
福沢諭吉レポート 

こんにちは。しゅんえいです。 

今回は、 

「学問のすゝめ」で有名な、福沢諭吉さんから 
ビジネスにおいて絶対的な成功法則をこのレポートで 
説いていこうと思います。 

このレポートは、 
小手先レベルのノウハウだったり、即金でいくら稼げるな
どの短期的に稼ぎに直結することは一切書かれていません。

しかし、 

この２１世紀をあなたが生き抜いていくためには、 
非常に重要なことですし、今後の時代を常に先取りする思
考だったり、 



あなたが今後ビジネスをしていく上で 
最も大切なことなど、 

このような戦略、そして成功の真髄を福沢諭吉さんから通
して学ぶことができます。 

そして、彼はもう過去の人間です。 

つまり、これからお話しすることは過去の偉人の考え方な
のですが、この考え方はこのいまの時代を生き抜くための
最も適した考え方であり、 

いつの時代においてもとてつもない力を発揮できます。 

むしろ彼の考え方は、 
「いまのネット社会を予期したかのように書いてあるので
はないか？」と思うほどのことを残しています。 

彼は、日本が鎖国をして世界に追いついていない当時の日
本にいまの銀行というものをもたらしたり、 
保険という概念を海外から日本にもってきて、 



今の日本を作ったものすごい偉人です。 
彼は、明治時代から次世代を作ってきました。 

ですので是非、 

このレポートを熟読していただき、 
彼の考え方をインプットして、 
あなたに役立てていただければと思います。 

そしてこの考え方から金銭的、時間的、精神的、身体的な
４つの自由を掴んで素晴らしい人生を歩んでください。 

では、ここから本編です。 

～～～本編の始まり～～～ 

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」

これは、超有名な言葉です。 

福沢諭吉さんの、 



「学問のすゝめ」の中に出てくる一文ですが、 

「天は人の上に人を造らず」 

というのは、 

みんな平等だ！って意味。 

、、、と世間では捉えられがちなのですが、 

実はこれは間違っているのです。 

これだけでは、ちょっとだけ、いや、 
かなーりの解釈の間違いが生じてきます。 

実を言うと、 
本当に伝えたいのは平等ってことではないのです。 

なんども言いますが、 

福沢諭吉さんが本当に伝えたいことは、 
みんな生まれながらに平等だということではないのです。 



すでに知っている方もいるかとは思いますが、 
この文章には実は続きがあります。 
原文は以下の通りです。 

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と言えり。されば天より人 を生ずるに
は、万人は万人みな同じ位にして、生まれながら貴賤（きせん） 上下の差別なく、万物の
霊たる身と心との働きをもって天地の間にあるよろ ずの物を資（と）り、もって衣食住の
用を達し、自由自在、互いに人の妨げ をなさずしておのおの安楽にこの世を渡らしめ給
うの趣意なり。

されども今、広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人 あり、貧し
きもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、その有様 雲と泥（どろ）との相
違あるに似たるはなんぞや。 その次第はなはだ明らかなり。『実語教（じつごきょ
う）』に、「人学ばざ れば智なし、智なき者は愚人なり」とあり。されば賢人と愚人と
の別は学ぶ と学ばざるとによりてできるものなり。

はい。これは昔の言葉で書いてあるのでちょっと読むのが
難しいのですが、これを簡単に現代語訳すると、、、

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と言われているが、これは
「人は生まれながらにして平等にそれぞれ楽しい人生を送ることができる。」
というのが、この言葉の意味であるはずだ。

しかし、この世界を見渡せば、賢い人もいるし、馬鹿な人もいる。貧乏な人
もいれば、金持ちもいる。身分の高い人もいれば、低い人もいる。このよう
に平等なはずの世の中にも、人それぞれで雲泥の差があるように感じるのは
なぜだろう？



しかし、実はこれは超簡単なこと。

実語教（昔の教科書）に「人は学ばなければ知識は得れない。知識がない人
はおろかです。」と書いてある。

その本にも書いてある通り、
賢い人と馬鹿な人、貧乏な人と金持ちな人、身分の高い人と低い人、それぞ
れの差は学ぶか、学ばないかによってできるものである。

という意味です。

そして、もっとわかりやすく、
福沢諭吉が言いたかったことを僕なりのことばで翻訳する
と、、、

みんな生まれながらに平等っていわれてるけど、
この世の中見渡したら全然そんなことないよね。

賢い人もいれば、馬鹿な人もいる。金持ちも貧乏もいるし、
成功してる人もいれば、底辺な人間だっている。

生まれながらにして平等って言われてる割には、
これっておかしくねえか？

でも、これって超簡単なことで、



学校で「勉強しろ！」っていわれるでしょ？

金持ちと貧乏の差とか、そういう人それぞれの人生の差っ
て結局はもう勉強するしかないんだよね。

ってことなんですね。

僕自身、この意味を知った時に、
ものすごく共感してしまったと同時に、

明治時代の人間がこんなことまで考えてたんか！！
これってまさに今の縮図じゃん！！

という衝撃を直で受けました。

今までは、ただの1万円のおっさんじゃん、
としか思っていませんでした。

そして福沢諭吉さんは、
学ぶことの大事さを100年も前から説いていたのです。



この彼の言葉は、
きっと世の中の成功者であれば、
全員が同感できる考え方であることは
間違いありません。

つまり何が言いたいのかというと、

知識を学ばない人は成功できるはずがない

ということなんですね。

逆に言えば、

学びさえすれば成功できる

ということです。

本当に学ばないってのは、恐ろしいですよ。

だって、知らないんだもん。

この日本であれば、



ひらがななどの字が書けてあたりまえですが、
他の教育が行き届いていない国では
字が書けないなんて本当にザラにあります。

人間は知識がなければ、字すら書けないのです。

きっと、字を学ぶことの重要性すら
わからないことでしょう。

まさに知らないってのは罪かもしれませんね。

自分が無知であることで、
知らない間に真実を勝手に否定してしまっている
かも知れませんし、

それが原因で人を傷つけてしまうことだってあります。

政治の批判とかがそうですね。

だからこそ、
知識を知るか、知らないかで
人生はかなり変わってくるのです。



僕も、元々ビジネスの知識や
自分で稼ぐ知識がなかったら、
絶対に起業なんてしませんでしたし、

知識を学ぶことの重要性を知らなかったら、
知識に投資なんてしませんでしたし、

仕組みを作る重要さも知らなかったら、
きっと仕組みなんて作らず、一生労働的なビジネスしか
やらなかったでしょう。

結局は、全て知識を知ったからなのです。

初めは誰でも知ることから始まります。

逆に言えば、

知ってしまえば大抵のことはできるのです。

僕はこのビジネスの世界を知れたからこそ
自分で起業しようと思えましたし、



知識に投資しまくったら、
その分稼げるんだってことを知って、

知識に投資しまくって稼げるようになりましたし、

仕組みの重要性を知ってからは、
仕組みを作ってさらに稼げて、時間的精神的自由を
得ることができましたし、

その仕組みをどのようにして作っていくか
というのも僕は知識に投資して学びました。

もちろん、

「今はもうネットが普及しているから、
　あらゆる知識はネットにおちてる。」

「だから、知識に投資なんてしなくていいんじゃない？」

たしかに、これも一理あります。

しかし、ネットで検索して上位に表示されるものは
SEOっていうGoogleの検索上位にヒットしやすいように
設計された記事であって、



それってかなり薄い内容をいくつも横展開した
記事の方がGoogleは高い評価をします。

だから、ネット検索して上位にでてきやすい情報は
かなり薄っぺらい情報しか出てこないのです。

これはあなたの実感したことがあると思います。

最近は出版ブームですが、本もそうだったりします。

初心者でも簡単にわかる！
みたいな本ってかなりありますけど、

それって逆に言えば超薄っぺらいんですよね。

じゃあ、内容の濃い本を読むとなったら、
ものすごく分厚くて大きくてハリーポッターの本
みたいなやつを読まないといけないんですよね。

しかもそういう本って、
5000円～1万円とかザラにします。

確かに、それはかなりハードルが高いです。



そりゃー内容薄くても簡単に読める本を
みんな出したがりますよね笑

って感じなんですが、

まあ、そんな話はさておき、
結局何がいいたいのかというと、
この世の情報は簡易性、そして誰にでも受け入れられる
という社会性の高い方向に進んでいるんです。

そこで、

自分にピンポイントで必要な知識で、しかもかなり濃い情
報をお金を払ってリアルタイムで実際に結果を出し続けて
いる人から学びました。

僕もこの人みたいになりてえ！

って思ったその本人から直接学びました。

それによって、
僕は自分に必要な知識を適切に学ぶことができました。



そして、
福沢諭吉さんが出している最初の１文には僕もものすごく
同感で、

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」

人はみんな生まれながらにして生まれ持った才能や能力は
みんな、ある程度平等だと思います。てか絶対平等です。

だからこそ、

適切な形で適切な努力をすれば、
適切な形で成長できるんです。

インターネットビジネスで言えば、
適切な知識を身につけたら成功できるんです。

そりゃあそうですよね。

今のあなたの知識も、
今までのあなたの人生の経験やこれまで学んだ後天性の
知識によって得たものなので、

結局それも集中的に学んでしまえば、
一瞬で補うことができます。



特に、インターネットビジネスの世界では１位になる必要
なんてないので、適切な知識を学びさえすれば、

そのまま成功へのレールに入ります。

結局、難しいことなんて何もいらんのです。

そりゃあ、孫正義さんみたいに
イノベーションっていう「新しい何か」を作り出すために
は頭を悩ませる時もあるかも知れませんが、

僕らみたいな個人が月収１００万程度稼ぐくらいなら
イノベーションなんて生み出す必要性もないわけです。

適切な形で学び、「型」通りやっていれば、
普通に一般的な裕福な生活はできてしまいます。

しかも、僕のメルマガを読んでいるあなたは、
「仕組みを作る」という概念を知れているという、
超超超メリットしかありません。



まだ自分でお金を稼いだことがない人がこの概念を知れて
いる時点でラッキーでしかありません。

僕も、僕の師匠も、

「金銭的な自由」を手に入れた後に、
時間的な自由、精神的な自由、身体的な自由が
ないことに気づいて、

そのあとに「仕組み化」を学んで、
また最初の振り出しから頑張るということをしました。

だからこそ、
最初から「仕組み化」を学べるのは、
超絶羨ましいんです。

変に無駄なことをしなくていいって超羨ましいですよ。

僕なんて稼げなかった１年間は
ほとんど無駄なことばっかりしてました。

無駄を減らせたら、
その分相対的に人生を楽しめます。



仕組みを一度作ってしまって、
一度金銭的な自由を手に入れてしまえば、

よほどのことがない限りは半永久的に
収益が右肩上がりに上がり続けるので、
今のうちに仕組み作っちゃった方がいですよね。

そしたら、そのあとの人生は
好きなことをして生きていけばいいんです。

本当に「お金」に執着しない、
やりたいことだけをやって生きていける
人素晴らしい人生のスタートです。

しかも、
今の２１世紀はネットが普及しまくってるので、
人脈やスキルなんてなくても「お金」をかけるだけで

ほとんどのことが学べます。

情報の相場も、
ネットが普及したことによってかなり下がっています。



無料で一定レベルの知識であれば
誰だって学ぶことができます。

じゃあ、有料で情報を提供する方も、
無料の情報と同じレベルだったら、満足度が下がって
批判が来て、それこそ詐欺だと言われて、

ビジネスが成り立たなくなるので続かなくなります。

つまり、

しっかりと満足度の高い商品を提供することが大事になっ
てきますし、その中でも本当に秘匿性が高かったり、価値
の高い情報や環境を提供できる人だけが生き残る世界になっ
てきます。

よくある詐欺みたいな、
「コピぺで月収１００万円！！」

みたいなやつって、
いきなり始まっていきなり終わるじゃないですか。



これってなんでかっていうと、
中身がスッカスカで、誇大表現が多すぎるので、

満足度も当然低いですし、続きません。

しかも批判も殺到して詐欺だと言われます。

だから常に新規で新しいプロジェクトを打ち続けないと
生き残れないんですよね。

あーゆう詐欺的なものと一緒にされるのは
僕としても非常に不愉快です。

情弱を食い物にしてお金は儲かってるかもしれませんが、
モラル的にも倫理的にも終わってますからね。

あんなんでお金を稼いでも心の自由（精神的自由）は得ら
れません。

だって、罪悪感やばいでしょ、、、笑

中身スッカスカってわかってて売るんですから、、、笑



だからこそ、

これからの時代はちゃんと価値のある高い情報を提供しな
いと、今後ビジネスとして続かないですし、僕だって時に
は有料で本当に価値の高いものだけを抜粋して提供してい
ます。

話がかなり逸れまくりましたが、

結局何が伝えたいのかっていうと、
知識、情報に投資をして濃い情報を学びさえすれば、
世の中の大概のことはできるんだよってことですね。

僕は知識に投資したからこそ
こんな若い年齢でもベテランの40代の方の収入よりも何倍
も稼げるようになりましたし、

サラリーマンの頃よりもだいぶ自信がついて異性にも好か
れるようにもなりました。

わかりやすい例で言えば、
受験勉強なんかもそうですよね。

東進ハイスクールなどの高額な進学塾に通っている人は



それなりに真面目に受けていれば、それなりの高学歴は約
束されてきますよね。

その感覚と一緒です。

それが、受験だけではなく、
この世は大体そうだよってことです。

もちろん、
スポーツとかであれば知識と合わせて
実践経験が重要だったりしますけど、

それも結局は知識なのです。

ただ、スポーツの場合は実践から理解する知識を言葉にし
ずらい部分があるので、実践から学ぶところが多かったり、
感覚の方が再現しやすい部分が多いだけであって、

実践から学ぶことだって、結局は知識なわけです。

ビジネスはスポーツと比べたら、
実践で学ばないといけないことは少ないです。

適切な知識と少しの実践知識があれば、



それなりの結果が見込めます。

学べば学ぶほど稼げて、
さらに学ぶために使えるようになるのです。

「学ぶ→稼げる→学ぶ→稼げる→学ぶ→稼げる」

この成功への無限ループが使えるようになります。

こうなったらもう無双状態ですね。
この仕組みを作れば、この無双状態までかなり早くたどり
着くことができます。

さて、ここで突然ですが質問です。

僕はビジネスを開始して1年半で400万くらい知識に投資し
て来ましたが、

これって、なぜやってると思いますか？



その答えは、ものすごくシンプルで、

「お金払って学べば、さらに稼げる」

ということを知ってるからです。

これに味を占めているからなのです。

もちろん、
何でもかんでも買えばいいってわけではないのですが、
ちゃんと必要なものを買って勉強すれば稼げるんです。

さらに、稼げたら稼げたで、
学ぶこと自体がすごく楽しくなって来ます。

その中から、
僕の理想（４つの自由を手に入れて、好きな時に、好きな
ことを好きなだけできる人生）に共感してくれる人には、

その理想に到達するために
必要なコンテンツを配信しています。

仕組み化の教材もそうで、



仕組み化の概念は
「お金」「時間」「精神」「身体」の自由を得るためには、
絶対に必要な条件であり、最低条件だからこそ出しています。

まず初心者はこの概念を知らないと、
何を学べばいいのかわかんなくね？

っていうのを語っています。

まだ０の人も、そうじゃない人も、
この概念がかなりキモになってきます。

もちろん、自分の収益にするために有料にしているところ
もありますが、知識に投資する感覚をここで掴んでほしい
からこその有料ですし、

いくら有料とは言えど、
全額返金保証をつけてリスクを最小限にして提供している
わけです。

結局、世の中の成功者はみんな、

「情報が大事だ！大事だ！」って言ってますが、

それって自分にお金を払ってほしいとかじゃなくて、



マジで大事だからなんですよね。

僕も最初はこれに気づけませんでした。

どうせそいつが稼ぎたいだけじゃんって思っていましたが、
実際に知識に投資をせずに成功するなんてのは現実的にほ
ぼ無理です。

実際、

僕が今まで自己投資ゼロで
成功できたのかという問いに対しては、

100％できてません。100％です。

僕は知識に投資したからこそ、

「4つの自由」を得ることができて、
　”毎日好きなことをして生きていく”という
　未来の人生が見えています。

そもそも知識がないと、知らないと、
日本では当たり前のように労働して稼ぐ



といった勿体無い価値観しか教育されませんからね。

何も知らなければ、

何も疑問を抱くこともなく、ただ何となく就職して
何となく働いて、定年退職して死んでいく。

というこの社会が作り上げた
一般的な”ごく普通”の人生に何も違和感をもつことなく
一生を終えていくことになります。

それでもいいんだ。という人は
それでいいんじゃないかなと思います。

しかし、
少なくとも僕のメルマガを読んでくれて、
このレポートを読んでくれているということは、

それではダメはなずです。

そのためには、学ぶことです。



知識に投資して、学ぶ。
それがあなたの強みになり、知恵になり、自身となり、価
値となり、お金にだって変わるのです。

仕組みを作って
自動収入を作れば、時間も増やすことができます。

会社の無理やり決められた人間関係からも
逃れられることだってできるようになります。

そして精神的な自由だって手に入れることができます。

そうしたら、
自ずとやりたいことが見えてくるようになります。

これをやってみたい！面白そう！
こんなことを永遠に追い求めて生きていくことが楽しくな
ります。

もちろん、多少の努力は必要です。



学べば学ぶほど、あなたの魅力は上がり続け、
人生の質もどんどん上がる。

これが生きていく上での必勝法であると、
僕は思っています。

最後になりますが、
福沢諭吉さんが残した数多くの名言の中で
僕が１番好きな言葉があるので、

それをあなたに紹介してこの話を終わろと思います。

「学びて富み、富みて学ぶ。」
–  福沢諭吉

「勉強すればするほどお金持ちになり、そのお金を使って
さらに勉強すればもっとお金持ちになる。」

という言葉です。

特に言えるのは、
ネットが普及しまくっている今、



成功するための１番筋の通った真理だと僕は思います。

過去の偉人だった福沢諭吉さんが、
今のあなたに送った最強の成功法則です。

「学びて富み、富みて学ぶ。」

この言葉を持って、
福沢諭吉レポートを終えようと思います。

ぜひ、
あなたの座右の銘にでもしていただければと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

しゅんえい

最後に、

現在、富て学ぶための、
「インターネットビジネスの仕組み化」
を学ぶ企画を考案中です。



あなたの魅力をあげて、人生の質を上げて、
最終的にラクをするためには、

何もしなくとも商品が売れていく
「仕組み」を作る必要があります。

個人で仕組みをさっさと作るために、
これでもか！ってものを話していく企画をするので、
この機会に興味のある人は登録してください。

https://my29p.com/p/r/0sqG0TMm

https://my29p.com/p/r/0sqG0TMm



