
歳を取ると人は挑戦しなくなる&お金の話レポート 

人ってどんどん歳を取ると、なぜか挑戦しなくなったり、 
行動しなくなることが多い。特に日本人は。 

子供時代はよく挑戦した。 
何でもやってみた。 

でも大人になったいくについれて、 
それがどんどん減っていく。 

挑戦や行動しない理由をうまく作って言い訳したりする。 

友達が・・・ 
親が・・・ 
彼女が・・・ 
彼氏が・・・ 
上司が・・・ 

って感じで自分にとって都合のいい言い訳をすぐに作る。 

なんでこんな言い訳をしてしまうか？？ 

それは、失敗するのがものすごく怖いし、 
失敗しちゃいけないと思ってるから。 

で、自分が案外スキルがなくてできないことに 
気づくから。 

あれ？なんかうまくいかない・・・ 
こんなはずじゃないのにな・・・ 



そしたら今はまだタイミングが違うのかな。 
そしたら今はやめてまた今度にしよう。 

まあ、親にはきっと反対されるだろうしな。 

みたいなことを思って結局何も行動しなくなる。 

とにかく失敗したくないと思ってしまう。 

日本人は特にそう。 
学校教育の洗脳でそうやって教え込まれてきた。 

失敗してはいけない。 
テストで100点とったら優秀。 
20点とかの人はダメだ。しっかり100点取れるように勉強しろ。 

居残り学習しろ。みたいなね。 

正直これって超くだらんと思う。 

20点の何が悪いんだ？ 
実際学校で教わる知識って大人になったらほとんど使うことがない。 

せいぜい国語と算数くらいだ。 

それくらいで十分生きていける。 

数学の証明とか学んで何の意味がある？ 

そんなのより、ちゃんとお金の知識や大人になった時に 



必要になるマインドとか礼儀を教えろよって思う。 
無駄なことばっかり教えて変な固定概念がつくせいで、 
大人になるとどんどん挑戦しなくなってしまう。 

みんな失敗したくない。 
恥をかきたくない。 
批判されたらどうしよう。 
反対されたらどうしよう。 

こんなことばかり考えるようになってしまった。 

小さい頃はこれとは真逆だった。 
みんな挑戦してたはず。 

挑戦して失敗しようが恥なんてかかなかった。 

だってやったことなかったから。 

恥もクソもない。 

でも歳をとって大人になると、なんか歳をとっただけで、 
何となく経験があると錯覚して何でもできて当たり前だろ。 
みたいな概念が知らないうちに植えついてる。 

大人になっていようがやったことないことってめちゃくちゃある。 
それは子供時代とは変わらないはず。 

なのに大人になっただけで挑戦しなくなる。 

僕もこの概念にかなり惑わされていた時期があった。 



僕はビジネスするまでは本当に人と話せなくて、 
自信がなくて、常に周りにどう思われてるかとか心配しまくってた。 

いつも人の顔を伺いながら話したり接したりしてた。 
とにかく気にしすぎ症候群だった。 

でも周りの友達は当たり前のように 
コミュニケーションを取ってたり、 
異性と付き合ってたりしてた。 

さも当たり前のように。 

でも僕に取って人と普通話したり異性と付き合ったりするなんて 
全然できなかったし当たり前じゃなかった。 

だから僕は当時、 
心が折れて自分はダメな人間なんだって思ってた。 

そりゃー女の子と話せなくなるし、 
付き合えるはずがない。 

目を見て話せなかったし、 
自分に対して明確な自信がなかった。 

今思えばそんなのは全く気にすることなかったな。 

別いいじゃん。自信なんて後からでも付けれるし。 



でも当時の自信なかった時代の僕にとっては、 
それはダメだと勘違いしてた。 

勘違いするだけしてて、そのための対策とか何もしてなかった。 

もし過去に戻れるとすれば、 
とりあえずは人に慣れることから始めて、 
少しでもいいから自信をつけることからスタートする。 

何でもいいから趣味とかを話して、 
話すネタをどんどん仕入れる。 

そのネタを使って女の子に話したりすれば、 
もしかしたら好きになってくれる人だっていたかもしれない。 

こんな感じで自信をつけられていたかもしれない。 

でも、それを当時の僕はできなかった。 
何も挑戦しなかった。 

どうせ俺はずっと自信ないまま働いて死ぬ運命なんだな・・・ 

みたいなね。 

こんな感じですぐに諦めてしまっていた。 

そう。 
だからこんな感じで昔の僕のように、 
人は失敗する現実と向き合うことを真っ先に拒んでしまう。 



だからそこから永遠い蓋を閉じてしまう人が多い。 

起業したいけどしない理由は、それが原因。 
挑戦した方がいいし、成功すれば稼げるとわかっていても、 
なかなか思うように行動しないし、都合のいい言い訳を作ってしまう。 

ただ自分には可能性がある。とだけ思っているだけ。 
というか、そう思っていたいだけ。 

挑戦したら失敗するのが怖いから。 

失敗してしまう自分を認めたくないから。 

だからいつもいつも都合のいい言い訳が思いついてしまう。 
で、自分を正当化して終わり。 

可能性っていうのは、 
あくまでも挑戦して行動して形にしなければ 
全くもって意味がない。 

どれだけその人に素晴らしい可能性があったとしても、 
何も挑戦しなかったらその可能性が０と同じ状態になってしまう。 

要は、 
起業したらうまくいきそう。言う人と、 
起業したとしても絶対にうまくいかないな。って言ってる人は、 

一緒。結局やらなければ何も意味がない。 



起業して何かしら行動すれば、価値はあるけど、 
そうじゃないなら、 
ただ言い訳ばっかしてる人と同類になってしまう。 

本当に行動しないと何も意味がない。 

勉強できる人って結構いてこの人頭いいなーって思うことあるけど、 
結局何も行動すらしてなかったら、 
本当の意味で頭が良いとは言えないし思えない。 

てかそれだとむしろ頭悪い。 

合理的な行動ってあると思います。 

例えば、ロジックを元に行動する。的な。 

でも、実際世の中を見たらマジで非合理なことだらけ。 

非合理で回ってるとしか思えない。 

これを本当の意味でちゃんと理解できてる人こそ、 
”賢い人”なんだろうなあ。 

例えば、クレジットカードってすごい便利なものがある。 
僕もよく利用している。 

毎月必ずアマゾンを使ってるし、 
クレカないともう生きていけないレベル。 



で、毎月本を買ったり物を買ったりしてるから、 
郵便局のお兄さんと仲良くなるレベルになってる。 

だからコンビニ払いとか絶対にありえない。 
不便すぎて使えない。 

でも、世の中を見たらコンビニ払いを使ってる人は 
いまだにめちゃくちゃいてびっくりした。 

過去にせどりをやってたのでよくわかる。 
結構コンビニ払いとか、代引きとか使うお客さんがいた。 

で、今の僕からしたらめちゃくちゃ不合理だなって思う。 

でも実際問題、そういう人がいるのは事実だ。 

お金に関しては、特に知らなさすぎだろって思う。 
こんなに人ってお金に対して知識がないのか・・・って。 

そりゃそーだ。 

だって一切教えられてこなかったからね。 
そりゃお金に対して変な偏見や価値観が芽生えると思う。 

まずお金というのはあくまでも手段だというのを 
ちゃんと理解しないといけない。 

お金とはどんなもので、どうしたらお金が増えるのか？ 
これをちゃんと言えない人がほとんど。 



これこそめちゃくちゃ不合理だと思う。 

だって、お金って生きていくために絶対に必要なものだし、 
極論僕らはお金を稼ぐために会社に行って仕事してる。 

これがもし、毎月の給料が会社から払われない。と知ったらどうだろう？ 

会社に行こうとは思わないはずだ。 

だからこそお金の知識や概念に関しては、 
日本の国民全員が理解しなきゃいけないことだと思う。 

知識に関しては例えば、投資について言えば、 
俺は投資が嫌いだ！と言ってる人であっても 
円をもってる限り、「日本国」と「日本円」に投資をして、 
銀行に対してお金を預け、低金利で「貸して」いる。 

貸してるけど、実際にはほとんど利子はないけど。 

これってつまり、日本だけに偏って投資してるのと同じこと。 

こういうのもお金の知識の1つ。 

こういうのも含めて、とりあえず知識を知ろうぜってのはある。 

知識を持っていれば、 
得することはあっても、まず損することはない。 

案の定、挑戦できてない人は知識がない。 



だからこそ知識がないことに対して危機感もないし、 
失敗することが怖いといったことに対してぬるま湯に浸かっている。 

僕はもう危機感しかない。 
というか途中から危機感しかなかった。 

だって全く自信ないし、人とまともに話すこともできない。 

このままじゃ一生付き合えないかもしれないと思ってた。 

本当に焦ってた。 

ちくしょう！！！！ 
何で俺だけこんなに悩まないといけないんだ！！！ 
このままじゃちゃんとしたかっこいい大人になれない！！！ 

こういう危機感しかなかった。 

で、そんな状況の時にその危機感から救い出してくれたのが、 
ビジネスの世界だった。 

ビジネスはネットを使えば一人でもできるし、 
リアルで人と会わなくても価値提供ができて商品も売ることができて、 
集客から販売まで全てを自動化できる。 

つまり、完璧な実力社会。 
年齢も学歴も関係なし。 



よし。 

そしたら知識を得ればいいんだなって思った。 

勉強してスキルつけたら、何とかなるっしょ。 
これでお金にもきっと困らなくなるだろうし。 
カッコいい社長になれるかもしれない。 

って本気で思った。 

で、そこから無我夢中で勉強して実践の繰り返し。 

毎日音声を聞きながらMacBookをひたすら叩いた。 

ノウハウに浮気しまくって、 
稼げなかった時期もあったけど、 
何となくお金を稼ぐこと時代はそれほど難しいことではないと理解できた。 

なぜか？ 
知識を得て実践したから。 

すごそうに見える人や企業を見ても、 
中身を見たら案外大したことはそれほどしてないことも理解できた。 

実際、うまくいってる人や企業は超地味なことしかしてない。 

それと、 
巷ではクッソみたいな何の役にも立たない投資のツールとかが 
平気で50万とかで売れてるから、じゃあそれよりももっと役に立てて、 



価値提供ができたらもっと高い値段でも絶対に満足されることも知れた。 
稼げないはずがないなって思った。 

あと、ネットを使わずにリアルだけで集客して、 
ネイルサロンとかエステサロンとかやってる人を見て、 

ああ・・・ネット使えばもっと儲かるのにな・・・ 
勿体無いな・・・ 

と思うことはしばしばある。 

真っ当にお客さんに価値を提供すれば、 
もっと稼げるし、自分も報われる。 

僕は今もだけど、ひたすら知識を得て実践の繰り返しの日々。 

もしかしたら失敗するかもしれないけど、 
とりあえず失敗した時の言い訳は、まずやってから言えばいいと思ってる。 

ネットビジネスのメリットは、 
失敗してもお金はほとんどかからない。 

実業みたいに急に借金を背負う心配がない。 

例えばブログは月2000円くらいの維持費で運営ができてしまう。 

たった2000円。バイトしてれば余裕でできる。 



実業だとCMを出したりとか、 
広告を打って何千万何億って金がいきなり必要になるけど、ネットビジネス
であればそれがいらない。 

集客も無料のメディアで十分できる。 

だから儲かる。 

あとは以前メルマガでも紹介した自己アフィリエイトとかもそう。 
誰でもノーリスクでクレカとか作ってしまえば、 
簡単に10万とか稼げてしまう。 

これだって知識がないとそもそもできないこと。 

だからまだ作ってない人は、 
今すぐハピタスで自己アフィリしてクレカ作ってください。 

だからこそ、「挑戦する」という知識が必要なんだと思う。 

ただ、最初はみんなそうだけど、 
全ての知識があるわけじゃないからとりあえずやってみてからでないと 
理解できないことの方が結構多い。 

だから最初は失敗上等！くらいでいい。 

セールスをする時だって、 
これ断られたらどうしよう・・・ 
と思うことはよくあるけど、 



でもそんなの知るか。別に断られても問題ない。 
って思ってセールスしてみたら、 
めちゃくちゃ喜んでもらえたw 

みたいなことだってよくある。 

本当に実際にやってみないとわからないことがほとんどだと思う。 

歳をとって大人になると、 
嫌でも多くの経験をする。良いことも、悪いことも。 

で、 
それだけで自分は世の中全てを知っている、みたいな錯覚に陥ってしまう。 

でもそれは大きな間違い。 

人は自分が知ってる範囲でしか生きれない。 

じゃあ、この状態は成功に近いだろうか？ 
当たり前だけど、成功には程遠い。 

だって最初はみんな知識がないから。 

だから成功するための知識、 
少なくとも経済的に成功するための知識くらいは、外部から自分の脳に入れ
て血肉にしないといけない。 

じゃないと大きな成功はできなくとも、経済的な成功なんて絶対無理。 



とにかく、 

勉強。 
勉強。 
勉強。 

これを最初はやるしかない。 

ちなみに、勉強という文字は、 
あんまりイメージできないかもだけど、 
「強い」という文字がある。 

強い。つまりストロング。 

勉（つと）めて、強くなることが勉強。 

あとは、挑戦することも勉強になる。 

挑戦＝挑んで戦うこと。 

つまり、戦え！ということ。 

どうですか？今ちゃんと戦えてますか？ 

そういった意味でこれまで僕は、 
弱かった時も起業当初は戦ってた。 

圧倒的に話すことが苦手だけど、セミナーに行ったりとか、 



パソコンもまともにできなかったのにワードプレスを開設したりした。 
3時間くらいかかってしまった。 

でもそれも勉強の一つ。 

挑戦で言えば、YouTubeの動画をとってみることだって挑戦だと思う。 

最初は全く話せなかったけど、 
今では余裕でアドリブで話せるようになった。 

昔から本を読むのが大嫌いで、 
活字を見るだけでも吐きそうなくらいだったけど、 
今ではKindleを使ってスラスラ読めるようになった。 

結局慣れればもうこっちのもの。 

戦ってたな。ちゃんと戦ってたって言えるかわからないけど。 

今はまだ一人前の戦士か？と自分に問いただしたら、 
まだ自分がショボいし毛が生えたくらいだと思う。 

他の人は知らないけど、強くてカッコよくて、 
魅力的な人を素直に尊敬するし、そういう人を目指してる。 

毎日毎日戦わなくてもいいけど、 
いざ戦った時にあっさり負けるモブキャラにだけは絶対になりたくない。 

だから尚更、やってやるぞー！！！というマインドが常にある。 



ネットビジネスの世界で這い上がるのは本当にハードルが低いと思う。 

月100万とかであればしっかりやれば3ヶ月とかで十分。 

多く見積もっても1年もちゃんとやれば絶対いける範囲。 

でも、さっきも言った通りで、 
ほとんどの人は行動しないし結局続かない。 

だからこそ、 
やった人が勝つし、富も情報もどんどん集まる。 

ビジネスってなんか怖いな・・・ 
怪しいな・・・ 
自分なんかにできるかな・・・ 
失敗したらどうしよう・・・ 

って言ってる間に、 
とりあえずやっちゃう人たちがいるから、 
知らない間にどんどん差がついてしまう。 

「ビジネス」って言ってしまうからなんか難しく思ってしまうんだ。 

とりあえずワードプレス開設して、 
まずは読者さんを1人だけ作る。これでいいと思う。 

そしたら、ある程度の信頼ができから、 
今度はその人と実際に会ってお茶を飲むとかでいいと思う。 



これでも十分価値提供できるし、ビジネスをしたことになる。 
これをやれば、 
何かしらのイベントビジネスもできるようになる。 

価値は人が集まるところにできるから、 
最初は自分に人が集まってくる状態にするのが大事。 

こんな感じで全然問題ない。 

ちなみに僕はネットのメディアを使って稼いでいて、 
一見特別なプログラミングスキルとかを使ってるんですか？ 
と聞かれるけど、そんな特別なことはしてない。 

ただ、お客さんに価値提供をするというのをベースに、 
ブログとかYouTubeとかメルマガを運営しているだけです。 

お金をちゃんと稼いで経済的な成功をしたいなら、 
まず絶対にインターネットを使って価値提供する知識は 
勉強しないといけない。 

お金持ちの鉄板ルートは、 
ネットビジネスで小金持ちになる（キャッシュで5000万～1億くらい） 
↓ 
金融の知識を勉強して投資で雪だるま式にお金を増やす 

本当にこれがもう黄金ルート。 

今の完全なるITの時代に、 



ネットなんて全くできない知らない～という経営はかなりマズイ。 
まず間違いなく時代に置いてかれて、 
取り残されていくと思う。 

僕は毎月数十万～数百万稼げるようになったけど、 
それは間違いなくインターネットがあったおかげ。 

これがネットを一切使わずに、 
自分一人の力だけで売り上げを作るとなると、 
かなり無理が生じる。 

何らかの影響力を持った人に協力をしてもらう。とかなら話は別だけど、 
結局はそれだってメディアとかネットの力を使っている場合が多い。 

どの時代もすごい人は全員そういう風にしてすごくなっている。 

ネットが無かった時代でも少なからず 
メディアの力を使ってる。 

例えばあのヒトラーがなぜあんなに影響力を持てたかと言うと、 
拡声器のある時代に生きていたから。 

自分の声が拡声器を使うことで、 
多くの人に届いていたから、 
あれほどまでに大きな影響力を持てた。 

これって考え方としては今のネットと同じ考え方。 



ネット使って少しづつメディア構築するのがなんかアホらしい。 
と言ってる人がいるみたいだけど（特にリアルビジネス経営者に） 
もう勉強不足以外の何物でもない。 

ネットを使ったビジネスほどノーリスクで資産を作れるものはない。 

構造的に不労所得を作ることができる。 
しかもほぼノーリスクで。 

社員を雇う必要もないし、 
一人でできるし、 
在庫も抱えなくていいし、 
ファンもどんどん増える。 

本当にメリットしかない。 

改めて勉強してないって本当に恐ろしい。 

大きい小さいに限らず、 
何かで成功するとそれが成功体験になって、 
それは一見いいものだけど、成功体験というには場合によっては 
挑戦することに対しての「邪魔な存在」になってしまう。 

なぜか？ 

それは、その成功が挑戦したら最初は失敗する可能性が高いから。 

これがもし、何も成功体験が無かったら、 
失敗なんて上等だ！となるけど、 



成功体験があると、プライドも出てくるし、失敗した時の周りの目線も怖い。

だから何も挑戦しなくなってしまう。 

実業で成功してる人はネットの世界にはあんまり来ないらしいけど、 
その原因もここにある。ネットの世界で失敗したくないから。 

だからこそ、 
失敗体験はなるべくつけて、免疫をつけた方が後で得しやすい。 

あとは、例え失敗したとしても、 
どうせ何とかなるってことを本当の意味で理解しなきゃいけない、 
と思ってる。 

というのは、 
たまにネットで月20万稼げている人に言うのだけど、 
月20万稼げていたら、年間50万くらいは残る。 

その50万があるなら、それを全て知識や事業に使ってしまえ。 
とアドバイスしている。 

なぜなら、どうせ銀行にお金置いといても増えないし、 
それだったら普段できない体験だったり、 
自分のために新しい知識を得ることに使った方が何倍もリターンが多いから。

で、これを言うと、 
変なプライドのせいで嫌がる人が多い。 

あー。わかってないなって思う。 



だって、20万稼いで次の段階にレベルアップしたいならお金と時間をちゃん
と突っ込むしかないのは原理原則だから。 

これが世の常識だと思う。 

20万から100万、1000万にしていくための、 
”手引書”を自分で手に入れないといけない。 

それしかない。 

で、これにビビっている人はレベルアップできないと思う。 

お金をある態度稼いでしまうと、 
なかなかお金は減らなくなる。 

今の世の中、高いものといえば、 
車、お金、ブランド品、あとはもしあなたが男であれば、女性。 

この中で1番高いのは・・・女ですw 

これらにお金を使わない限り、 
よっぽどお金は減らなくなる。 

女性に使うと、お金はあっという間に減ってしまうw 

あ、ちなみにお金があるだけでは、女性にはモテないです。 

これを象徴するビジネスがキャバクラ。 



女性にモテるにはお金があるといった外見の部分ではなくて、 
中身の魅力だったり、自信があったり、 
他にもコミュ力や、女性を喜ばすことができるスキルがないといけない。 

あ、もちろんお金持ちはそれがあるが故にお金持ちの人が多い。 

だからそういうお金持ちはモテるけど、 
投資家で100億くらい資産があるけど、女性にはモテない。 

こういう人がずっとキャバクラに通う。 

で、僕はこうはなりたくなかったから、 
ちゃんと女性を知る意味でも積極的に女性の起業家と 
コンタクトを取って話すようにしてる。 

まあそれは置いといて、 
結局お金の1番の使い所は、間違いなく「事業」だと言える。 

事業に投資すれば、お金がわんさか発生する。 

だからネットで稼ぐようになると理解できる。 
あー・・・ここしかお金使うとこないわ・・・と。 

もしも月収20万、もしくは100万とか稼げている人が、 
こう思えていないのであれば、今からコンビニが銀行に行って、 
現金を全額下ろしてみてほしい。 



きっと、あー・・・全然使ってないな・・・ 
となるはず。 

だからこそお金はどんどん使うべき。 

使って経験をたくさんして、その体験価値を知るべき。 

ブログをやってみることだって、 
ちゃんとして体験価値になる。 

10記事くらい書いて、なんか腑に落ちないなーと思ったら、 
ブログの書き方を学ぶためにお金を使えばいいだけ。 

そしたら、どんどん記事が書けるようになる。 

本当に慣れが強い。 
ブログやメルマガを書くためのライティング技術1つ取ってもかなり奥が深い。

1つのブログだけで数億円稼ぐ25歳だって存在する。 

これもメディアの本質だったり、 
価値提供の本質をベースに知識を得たからこその結果だと思う。 

だから、本質を知ってしまえば、たとえショボく見えるブログでも稼げてし
まう。 



よくビジネスをする時に、カッコいいオフィスを構えてやろうとする人がい
るけど、最初からそんなの必要ない。 
それはあくまでも稼げてからでいい。 
見た目はよくても、中身がショボかったら何にも意味がない。 

でかいビルの中でやってるビジネスとかがまさにそれ。 
本当に大事なのは見た目じゃない。中身だ。 

ビルを利用して何をするのか？だったり、 
ビルがあることによって、どんな影響をもたらすのか？ 
そこが本質だと思う。 

だから最初はプライドも見栄も全て捨てた方が良い。 

僕は愛知のど田舎の実家に住んでいるけど、 
月100万とかも普通にいけた。 

人も雇ってない。 

あとこれも余談だけど、 
2～3億であれば、自分も含め3人の社員がいればいけるらしい。 

だからまずは、全て一人で完結できるようにしていこう。 
それだけで数千万は十分。 

さっきのブログの話に戻るけど、 
本当にしっかり運営できてる人って少ない。 

本質を知ればぶっちゃけPV数はそんなに関係ない。 



僕は4000PVの時でも190万の収益が出たこともある。 
だからその時点で、ちゃんと学んでたり挑戦してる人って 
案外少ないんだと思った。 

だからしっかりと本質を学ぶために、 
奥の奥まで掘っていきながら学ぶことが大事。 

実際、しっかり掘って理解できてる人が少ないと思う。 

で、知って入れば超うまい思いができるし、 
そういう知識を知りたい人ってものすごくいるなって思う。 

特に実業しかしてない経営者はネットの知識がほとんどないから、 
こいうった本質をちゃんと勉強したら、 
めちゃくちゃ売り上げ上がるんだろうなー。 

ブログの毎月の経費2000円でいいの？！ 
みたいなw 

だからこそ、歳を取って大人になってもちゃんと挑戦するべき。 

ブログとメルマガで発信できるようになるだけで、 
余裕で一生食っていけるようになるし、 
お金の心配は一切必要なし状態。 

何事も挑戦できる大人ってどうです？ 
超カッコいいと思う。 



どんどん行動して、挑戦していこう。 

終わり。 

口語体で書きなぐりましたが、こんな感じになりました。 

では。 


