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こんにちは、ますいたかしです。

今僕は、バリ島の常夏のビーチへ向かう飛行中の機内からあなたにこのメッセージを書いています。

この本では僕が、サラリーマンという人に雇われる人生から自分で起業をして、自由な人生を手にした方法（しか
も、それは僕だからできたのでなく、方法さえ知ってしまえば誰にでも可能性のある方法）を伝えていきます。

僕自身は、元々何年か前まで大手IT企業のシステムエンジニアとして普通の給料を毎月もらっていた一般的なサラ
リーマンだったのです。

しかし、

このサラリーマン時代にかなり長い間、システムエンジニアという職業柄も手伝い、1つだけ疑問に思っていた事
があったのです。

それは何かというと、

「インターネットを生活インフラとして、人に雇われずサラリーマンとしてでは無く、個人ビジネス家としてお金
を稼ぎ自由なライフスタイルを作り上げられるのではないか？」

「いや、現代のインターネットというインフラを最大限に使えば絶対可能だろう！？」

ぼんやりとですが、会社のデスクに座りながらそんな事を日々考えていたのです。



そして、ある時ついにそれを試す時が突然訪れたのです！（これが何を隠そう僕の人生を１８０度変革させた大事
件になって行くのです！）

もし、この事件が起こっていなければ、僕は今もサラリーマンとして、会社のデスクに座りパソコンのモニターを
一日中眺めているのではないかと思います。

その事件とは、親友に騙され借金を負ってしまったということです。

負債額はご想像にお任せしますが、人生が１８０度変わるぐらいですのでその借金の額は、その頃の僕の給料で返
済していくには気の遠くなる年月が必要となる額であったということだけお伝えしておきます。

しかし、この大事件が起こったことで、この時は、僕自身まだ知る由もありませんが、この後、僕の人生はゆっく
りとですが変革を起こして行く事になって行くのです。

この事件が起こった当初は、かなりの精神的ダメージを食らっていましたが、何時までもくよくよしている訳にも
行かず直に行動に移しました。

借金の返済がサラリーマンの給料で支払っていく事が不可能だと分かった瞬間に、「起業すればいいだけでしょ」
と根拠の無い自信で躊躇する事無く起業をした訳です。



今考えてみると、過去の自分に、「お前は本当に行動力のある奴だな」と褒めてやりたいぐらいです。

この行動という事については、人生を変える上で非常に重要な要素となりますので、後ほどじっくりとお話しし
たいと思います。

こうして、形としては出来ていなかったですが、僕の頭の中では、インターネットを使ったビジネスが既に産声
を上げていたのです。

そして、会社を退職し本格的にビジネスを開始しました。

この続きは、本編で詳しくお話ししていきます。

では、本編に入る前にインターネットがどれぐらいあなたの人生を変革させるチカラがあるのかというお話を少
しばかりしたいと思います。

現代はインターネツトを使用した投資や起業をすることで、ネット特有のレバレッジ、所謂、テコの原理を手に
入れる事ができ、時間やお金を何倍にも増幅させることができるので、大きな富を年齢や学歴など全く関係なく
生み出すことが可能な時代であり、どんな人でも人生が１８０度変わってしまうほど富を生み出すことが可能な
時代だという事です。

しかしながら、本当に多くの人がこの事を理解していません。



例えば、殆どの人が、インターネットを使う理由といえば、

・YouTubeで動画をみたり
・仕事やプライベートでメールをしたり
・分からない事を検索エンジンで調べたり
・自分のブログを書いたり
・友達とチャットをしたり

その程度だと思います。
しかし、インターネットをそれだけしか使わないのは実は、かなり勿体無いのです。

なぜなら、インターネットの使用人口というのは年々増加していて、今後も加速的に増えていくことが確実に分
かっているからです。

つまり、インターネット上に存在するコミュニティには人が日々なだれ込んで来ていると言う事実がある訳です
ので、そこでビジネスをしない理由が無いということです。

儲かるビジネスの絶対条件に、マーケットのサイズ、つまり人が沢山いるコミュニティのサイズという条件があ
ります。

当たり前ですが、ビジネスは、人がいなければ成り立ちませんので人が多ければ多いほど儲かるという理屈は誰
でも分かると思います。

単純な理由ですが、ここにインターネットを使う最大の理由があるということです。



ということで、
本書では、実際に僕がどの様にインターネットを使いお金を稼ぎ出し、自由なライフスタイルを手に入れた方法
を具体的に紹介していくバイブル的な一冊として書いたものです。

また、本書は小手先テクニックではなく、所謂、物事の「本質」つまり、どういう考え方だからこそビジネスを
成功に導くことが可能になるのか？

そういったマインドセット（考え方）について多く書いたつもりです。

同じ事をやっても、それぞれの人の結果が変わるのはこのマインドセットが影響しているから他なりません。

ですので、本書で結果を出す法則を勉強すれば、あなたは今までとは別人となりどんどんと人生を変える事がで
きる人間に成長する事ができるでしょう。

そして、今回僕が話しをする思考や方法は、今後テクノロジーが発達しようとも絶対に変わらない人間の心理、
つまり不変の成功法則である事も付け加えておきます。

こうやって、現在、僕の人生はインターネットのレバレッジの恩恵を最大限受ける事によりサラリーマン時代の
仕事が中心の人生では無く、
好きな時に世界中のステキな場所へ行き、家族や好きな仲間と思う存分人生を楽しむというライフスタイル中心
の生活を手に入れたという事です。

僕のライフスタイルは、日々インターネットメディアで公開していますので、興味があれば是非のぞいてみてく
ださい。



このように、僕が人生を楽しんでいるのは、全ての人間に平等に与えられた有限な「時間」を人生の中心として
位置づけている証拠でもあります。
どうでしょうか？
今のあなたは「自分の時間」を有意義に使えているでしょうか？
もし、使えていないと感じたのであれば、人生という時間はとても短いので、早めに決意して行動を開始した方
がいいです。

実は、これはとても簡単な選択です。

１、行動を起こし人生を変革させるのか
２、何もせず平凡な人生を淡々と送っていくのか

どちらを選択した方が刺激的で楽しい人生になるかは明確ですが、自分の人生という「本当に短い時間」につて、
一度真剣に考えて見て欲しいのです。

では、ここで話は少し変わりますが、プロローグということで、

僕が、自分のライフスタイルに定義している３つの自由を紹介したいと思います。

僕の３つの自由とはとてもシンプルで、

・お金の自由 ・時間の自由 ・場所の自由

この３つの自由です。



もう僕自信は既に実践済みなので始めに言っておきたいのですが、これら３つの自由を手に入れると、人生はほ
ぼ100%自分自身で自由にコントロールすることが可能となります。

目を閉じて想像してみてください。

好きな人と、好きな場所で、好きなだけ、好きな事ができるまさに夢の時間、夢の人生の始まりです。

インターネットを使いビジネスができる環境を構築することで、こう言ったストレスフリーなライフスタイルが
手に入る今はそんな
時代になったという事です。

では先ず、「お金の自由」の説明からしたいと思います。

僕は、お金の亡者ではありませんが、お金は大好きです。

それは、お金を沢山持つことは人生の中で選択肢が増えるからです。人生の中で選択肢が増えるということ、こ
れはかなり重要な事です。

衣食住のすべてに対して、お金のパワーを使う事によりこの選択肢は格段に増やすことができます。

・お金がなければ「普通のレストラン」、お金があれば「普通のレストラン、または高級レストラン」

・お金がなければ「国内旅行」、お金があれば「海外を飛び回る旅行」



今の世の中は、人間が作り出した「お金」という価値交換のツールで支配されているので、人生の中で日々出く
わす選択肢を増やすにはお金を稼ぐ必要があるし、実際その方法しかありません。

非常に単純な理由ですね。

多分、あなたは今、心の中で

「お金を稼ぐのは一般的には難しいだろ？だから人に雇われて働いているんだよ！」

または、

「本当に自分に出来るのか？」と思うかもしれませんが、その点においては全然心配はいりません。

なぜなら、
冒頭でも言いましたが現代は誰に対しても、平等にお金を稼ぐことのできるインターネットという環境が整って
いるからです。

つまり、お金を生み出す方法が体系化されているということです。

インターネットのある現代は、本当に誰にでも成功して富をつかむチャンスがありますし、もし、あなたが、本
気で人生を変えて、こう言ったライフスタイルを手に入れたいのであれば、

あなた自身が「できるか、できないか」を悩むのでは無く、「やるか、やらないか」という視点に切り替えれば
良いだけという事です。



要するに、あなたが実際に重い腰を上げて実行する、「行動する」だけで人生は変わるということです。

現代はこうやって個人が起業することで、自ら利益を生み出し給料という制限がある収入ではなく、

自分でビジネス起業して大きな利益を生み出すことで、あなたのライフスタイルはどんどんと変革して行く事が可
能なそんな時代なのです。

この様に誰でも稼ぐ事が現実的に可能となった時代にあなた自身が生きているという事を今一度認識して欲しいの
です。

これが、僕の提唱する一つ目の自由「お金の自由」になります。

次に、「時間の自由」について話をします。

時間の自由とは、あなた自身がより多く自由に使うことができる時間を所有しているかどうかということです。

起業を行いビジネスが軌道に乗り収益化フェーズに入ると。

いよいよ、僕の提唱している３つの自由が好循環で回り始め「時間の自由」という自由を手に入れる事ができます。

インターネット上に全てのビジネスを構築してビジネスが軌道に乗れば、あなたはもうレバレッジの効かないサラ
リーマンの様な労働集約型とよばれる労働から解放され完全に仕組み化されたビジネスから毎月利益を発生させ自
由な生活にシフトする事ができるということなのです。



現代は、この「仕組み化」という言葉が重要なキーワードの一つであり、

IT技術、つまりインターネットとは、一言で表すとこの仕組み化するために存在する技術だという事が言えるので
す。

別の言い方をすれば、

仕組化とは、あなたが本来するべき仕事をコピーロボットがあなたの代わりに２４時間３６５日休む事なくやって
くれるということです。

どうでしょうか？

こう言った仕組みが完成すれば、あなたはワクワクしながら、どこのトロピカルなビーチへ行こうか考え始めて欲
しいのです。

そして、最後に「場所の自由」

この「場所の自由」は、実は、３つの中で最も重要と言ってもいいかもしれません。

なぜなら、この場所の自由がなければ、理想的なライフスタイルを構築することができる全ての要素が手に入った
ということにならないからです。

例えば、世の中には、お金には困っていないリッチな人は沢山いると思います。



しかし、事務所や店舗でないと仕事ができない人、お金だけあっても時間が無い人は世の中に沢山いるということ
です。

つまり「場所の自由」とは、生活を支えるための収入を得るための手段、つまり仕事が地理的制限を受けないライ
フスタイルという事です。

この場所の自由を手に入れると、お金の自由、時間の自由という歯車がお互いにかみ合い、最高に自由なライフス
タイルをもたらしてくれるのです。

色々想像してみて下さい。

・パソコン１台持って、常夏のビーチへ出かけてもいいでしょう

・家族や、最高の仲間たちと、時間やお金を気にすることなく旅行へ出かけてもいいでしょう

・両親に色々とプレゼントをして親孝行をしてもいいでしょう

こう言ったライフスタイルが手に入ればだれでもワクワクした最高の人生を毎日が送れますよね。

もし、今のあなたの人生が満員電車に揺られて通勤する毎日だったり嫌なやっつけ仕事をするために、１日中会社
のデスクでぼーっとパソコンのモニターを眺めている無駄な時間を過ごしているなら、

今回僕が、この一冊でシェアーする考え方や方法を身に付けてインターネットを最大限に活用した人生に切り替え
て見て欲しいのです。



そのために時間を割いて本書を読んでいる訳ですから、

あなたが、行動を起こした瞬間から人生という時間を謳歌するための始めの第一歩を歩み出したことになりま
す。

もう一度、重要なので言っておきます。

私たちは、インターネットを使いこなす事で人生を１８０度逆転させるほど、人生を変革させる可能性のある、
そういう時代に生きているのです。

では、早速自由なライフスタイルを手に入れるための講義を始めていきましょう！





では、早速、最高のライフスタイルを手に入れていくための講義を開始して行きたいと思います。

僕が、あなたに伝えたい事の中で一番初めに「思考」を選んだのは、やはりそれなりの理由があります。

実は、多くの人が気付かないのですが、成功するために一番重要な事、それは「思考」つまり、あなた自身の
「考え方」つまり「物事を見る視点」であるという事です。

この本に書いてある事は全て重要ですが、その中でも「思考」は最も重要である事を一番初めに意識して欲しい
と思います。

今、あなたは、この本を読んでいますが、

例えば、あなた自身が何も勉強しない怠け者で成功するための考え方や方法を全く持っていないとすれば

「思考なんて、成功する為に何に関係あるんだ？」

と考えるでしょう。

そんな考えであれば最悪「もくじ」だけを見て、面白そうなタイトルだけ読んで、重要な一番初めのこの章を読
み飛ばしてしまうかもしれないでしょう。

でも、それでは自由なライフスタイルは100%手に入らないと断言できます。



なぜなら、多くの人が成功を望んでいるのに「思考が一番重要だ！」ということを知らないためにその結果、ずっ
と成功することが出来ないという現実があるからです。

そして、なぜ多くの人が、思考が重要だという事を知らずに通過してしまうのか。
その理由は実はとても簡単なことで「思考」は目に見えないからです。

しかし、思考が重要だと知っている人達は、それを活用しどんどん結果を出していくし反対に気付かない人達は、
永遠に無駄な努力と時間を消費することになるという事です。

これが成功する人と、しない人の大きな違いです。

成功するための努力とは、同じように努力したとしても、どのような事に注力するかによってその後の成果は大き
く変わってくるということを初めに理解しておきましょう。

大きな結果をだすには、必ず重要事項に対して力を注がなければいけません。
ではなぜ、こうした考え方を実行できる人が成功できるのかというと。

これは「パレートの法則」という有名な概念で説明されています。

パレートの法則とは「８０：２０の法則」と呼ばれることもありますが、



どの様な法則かというと、

・成果に直結する重要事項は全体の２割で決まるということ
・世の中は全て８０：２０の割合で動いているということ

という言わば、自然の法則の事です。

具体的に説明すると、

例えば、

店舗に並んでいる何万点もの商品のうち、わずか２０%の商品が全体の８０%の売り上げを作り出している。

こういう事は珍しくありません。

つまり、売れ筋商品が利益を作り出していて残りの商品はただ陳列されているだけにすぎないということ。

このように２０%というわずかな事象が全体の大きな成果を生み出しているという事実がパレートの法則なのです。

この法則を発見したのは、イタリアの経済学者であるヴィルフレド・パレートという人で、彼はイタリアで土地の
所有率を調べたところ、２割の国民が全体の８割の土地を所有していることが分かったのですがこれは、２割の人
が全体の８割の富をもっているということを意味するのです。



これは世界的な富についても同じで、世界中の２０％以下の人達が全ての富の８０％を所有しているということ
はテレビなどでもよく見かけますよね。

これと同じ様に、生み出している仕事の成果のうち８０%は、２０%の労力によって生み出されていることが多い
という法則です。

これらを念頭に置いて、このパレートの法則を活用すれば、短い時間で大きな成果を出すことができるというこ
とです。

これを具体的にしていくにはということで、ではまず、あなたが行っている1日の行動を紙に書き出してみて見て
欲しいのです。

次に、1年後に生み出す成果を見通して、何をすべきかを書き出してみて下さい。

おそらく、何十個もの項目が並ぶのではないでしょうか？

そして、その中から「重要だと思わない８割の項目」を削除してください。

そうすれば２割が残りますよね、つまり、あなたが行うべきは、ここで残った２割の事柄に対して全力で注力す
るということをして下さいということです。

そうすれば、将来はより大きな成果を生み出せるようになります。



この２０%の重要事象に労力を使わなければ成功するスピードは格段に遅くなります。
なぜなら、結果を生み出さない事に、時間や労力を割いている訳ですからね。

この様に、結果を出すために何かを行うということは、実は「しないことを決めること」と言う行動だという事で
す。

ビジネスやその他でもパレートの法則はあらゆることで共通しています。

例えば、勉強であれば、２割の大切なことをマスターするだけで、残り８割の問題を解けるようになったり、ス
ポーツであれば、重要な２割のトレーニングに打ち込むことで、８割の成果を出せるようになったりします。

成果の本質というのは、このようにして生み出されているということなのです。

そして、この様に「行う事」を先に決めて実行すれば、行動している時間は他のことができなくなります。

やるべきことを決め、行わないことを排除していけば、自然と成果は違って来るのは当然の事なのです。

あなたの周りを見渡せば、いくら努力しても結果につながらない人が一人ぐらいはいると思います。

こう言う人達に限って、間違った努力をしていて、重要事項を認識していないために、結果的に注力すべき事が間
違えているということなのです。



これでは結果が出るはずもないですよね。

一方、あまり努力しているように見えなくても、大きな成果を出す人も沢山いると思います。

この人達は、自分の得意分野を認識したうえで、注力すべきことを理解して行動した結果だといえるでしょう。

この様に時間は有限なので何かを行う上で、タイムマネージメント、つまり時間管理はとても重要なのです。

これが出来るか、出来ないかでその後に待っている未来はかなり違ってくるという事ですね。

もし、あなたが「注力すべき時間」について意識していないなら、これからは、何が重要事項である２０％に当
たるのかを考えながら行動してみて欲しいのです。

それだけで、将来の生み出せる８０％の成果が違うものになってくるでしょう。

世の中に、成功者が少ないのは、パレートの法則を知らず時間の管理が出来ていないのが大きな理由なのです。

なので、この本では成功に必要な重要な要素を理論的に説明していく事にしました。

僕は、あなたを成功体質に変えていくために、どの様な順番で本書を読み進めれば、あなたが効率的に変化し成
功を理論的に手に出来るのかと考えました。



さらに、頭にスッと入りやすい様にメッセージの長さも短く読み易いように気を配ってみました。

この１冊を初めから順序良く読み進める事で、あなたの思考は確実に変化を遂げ自然と成功法則が身に付き、その
結果、近い将来、あなたが思い描く自由なライフスタイルを手に入れる事ができるという具合です。

この本でこれから話して行く成功法則は、スポーツ、ビジネス、勉強どんなことでも共通します。

言い換えれば物事の”本質”について書いたものなので「自然の成功法則」と言ってもいいかもしれません。

あなたは、物事の本質って何と疑問に思うかもしれませんので今から本章のテーマである「思考」が重要である理
由（メカニズム）を理論的に説明して行こうと思います。

先ず、物事の「結果」がどの様にして生まれるかを考えてみて欲しいのですが結果というのは、どんな事でも、以
下の各フェーズを経て結果となって現れます。

「思考⇒行動⇒（習慣）⇒結果」

この順番は非常に重要なので覚えておくようにしてください。

また、この順番は、この世の中に存在するもの、目に見えるもの、見えないもの全てがこのサイクルで進んでいる
のです。



例えば、
・アーティストが考えた作品
-こういったアイデアの作品を作りたい（思考）
-次に、実際に作る作業を行う（行動）
-そして、最終的に作品として出来上がる（結果）。

・東京大学に入りたい学生
-東大に入りたいという気持ちが生まれ、どの様な勉強をすればよいか調べる（思考）
-勉強を実際に開始する（行動）
-最終的に合格、不合格の判断を受ける（結果）。

・起業家がビジネスで利益を生み出すまで
-こういったビジネスで起業したい、何をやるか、ビジョンなどの目標設定を行う（思考）
-実際に起業にむけ人脈作り、商品開発を行い、セールスを行う（行動）
-商品が売れる様になり利益を上げることに成功する（結果）。

あるいは上記の様なレベルでなくてもっとレベルの低い事でも同じ事です。

例えば、
・道を歩いていて左にまがった
-左にまがってみようという（思考）
-実際に体を動かす（行動）
-実際に左に曲がった（結果）



・今日のランチは何を食べようかな？

-ランチ何にしようかな？（思考）
-実際にレストランを決めて、その場所へ行く（行動）
-そして、ランチを実際に食べる（結果）

この様に、人間の行動は全てこの順序で成り立っているという事を理解してください。

では、冒頭で「思考は目に見えないために多くの人達が気付かずに、最終的に成功へ到達することができない」と
言いましたが、

その理由を説明するために、例えば、一般的に普通の人が、成功を目指した場合どういった行動をとるかを考えて
欲しいのです。

多くの人は、単純に成功者のマネをしたがります。
しかし、これでは１００％良い結果は出ずに失敗に終わってしまいます。

なぜなら、
普通の人は、成功者の行動（目に見える部分）だけのマネをして成功を試みるからです。

成功した人も、失敗した人（結果が出なかった人）もまったく同じ事をしているのになぜこの様な結果になるのか。

あなたは、なぜだと思いますか？



理解の早い人だともう分ると思いますが、行動は目に見えるのでマネがしやすい要するに、パクりやすいというこ
とです。

しかし、実際の成功者の行動には、物事の本質である、その人がそれをやろうとした動機やきっかけ、その事に対
する思い入れや、情熱など目に見えない思考が存在するということです。

成功の根底にあるこれらの「思考」を考えずに、単純に、行動だけパクったとしても「その人の思い入れ」は当然
の事ながらパクった人には無いために結果が出ないのは分かりますよね。

だから、物事を何かやると決めた時に「良い結果」を望むのであれば守るべき重要な事が１つあるのです。

たった１つだけです！

それは、自分自身が「情熱を持てる」好きな事に取り組むという事です。

ビジネスの場合であれば、ただ単に「儲かるからやろう」その様なレベルでは絶対に辞めておいた方が懸命だとい
うことです。

それは、大抵の場合、成功しないからです。

あなたが、やりたいと思った事に取り組んだ場合、良い結果を出すには、それなりに時間やお金、その他のリソー
スが必要になる事が殆どで、

しかも、失敗も無しにパーフェクトで最高の結果まで辿り着けることは先ず少ないです。



通常は、何回も失敗を重ねることで、解決策を見つけ出し修正を重ね、それを確実に克服していくことが成功とい
うゴールに到達する唯一の道だからです。

これは言い換えると、ビジネスで改善を行う際に使用されるPDCAサイクルと言われるものと理論的に同じですね。

PDCAサイクルとは？

PLAN(計画)⇒DO（実行）⇒Check（評価）⇒Act（改善）

この様に、物事はテストを何回も行い、欠陥となっている部分を探し出し、その欠陥を修正して、再度検証を行っ
ていく、こういった改善サイクルが必須となります。

では、この改善サイクルの知識を身に着けたあなたが、仮に好きでない事をやって失敗した事を考えてみて欲しい
のですが、

恐らく、失敗が何回も発生したりするとモチベーションは続かないだろうし、イヤイヤやっている事は諦めも早く
なるでしょう。

だから、その失敗を失敗と感じないぐらい好きな事をやらなければ大きな成功を達成することは難しいということ
ですね。

実際、私の周りには、年齢は若くても経済的な成功者の方が沢山います。

そして、成功者に共通する事は、「自分が好きな事をやっている」場合が非常に多いということです。



だから、あなたも、大きな事にチャレンジする場合は、一生やってもいい、それぐらい好きな事を見つけてチャレ
ンジして欲しいということです。

最後に、一つ補足をさせて頂きたいのですが、

私の愛読書に「思考は現実化する」著：ナポレオン・ヒルという本があります。

この本で言われている様に、思考というのは、あなたが考えた様にほぼ現実のものとなります。

例えば、

・仕事が嫌だな、と思えばどんどん嫌になるし
・会社を辞めようと考えれば、体調を壊したりして長続きする事無く何れ辞める事になるでしょう

反対に、

・成功を志せば、何れ成功を手に入れる事ができるし、そう言った仲間にも恵まれるでしょう

この様に、あなたがネガティブな考えを持てば、ネガティブな事が現実化しますし、ポジティブな考えを持てば、
良い結果が自然と現実化するという事です。

この様に自分で考えた事は、大抵の場合現実化している事が多いのです。

余談ですが、これは一般的には「引き寄せの法則」とも言われたりもします。



引き寄せの法則と聞くと、なんだか偶然引き寄せが起こったかのように聞こえますが、実は、あなた自身の思考
がそうさせているというのが現実だという事です。

どうでしょうか？

・思考は成功に最も重要だという事が先ず理解出来ましたか？
・ポジティブシンキング（前向きな思考をする）の準備はできましたか？

これが出来れば、次のステップに進みましょう！

次は、もっと興味深い、成功に関係する面白いテーマで進めて行きたいと思います。





ここでは、あなたもできる成功するための「思考方法」というテーマで話をしていきたいと思います。

もしかするとあなたはこう思うかもしれません、?

「思考が重要なのは理解した！なんだ、また思考か！」

「この本は最高のライフスタイルを手に入れる方法を教えてくれるんじゃないのか！？」

「思考なんて最高のライフスタイルと全然関係ないんじゃないか！？」

しかし、今あなたがそう考えているのであれば、その考えを修正して欲しいのです。

なぜなら、その考え方こそが成功の邪魔をしているから他ならないからです。

平凡な思考から、成功思考へと「考え方」を素直に入れ替える事で、成功まで一気に駆け抜けることが出来るよ
うになります。

僕の提唱する成功には３つの自由があることはもうお話ししましたが自由なライフスタイルを手に入れるために
は、まず、生活していくための経済的な成功を果たさなくては行けません。

この経済的な成功を手に入れてこそ、自由な時間を得たり、場所の自由を得たりすることが出来る様になるから
です。



お金はやはり有意義な人生を生きていく上でなくてはなりません。

現代は、人間が価値交換のために作り出した「お金」というツールで物事が動くようにできているので、あなた
が成功して、このお金のパワーを持つことは、今の世の中を自由に、そしてクールに生き抜く為の絶対条件とい
うことだという事を意識して欲しいのです。?

「おっ、やっぱりお金か！」
「そんなの、自分には無理だ」

と考えたあなたは、今すぐ会社へ戻ってデスクに座って一生残業をこなして頑張って下さい！

なんていう事は毛頭考えていないので安心して下さい。笑

では、あなたが今、自分のやりたい事をやっていなかったり客観的に見て成功していないということは、実は、
今のあなたの「思考」が良くないということの証拠でもあります。

だからまずは、僕がここでシェアする成功法則を１から順番にあなたの頭へインストールして行く、これを守っ
て欲しいということです。

僕は普段、一般的に成功者と呼ばれる人たちに会う機会が多いので、よく理解することができますし、自分自信
もそうです。

成功している人達は、当たり前の様に成功するための「思考、考え方」を当たり前の様に持っているのです。



じゃ、なぜ成功者は、当たり前の様にそう言った「思考、考え方」を持っているのか？

その理由の一つに、成功者たちは、成功者同士が付き合うため、成功するための「考え方」がお互いに共有されや
すいそう言った環境に身を置いているということです。

考えてみれば簡単な事です。

人間は、もろに環境に影響されやすい生き物です。

例えば、

普通のサラリーマンに経営者の友人が多いという事は一般的に考えにくいように、

・サラリーマンには、サラリーマンの仲間が多いと思いますし
・経営者は経営者の仲間が多いでしょう

サラリーマンの人が、起業家の付き合いをしたいとは思わないですよね、

つまり、人間は、同じ社会的階層、思考属性の人達を引き寄せる習性があるのでこう言うことが起こるということ
です。

これは他の集団でも同じことです。
世の中の色々な集団を考えて見て下さい。



例えば、

・宗教団体 ・企業(企業理念)組織 ・その他色々な団体 ・仲の良い友達 ・暴走族？ ・etc

これらの集団はどれを見てもベクトルが同じ方へ向いている人達が集まっているということがわかって頂けると思
います。

これは人間が同じ考え方で集団化する性質があるという証拠なのです。

ですので、あなたが成功していきたいと考えるのであれば、この習性を上手く利用していきましょうという事です。

あなたがはじめにやらなくては行けないことは、現在の自分の環境から外に出て、成功するための環境をあなた自
身が手に入れないといけないということです。

実際あなたは今現在そういう環境にいるでしょうか？

恐らくいないでしょう。

言ってしまえば、だから成功していない現状の自分ということです。

この様に、成功するための考え方、視点を持つことこそが、経済的に成功して結果的に、自由なライフスタイルを
手に入れるための最も重要な要素だという事です。



この本を読み、思考(考え方)、のインストールが完了すると、あなたは、今より確実に成長することが出来る人間
に変化していると思いますし、きっと世の中が、考え方や視点一つで大きく変わって見えて来ることも体感する事
ができると思います。

ここで、視点の違いを理解する有名な話を１つご紹介します。

ある、シューズメーカーの二人のセールスマンが、市場調査のためにアフリカにいった際のエピソードです。

一人のセールスマンは、アフリカに到着しそこで生活する人々が、裸足であるのを見てがっかりし、会社に次のよ
うに報告しました。

「この国では靴を売ることは無理です。誰も靴を履いていません。」

そして、もう一人のセールスマンは、同じようにそこで生活する人々が、裸足であるのを見て、大興奮しました。

会社への報告も次の様にしました。

「すごいです！誰も靴を履いていません。ここではたくさんの靴が売れるでしょう！」

どうでしょうか？

視点や考え方の?違い一つで物事はまったくちがうように見えるということが分かると思います。

では、この二人のうち、どちらが豊かな感性を持っていて、成功に向かっていると言えるでしょうか？



答えは、言うまでもなく後者ですよね。

世の中の成功者と呼ばれる人たちの考え方は、後者のセールスマンと一緒で、同じ一つの出来事、一つの現象を
取ってみても必ずと言っていい程、肯定的で前向きな視点を持っている場合が圧倒的に多いのです。

しかも、彼等は、成功したからそのような視点で物事を見る事ができるようになったのではないという事も重要
です。

まだ成功していない時から、そのような視点で物事を見るように心がけて来たために、結果的に無意識的にその
ような視点であった。?

だから、成功できたということです。

思考（考え方）は、現実を形作るための行動の元になるので、物事をポジティブに見ていくとう様に切り替えて
みて欲しいのです。

そうすればどんどんと人生が変わるし、楽しくなって行きます。

さて、ここまでで「考え方（マインドセット）が重要な理由」や「成功するための思考」の話をしてきました。

これら思考は目で見えるものではありませんので、次に、この思考を現実の世界で見える形にする「行動」の話
をしたいと思います。

有名な教育学者、レオ・ブスカーリアの言葉があります。



「ずっと山に登りたいと思っている。でも明日にしよう。そう考えている人はおそらく永遠に山に登らないだろ
う。」

彼はまた、こうも言っています。

「危険を冒さない人は、何も行わず、何も得ず、無に等しい。」

苦しみや悲しみを避けることはできても、彼は学ぶことも、感じることも、変化することも、成長することも、
生きることも、そして愛することもできないと。

レオ・ブスカーリアは、思うことと行動することの間には、大きな隔たりがあり、いつかいつかと思っているこ
とは、ずっとできないかもしれないと言っているのです。

これは、本当にその通りですよね。

実は、僕自身もスクールを運営していて、生徒を沢山見てきているので、人間の行動力は結果に比例することを
知っています。

・行動した人は、失敗しながらでも行動をする、だから結果もでる。
・行動しない人は、頭の中だけで考えているので何も起こらないし
結果を出す以前の問題であるということ。

このように、人間は本当に意識しないと行動することが直にできないのです。
その理由は、人間は、失敗した時の事を先に考える生き物だからです。



失敗するのが怖いあまり「どうすれば失敗しないだろうか？」そう考えてしまうためです。

また、この傾向は頭の良い人ほど強く、頭の中で失敗しない方法を永遠に考えるので行動がなかなか出来ないとい
う特徴もあるのです。

僕の経験から言わせてもらうと、失敗なんて１００％するのだから、それを前提に何でもチャレンジした方がいい
ということです。

１秒でも早く行動して、いずれする失敗を早めにしておいた方がよいという事を覚えておいて欲しいのです。

僕は、失敗はあなたがギブアップせずに挑戦し続けている間は、本当の意味で言うと失敗ではなく成功するための
過程と考えていますし、本当の失敗は、ギブアップした時に「失敗」がリアルに確定するのです。

どんなに良い、視点や考え方を持っていても、それに基づく行動をして失敗を繰り返さなければ、決して結果を得
ることは出来ないのです。

ましてや、困難な事やハードルの高い事にチャレンジする場合、一度も失敗なして成功するなんていう事はありま
せんよね。

ですので、もし、あなたが今、自分の持っている問題を解決して人生を変えたい、そして夢を実現したいと思って
いるのであれば、それを実現するために行動を起こして行かないといけないという事なのです。



成功するために必要なこととは、

・成功するための正確な情報を得て最短ルートを探し ・それを見える形にするために行動を起こし
・何回も起こる失敗を修正してやり続ける継続する

たったこれだけです。
こういった理論的思考を持てる様になれば、あなたは成功者の道を歩き出したことになります。

ここで僕が自分に言い聞かせている有名な名言をあなたに送ります。これは成功までの全てを表している僕がい
つも気を付けている事です。

心が変われば、態度が変わる。
態度が変われば、行動が変わる。
行動が変われば、習慣が変わる。
習慣が変われば、人格が変わる。
人格が変われば、運命が変わる。
運命が変われば、人生が変わる。

どうですか、いい言葉ですね。

人生を変えるためには、最初に心を転換しなければいけません。
その人の「心の持ちよう」によって、全てが決まってしまうという事です。

さあ、意識を最大限に上げてワクワクしながら行きましょう！





成功にはしっかりとした思考があり、それをもって行動を起こすため、結果的に成功への道を辿ることが出来る
事は理解して頂けたと思います。

そこで、ここでは理論的に成功に導くために僕流のブレイクスルー理論ということで話をしたいと思います。

この理論は動画でも話しているので興味があればYouTubeでも観て見てください。

では、早速ですが、あなたはブレイクスルーという言葉を知っていますか？

ブレイクスルーとは、人間が劇的に成長するポイントのことを意味しますが、実は、人間はこのブレイクスルー
が積み重なる事で日々成長をしています。

このブレイクスルーの理論を理解すると、大きく成功するための方法を理解することができ、現在の自分の「努
力という行動」が無駄な時間でないことを理解できる様になります。

もう少し、分かり易くするために、スポーツで例をあげて説明したいと思います。

日本人である私たちのほとんどが経験済みである体育の時間にやった”逆上がり”を思い浮かべて下さい。

そして、あなたが、初めて逆上がりをやった時の事を思い出して欲しいのです。



初めは、何度やっても上手く出来ない、でも、何回も練習を重ねて行くうちにコツを掴むことで急に出来る様にな
るといった経験がありますよね。これが「コツを掴み出来る様になった瞬間」あなたがブレイクスルーを起こした
瞬間だということです。

そして、この瞬間の事をブレイクスルーポイントと呼びこのブレイクスルーポイントを超えると飛躍的に上達する
ことが出来るのです。

これはスポーツだけでなく、ビジネスや勉強どんなことにも
当てはまり全ての事にブレイクスルーポイントは存在するので、
あなたも人生の中で一度ぐらいは絶対に経験したことが
あるということです。

あなたもありますよね、そう言う経験「コツさえつかめば簡単に
感じる事」



では、図１を見て下さい。

この図は、縦軸が結果、横軸が時間。
費やした時間に対して結果を表したグラフです。

新しい事を何か始めた場合、費やした時間に対して正比例的に結果を得る事ができれば１００％ということを表し
ている図です。

例えば、
１０時間練習すれば１０時間分の結果が１００％出るという感じです。

その１００％を表したものが線１。
しかし、この様な直線で全く無駄のない行動というのは通常はかなり難しい。
というか無理ですよね。

通常、人間の成長は線２の様に曲線を描きながら良い結果へと近づいていき最終的にブレイクスルーポイントへ到
達するからです。

そして、線１と線２の間にできている隙間(乖離している部分)が、理想と現実の差、人間が辞めてしまう理由、つ
まり、ギャップ（＝嫌気）ということです。

多くの人は、ブレイクスルー理論を知らず、時間を費やしても結果がなかなか出ないために「やはり自分には結果
は出せない、無理なんだ」という考えが起こりブレイクスルーポイントに到達する前に嫌になりギブアップして辞
めてしまう事が殆どだという事です。



これが何を隠そう、何をやっても失敗する人の思考と行動になります。

また、チャレンジする事が難しくなればなるほど結果も出にくくなるのは当然なので、辞めてしまう確率も高まっ
てしまいます。

この理論を理解していないと、誰でも辞めてしまうと思います。

でも、このブレイクスルー理論を知っていれば、あなたが行動を止めない限りブレイクスルーポイントに日々近づ
いているという事が理解して頂けたと思います。

ですので、やはり成功には突き進む情熱と勇気が必要だってことですね。

次に、このブレイクスルー理論を理解した上でより結果を早く出す方法が存在するのでその方法をシェアしていき
ます。

誰でも、出来るだけ早く結果を出したいですよね。

その方法を教えます。
つまり、これが「ますい流」です。
それを表したのが下の図です。



縦軸、横軸は図１と同じ結果と時間。

そして、グラフの下に書かれているのが情報の内容の濃さとそれに対しての価格（価値）が書かれています。

対面１対１＞対面１対複数＞動画＞音声＞文字

高価←-------------→安価

情報の内容の濃さというのは、あなたが物事を学ぶ際に使用する情報の事です。

情報とは、簡単に言えば、あなたに教えてくれる先生の事だと考えてください。

では、それを踏まえたうえで、対面１対１というのは、家庭教師や個人コンサルタントコーチ、インストラク
ターなどからあなた専属で物事を教えてもらうという方法です。

次の、対面１対複数というのは先生がいて、沢山の生徒がいる学校などをイメージしてもらうと分かり易いで
しょう。

その次の、動画はＤＶＤやYouTubeなど動画をメディアとした物から学ぶという方法の事です。

次は、音声、これはＣＤなどの教材で音声だけで学ぶ方法



そして最後が、文字、これはテキストなど文字を媒体としたものです。

これらを比較して、一番効果の高そうなものはどれでしょうか？
言い換えれば、中身が濃いモノはどれでしょう？

もちろん、１対１であなた専属で先生をつけて教えてもらう方法が単純に、一番内容も濃く結果が出やすいことは
分かると思います。

ここで注意したい事が一つあります。
それは費用（お金）という問題です。

一般的に世の中では情報量が多くなればなるほど価格も高価なります。

多くの人は、本来１対１で学んだ方が良い事がわかっていても高価なものは避けて価格の安い方を選んでしまうの
が現実ですよね。

そして、安い方を選んだ結果、良い結果へ到達する時間が何倍にもなってしまったり下手をすると一生、結果を出
すことが出来ないかもしれないのです。

なぜなら、良い先生はそれだけ良い情報をもっているからです。
ですので、以下のようなことが起こる訳です。

お金のある人は、最高の情報や技術を持った最高の先生から１対１で学ぶ環境を手に入れ最高の結果を手に入れる。



お金のない人は、情報量の少ない本買い、独学で学び平凡な結果しかでない。
もしかしたら、結果が出ないかもしれない。

どちらが良い結果を生むかは歴然ですよね。

これが世の中で起こっている「貧富の差や情報格差」という現実であり、お金持ちと、そうでない人の差がどんど
んできてしまう理由といっても良いでしょう。

例えば、

最高の先生から学ぶことがどれだけ効果があるのか理解するのにスポーツの一流プレイヤーを想像して欲しいので
すが

現在だと、サッカー選手、テニス選手などを考えて頂くとよい、彼らは高額な費用を払い、最高のトレーナーや
コーチを付けていますよね。

これは彼らに限った話ではなく一流になればなるほど最高のコーチ、トレーナーを付けている場合が殆どというこ
とです。

では、既に一流なのに、なぜ一流のコーチを付ける必要があるのか？
一般の選手が付けていないのに一流がこぞって雇っているのはなぜか？

この理由は、一流の選手は、こう言った専門家を雇う事で自分に足りない、より高度な知識や技術を持ったコーチ、
トレーナーを通して学ぶ事で、短時間で濃い情報を得ることが出来ると理解しているからということです。



この様に、もしあなたが、何かに挑戦して、素晴らしい結果を求めるのであれば、その世界で既に結果や実績を
出している人から、学ぶ事でブレイクスルーポイントへ到達するまでの時間を最短に抑えることができるという
事を知っておかなくてはならないのです。

この理論を理解しておくことで、あなたが辞めない限りあなたは常に進化しているということで、ブレイクス
ルーポイントに短期間の間に、どんどんと近づいているのです。

なたは、自分の目標を既に達成している最高のコーチやトレーナーをもう見つけましたか？

次は、思考編最後のテーマということで成功するまでの計画をより具体的に行うためのスキル「逆算思考術」の
話をしたいと思います。





最高のライフスタイルとは、あなたの思考や行動が、成功という形で現実の世界で形になったものであり、

また、その成功を具体的に起こすにはブレイクスルーという理論を理解することで短期間で効果的に成功できると
いうことが分かって頂けたと思います。

では、ここまでの僕の話を聞いてあなたに何か心境の変化が起こり始めましたでしょうか？

もし、今あなた自身がワクワクしているのであればあなたはきっと成功の道を辿ることの出来る人だと思いますし、
近い将来”最高のライフスタイル”も手に入れる事ができる人だという事です。

なぜなら、ワクワクするという気持ちは、あなた自身を行動させていく原動力であり、また、ワクワクするという
事は好きな事をしている証拠でもあるからです。

反対に、ワクワクしていないのであれば、それは嫌な事に取り組んでいる証拠なので結果が出る前に嫌になり辞め
てしまうというのがオチだと思います。

これは結果的に時間の浪費となるので今すぐ辞めておいた方がよいということです。



では、思考編最後のテーマということで「最短最速で成功へ到達するための逆算思考術」という話をしていきま
す。

なぜ、この話をするのか？

その理由は単純です。

僕自身が、時間は有限だと考えているので最短最速で成功したいと考えているからです。

時間は、全ての人に唯一平等に与えられたものですし、たとえ億万長者であっても時間を買う事は不可能ですよ
ね。 それぐらい時間という物は大切だからです。

だから１秒の時間も無駄にしたくないし、特に本書をお読み頂いている読者のあなたには僕が既に経験した失敗
を再び経験せずに、時間を短縮して結果が出来るようにしたいと考えている訳です。

ということで、本題ですが、最短で結果を出す方法ということで「逆算思考」とその中で使用する「自己投資」
という２つの考え方をシェアしていきます。

一つ目の逆算思考とは、ゴールを先に決定し、ゴールから逆算して行くことで

今、何を学ぶべきか
今、何を準備すべきか

を見つける方法だという事です。



人間はこの逆算思考を意識的にしないと、普通は積み上げ式の思考になりがちになってしまいます。

積み上げた思考というのは、なんとなく生活をしていたら自然に積み上がって、運が良ければそこにたどり着くだ
ろうという曖昧な考え方で一言でいうと”計画性が無い”ということです。

だから必ず自分の目指すゴールを明確にして行動にブレを起こさず曲線で進むのではなく、できる限り直線で進め
る様に時間の節約をするということです。

例えば、

多くの人が正月など１年の初めに目標を立てたりすると思いますが、１年後の１２月に「目標は達成しました
か？」と尋ねると。

その目標すら忘れている人が殆だという事をあなたはご存知ですか？

ですので、中途半端な決断にせずゴールを必ず達成するために「具体的な目標の数値化」、「達成する期限」など
を決めて実際にカレンダー等に具体的に書き込むことをおすすめします。

こうする事でスケジュール化する事が出来るし、目標に対しても数値化されているのでブレもなくす事ができると
いう訳です。

次に、逆算思考で何が必要か明確になれば、今度は自己投資というフェーズに入っていきます。



これはブレイクスルー理論でも少し触れましたが、

自己投資とは、自分の知識やスキルを上げるために、自分の目指しているゴールに既に到達している人達、既に結
果を出している人達から物事を学ぶという事です。

そうする事で、誰もがブチ当たる壁も、成功者から直接学ぶことができるので失敗の回数が大幅にカットでき、結
果的に短期間で成功点に到達することが出来るということです。

例を上げましょう、仮に、あなたが一人で成功を目指した場合を考えて下さい。

ゴールまで一人で度重なる失敗を乗り越えて到達する事になると思います。
もちろんそのゴールの難易度が高くなればなるほどその失敗の回数も増えていくでしょう。

つまり、あなた一人で短期間の間に成功するという事は、かなり難しいという事なのです。

多くの人は、自己投資をすると費用(お金)が発生してしまうので、躊躇して独学でやろうと努力しようとしますが、

実際、独学で勉強した場合、あなたが学んでいる方法自体が正確なのか？
間違えているのか？それさえも分からないというところにもリスクがあるのです。

時間を投資して、最終的に結果が何も出なければやる気もなくなりますよね。



そうするとモチベーションも下がり、結果が出る前にギブアップしてしまう可能性も出てくる悪循環な負のスパイ
ラルに突入してしまうのです。

ですので、成功者から直接学んで、成功癖をつける視点を持つことが重要だという事です。
冒頭で話した「時間」は有限だから、その失敗している時間は無駄以外のなにものでもないのです。

あとは、単純に失敗ばかり繰り返すのは楽しくないですよね。

だからどんどん自己投資をして成功者から学び失敗を回避しながら成功スピードを加速させていって欲しいのです。

僕の経験を踏まえて言うと、自己投資を行い、その投資額を後から回収している方が、最終的に時間の節約にもな
りコストパフォーマンスが高くなるということです。

自己投資をして最短で情報、スキルを手に入れる。
それが今風の成功方法だと僕は考えています。

では、思考編の最後ということで、面白い話をシェアーしていきます。

それは「ドリームキラー」という話。

あなたが一般的な家庭に生まれ、一般的な教育を受けごく普通の人生を送っている人だとしてください。



そして、その様な普通の人が家族や友人、恋人などに突然こう言ったとしましょう。

「ビジネスで成功を目指すから独立する、応援よろしくね」と、この状況を考えて見て、周りからどの様な回答が
返ってきそうですか？

理解者してくれる人がいれば問題ありませんが、多くの場合は

「そんなの失敗するからやめておいた方がいいよ」
「本気でそんな事考えているの？バカだな！」
「お金かかるからやめておいた方がいいよ、貯金でもしたら？」

実際、こういう言葉の方が多いのではないでしょうか？

でも、考えて見てください。

実はあなたは、この様な人に囲まれている時点で、夢へのスピードがかなり減速しているという現実があるのです。
そして、僕はこういう人たちの事を「夢を壊す人」ということでドリームキラーと呼んでいるのです。

実際、僕の両親もそうでした、サラリーマンを辞める際に「不安定だから辞めておいた方がよい」とかなり言われ
たものです。

ドリームキラーに囲まれている人の典型的なパターンだったのです。



ですので、もし、あなたがドリームキラーの多い環境に身を置いている場合の最高の対処方法をお教えします。

それは単純なのですが「ガン無視」してください。
これしかありません！

無視をすると、失礼かもしれませんが、あなたの人生をコントロールしている相手の方がよほど失礼だと思いま
せんか？

人生は、本当に自由だという事を意識してください。

心の中で独り言を行ってみてください。

「自分の成功はもう誰にも止められない」と。

では、次の章ではここで学んだ思考を現実の世界で実行していくためのフェーズである「行動」について触れて
行きたいと思います。





第二章では、あなたの思考を現実の世界に展開していくための「行動」について学んで頂こうと思います。

僕は、日々沢山の方からメッセージを頂くことが多いのですが、その中で最も多いメッセージがこれです。

僕のブログやFacebookなど楽しいライフスタイルを見て、

「今の生活に疑問を感じている、もっと自由なライフスタイルになりたい」

恐らく、世の中には同じ様に感じている人達が沢山いると思いますが、僕に直接メッセージをくれた人は、そのほ
んの一部に過ぎないでしょう。

あなたはどうですか？

そこで、ここでは「人生が上手く行かない本当の理由」というテーマで話をしていきます。

実は「人生が上手くいかない」という考えは本来は人間誰にでもある悩みなのです。

ではなぜ、人間は悩みを抱えるのか知っていますか？

ここである事実をお話ししたいと思います、「人生が上手くいかない」というのは実際はそうでは無い事が多いと
いうことです。

あなた自身が勝手にそう思っているという事です。



上手く行かないと感じているのは、逆の発想で考えると実は、あなた自身が成長してステップアップすべき新しい
環境を求めている状態が訪れていたり、

又は、

あなた自身に改善できる余地があるというフェーズに来ている場合が多いという事なのです。

つまり、

「人生が上手くいかない」というのは、あなた自身の人生が「変化」を起こすための時期に差し掛かっているとい
うことなのですが多くの人は、この変化の対応方法を理解していないために、上手く行かないと感じたり、不安
だったり、ストレスを感じたりしているということです。

そこで、こう言った状況を解決する幾つかの代表的な対応方法をシェアしていきたいと思います。

先ず、一番初めにやってほしい事は、「情報をどんどん接種、吸収するという事」です。

「人生」とは、あなた自身へ「情報」をインプット、アウトプットすることの繰り返しで成り立っているためです。



例えば、

社会人になる前の子供の時期から学生時代は、遊びや付き合いの中でさまざまな情報をインプットし、徐々に自
分自身の世界観を広げていき人間は成長します。

しかし、

学生生活が終了して、社会人となると社会へ出る前にインプットした情報を、今度はひたすらアウトプットしな
ければならない反対の事が突然起こり出すのです。

もう少し詳しく説明すると、社会に出て「人生が上手くいかない人」は、学生時代に情報のインプットが上手く
できなかったり、情報量が少なかったり、日々変わって行く環境に適応させるために自分自身をアップデートす
るつまり、学びを継続する事が出来ていないことが非常に多いということです。

ですので、人生を好転させるにはまず、新しい情報をインプット＝摂取することが必要であるということです。

そして、

情報を摂取するときの重要な点は「自分が知っている事」ではなく「自分が全く知らない事」を優先的に摂取す
ることを心がけて見るという事ですね、

ありきたりの刺激の少ない情報は、あなたの成長スピードを遅くしますし、自分自身の普段目の届かないところ
にこそ最高の情報があるからです。



その時に考えて欲しい事は、不快衝突という考え方です。

不快衝突とは、嫌な事（不快）な事でも、やり続けるとだんだん普通に感じてくるという現象です。
人間は、新しい環境に飛び込むと、初めはできないですが、だんだんとその環境に適応することができます。

あなたにもそう言った経験がありますよね、

人間は基本的に、自分が置かれている環境に自然に適応することができる様になっているということです。

しかし、人間は、不快なストレスを嫌い気持ちの良い環境を好むので自分の環境に意識しない人たちは、自然にス
トレスのない気持ちの良い領域に流れ、コンフォートゾーンで生きていることが殆どなのです。

ですが、僕的に言えば「コンフォートゾーン＝ぬるま湯」ということです。

どういう事かというと、この心地の良い環境にいる限り人間の成長は止まっているので積極的に新しい環境を手に
入れることで、あなた自身を成長させるべきということです。

当たり前ですが、環境を変える場合、現在の環境を失う事になるので恐怖や不安を伴うことになります。

この恐怖や不安を無意識的に避けようとするため多くの人が躊躇するんですね、これが多くの人が成功できない大
きな原因だという事です。



こう言う心理は理解するのは簡単だと思います。

しかし、これを乗り越えないと、新しいステージを手に入れるのは物理的に不可能なのでどんどんと新しい環境を
手に入れて下さいということです。

実際、難しく感じる事でも初めの第一歩を踏み出せば、意外となんとかなるものです。

そして、次に「一つの事に依存せずにどんどん捨てよう！」という行動です。

世の中のあらゆる物事には必ずメリットとデメリットがあります。

例えば、サラリーマンにとって、この本のテーマである「最高のライフスタイルを手に入れる」を現状と比較した
場合サラリーマンにとってのメリットは、

サラリーマンを続けて、現状の給料に依存している限り、給料を毎月もらい続け、普段と変わらない安定した生活
ができる。

その反対のデメリットというと、
希望するような最高のライフスタイルは一生手に入りません。

では、今の環境に依存せず、スパッと「捨てる」という行動をしたとして下さい。
そうすると、新しい行動パターンや思考法を新たに獲得せざるを得なくなり結果的に新しい行動という物が生まれ
るという事です。



こうする事で実はいくらでも成長するポイントを作ることが出来るのです。

一般的に人間は、自分自身が築いてきたものを捨てるには恐怖心が伴うので簡単に捨てる事ができないですが、

もし、それがあなたの成長を停止させているのであれば間違えなく、捨てなければいけないものということになり
ます。

次に、「上手くいかない」ことが良いと思っている人。

僕は「思い切って環境を変えて下さい」とよく言うのですが

実は、「環境を変えろ」と言われた時、多くの人はこう考えるのです。

「それで上手くいかなかったら一体どうするんだ」
これは一般的な考え方だと思います。

しかし、この考えに固執する人はそもそも「環境を変える」必要性を真剣に考えていない場合が殆どなのです。

つまり、口では上手く行かないと言いながらも、現状の「上手くいかない環境」になんとなく居心地の良さを感じ
ているということ。

こういう「口だけで成功したい」人が世の中にはめちゃくちゃ多いです。



これは人間の心理ですが「上手くいかない」ことを内心で「これで良い」もしくは「仕方ない」「当たり前だ」と
思っているということが多いということです。

でも、意識もせずこの思考に入ると、行動が完全に停止状態になるので成長する確率はぐんと落ちるということです。

ですので、あなたが本当に「人生を好転させたい」と考えているのであれば、まずあなたの中に明確なゴールを作っ
て下さい。

そして、たとえ失敗しても「やるだけやったんだ」と思えるような好きな事に取り組んでどんどん前進しないといけ
ないということです。

そうすると人生は驚くほど早く変化していきます！

最後は、「自己肯定感をもっと持とう」ということです。

「上手く行かなくて仕方ない」「上手く行かなくて当たり前だ」と思っている人は自己肯定感が低いのです。

自己肯定感とは「自己を肯定する感覚」、つまり「自分は大切な存在だ」と感じる心の感覚のことですが、

自己肯定感が強いと「自分は大切な存在、価値ある存在だ」と感じるので情報に対してのアンテナの感度も抜群に良
くなるし、自分自身を磨く、成長意欲が高いという事に繋がってきます。



逆に「自分は無理」という思考は、低い目標しか立てられなくなりアンテナの感度が低いので高確率で最高のチャ
ンスを逃してしまったりする訳です。

人生を成功させたい、好転させたいと考えるのであれば自分自身の可能性を最大限に見積もる視点が必須なのです。

ここまで幾つか人生を好転させるポイントを書いてきましたが、どの様に感じでしょうか？

日頃、努力していない人であればハードルが高く感じるかもしれません、しかし、人生はあなたの行動でしか変革
を起こすことが無理だということを理解して欲しいのです。

誰も助けてはくれません！

実際、あなた自身が自分の人生を決めている事を見て見ると、

・あなたの進路はだれが決めましたか？
・現在のあなたの仕事は誰が決めましたか？
・付き合う相手や、結婚する相手は誰が決めましたか？
・今住んでいる場所は誰が決めましたか？
・今着ている服は誰が決めましたか？

全てあなた自身の決断だと思います。
他人に決められている感じがすることも、実は自分の決断であることが殆どです。
これは裏返して言うと、あなたは自由だということの証明でもあることが分かるでしょう。



多くの人は、自分の人生は、会社、親や家族などの他人が作ったり、決めたりしていると勘違いしている人が多い
のです。

あなたは実は自由だという事を忘れない様に！

そうだとわかったら、失敗を恐れず人生を変える行動を取って行きましょう、失敗はあなたが辞めるまで失敗には
ならないのですから。

これは僕がいつも意識している事ですが、

「失敗は、辞め無い限り、成功への過程となるが、自分が諦めた瞬間にその失敗は本当の失敗になる」ということ
です。

もし今あなたが「人生が上手く行かない」と感じるのであれば夢のライフスタイルを手にいれるために先ず勇気を
もって行動して欲しいのです！





あなたは今の日本でモノや情報に埋もれた人生を送っていないですか？

現代はモノ、情報で溢れかえっているので、非常に物事の本質が見えにくくなっているのです。

現代は、情報を取得する際に、情報は有効か見極めて選別するスキルが重要になります。

ということでこのテーマでは、あなたが行動する際に、あなた自身に何が必要なのか、見えやすくする方法を
シェアしたいと思います。

あなたは断捨離（だんしゃり）という言葉を聞いたことがありますか？

断捨離とは簡単に言うと、不要なモノなどの数を減らし必要な情報を見えやすくし、生活や人生をシンプルにし
て改善する方法のことです。

現在の世の中は物や情報であふれているので多くの人が自分の立ち位置を見失っていることが多いです。

だから、断捨離という方法でシンプルにしていくということです。

何だか難しそうだけど難しく考える必要なんて全くありません。

本当に大切なものだけを残して、いらないものは捨てる。
そうすることで大好きなものだけに囲まれる環境がつくれますよね。



それを繰り返していけば、最終的にあなたのまわりにはシンプルだけど絶対に必要なものしか残りませんし、実際、
僕自身も生活の環境は本当に必要なモノや人だけで構成する様にしています。

因みに、僕が断捨離を、初めてやった時は、長年の人生で身に沁みついたもったいない根性が、強すぎて全くと
言ってよいほど捨てる事ができませんでした。

でも、思い切って沢山の物を捨ててみました。
こうやって、物を捨てるというスキルが身につくと、だんだんと捨てる行為が快感に変わってくるようになります。

実際、本当に好きなモノ、人、場所だけに囲まれる生活というのは、予想以上に気持ちがいいし身体にパワーがみ
なぎってくる様になります。

例えば、

一般的に多くの人は、沢山のモノと人に囲まれて生活していると思いますし、それがごく普通の生活だと思います。

人間は、判断しなければいけない要素が多くなればなるほど余計な事を考えたり、神経を使ったりしないといけな
くなります。
そうやって日々色々な複雑な環境に囲まれていると、あなたの心は知らず知らずのうちにオーバーフローを起こし
てきます。

これが今のストレス社会という世の中なのです。



そうならない様に、意識してシンプルに環境を構成するスキルだと考えてもらえばいいです。

断捨離のスキルが無いとあなたの人生を複雑化させて色々な悩みを抱える原因になうという事です。

人間の基本的な悩みは大きく分けて４つに分かれると言われていますが、僕の断捨離でも対象とするのはこれら４
つです。

・人間関係 ・・恋愛、家族、仕事、友人など
・金銭 ・・借金や収入またはお金の使い方、貯蓄など
・健康 ・・持病、痛み、コンプレックスなど
・将来に関する事・・・ 仕事の不安、結婚など

どうでしょうか？

この中で一つも当てはまらない人なんていないはず。

あなたもこれらに該当する悩みを抱えているではないでしょうか？

もし、あなたが現状悩んでいるのであれば、僕が、最高の回答をします。

それは「悩んでいても仕方がない」ということです。
じゃ、どうするのか？



悩みは色々あるけど、それを悪いと捉えるのではなくこれらを改善するための問題提起と考えるということです。

実は、悩みとは問題を提起してくれるものであるし実際、悩むことがなければ、そもそも改善したり努力もないで
すよね。

問題とは自覚しなければ、問題ではないという事です。

そうなると、

悩みがあることそのものが悪いのではなく悩みに対してどう対処していくのか？

そこが重要だということなのです。

つまり、その改善に断捨離を取り入れて行くということです。

断捨離は、冒頭でも説明しましたが、モノを捨てることで自分自身をスッキリさせ良く見える様にする心と環境を
整える方法の事で以下の３つの考え方でできています。

「断」は、要らないモノが入ってくるのを断つ
「捨」は、不要なモノを捨てる
「離」は、モノへの執着から離れる

この３つの手順を踏むことが断捨離のやり方です。
これは物でなくても同じことで、例えば人間関係などでも断捨離で改善する事ができます。



「断」は、要らない人間関係を断つ
「捨」は、ムダな人間関係を捨てる
「離」は、人間関係で執着（依存）していることを離す（手放す）

このような手順です。

また、断捨離の効果は、単に物を捨てたりする改善だけではなく断捨離の本質は、自分の心や環境をシンプルにす
るところにあり、事実、シンプルにすると色々なゆとりがうまれてくるということです。

例えば、

・空間のゆとりだったり ・気持ちのゆとりだったり ・人間関係のゆとりだったり

この様に断捨離で、綺麗なシンプルな空間を手に入れ気持ちにもゆとりが持てるようになればだんだんとライフス
タイルは改善して行くということです。

だた、僕自身もそうでしたが、初めての断捨離は難しく感じると思います。

先ほどの「もったいない根性」が沁みついているからですが、日本人である私達はそういった「捨てる」という教
育を受けてきていないからというのが理由として多きそうです。

だから、始めはこう思うでしょう。

「もったいないな」「また使うかもしれない」



人間関係だと、

「急に縁をきると変に思われる」「悪い噂がたつんじゃないか」

この様に自分自身の沢山の執着に気づくと思います。

しかし、これを乗り越え、自分の成長のために必要のないものを切り離していくのです。

そうすると少しずつ気持ちの面でも変化が現れるし、人間関係でも不要な依存に気づいてあきらめられるように
なってきます。

実際に「捨てる」という行動は訓練が必要だからどんどん練習して欲しのです。

それが出来る様になるとあなたは確実に成長しているし、シンプルな環境は集中力や持続力にも良い影響をもたら
してくれる様になります。

人間関係においても一時の感情に振り回されず、いろんな感情を感じつつ冷静に人間関係が見れるようになるで
しょう。

自分にムリして付き合う人間関係は絶対いつまでも続かないので、人間関係を改善したいと思うなら人の断捨離を
しろということなのです。

まとめると、先ず自分が何を求めているのかを明確にする事、



・どんな人と一緒にいると楽しいか？
・自分の心を良い状態へとしてくれる人とは？
・自分の将来を考えてどんな人と今後は付き合うべきか？

このように自分が何を求めているのか明確にすることが大切で求めるものを明確にした上で、今の人間関係を見つ
めてみると、何が不要で何が必要なのかが見えてくる様になります。

最後にもう一度重要な事を言います。

不要だと感じることは勇気を持って断捨離して欲しい。
勇気が必要になるけど身についてくると、逆に気持ち良くなるから絶対にやって欲しい。

今まで、あなたの人生がもし楽しくないのであればなぜだろうと考えて見て欲しい。

その理由の一つに、僕がこの本で話しているような、人生を好転させるための自己改革行う行動をしてこなかった
から。

つまり、あなた自身が同じレールの上を走り続けていると変化がないから楽しくないのは当然だということだとい
う事です。

どうでしょうか？

あなたは、行動してきましたか？
おそらくしてないでしょう？



あなたという器の容量、サイズは決まっていますので、絶対に達成したい事があるなら要らないものはどんどん捨
てて、新しいあなたを変革させるぐらいインパクトのある情報や人脈が世の中には沢山あるからそれらを取り入れ
て行きましょう！

そうすれば、あなたの人生はシンプルに激変を始めて行きます！

あなたは今何を捨てるべきか、物、事、人間関係など直に頭に思い浮かべてみて下さい。

沢山あるはずです！





さて、断捨離を理解してシンプルになったところであなたの成功スピードをもっと加速させる守破離という話をし
ていたいと思います。

あなたは守破離という言葉を聞いたことがありますか？

守破離の語源ははっきりとしていないらしですが、

有力な説は、茶聖とも称される千利休が、茶道の極意として「守りつくして、破るとも、離るるとても本を忘る
な」という歌を遺したのが始まりだという説らしいです。

この説に見られるように、守破離は茶道、武芸、芸事などの、「道」を極めるための肝心なコツとして古来より注
目されてきた訳です。

こういった古くから繰り返されている成功法則は、本質を押さえればとても効果的に働くのでもれなく意識した方
が良いという事です。

僕もそうですし、他の人でもそうですが、実際この考え方は、起源こそ古いがかなりシンプルで結果が出やすいで
す。

守破離という言葉が現代にも残っているのは、時代が変わっても人間が一つの物事を習得し、技術的に進化してい
くプロセス自体には変化が無いということです。

ですので、成長するためのフレームワークとしてかなり使える訳です。
では、さっそく守破離の内容を説明して行きたいと思います。



あなたが、何かを上達させたいと思ったら守破離の考え方を効率よく使用して成長スピードを上げることを意識して
下さい。

例えば、野球というスポーツで考えてみてください。

一流の野球選手になろうとするには、はじめからプロ野球選手がやるようなスーパープレイを練習しても上手くいか
ないですよね、

それは全ての土台となる基礎が無いからです。

プロ選手が時折見せる常識外のプレイは基礎を完璧に身につけている結果でありこれは「離」の領域にいるというこ
となのです。

ですので、最終的に「離」へ到達するには、トレーナーやコーチが口を酸っぱくして言うような当たり前のことを当
たり前にやっていく「守」の段階が必要であるということです。

「守」とは基礎的な力を付けながら、自分の行動から良い結果が出ることを理解するプロセスだと考えて欲しいので
す。

どういう事かというと。

例えば、野球で有名なイチロー選手を考えて欲しいのですが、
イチロー選手と言えば、誰もが知る名選手ですが、元々は少年野球から野球人生が始まっているでしょう。
これが、つまり「守」の部分です。



その頃に、監督やコーチの言う事を守り今の土台となる野球の基礎部分が作られた、だから今があるのです。

また、イチロー選手は野球選手としての才能はもちろん凄いですが、ストイックな努力家としても有名です。

このストイックな継続的な努力があるから「守」を超え、「破」「離」などの領域へ踏み込み成長を続けられると
いうことですね。

要するに、例え、イチロー選手のようなスーパースターでも、しっかりとした「守」があってこその現在の「破」
や「離」ということです。

ですので、何かに取り組む際は「守」は、全ての基礎となるものなので徹底的に守らなくてはいけないのです。

自分が「守の領域」にいる間に、成功への仕組みが分かればその中で、成功に必要なスキル、知識を磨いたりする
ことで、

「守の領域」で他人から学んだ単なるスキル、知識だったものが段々と身に付き自分のモノになってくるという具
合です。

そうすると、今までは教えられた通りに行っていたことでも自分で色々な判断ができるようになってきて、自分自
身でアレンジを加えたいと思うようになってきます。

これが、あなたがブレイクする瞬間「破」ということになります。



でも、初めから「守」をせず、自分の思いつきで闇雲に行動するだけでは、決してそういった判断をする力は身につ
かないことは想像できると思います。

「適当に動いてたら、気がついたらうまくなっていました」なんてことはありえないですよね、

こうして考えてみると、まずは基本的なこと、未熟な自分でも取り組めそうな単純なことを何度も繰り返して身につ
ける事は、上達にとって欠かせない過程だということが分かって頂けたと思います。

仕事などで、あなたが他の人に何かを教えてもらったとき、

はじめは「なんでこんなにつまらなくて当たり前のことをさせられるんだ」と思い、不満を抱いた、そんな経験はな
いでしょうか？

ですが、それは成長のためにはむしろ効率の良い場合が多いのです。

職人の師弟関係では、長い下積みを経なければなかなか本質的な
技術を教えてもらえないという話をよく聞きますよね、

これは師匠がもったいぶっていたり、根性を試されているだけではない事が多いのです。

多くの下積み経験の中には、師の生活リズムや考え方や行為と結果の関係を観察するための機会が多く設けられてい
るという事です。



ちょうど、この本の流れもそういう感じで書いているので、しっかりと始めからしっかりと読むということをして
頂きたいのです。

単なる雑用に思えることでも繰り返す事により、いつかその教えを自力でしっかりと「破」れる時がくるというこ
とを理解する。

あなたがもし指示されて不満を持っているとしても、それを「守」の段階だと捉えられれば、不満をチャンスだと
考えることができるようになるでしょう。

全ての行動はあなたの将来の成功のためであると考えればどんな事でも楽しく、手を抜かずに真剣に取り組めます
よね。

では先ず、あなたがとり組んでいる事があるのであれば、自分が守破離のどのフェーズに自分がいるのか見極めて
見てください。

そうすれば、おのずと今やるべきことが明確になってくるはずです！





ここまで「思考」と、その考えた事を実際に見る形にする「行動」に移すことが如何に重要かという話をしてきま
したが、

既にあなたの中では「思考」「行動」が重要であり結果＝成功していくには当然のことだという理解であれば問題
ありません。

「思考」つまり頭の中だけで考えているだけであれば物事は、現実の世界に目に見える形で決して現れないという
ことです。
「行動」は自分の考えている事を現実の世界で表現する唯一の方法でありこれ以外に方法が無いという事になりま
す。

冒頭のプロローグでも触れましたが、人間は全て、思考→行動→（習慣）→結果の順番で物事を現実の世界で目に
見える形にしています。

一般社会で多くの人が、最終的に良い結果を手にすることが出来ない。

なぜだかわかりますか？
この根本的な理由は実はたった一つなのです。

「やらなかった、行動しなかった」それだけということですね。
つまり、

人生を動かしているのは「行動」たったそれだけのことであり、この行動することが物事の本質ということなので
す。



しかし、

日々の生活で普通に考えているだけだと「たったこれだけの事」という様な小さな事でさえも何時までもできない。
そんな経験ありますよね。

これは、基本的に人間は今の自分にそれほど困っていないから動けないのです。

普通に仕事場に行けば、毎月給料をもらって普通にメシを食べて、それなりのブランドの服装を着て、住む場所も
人並み、年に１、２回海外旅行へ行く

そんな絵に描いた様な、日本の中流家庭的な普通の暮らしを送る事が可能だし、それが今の日本の誰でも手に出来
る環境なのです。

所謂、痛みのない環境だという事です。

しかし、
ここで、あなたがもし真逆の環境にいる事を考えて見てほしいのです。

もし、あなたが今食べる物を買うお金さえもなかったとして下さい。

あなたは、直にでも仕事を探す行動に移すと思いませんか？

要するに、追い詰められていない、崖っぷちに立っていないだけです。



この様に、追い込まれていなければ人間は無意識には行動できない様にできているということです。

・めんどくさいな来週やろう
・失敗したらどうしよう、やめておこう

こう言った、恐怖やマインドブロックが自然と働くのが人間の本能なのです。

人間は思いきって行動しないとこう言った恐怖やマインドブロックには絶対に勝つことが出来ないように出来ている
ので、

それをあらかじめ自分で意識しておくことが重要であり、意識することで自発的に行動したり、回避することが可能
となる訳です。

では、なかなか行動できないあなたの為に、今からあなたを嫌でも行動させる方法があるのでここで紹介したいと思
います。

それは、自分の夢を既に叶えている人に会いに行ったり同じことを目標としている仲間、つまり同志を見つけるとい
う方法です。

今はインターネットがあるのでどんな人、グループでも簡単に探すことが出来ます。

そういった方法で、沢山の仲間を先ず見つけて見てください。
ハッキリ言っておきますが、これは効果絶大です！



人間は、環境によって大きく変化する生き物なので沢山の仲間を見つけて欲しいと思います。

こうする事で、

一人だと諦めかけたり、継続する事が難しい事でも目標からブレなくなるし、怖いと感じる様なチャレンジですら仲
間がいる事で恐怖も少なくなる訳です。

そして、
そう言う仲間が見つかればゴールは見えている訳だから、そのゴールから逆算すれば、今あなたがやるべきことは必
然的に見えてくるという具合です。

どうでしょうか？
あなたの頭の中に、仲間を見つけ、あなた自身が成功を収めている具体的なイメージが浮かび始めたのではないで
しょうか？

そうすれば、しめたものです。

なぜなら、あなたはもう成功のエスカレーターに乗ったのですから、

少しずつでもいい、あなたがブレイクスルーを自ら起こすためにこの章で解説した小さなパーツを集める行動を起こ
し少しずつ成功の準備を開始して行きましょう！

この「行動」が人生を変えるための唯一の方法であり、この行動を起こせば人生はゆっくりだけど必ず好転していく
ということを理解しましょう。



では、僕からの課題です。

あなたが、今から取り組む自分の「夢」を決めて下さい。

そして紙に書き出して見てください。

具体的であればあるほど、あなたの夢や成功イメージが具体的である証拠ですので現実になるでしょう。

どんどん書き出してくださいね。





ここまで「思考」「行動」の重要性を伝えてきました。

本章では、次のフェーズ「習慣」というテーマで話をしたいと思います。

先ず初めにあなた自信が、日々の生活で何か習慣としている事があるか考えて見てください。

恐らく、あなた自身がその習慣をあまり意識することはないと思います。

なぜなら、無意識これこそが習慣の実態だからです。

実は、現在のあなた自身というのは、日々考えている事、つまり思考がもたらす行動の繰り返しによって習慣化され
た結果によって、あなたという人間が作られているということです。

だから、単純に考えて欲しいのですが、

良い行動を続けていれば、良い習慣となり結果も良くなりますし、悪い行動を続けていれば、悪い習慣となり結果も
悪くなるのです。

つまり、成功や結果を出すということは、自分の思考を変え、行動を変えれば、最終的に習慣も変化し、あなたの人
生が変わるという簡単なロジック（理論）だという事です。

このロジックについてもう少し具体的に説明すると、



習慣というのは、頭の中で考えずに潜在的に「できて当然、やって当然」という領域で行う無意識的行動が習慣と
いうものです。

ですので、人間は出来ない事は、無意識では絶対にやることはないということです。

もし、普段出来ないことをやっている場合は、意識的ということになりますよね。

これは、逆説的に考えると、

どんなことでも、習慣化する事さえできれば、必ず、良い結果が後からついて来るということであり、

もし、あなたが、

・生活が充実していない ・満足のいく収入を得られていない ・習い事で良い結果が出てい
・語学が上達して喋れるようにならない ・異性にモテてる事ができない

この様な悩みがあるのであればまず、習慣を変える事が重要だということです。

そして、習慣へアプローチすることが最強の成功への近道なので、最終的に習慣を変えることは、運命、人生を変
える事だと理解して欲しいのです。

ただ、ここで一つ忘れてはいけない事があります。

それは、習慣を矯正する行動にはストレスが伴うという事です。



慣れていない事を習慣にする作業だから当然と言えば当然です。

普通の人間は、自分の中で無意識に習慣化された気持ちの良い環境で毎日生きていると思います。

これが既に説明した、ストレスがない状態である、快適領域のコンフォートゾーンのことです。

人間はこのコンフォートゾーンから外れると、つまり不快的領域に身を置くとストレスを感じるようになります。

だから、普通は無意識的にストレスから回避しながらコンフォートゾーンを自ら選択し生きているのです。

しかし、

成長するには、自分の思考や行動を変えたり、新しい事にチャレンジする必要があるので必ず不快的領域に足を踏み
入れなければいけないということです。

例えば、

あなたの経験で考えて見て欲しいのですが、嫌な事でもやり続けると普通になってくるそんな経験が誰にでもあるは
ずです。

これは、不快衝突を繰り返すことで人間が成長しているという典型的な一例です。



また、不快領域は、ストレスを感じる環境ということで、何かに取り組んでも継続力が確実に落ちます。

では、この継続力つまりモチベーションを上げるためにどうするのかですが、当然のことながら、続けるために自
分の好きな事をやらなければならないですよね。

この「好きな事をやる」は何度も出てきます。
なぜなら、嫌いな事で成功は先ず難しいからです。

因みに、僕は自分が、没頭して時間を忘れるぐらいにやりたい事しかやりません、だから、やっている事は殆どが
上手く行くのだと思います。

こうやって、自分が情熱を持てる物が見つかれば、たとえストレスがたまる環境でも、ぶち当たった壁を突破する
パワーを持つことが出来るので必然的に成功への道を歩むことになるということです。

この様に成功とは、自分次第でどんな事でも良い結果を出すことが可能であり、理論的な流れで手に入れる事が明
確に見えたのではないでしょうか？

しかし、この様な理論が具体的に分かっていてもいつまでも結果がでずに成功できない人は世の中には沢山います
よね。



これはなぜかというと、僕が沢山の人に教えてきた経験を踏まえて考えると、そう言った人達は、結局めんどくさく
なりテクニックや、ノウハウなどの表面的な部分に頼り、少し試してみてやっぱり結果が出ないとすぐ辞めてしまう
からです。

そういう理由が殆どということですね。

頭では分かっていても、つまらない、めんどくさいから辞めてしまうということです。

実は、全ての行動においてテクニックやノウハウというのは表面上の見せかけでしかないのです。

それだけやっても殆どが結果が出ないということを覚えておいてください。

つまり、思考、行動という基礎があり習慣化できている人がこれらテクニックやノウハウを使った場合は、予想して
いる結果やそれ以上の結果を得る事ができる場合が多いのですが、

基礎が無い人達が、これらを使うと、無免許でフェラーリを運転するのと同じで、テクニックもノウハウも使いこな
せないために良い結果が出ないのは言わば当然だという事です。

ノウハウやテクニックは習慣化できて初めて大きな効果が期待できるということです。

以下は、あなたの行動が習慣化できているか確認するための項目ですが、



結果が出ない人は、大抵の場合３の「わかる」というところで分かった気になって満足して辞めてしまっている場
合が非常に多いのです。

あなたが、もし結果が出せなくて悩んでいるなら自分が以下のどのフェーズにいるかを確認して見てください。

１．知っているレベル（思考）
２．分かっているレベル（思考）
３．実際にやっているレベル（行動）
４．人に教える事ができるレベル（習慣）

この４つのフェーズを意識した上で、人間は、ある程度理解すると脳は、分かった気になってしまうという落とし
穴が待っているということも合わせて覚えて下さい。

人間は知っていると、自分もできると錯覚しがちですが、実際は経験が伴っていないためにできないという事です。

因みに、僕の教え子で結果が出る人は、例外なく実際に「人に教える事ができるレベル」にまで到達しています。

つまり、習慣レベルで身についているということです。

人には教えるという行為は、全てを柔軟に把握していないとできませんので、少しかじっただけでは結局のところ
無理ということになります。



多くの人がノウハウコレクターになってしまうのはこのせいだという事です。

あなた自身はどうですか？

無意識に人に教えることがレベルにいますか？

この先、あなたが、例え直接人に教える事がないとしても先生という教える立場になれるかどうか考えて見て欲
しいのです。

それを考えれば、今の自分のレベルが明確に分かりますね。





あなたは、人間の脳には顕在意識と潜在意識２つの領域があることを知っていますか？

顕在意識とは、あなた自身が意識的にアクセスできる領域のことで、潜在意識とは、あなた自身では自由にアクセス
できない領域の事です。

この潜在意識は、前テーマでも話しましたが無意識の領域で、これこそが「習慣」の元になっているということでし
た。

この潜在意識とは、自分自身で意識できていませんが脳の中で実はかなり大きい領域を占めているのです。

ちょうど、水の上に浮いている「氷」の状態を考えて見てください。

氷は通常、水面上には２０％ほどしか見えず、残りの８０％は水面下ですよね。

それと同じく潜在意識というものは顕在意識よりも何倍も大きいにも関わらず、あなた自身の奥深くに存在しながら
自分自身でコントロールすることが大変難しいそんな領域だという事です。

この潜在意識を改革しなければ、成功は永遠に訪れないのでその潜在意識の働きとそのコントロールの方法をここで
学んでいきます。

では、初めにやって欲しい事ですが、

それは、「目標や夢を明確にする」ということです。



あなたには無限のお金と才能、人脈、知識があると仮定して、あなたのやりたいことや夢を最低でも５０個ほど紙に
書き出してみて欲しいのです。

あなたが、この本を読んでいるということは「やりたい事、夢」は沢山あるはずですので、全然ないということはな
いですよね。

例えば、

・長期海外旅行に行きたい ・ビジネスで大儲けしたい ・大きな家を買いたい
・高級車に乗りたい ・高級レストランで美味しい物を食べたい ・独立して自由な人生を送りたい
・健康になりたい ・理想の人と付き合う、結婚がしたい

この様に何でも構わないです。
この「書き出す」行動は自分の限界を取り払うために非常に大切なステップなので出来る限り沢山書いてみて下さい。

なぜかというと、人間は一般的に、無意識的に、つまり潜在意識の中で自分の限界を勝手に定めてしまっているから
です。

もう一度言います。

あなたは、自分で自分の限界を勝手に決めているということです。
本来、人間に限界なんてないので、あなたが決めた時点でそれが限界ということです。



有名な話で、自分の考え方次第で能力が制限されてしまうという例に「ノミとコップ」の話があります。

体長の50倍は跳べるという高い跳躍力のあるノミもコップに入れてしばらく放置してからコップを外すと、コップの
高さまでしか跳べなくなるというものです。

実は、人間もそれと同じで、自分の描いた限界を超えることはできないのです。

潜在意識に自分の限界があると、そこが限界点になりどれだけ努力してもその限界以上には自分の理想どおりに成長
することが難しくなるという現象の事です。

もし、あなたが「億万長者になりたい」と思っていたとしても心の奥底では「自分の能力だとムリだ」と思っていた
としたら実際にその様な結果となります。

「スポーツで一番の選手になる」と思いながら日々練習をしていても「チームメイトに対して、こいつを超える事は
無理だ」と考えれば１番にはなれません。

この様に、潜在意識の効果はネガティブな思考をも現実化してしまうほど強力なパワーをもっているのです。

これは言い換えると、マイナスな事を考えるということは、プラスに働くことは一切ないので時間の無駄でしかない
のでやめた方がいいですし、反対に良い思考だけをあなた自身にインストールが出来ていないとダメだということで
す。



では、書きだした夢や目標を見ながら「自分は優れている」「これは自分がやるためにあるんだ」とプラスなイメー
ジを潜在意識にインプットしていって欲しいのです。

では、実際どの様にインプトしていくのが良い方法なのか？

その方法を紹介したいと思います。

これは僕も毎日、朝一番にやっている効果的な方法なのですが、「瞑想」をしながらやっているということです。

瞑想は、心を静めて、あなたの成功をイメージしたり、一つの事だけを上手く行くようにイメージするのに最高にい
い方法なのです。

これは世界的な成功者でも、多くの人が実践していると言われている方法なので是非やって欲しいと思います。

最近では、Google社も社内教育で行っているそうです。

では、具体的に説明すると、目標、夢をイメージングする方法ですが、これらはインカンテーション、アファーメー
ションと言われている方法です。

｢インカンテーション｣とは、普段使う言葉や態度から潜在意識を活性化させる事

そして、｢アファメーション｣は、成りたい自分を自分に言い聞かせることで自分を
錯覚させる様な感じで潜在意識に落とし込む事だと考えて下さい。



アファーメーション、インカンテーションを行うことで、描いた成功イメージを潜在意識に覚えさせることが可能と
なります。

これらを行う場合、必ず主語を入れて現在形で書いたり、考えたりする事。

「◯◯になりたい」ではなく「◯◯になる」と言った具合です。

つまり「成功者になりたい」ではなく「成功者になる」と書いてください。

なぜなら

「～なりたい」と考えると頭には願望が叶っていない状態の自分が思い浮かんでしまうからです。

でも、達成しているイメージを潜在意識に植え付けるのが大切なので最大のポイントは達成したときの自分をイメー
ジすることなのです。

また、最大のポイントは、達成した時に、あなたが感じる感情まで強くイメージするということが重要です。

なぜなら、人間が欲しているものは突き詰めて考えると物ではなく「綺麗になりたい」「カッコよく見られたい」
「金持ちになりたい」といった感情だからです。

どういう事かというと、

多くの人が欲しているお金も「家がほしい」「高級車がほしい」といった物欲に結びついているものが多いのですが、



しかし、実際は人が欲しいのは家や高級車そのものではなく、それを手にした時の優越感や安心感、快楽といった
感情だという事です。

だからこそ、成功するには感情をコントロールしてイメージすることが非常に重要だという事です。
この様にして、感情と結び付いたイメージは強力にあなたの潜在意識に刻み込まれる事になります。

次に、このイメージを更に強力に潜在意識へインストールする方法の話をします。

この方法は、イメージした物を見える形へと変化させる方法なのですが、ビジュアライゼーションと言われていま
す。

「目標、夢を見える化する方法（ビジュアライゼーション）」です。

思い浮かべたイメージを、より鮮明に頭の中のスクリーンに映し出していくことをビジュアライゼーションといい
ますが、イメージの臨場感が高まるほど現実的に理解できるために潜在意識に刻み込まれます。

このビジュアライゼーションも非常に効果的ですので是非取り入れて見てください。

この具体的な方法は、ビジョンボードを作るという方法です。

ビジョンボードとはノートやコルクボードなどに自分の夢や欲望を絵や写真、文字で表現し、1枚のボードにするこ
とです。



この際に、詳細に書けば書くほどイメージし易くなるのでなるべく詳細に描く事が重要です。
また、人間は期限がないと怠けてしまうので目標には具体的な数字を入れ「●●年●月までに達成する！」という
期限を決めると更に行動力や継続力があがります。

これは、逆算思考というテーマでも話しましたが、詳細化することで今やるべき事を明確化する作業だと思ってよ
いです。

そして、行動のブレを無くすために毎日いつでも目に着くところに、このビジョンボードを設置することがポイン
トです。
これが習慣化の最初の行動になります。

飽きないためにも徐々に開始して、とにかく辞めない事が重要です。

そして、それを最低２１日間続けてみて下さい。

なぜなら、これは心理学的に、人間は２１日間続ければ、その行動をしないと気持ちが悪くなると言われているか
らです。

つまり、習慣化するという事ですね。

次に、「目標、夢にフォーカスする方法」を説明します。

目標を達成するためには、頭の中で目標にフォーカスをあてる。
この方法は意外と簡単で、自分に質問をしていく方法のことです。



「お金持ちになる」という目標であれば、「お金持ちになるにはどうすればいい？」と自分自身に問いかけてみてく
ださい。

ここで、明確な答えが出なくても構わないのです。

潜在意識に働きかけることで、自然と「お金持ちになるための行動」をチョイスするようになることが重要です。

これをする様になると、あなた自身が行動せざるえない環境にいるはずなので、あなたの環境は肌で感じるほど、ど
んどん変化しているのです。

例えば、実際に僕の経験を上げてみると、

・自分の周りに自分の成長に必要な人が現れた！

なぜなら、僕自身がそう言った環境に自分から飛び込んだ結果、良い人脈ができ、その様な人とめぐりあったという
こと。

・学ぶことが楽しくなり、自分がどんどん成長していると感じるようになった！
自分の成長を肌で感じ、それがビジネスの場合は利益となり、良い結果を得る事で自然と楽しくなり、更に色々学ん
でみたい、そう思う様になる。

・一流の人から声をかけられるようになった
成果を上げることで、自分自身の注目度もあがってくる、そうなると一流の人からも声をかけられたりする様になる。



この様に、成功するための思考・行動・習慣を身に着けて行くと本当に肌で感じるほど、自分という人間は成長す
るんだってことを感じる様になります。

普通のサラリーマンだった僕がこれらをやって結果が出たのだから間違いありません。

もう何度も言っていますが、成功とは、あなたが行動できるか出来ないかそれだけなのです。

ですので、この章で教えたことは必ずやってみる様にして下さい。

是非、成功者となっている自分をイメージして力強く行動を開始していきましょう！

特に、本書を読んでいる、あなただけには本書を読むだけで終わることなく絶対に行動に移して欲しいです。

では、次の章に行きましょう！





僕は、どんな事でもまず初めに、上手く行くという根拠がなければやらないという自分のルールを作っている。

でも、過程では何度も失敗するけどね。

これは既に説明した逆算思考でも説明がつくと思いますが、ゴールがあり、逆算して、ゴールまでのルートを理論的
に描いた上で取り組んで行くということ。

だから、何をやるにしても必ず根拠や理論を求めそれをベースに行動しているということになります。

この物事を理論的に進めて行くためのパーツこそが、所謂、自己資産と呼ばれるものです。

自己資産とは、あなた知識やスキル、考え方などあなた自身の価値みたいなモノと考えるといい。

自己資産が低いと物事はスムーズに進まない。簡単に言えば、言葉が少し悪いが能力が低いから。

例えば、車が一台あったとします。

この車の車体が「思考」、そして４本の車輪が「自己資産」だと考えると、車輪のついていない、車でおもいっきり
アクセルを踏み込んだらどうなるか？

もちろん、車は進まないですよね。

反対に、車輪だけあっても車の車体がないと意味がありません。



この様に、物事は「思考」とそれを推し進めるための「自己資産」にあたる、知識、技術（スキル）ノウハウがバ
ランスよくあるからスムーズに進むということです。

だから理論的に物事を進める事ができない場合は、スタート地点で既に成功までの根拠がない可能性があるという
ことなのです。

また、

個人的な意見となるかもしれませんが、成功というのは、今の世の中において科学的であるべきだと思うし、体系
化も出来ると考えています。

なぜなら、僕自身が取り組んでいるビジネスや人生構築の原理は全て理論的に計算されているからです。

たまたま、今の様な自由なライフスタイルを手に入れた訳ではなく手に入れるべくして、手に入れたという事です。

世の中の上手く行っている、

・スポーツ選手
・経営者
・投資家
・その他

実は、こう言った成功は、偶然ではなく理論的な根拠の元に成り立っているものが多いという事です。
まあ、当たり前です。偶然、成功しましたなんていう人はこの世の中にはいないでしょう。



ということで、この本のテーマである、成功を手に入れて最高のライフスタイルを手に入れるということも、

１．理論的に成功までのパス（道筋）が明確になっている
２．本書で紹介している思考、行動方法を理解している
３．ゴールまで辿り着くまでの個人の能力、つまり自己資 産が十分なレベルに達成している

これらが全てそろっていれば、自然と習慣化していく訳なので成功しない方が本当は難しいということです。

自己資産は、既に説明した通り個人の資産であるが詳しくは以下の４つに分類されます。

・労力
・時間
・知識
・人脈

スポーツ、芸術など一部、才能や肉体が結果を左右するものも存在しますが、今回僕がテーマにしている投資やビジ
ネスでお金を稼いで自由なライフスタイルを手に入れる場合は、誰にとっても平等であり、本章で説明している自己
資産の考え方がピッタリと当てはまります。

だから誰でもこうした自分資産をどんどん増やせば、仕事の効率や成功の確率が上がる事は簡単に理解できると思い
ます。
この「結果」を出すための内容は、次の方程式で表現することができます。

（結果）＝（自己資産）×（モチベーション＋思考）



冒頭で話した車の車体と車輪の話がこれにあたりますが、モチベーションばかり上げても空回りしてしまうだけで、
個人のスキルや能力を上げないと成果は出ないということです。
実際、思考方法はクセ（習慣）と同じであるし、無形だからあなたが意識して変われば、今すぐでも実践でき変える
事ができます。

また、自己資産は今持っているものに加え、どんどん自己投資して不快的領域に飛び込む事で、この自己資産は幾ら
でもレベルを上げることが可能だという事も覚えておいてください。
最後にモチベーションを上げる方法の話ですが、

モチベーションは自己資産と思考方法が良くなってくれば、実は外から注入しなくても、望んでいる結果が徐々に出
始めるので自然に上がる様になるのです。

ちょうど、好きな事で良い結果が出ると嬉しくてもっとやりたくなりますよね。

もっとも、３章に入ったこの時点で自分が好きな事をしているはずなのでモチベーションが上がらない理由が見つか
らないはずですけどね。

どうでしょうか？

僕が本書で書いている事は偶然は一つもなく、全てが戦略的に自己改革を行う極めて科学的な方法であり「結果」つ
まり「成功」が理論的に手に入れる事が出来るということがお分かり頂けたと思います。

ただし、もうお分かりと思いますがこの理論を知っているだけでは絶対にダメです！
１に行動、２に行動、３，４も行動、５も行動である！





さて、習慣編のまとめとしてカラーバス効果という話をします。

ここまで思考・行動から習慣化させることが如何に大切であるかということを伝えてきました。

そして、僕は理論的に物事を進めるタイプなので無駄な時間も嫌いだし、できれば最短で結果を出したいと何時も考
えているという話もしました。

そこで、あなたの成功に必要な情報や人脈が勝手に集まってくる最高の方法があるのでシェアしたいと思います。

それは「カラーバス効果」というもの、

当たり前であるが、あなたの目標や夢を達成するためにかかる時間をいかに短縮させるかは、あなた自身が今必要な
ものをいかに探し出しキャッチするかにかかっているということです。

こんな話を聞いたことはないでしょうか？

・必要な情報や人脈を運よく手に入れ成功した
・道を歩いている際に、ヒット商品のアイデアをふと思い付いた
・チャンスをものにして巨額な資産を手に入れた

テレビや雑誌、インターネットの記事などでよく聞く事がある成功者のエピソードです。

実は、多くの人が、これらの成功は偶然手に入ったと考えがちですが、本来これにはカラーバス効果というものが働
いているのです。



カラーバス効果とは、人間が持つ、自分が注意や意識しているものが見つかりやすくなるというフィルタリング機能
のこと。

これはあなたが今、いかに明確な目標や夢を持って生きているかでその効果は大きく変わってくるのです。

なぜなら、日々、成功する事を考えめぐらすことで、あなた自身が成功に必要なファクター（要素）を、このフィル
タリング機能を使って引き寄せてくるから他なりません。

既に書きましたが、夢や目標を紙に書いたり、人に話すということは、今のあなたに必要なことを意識、注意させる
ための行動を矯正させる行動だという事を意識的にしているのです。

目標や夢が潜在意識に届くぐらいに矯正し、意識して日常を過ごしていれば、あなたの世界を見る視点は確実に変わ
り、あなた自身の情報に対するアンテナの感度も上がるということです。

あなたは気付いていないかもしれませんが、実は人間は必要なものを、自分のフィルタリング機能を通して自然に取
捨選択しているのです。

では、人間の持つフィルタリング機能の例を紹介します。

例えば、

「今日は赤を意識しよう！」と考えて街にでると普段はあまり意識することのなかった、看板や車、ポスト、花屋さ
ん赤い花など街中で目にする赤いものが眼につき易くなります。



これはある一つのことを意識することによって、意識していることに関する情報が無意識のうち、自分が必要な形
で集まるようになる人間の素晴らしい能力なのです。

このフィルタリング機能は、人脈の場合もあるし、情報、アイデアの場合もあれば、資金などのお金の場合もある
でしょう。

この様に、成功した人達が手に入れた、一見特殊に思えるチャンスや情報、お金、アイデアは実はカラーバス効果
を使えば誰でも手に入れられるものなのです。

要は、僕がこの本で伝えた事を日々実践して、何時でもキャッチできる状態にしているかどうかということです。

「千載一遇のチャンス」と呼べる程のタイミングの一致はそうあるものでないかも知れないと考えがちですが、実
は、今のあなたに必要なものは意外とあなたの身の回りを巡っているものだということを覚えておいて欲しいので
す。

要は、アンテナの感度が良く、フィルタリング機能が働いているかいないかだけということですね。

そう考えると、明確な目標や夢を持つことがいかに大切なことかという事が分かって頂けると思います。

現代社会の中での溢れる情報も、視点の持ち方次第で極めて有用なものになったり無駄になったりするということ
です。



多くの人は現状の情報で将来を描きがちだと思います。
でも、当たり前ですが、実はそれでは変化は訪れ難いのです。

あなた自身が、カラーバス効果というフィルタリングを機能させ、あなたが成長するために必要な要素をどんどん
引き寄せなくてはならないのです。

ということで、あなたにはこの章を読み終わった時点でやって頂きたい事があります。

それは、思考、行動、習慣の知識を元に目標や夢を明確にする事あなたの人生に変革を起こす準備に実際体を動か
して取り組んで欲しいということです。

では、次は、いよいよ最終章！

最終章では、あなたがまっていた、お金を稼いで自由なライフスタイルを手に入れる具体的な話をして行きます。

あなたの人生が１８０度ひっくり返るぐらいのビジネスの話をしたいと思います。

ただ、既にお分かりだと思いますが、最終章だけ読んでも、成功はできません。

１～３章までの基礎である思考・行動・習慣、これらが土台になってこそ、人生は大きく好転させることが出来る
のだということを今一度意識して下さいね。





さあ、最後の章です。

本章は実践編ということで、インターネットはあなたの人生を激変させるパワーを持っている、その理由について
解説したいと思います。

この本質を知ることが出来れば、あなたの人生も誰かに雇われて毎月決まった給料に頼る必要もなくなるというこ
とが分かるでしょう。

実際に僕がそうである様に、インターネッツという強力な武器を使う事で、お金を生み出し自由なライフスタイル
を手に入れる事が誰にでも可能であるということです。

よく勘違いしている人がいるのでここで言っておきたいのですが特別な人だけが成功できるという世の中ではもう
ありません。

現代は誰にでも経済的な成功のチャンスがあるのです。

それを絶対に忘れないで欲しい！

つまり、あなたの人生を激変させる理論というのは単純で、１～３章までの考え方や行動方法を意識しながら、あ
なた自身が成功しやすいビジネスを「やるか」「やらないか」という選択をする。

たったそれだけであるということです。

では先ず、ビジネス起業を行う場合に一番大切な事を話していきます。



それは、「世の中のトレンド見よう」ということ。

ビジネスではトレンドを常に考えなくては行けないですが、ビジネスでお金を爆発的に儲けるには例外なくトレン
ドが重要になります。

逆に言うと、トレンドが発生していないとことで幾ら
ビジネスや投資をしても儲からない、これは不変の法則です。

トレンドを一般的なビジネスで説明すると、世の中の流行りの事ですが、なぜ、このトレンドが重要なのか？

その理由は実に単純です。
その理由はそこには人が集まっているからです。

人が集まっているということは、つまりお金も集まっているからです。

僕は、インターネットを介してビジネス以外に投資も行っていますが、この投資でもトレンドというのは非常に重
要な要素です。

投資を経験したことがある人なら簡単に理解できると思いますが、トレンドが無いところでビジネスは絶対に儲か
りません。

つまり、買いが買いを呼ぶ、売りが売りを呼ぶ状態のことなのですが、

買いが買いを呼ぶとは、人気が出たものには、我先にと飛びついて買おうとする人間の群衆心理のことで、



逆に、売りが売りを呼ぶとは、人気のないものは誰も買わない、買い手が見つかる間に売ってしまおうとする全ての
人が我先にと手放したくなる人間の群衆心理のことです。

この様に人間はトレンド（ビジネスの場合は流行）の発生しているところに群がる習性があるということですね。

つまり、トレンドに乗ることが成功するための秘訣であり、これが成功するための本質であるということです。

では、そのトレンドのなかで大きく収益を上げるにはどうすれば良いのか？

それは、トレンドの初期段階に乗れば乗るほどあなたの収益は大きくなるということです。

例えば、トレンドをエスカレーターに例えて考えて見ましょう。

エスカレーターに早く乗った者ほど一番最初に上にたどりつく、これは最初にマーケットを独占できる、つまり収益
が多い事を意味?します。

ビジネスで言うと一つのマーケットで第一人者となればパイオニアとよばれる立場になれるでしょう。

そうなれば、利益は全て自分のものですね。

投資であれば、マーケットで多くの人が動く前にトレンドの初期段階で既に乗っておく。



そうすれば、あなたは大きな利益を得ることができます。
これがトレンドに乗るための基本的な考え方だという事です。

また、ビジネス、投資においてトレンドの重要性はもう一つあります。

それは、トレンドのサイクルというものです。

トレンドに限らず世の中の物事には全てサイクル、つまり周期が存在しますが、

例えば、

洋服の流行を考えて見て下さい。

何十年前に流行っていたものが、一度はダサくなり、時期が来るとまたカッコよく流行し始める

しかし、その流行も時間ととともにまたカッコ悪くなるといった具合。
何が言いたいかというと、
ビジネスでは導入期、成長期、成熟期、衰退期というサイクルでトレンドが周期ごとに回転しているということで
す。

投資で言うトレンドは、限られた情報をもった人たちだけが参入できる初期フェーズ、そして、それを見て大多数
の人が参入するメインフェーズ、そして、トレンドがそろそろ終わりに入る成熟フェーズ、最後は、利益確定する
ための取引から退出する下落フェーズこう言った周期で回転しているという物です。



ということで、もしあなたが起業するのであれば守るべきルールが幾つかあるという事ですね。

同じ事を長期的にビジネスにしていては一生お金を稼ぎ続ける事はほぼ不可能であるということです。

だたし例外が一つだけ存在します。
それは、老舗と呼ばれる様に超有名になる方法。

老舗というポジションを手に入れる事ができればビジネスは長期間続くでしょう。

しかし、

ここでは、誰でも成功をめざせるという事について話を進めているので老舗の様に特別な存在になるハードルが高
い事は対象外とします。

見て頂くと分かると思いますが、ビジネス、投資はマーケットが異なりますが、トレンドという意味では同じで、
トレンドを捉えたものが成功を収めるという本質的なことは変わりません、

さてここで、あなたが独立してお金を稼ごうと考えた場合一つの選択肢が生まれるでしょう。

「じゃ、一体どんなビジネスを起業すればいいのか？」ということです。

起業すると考えた場合、多くの人は実業、つまり店舗やオフィスをかまえて、目に見える形でビジネスを開始しな
ければいけないと考えると思います。
それが一般的です。



しかし、

この店舗などのビジネスを考えた場合、ビジネスの初期投資、つまり、コストがいったい幾ら掛かるかご存知でしょ
うか。

サラリーマンから独立して、ビジネスを開始する多くの起業家は、大抵は、銀行などから融資を受けて開業するとい
う選択肢を選びます。

しかし、ここで現実的な話をすると起業というのは実にハードルが高く、長期的に生き残れる生存率はほぼないので
す。

ここにビジネスの生存率の統計データを見て頂きます。

実は、世の中で起業されるビジネスは起業から

1年で40％がいなくなり5年で15％
10年で6％、20年で0.3％、30年で0.012%

という様に1年目でほぼ半分が消えて行くことになるのです。

これを見てあなたはどう感じましたか？

「ちぇ、やっぱり起業は難しいじゃないか」という声が今にも聞こえてきそうですね。
でも、安心してください。



僕がこの本で教える、自由なライフスタイルを構築するためのお金を稼ぐビジネス起業は、インターネットという、
我々に与えられた最強のビジネスツールを使用することで起業するために必要な沢山の開業資金などのコストがなく
ても誰にでも起業に取り組む事ができ、最終的にインターネット上でビジネスが自動的に回る仕組化を手に入れと言
う夢の様な方法です。

この方法を使う事により

・ビジネスを仕組化することで「時間の自由」を手に入れたり
・ビジネスで収益を上げる事で「経済的な自由」を手に入れたり
・インターネット上に全てを乗せる事であなたが世界中の何処にいてもビジネスが遂行できる環境「地理的な自由」
を手に入れることができるのである。

どうでしょう、これが私たちが生きているインターネットがある時代ということ。
なんだか、ワクワクしませんか？

起業したビジネスの仕組化がしっかりと機能しだすとあなたには僕の提唱する３つの自由という人生最高のプレセン
トが待っています。

このテーマでは、トレンドという話をしましたが、トレンドはビジネス、投資においてとても重要であるので、常に
意識していきましょう。

もし、現状あなたの人生やビジネスが上手く行ってないのであれば世の中のトレンドに反発していないか確認しみて
ください。



世の中には、あなたが気付いていないだけで色々なところでトレンドが発生しているので、カラーバス効果でどん
どんと最新のトレンドを探し出し、世の中のトレンドに乗って行きましょう！





トレンドの話をしたので、

次のテーマではインターネット時代を賢く生き抜いていくための知識と言う事でレバレッジという話をしていきま
しょう。

レバレッジは、トレンドと同じく重要なキーワードで、恐らくあなたも一度ぐらいは聞いたことがあるでしょう。

このレバレッジというキーワードが一般化したのは、一世を風靡した堀江貴文ことホリエモンなどが頻繁に使う様に
なってから一般的に使われる様になりました。

このレバレッジとは、日本語で言うところの小さな力で大きな力を得る「テコの原理」のことです。

僕はエンジニアとして、インターネットがまだ、アメリカの軍事目的で開発された、アーパネットと呼ばれていた時
代からインターネットを使っていました。

インターネットそれ自体は、電話やＦＡＸなどの通信ネットワークとして発達してきたものです。

しかし、今のインターネットは通信手段としては、他の媒体と比較にならないほど利便性が良く、色々なメディアを
持つことが出来るようになり発展を遂げた素晴らしい情報ネットワークだということです。

これがインターネット。



このネットワークが優れているのは、情報を扱うテキスト、写真、動画、音声など情報伝達手段として考えられるも
のが全て実現可能であるということです。

つまり、インターネットとは言い換えれば究極のコミュケーション・ツールなのです。

実は、インターネットを利用する事で、あなたはレバレッジという大きな力を手に入れることができ、これがイン
ターネットを使用する最大の理由であり、投資にしてもビジネスにしても大きく利益がでる根本的な理由なのです。

ここで、レバレッジをイメージして頂くために幾つか例を上げておきたいと思います。

例えば、

・ビジネス自体を仕組化することができ２４時間あなたに代わって休みなく愚痴も言わず営業マンをやってくれる。

つまり人を雇わなくてもよい労働力を得る事ができるということ。

・ビジネスで一番ネックとなる、お客さんを集める集客もインターネット上でシステマティックに行う事ができるた
め何十万人、何千万人という人達に一瞬にしてリーチできる。

・インターネット上では、動画による教育事業をはじめとした情報、つまり無形商品を扱う事ができるため在庫を持
たないビジネスが可能となる、書籍の電子化などもその一種である。



これは言い換えれば、商品を無制限に供給できるという事である。

・インターネット人口は、年を追うごとに増加しているのでビジネスチャンスは無限である。

今後、これは増えることはあっても、減る事はない。

・一般的にビジネスでは膨大な広告費が必要となるため企業レベルの資金がないと大きな収益を上げることが不可能
であったが、

マルチメディアを使用することで個人レベルでもＴＶＣＭさながらの動画広告などを制作することで低価格での広告
活動が可能となった。

・インターネットでは沢山の起業家がビジネス活動を行っているが、ビジネス起業しているオーナー同志の距離が近
くなったことで、色々なジャンルの人達とコミュニケーションをとる事が容易になり、横の繋がりが簡単にできる様
になった。

Facebookなどはその典型的な例ですね。

こう言ったところから新たなビジネスが誕生することも頻繁に起こるそう言った世の中である。

・これらレバレッジをトータル的に使用することで、結果的に労働から解放されることで、あなた自身に時間のレバ
レッジが効いているということである。



・投資という視点では、ノートパソコン上に取引環境を構築してしまえば世界中どこでも、インターネットにさえつ
ながれば、取引が可能となる。

本当にこれだけで、何百万、何千万、何億という資金をいとも簡単に運用する事が可能である。

・投資では、資金レバレッジというルールが採用されているので、元手が少なくても大きな収益を上げることが可能
である。

これは、インターネットのレバレッジではないがこの様なレバレッジをお金を生み出す際に、使えるビジネスは他に
は存在しない。

この様にインターネットをベースにしたビジネス起業、投資を考えると色々なレバレッジという強力なパワーを手に
することができる事が分かると思います。

これは当たり前の様であるが、インターネットが無い時代には到底、実現不可能なことばかりであることが分かると
思います。

あなたは、この様なレバレッジをインターネットを使う事で誰にでももつことが可能であるということを今までに考
えたことがありますか？

日々、意識することなくインターネットをどの様に使用しているかその使用方法をじっくり考えて見て欲しいのです。

恐らく、殆どの人がインターネットの使用方法と言えば、



分からないことがあれば、検索エンジンで調べごとをしたり、暇なときにYouTubeで動画を見たりする、その程度で
はないでしょうか。

しかし、この様な使用方法は、それらのサービスやコンテンツを使用している立場なので、言い換えて見ると「仕掛
けられている側」あなたは、お客さんだということです。

あなたは視点を変える事で、自分のサービスや商品を作りあげたり、インターネット上に投資が出来る環境を作り上
げることで、

仕掛けられる側から、仕掛ける側へと立ち位置を変えることが出来ます。

ビジネス、投資ではこの「仕掛ける側」という立ち位置はとても重要になります。

なぜなら、仕掛ける側に立つことで、あなた対多くの人（お客さん）という構図を作り出すことが可能だからであり、
結果的に大きな収益となることは説明するまでもありませんね。

あなたの反対側に沢山の人がいればいるほどそのビジネスは大きく成長する可能性をもっている訳です。

では、今からビジネスを一例として（投資についてはのちほど）

サラリーマン思考では考えにくいお金を生み出すための基本的な考え方を解説していきます。

サラリーマンは、どんなに頑張っても、どれだけ長時間仕事をしても、給料という収入が大幅に上がることはないで
すよね。



少し上がったとしてもぜいぜい残業手当ぐらいだと思います。

しかし、起業という立ち位置に移動してビジネスや投資環境を構築することで大きな収益というのは比較的簡単に作
り出すことが可能なのです。

例えば、ビジネス起業で１億円を稼ぎたいとしましょう。

サラリーマンであれば１億円は平均的な生涯所得の約半分ぐらいに相当するので、常識的には無理と感じるかもしれ
ませんが、

サラリーマンの公式の場合単純に、

１億円÷給料＝稼ぐために必要な時間（年数） という計算になると思いますが、

起業家としての視点で考えた場合、例えば５０万円の商品やサービスを作り上げ２００人の人達に販売できたと仮定
して見てください。

この場合、５０万円×２００人＝１億円という計算になります。

たった２００人にモノ・サービスを販売しただけで１億円なのです。

ここで２００人というところに注目して欲しいのですが、

この２００人が多いのか？少ないのか？です。



例えば、インターネット上で、あなたの商品、サービスが欲しい人達を２００人探し出すと考えた場合どうでしょ
う？

回答から言うと、簡単に見つける事が可能なのです。

では、５０万円もする商品が本当に売れるのか？

これも、実は飛ぶように売れるのです。

あなたがなぜ無理だと考えたというと、それは自分を基準として考えているからかもしれません、

おそらく、あなたの視点は、金銭的に購入が不可能な自分を想像したのではないでしょうか。

しかし、

購入者にとって喉から手が出るほど欲しい、価値のある商品やサービスであれば、世の中には幾らでもお金を出すお
客さんはいるということです。

どうでしょう、あなたは今までこの様な視点でお金の稼ぎ方を考えたことはあったでしょうか？

これがゼロからでも億という収入を生み出すことが出来る原理です。

そして、この様にインターネットで大きな収益を上げるために必要となるのがインターネット上でビジネスをするた
めの特別な知識のことで、



この特別な知識とは、

例えば、WEBマーケティング、コピーライティング、WEBデザインなどの事。

この様に、このインターネットを基盤にしてビジネスを構築する考え方を身に着けていれば、ビジネスアイデアがあ
れば幾らでも低コストで起業することができるのです。

これがゼロからお金を生み出すビジネスモデル、ゼロからイチを生み出す方法、と僕は呼んでいます。

そして、次は、投資というビジネス。

この投資は、元手が無いと開始できないので、ビジネス起業がゼロからイチとすれば、投資は、お金をイチから無限
大に増やす技術と考えて欲しい。

さて、世の中には、株、ＦＸを始めとする金融投資から、実際の物を売り買いする不動産投資など星の数ほど存在し
ます。

でも、この中で僕がおすすめするのは、やはり投資の王道でありインターネットのレバレッジを最大限に活用できる
金融系投資の効率が良いという事です。

金融系投資は、今やインターネット環境さえあれば、世界中の何処にいても、コントロールする事が可能であり、

また、ブローカー（証券会社などの取引企業）なども、インターネット取引を前提としたプラットフォーム開発をし
ているためまさに、僕の求めている環境がここにあるということです。



更に、金融系の投資の場合には、その商品自体にレバレッジというルールが採用されているので、元手となる資金の
何倍もの資金を運用することが可能であるためその収益は莫大なものとなりえるのです。

さあ、成功の準備はできましたか？

もちろん、ビジネス、投資のどちらも思考、スキルや知識がいるのは当然であることを付け加えておきます。

多くの人が、成功、つまり結果を出すことができないのはビジネスでも、投資でも成功するために必ず必要となる思
考や知識・スキルなどの自己資産が不十分な状態で開始するからなのです。

これらを確実にマスターできていればあなたは、どんな事でも大きく成功することが可能であるということなのです。

そして、

このお金を生み出す仕組を完成させることができれば、短期間の間に人生が変革を起こすようになります。

人生は本当に短いから、だから１年間ぐらい集中して、こう言った人生を変えるような、仕組作りに取り組んで見て
欲しいのです。

こう言った取り組みは実にワクワクするし、実際、ビジネスや投資というのは構築過程で人間的成長に欠かせない要
素がいくつも入っていますからね。



幾つか上げてみると、

・お金を生み出すスキル ・人にものを売るセールスのスキル
・人に物事を依頼するスキル ・人を集める集客のスキル
・自分をコントロールする心理的スキル ・自分の生き方を定めるスキル
・情報を集めるスキル ・自由を手に入れるスキル
・人の心理を読むスキル

まだまだ、ありそうですが、こういった様々なスキルが成長過程で自然に身についてくるのであなたの「器（うつ
わ）」も自然と大きくなっていくということです。

さて、ここまでの情報が手に入ったら、あなたはもう後戻りはできないでしょう。

なぜなら、ここでお伝えした、インターネットを利用したビジネス起業や投資環境構築は、一般人が３つの自由を
手に入れるという視点で考えた場合現在の世の中では最強だと思うし、金銭的リスクを回避して実現する方法は実
際にこれしか方法はないと思います。

ということで、もうこれしかないのだから「やらない理由」はない訳です。人生の中で、やらない理由や失敗を考
えている時間は非常に無駄ですので、何度も言っていますが、重要なのは「失敗するかしないか」ではなく、あな
たが行動する「やるか、やらないか」という選択肢だと考えてください。

あなたが、最初の第一歩を踏み出してくれる事を楽しみにしています。





トレンドやレバレッジのパワーを感じ、ビジネスを構築する際のポイントなどが肌で分かってきたのではないでしょ
うか？

もしかして、もう実際にあなた自身が「やる」と決意しているかもしれませんね。

そこで、このテーマでは投資やビジネスを構築していく際にその構築したビジネス、投資を可能であれば、もっと加
速させて大きく育てたいと思います。

ということで、ここでは、あなたの投資やビジネスの成功を加速させる方法を解説します。

今回教えたいのは、三間(さんま)という重要な成功を加速させる「環境」についての条件の話です。

サンマと言っても魚のサンマではありません。笑

三間(さんま)とは、「時間」「空間」「仲間」

このそれぞれの単語の「間（あいだ）」という字をとって３つの間、

つまりサンマと呼ぶのですが、「時間」「空間」「仲間」

実は、これら３つは、ビジネスを成功させ、あなたの人生を成功体質にするためには実はとても重要な「環境」要素
だという事。



・あなたが、何か自分がやっている事で、結果を出したい！
・ビジネス、投資で加速させて成功を目指したい！

という状況では、そのやっている事に気持ちが入り過ぎてあまり周りが見えていない状況を経験したことがないで
しょうか？

そんな状況から回避するためにも一度、あなたがいる環境を確認して、もし、このサンマが不足していたら意識して
環境を変えて見てください。

これは、僕自身もサラリーマンの時代から、自分で起業をしたり投資の環境を作ったりしている訳ですが、よくよく
考えて見ると、

「人間が変わる方法はこの３つしかない。」と沢山の時間とお金を掛けてこの３つを鍛えてきたのです。

これはつまり、成功とは、あなたが身を置いている環境に比例してくるということなのです。

では早速、「時間」について話したいと思います。

時間とは、当たり前であるが、お金では買う事ができません。

お金持ちでも、そうでない人も唯一、万人に平等に与えられている物です。

この時間を、あなた自身が何に投資するかで人生というのは非常に大きく変わる訳です。



考えて見れば当たり前の話ですね。

例えば、無駄にダラダラ過ごす時間は、生産性が無く絶対にプラスにはならず、あなたの人生に対して損失でしかな
いのです。

一方、

この時間を、ジムでトレーニングにあてれば健康的になれるだろうし、読書を行えば、知識が上昇するし。人に会え
ば、人脈が生まれます。

こうやって、自分の価値を高めるように時間配分を変えて行く事で人生というのは、大きく変革して行くということ
なのです。

ここで私から、ボーナスとして、もう一つ「時間」について重要な事をお話したいと思います。

それは、

私たちは、インターネットを使用して、楽しいライフスタイルを作り上げようとしている訳ですから、

そこにフォーカスをして時間を投資して行くということです。

これは既にお伝えしましたが「仕組み化」するという意味で、ここに集中して限られた時間でお金を生み出す仕組み
を構築していくという視点をもつということです。



あなたのビジネスを、仕組み化する事により、あなたはもう時間に拘束された労働をしなくてもよくなるということ
ですね。

そうすると、あなたの人生はスピードを上げて変化していきます。なぜなら、有限な時間を得る事ができるからその
時間をさらなる成長のために、投資していくことが出来るからです。

時間のレバレッジを得るには、人生の中に何らかの「仕組み」を取り入れない限り手に入れることができないので、
この「仕組み化」と言いうキーワードを意識して欲しいのです。

次に、「空間」の話をしましょう。

これは、あなたが、どこに住み、どこで働き、どこで遊ぶかという環境の話。
それぞれが人生の質を変えていくということです。

例えば、

都心の会社に通う為に、郊外のマンションに住めば、毎朝、毎晩、苦痛の満員電車によってストレスを味わい続ける
人生になるでしょう。

しかし、

自然を感じられる場所や、心地良い気候の中で生活すると決めると、先ほどの都会とは異なってストレスのない、生
活ができる様になります。



また、違う視点で「空間」を見ると、

住む場所、遊ぶ場所など全ての場所が、収入によって随分変わってくることにも気づくと思います。

例えば、

クリエイティブな仕事をするのに、ワンルームのマンションと、高級なお洒落なマンションであればアイデアの発想
も当然大きく変わってきたり、

僕自身の話をすると、僕は自然の多いところが好きなので、そう言った所を選んで住んでいますが、

快適な空間にいることで、生産性とか想像力、また人間のもつエネルギーは確実に上がるので結果的にそれがビジネ
スのパフォーマンスに直接出るということです。

また、別の話をすると、子供の教育の場である学校や、日々食事をしたりするレストラン、旅行の際に宿泊するホテ
ルなど空間は考えるときりがないですが、

経済的成功を収めると、時間の自由を手に入れ、その時間を過ごすための空間も自分で選択することが出来るように
なるのです。

そして、その空間に集う人間の層も確実に変わってくるので付き合う人が変わったり、素晴らしい人脈に巡り合えた
りもする訳です。

空間に対しての投資が重要なことが分かりますね。



そして、最後に一番重要な「仲間」です。

人間という生物は、環境の中で影響を与え合う生き物ですので、あなたがどんな人に囲まれているかがとても重要だ
ということです。

これは、一つ前の空間に直結してくるのですが、人間は、全ての人が生まれた段階では、空っぽの器だという事は分
かると思います。

しかし、人間は、あなたは生まれてから時間や空間、そして、周りの影響を受けて自分のいる環境で情報を吸収し、
成長した結果、あなたという人が出来ています。

例えば、情報の少ない下の層で生活すれば、それなりの人生になるだろうし、どんどんレベルを上げて、空間を変え
て行けば付き合う仲間も変わるため、必然的に良い情報を吸収するので自分のフェーズも上がるということです。

人間は、政治団体、企業、宗教、学校、仲の良い友人、同じベクトルの人、同じ考え方、者同士が集まる習性があり
ますので、

あなたがどんな環境にいるかということは、今後のあなたの人生に大きく影響するということなのです。

要するに、成功している人達がいる上位層に身を置くことで、最新の美味しい情報に直接触れることができるために、
あなたの成長が加速するということですね。

これは、投資であろうと、その他ビジネスでも同じ事です、



では最後に、有名な話を紹介したいと思います。

とても有名な話ですが、

「親しい5人の友人の年収の平均が自分の年収になる。」という話があります。

これは実際、本当によく当たるので試して下さい。

しかしこの話は裏を返した説明をすると、サラリーマン時代には自分の周りには、サラリーマンしかいないだろう
し、起業をして、一人の経営者となれば、付き合う人も経営者ばかりになるため、気が付いてみると周りは経営者
ばかりの環境となるということです。

実際、僕も経験していますが、今では私の周りにはサラリーマンを探すほうが難しいほどサラリーマンはいないそ
んな環境です。

「類は友をよぶ」とは本当によくできた言葉ですね。

また、成功者の多くは、今回私が話している様な成功する方法を勉強している事が多く、サンマの法則を理解して
いる人が多いため成功者同志、引き寄せられることが非常に多いということも知ってほしいのです。

ということで、今回は、成功を加速させるために、非常に重要な要素である時間、空間、仲間のサンマの法則とい
う話をしました。

あなたは、もうどの様な環境に飛び込み自分のサンマを鍛えて行くか決めましたか？





もう、あなたの視点は随分サラリーマン思考から、起業家思考へと変化を遂げたと思います。

最後のテーマということで、最高のライフスタイルを作るための、お金の稼ぎ方言う事を話しておきたいと思います。

僕が、今のライフスタイルを構築する上で色々なビジネスや投資と出会い、失敗し膨大な時間を費やし出した結論的
な話をしたいのです。

これから、あなた自身が最高のライフスタイルを構築するために僕自身が自信をもっておすすめするものです。

前章でゼロからイチを生み出すのはＷＥＢビジネス起業、そして、イチから無限大に富を生み出すものは金融系投資
という話をしましたが、これらを更に落とし込んだ話をしたいと思います。

先ず、ゼロイチビジネス起業では何をやるべきかですが、ズバリ「コンサルタントビジネス」を起業しよう。

コンサルタントは悪いところが無いぐらいにインターネットを使用した環境でビジネス構築がやりやすいビジネスだ
からである。

その利点を幾つか上げると

・起業する際の開業資金があまり必要でない。パソコン＋インターネットだけで起業が可能である。



・知識や情報を元にしたビジネスという性質上インターネット上だけでビジネス構築が可能である。

・世の中には色々なコンサルタントが存在する。

ひと昔前では、コンサルタントというと、経営コンサルタントの事だったけど、現在では、コンサルタント業は、超
細分化されたニッチビジネスである。

だから、一言でいえば「どんな事でも商売になる」ということなのです。

・教育カテゴリーであるが資格等が必要でない場合が多い。

コンサルタントは、人に知識などを伝える、教育する立場上、教育のジャンルに入ります。

通常、教育の現場というのは資格やライセンスと言ったものが必要となる場合が殆どであるが、コンサルタントに
限った話をすると資格やライセンスなど必要ない。

つまり、あなたが「私は●●コンサルタント」ですと名乗ればコンサルタントとなりビジネスを起業することができ
るのである。

・コンサルタントになる事で、社会的な地位も確率できる。

コンサルタントというプロフェッショネル性から社会的に信用を得やすい立場になることが出来る。

・粗利率が高い。



在庫やオフィスも必要としないのでコストがかからない。

また、コンサルタント業は、基本的に情報や経験、スキルが商品、サービスとなるので、販売する際の単価が高く設
定できる。

このビジネスは無在庫ビジネスなので、商品を無限に供給できるつまり、大きな収益が見込めるということ。

・ビジネスモデルがピラミッド構造なので収益化し易い

コンサルタントは、自分の知識、スキルより低い人達がお客となるため、自分を頂点としたピラミッドの構造となる。

つまり、１対複数のビジネスモデルとなるので、オンラインコンテンツ化などを構築することにより、教育の仕組化
を作ることが可能であるということ。

この様にまだまだあると思いますが、コンサルタントは自分で全てをコントロールでき、収益化しやすいビジネスで
あるという事です。

ただ、しっかりとしたノウハウや、教育コンテンツがあっての話です。

では、次は、ゼロ→イチで得た利益にレバレッジをかけて更に増やすビジネス、つまり金融系の投資を見て行きたい
と思います。



金融系投資というと、株を初めとした色々な金融商品がありますがこれらの中で、最も資金効率が良いものが外国為
替証拠金取引、通称ＦＸと呼ばれるものです。

では、なぜＦＸが良いのかを説明して行きたいと思います。

通常、金融商品というと、かなりリスクが高いギャンブル的なイメージを持っている人が多いですが実は、色々な条
件を組み合わせることで、ＦＸはそのリスクは当てはまらなくなるのです。

つまり、かなり安全で安定した利益を上げる事ができるビジネスにすることが可能であるということです。

しかし実際、ギャンブルと思っている人が世の中にはかなり多い。

では、なぜ多いのか？ですがその理由とは、

勉強もせずに投資を興味だけでやってしまい、ボロ負けしてそう言う人たちが、難しい、ギャンブルだと言っている
にすぎません。

僕は、実際に人に教えているので良くわかりますが、世の中はこういう人で溢れているので、どんどん、ギャンブル
と思われてしまうんですね。

しかし、そういう人たちに限って、技術的質問を投げかけても、まともな回答ができる人はいないということです。

僕たちの様な、しっかりした知識を持っているものからすれば、知らない事、それがギャンブルだという事です。



ＦＸは、知識とスキルを身に着ければ最強かつ莫大なお金を生み出す方法と言っても過言ではないということです。
これは僕自身が身をもって体験しているので間違いはありません。

では、ＦＸが良い点を上げていきましょう、

・マーケットが無くならない。

この利点は最高に大きいです。既に説明した通り物事にはトレンドがあるため、通常は同じビジネスをして利益を出
し続けることは、長期で考えた場合は不可能なことが多い。

しかし、このＦＸ市場とは、通貨であるため国が無くなったりその、通貨がなくなる、つまりマーケットが無くなる
心配がないのです。

・２４時間いつでも取引が可能である。

金融投資で代表的な株の場合、マーケットがオープンしているつまり、取引が可能な時間がありますが、ＦＸに関し
て言うと、マーケットが平日は２４時間オープンしているので、いつもでも取引が可能である。

・取引する対象物が単純である。

株などは何千という会社から、取引するものを選ばないといけないが、ＦＸは通貨を取引するだけなので非常に単純
である。

・資金レバレッジが効く



ＦＸのルールにはレバレッジというルールがあるので元手資金以上の大きな取引が可能である。

そうする事で、大きな利益を生み出すことが可能である。

・インターネット環境さえあればどこでも可能である。ノートパソコンとインターネット環境だけだ。それでいて、
億単位の取引もできる最高の環境である。

まあ、まだまだあるのですが、ざっと見ただけでも結構な利点があることが分かって頂けたと思います。

また、お金を運用するとういう性質上、「複利」というレバレッジも使う事ができるので、資産の増加率は曲線を描
いて増加していくようになります。

物理学者であるアインシュタインは「複利」について、「人類最大の数学的発見」「宇宙で最強の力」といったほど
ですので興味のある人は一度計算してみて下さい。

少額からでも、運用することで驚く額に膨れ上がることを見て頂けると思います。

つまり、今の世の中はそういった環境で、あなたもお金を稼ぐことが可能であるということなのです。



世の中で、資産家と言われるような本当のお金持ちと呼ばれる人達が、投資をしていないケースはかなり少ないとい
うこと実を見ると投資をしないのはいわば成功へのルールから外れているといってもいい。

ということで、WEBを活用したコンサルタントビジネスで無から生み出した収益を倍増させる技術が金融系の投資
であるＦＸということになります。

成功するための本などを読んでも、具体的に何をすれば収益を上げやすいと示しているものはなかなかないです。

しかし、それでは意味がないと考え、この本では僕が、色々なビジネスを見てきた上で、経済的・時間的・地理的、
これら３つの自由を手に入れつつ大きな収益を上げる事ができるこの２つのビジネスを紹介する事にした訳です。

どうでしょう、僕自身はこの様にして大きなお金を稼ぐことで自由なライフスタイルを手に入れて、ファミリーや好
きな仲間たちと世界中を旅行しながら人生を楽しんでいるのです。

冒頭でも述べましたが、僕がまだサラリーマンだった頃は、仕事が人生の中心にあり、その間に、無いに等しい家族
で楽しむ時間や、自分の時間というのがあったのですが、

自由な時間を手に入れ、人生を楽しむことが中心になった今、お金を生み出すということは、人生を楽しむための一
つの手段だという事です。

僕は「人生は、経験、つまり、家族、恋人、仲間と思い出を作る時間」だと考えています。



今回僕は、この本を通してあなたに出会う事になりましたが、世の中には、この様なライフスタイルを手に入れて
いる人は僕だけでなく世の中にはゴロゴロといる事を知って頂きたいのです。

つまり、この様な自由なライフスタイルは、もう特別ではないということです。

インターネットを上手く使いこなすだけで現代は誰にでもこう言ったライフスタイルを構築できる環境が整ってい
るということです。

ですので、はっきり言ってやった者勝ちなのです。

だから、あなたには絶対に初め第一歩を踏み出して欲しいですし、いつか、あなたと一緒に同志として「旅」を一
緒にできる事を心待ちにしています。





この本を書くにあたって、新鮮な気分で書きたかったから、僕は家族と共に綺麗な海のある海外に出て本当に人生
に必要なものは何かということを考えながら書きました。

そして、実際書き終わって、これから自由な人生を手に入れるために行動して行く人に何を伝える事が重要なんだ
ろうかと改めて考えた結果、最後のこのエピローグが僕からの本当のメッセージなのかもしれないと感じています。

重要な事は意外とシンプルです。

僕が本当に伝えたい事は「あなたの人生の目標とは？」非常にシンプルだけどこれを先ず真剣に考えて欲しいとい
うことです。

「あなたが情熱をもって真剣に取り組める事は何か？」ということ。

これが最高の人生を送る上で最も重要なことだと僕自身は考えています。

多くの人は、いい生活をするためにお金を稼ぎたいと漠然に思っていますが、

しかし、それは、あなた自身が今の生活環境でお金というものに困っていて自分には無理だという限界を感じてい
るという証拠だということです。

実際にそう感じる人は、それを改善しようともせず日々淡々と人生を過ごしているのではないだろうか？

おそらく努力なんてしていないだろう。



あなたが、現時点で人に雇われているのであれば、簡単に自分の生涯収入が簡単に計算できてしまうからそう言っ
た思考に自然となってしまうのかもしれない。

しかし、本書で伝えた通りインターネットを最大限に使い現代の様な誰にでも成功のチャンスのある時代に、普通
の人生を歩むのは面白くないよねと言う事です。

人生は泣いても笑っても一回きり！今という時間は決して戻ってこないということ。

これを今一度意識して欲しい。

だから、少しぐらい無理をしてでも全力で自分のやりたい事をして楽しまないといけないのである。

それが本当の輝いた人生じゃないかな。

そして、

それを達成するために、僕が本書で解説してきた大きな富を生み出す方法に目を向け活用する事であなたなりの自
由を手に入れて欲しいという事。

僕たちは誰にでも成功のチャンスがある時代に生きている。

それを絶対に忘れないでほしい。

こんな事ばかり言っていると



今のあなたからすると僕という存在は変わった考え方を持った人間かもしれない、しかし、それは単なる視点の違い
だけだという事です。

僕も元々は普通のサラリーマンで、毎日満員電車に揺られながら通勤していたのだから。

そこから一発逆転するために僕は、自分のやりたい事を深く考え、人生というかけがえのない時間を楽しむ事を選択
し、行動を起こし、それが現実化したそれだけの事なのです。

今考えると僕にとってお金という存在は、楽しむための価値交換のツールであり手段それだけである。

それ以上、それ以下でもない。

つまり、自分でお金を生み出す仕組みを作り自分でお金を生み出す感覚が身につてくるとお金を稼ぐという事の概念
も変わるし、小さいものだと感じるでしょう。

人に雇われていると、雇われ主から毎月決まっただけ給料を貰う事に慣れ過ぎて、先ず僕のような発想にはならない
だろう。
それを変えるために行動が必要だということ。

むしろ、今まで人に雇われた事しかないあなたに自分でお金を生み出して稼ぎたいだけ稼げるんだよって言ったとし
てもしっくりこないだろうし、

誰かに雇われずに自分でお金を稼ぐと、何か悪い事をしてる感じがしたり、意味もないのに不安や恐怖を感じるかも
しれない。



でも、それは、あなた自身が長らく普通すぎる環境で生きてきた証拠だって事です。だから、自分改革をやって殻を
割って新しい自分になって欲しい。

僕は、多くの人が人生の中心とするお金を生み出すための「仕事」という活動を人生の中心から外し、自由な時間を
人生の中心に置いている。

つまりこういったマインドセットが基本にあるために、今のようなライフスタイルに自然と辿りついたということだ。

もう、何回もいいましたが重要なのはこの「思考」だということを忘れないで欲しい。この思考があって初めてお金
を稼ぐ意味があり、稼げる様になるという事です。

先ほど言ったけど、多くの人は、お金を稼ぎたいと漠然に思っている。
しかし、お金を稼いでみて分かる事は、お金だけでは人生は幸せにはなれない。

人生は、あなた自身が何をやりたいかそれで価値が決まるという事。

実際、世の中には富を得た人でも、幸せではない人は山の様にいる。

だから、先ず「あなたの人生の目標とは？」ということを考え、何があなたを幸せにしてくれるのかを考えて欲しい。

例えば、僕を例にとると僕は自然が好きなので、自然が多いところに行ったりそう言った場所に住むためにお金を使
います。



そしてファミリーで有意義な時間を過ごす。
これが僕にとっては最高の時間、人生なのである。

色々な経験や、家族との思いでを作ることができる旅行やその他のアクティビティにお金をつかうという行動は、

これは言い換えれば僕のライフタイルを象徴している「自由を肌で感じるため」の行動でありこれが僕のお金を使う
唯一の理由かもしれない。

反対に、

僕の友人などは大都会でタワーマンションに住み、クラブで派手に遊び、高級車を乗り回し、そういった友人もいる、

でも、それは僕の生き方ではないと考えているから僕自身はやらないし都会にも住まず、自然の多いところに住んで
いる。

ただ、そう言った生き方を否定している訳でもない。

・美味しいものを食べたい人は食べればいいし
・高級車に乗りたい人はのればいい
・その他、お金のかかる事もどんどんすればいい
・僕の様にもう存分家族で旅行するのもいいだろう

それが、あなたの目標を達成して最高のライフスタイルだと言えるのなら。それが一番最高だという事。



それに幸せを感じるのであればそう言った人生を送ればいい。
幸せは人それぞれ異なるということが言いたいだけだ。

この様に、僕は物欲は殆どないから高級品などは買わない、つまり、あなたがお金を稼いだとして、豪華な生活を
送るかどうかは、それは個人の価値観による。

僕が提唱している様な形でお金を稼いで、お金をツールとして認識できるのであれば、

シンプルにお金の生まれる仕組みを構築し自分の好きな事をして人生を歩むのも一つの生き方の選択肢として存在
するということを理解して欲しいそれだけなのです。

最後にまとめとして、

人生は本当に白紙の紙の様に真っ白だからどんな事でもやれるということを忘れないこと。

要はあなた自身がそういう思考をもち、その思考を行動にかえ、それを繰り返して入れば、ふと気づいた時には、
あなたは、あなたなりの自由な人生を送っているだろう。

だからあなた自身が「やる」という決意をして。
今すぐ行動を起こして欲しい！

では、本日も最高にパワフルな一日を！

ますいたかし





【僕のビジョン】

外国為替の世界で年間出来高4桁億以上、最終的に世界レベルでも著名なト
レーダーの一人として活躍できる様に日々頂点を目指しトレーダーとして注
力中。

取引戦略は既に確立されている為人生と言う有限な時間と戦っているが、遅
かれ早かれゴールがそこですので到達して行きます！

僕の目指しているところは、単なるお金稼ぎではなく、莫大な収益を元に
「時間・お金・場所」という３つの自由を手に入れ、冒険家としてワクワク
する様な大自然へ出かけたり、仲間や家族と世界中を旅をする事で最高の時
間を過ごしたり、それでいてセレブの様に品格を落と



さず優雅に、そんな誰もが一度は夢を見るストレスのない自由なライフスタイルを楽しむ事に軸を置いて生活して
います。

また、僕自身が単なる外国為替トレーダーや会社経営者として終わる事なく自由な人生を歩んでいる様に、為替ト
レーダーを育成する事で収益をもとに最高の人生を手に入れるライフスタイルクリエイターと言う生き方を提唱し
ています。

【経歴】

1973年生まれ。大阪出身。

株式会社DigitalCurve代表取締役、外国為替システム開発兼トレーダー、マーケティングコンサルタント、上級シ
ステムエンジニア

社名の由来は、海外在住時に外国為替のファンド向けに取引システムを構築していた、 値動きを表示するチャー
ト上のデジタルなカーブからDigitalCurveと言う社名とする。

大学卒業後、モトローラ(イギリス)、JTB(オーストラリア)、NEC(日本)でシステムエンジニアを経て外国為替ト
レード、ウエブネットビジネス事業で法人化。

投資、ビジネス共にI.T業界２０年以上というキャリアを活かしたインターネット上に技術を中心とした事業を展
開、また、外国為替取引（通称FX）では独自チャートシステムと裁量を融合させた手法で大きな取引実績を築く。



投資、ビジネス共にインターネット上に収益を生み出す環境構築することで経済的な独立を行い、地理的、時間的
な制限のない人生を楽しむをコンセプトとしたライフスタイルを構築するためのスクール運営、また情報を各種
ウェブメディアでシェアーしている。

【自己紹介】

こんにちはライフスタイルクリエイターのますい たかしです。

僕は、個人としては為替トレーダーが本職ですが利益を生み出し最高のライフスタイルを楽しむと言う事を人生の
中心においているためライフスタイルクリエイターをと名乗っています。

大学時代から長い間、海外に住んでいた海外大好き人間で、２０代から３０代前半ぐらいまでは 日本にいてる事の
方が少なかったです。今もかな？笑

学生時代は、海外に行く事に注力していたので超貧乏な時もあり半ホームレス状態の時もありました。

それは、若い間にしかできない貴重な経験や、沢山の国際的な出会がしたかったから。

そんな経緯もあり嫁さんは外国人で、２０１４年に女の子が生まれたので家族は３人になりました。

長期間住んでいた国は、主にイギリスとオーストラリアの2カ国、旅行も合わせると5０カ国以上は行ったと思いま
す。現在も増加中。



今は過去の自分がこの道を選んだことに感謝していますが、大学でI.Tを専攻したのも海外で就職できる確率が高いか
らと言う結構いい加減な理由でした。

社会人になってからは外資、日系の企業でシステムエンジニア俗に言うSEというお仕事をしていましたが、ある出来
事をきっかけに外国為替（ＦＸ）のトレーダーとして成功し大きな成績を上げる事が出来たために会社を設立。

その後、自分自身のライフスタイルをメディア化しそこで得たウェブマーケティングなどのノウハウをお伝えするコ
ンサルティング事業なども手掛ける様になりました。

ですので、私の事業は外国為替トレーダー、ウェブビジネスのコンサルタントという２つの顔をもちます。

そんなこんなで現在もI.Tの道からそれる事無く「技術」を武器に飯を食わせもらっています。

現在の仕事のスタイルは、エンジニアという仕事より、コンサルティング業に重点を置いて 企業や個人さんと契約さ
せてもらい、投資やビジネスなど人生を繁栄させるためのコンサルティングなどを行っています。

これはインターネツトという人類が生んだ最強のインフラを上手く活用することで富を生み出すということにフォー
カスしたコンサルティング。

企業向けには、



私のエンジニアとしての知識や技術を使い企業のプロダクトをより世の中に発信して行くマーケティング技術を提
供し、ビジネス繁栄を目指して頂きます。

現在のお客様は、芸能関係、医療関係、士業や人材サービスから飲食店まで幅広くお付き合いをさせて頂いてます。

個人向けには、

インターネットをベースとしてFXの投資環境を構築していただき、インターネットという強力な武器を使い場所・
時間・経済的な自由をライフタイルクリエイターとして最高の人生を手に入れて頂くといったものです。

現在はインターネットを自由に操ることで本当にこの様なライフスタイルが手に入ると言う事を実感して頂いてま
す。

なぜコンサルティング業に重点を置いているかと言う理由ですが、単純にコンピューターあいてのエンジニアより、
人間相手のビジネスのほうが楽しいからですね。

後は、成果が目に見えやすいのでクライアントさんと一緒に感動できるから。

利益が出て自分の人生を歩み始めた人たちは、必ずと言ってよいほど「目の色、顔の色」が変わります。

そう言う光景をみて非常に嬉しく思います。

私のコンセプトは「人生一回きり、楽しくなければ損、だからビジネスで稼いで、そして大きく楽しむ」です。



また、

僕の提唱している生き方は、パソコン１台で世界中どこでも富を生み出す事が可能です。

しかし、

多くの方が、自分には無縁であると考えているので、コンサルティングを通してこういった世界をより身近に感じ
て頂く、そして何より、私と同じように稼いで自由なライフスタイルを構築して頂くことに注力しています。

分からない事や私の活動に興味があれば何時でもSNSを通してメッセージを下さい。

人生は出来るか、出来ないか考えている間は成功は出来ませんが、やるかやらないかと言う行動ベースになればど
んどんと人生が変わります！

全てはそこから始まります。

ますいたかし


