイスを受けることもありま

す

私が言えることは

このプログラムで学ぶことは、これまで聞いてきたこととは異なるも

のになります

あなたがそれを実行すれば、人生が変わります

私がこれまで研究してきたことの成果をあなたが手にしたことを知る

でしょう



私があなたにそのことを伝えたいのは、あなたがそれを自身の人生に

適用すれば、あなたが私に感謝することを知っているからです

鏡の前に立って、そこに映るあなた自身に"ありがとう"と言うことで
しょう

あなたが実践した原理とメソッドに感謝することでしょう

そしてあなたは自動的に、あなたが大切にしている人たちにあなたの

経験を伝えるでしょう

あなたの愛しい人たちに、あなたが学んだことを伝えることでしょう

それこそが、私が若い時に起こったことでもあります

私が17歳のとき、私の人生を変えた師と出会いました
一夜、１時間、１つのメッセージ、一人の男性が私の人生を変えたの

です

それ以来、私は世界中を飛び回って、できるだけ多くの人たちに、彼

が私にしてくれたことと同じことをしたいと思っています

バリュー・ファクター・トレーニング・プログラムは、その取り組み

の１つです

あなたが違いを生み出しないのであれば

そして、人生の後半に、私がこうして感謝に満たされているように

あなたも自分自身の人生に感謝し、すごいことをしようと生きたこと

に感謝したいのであれば

これはきっとあなたのお役に立ちます

バリュー・ファクター・トレーニングプログラムにぜひ参加ください

あなたが人生に適用すれば、他の多くの人たちの人生に違いをもたら

すことでしょう

あなたの中のリーダーが目覚め、あなたの人生のすべての領域に影響

を与えることでしょう

そして、あなたは自分自身に対して、その行動を起こしてくれてあり

がとうと言うことでしょう

Dr. ディマティーニ、ありがとうございました

ありがとう

インタビューの機会を与えてくれてありがとうございます。そして、

私にとって大切な日本の人たちにお伝えする機会をありがとうござい

ます


