
自殺 
～ダメ人間の逆襲～ 

借金を背負って大学院まで進学して 
超大企業に就職したのにも関わらず 
俺は、うつ病の廃人になった。 

仕事が出来ない。 
仕事が間に合わない。 
言われたことが出来ない。 
言われたことがわからない。 
働けない。やりたいことがない。 

夢も希望も生きがいもない。 
そんな自分が大嫌いだった。 
自分で自分を殺したかった。 

2５歳にして遺書を書いた。 
そして自殺未遂。 

そんなダメ人間が、起業した。 
そして今、自分の力で生きている。 

これは、社会の歯車として不良品だった男、 

ロジャーの逆襲物語だ。 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第０章　生きづらい世界 

初めまして、ロジャーです。 
本書をお手にとって頂き、ありがとうございます。 

はじめに、少しだけ私の自己紹介をしておこうと思います。 

私は千葉県の田舎で生まれ、現在は２６歳です。 

学生時代は、小中高と地元の学校を通って、 
それから中堅私立大学の理系学部へ入学し、 
その後、そのまま同じ大学の大学院へ進学。 

就職活動を経て、 
大手自動車メーカーへと就職を果たしました。 

が、就職して１年半が経った頃 
仕事の度重なるストレスによって鬱病を患いました。 

その後、自分が生きる道を模索し続け、迷い、苦しみを経て、 
起業という道を選び、今に至ります。 

就職、鬱病、起業と 
ここ数年は本当に激動の人生でした。 

私が起業という選択肢にたどり着くまでには 
苦しみ、悲しみ、憎しみ、そして後悔。 

ありとあらゆる負の感情を抱え込み、 
全てを嫌になり、生きることすら拒否をしようとしました。 

そして、こう思ったのです。 
「この世界は、何故こんなにも生きづらいのだろう」と。 



私が「世の中、生きづらいな」と 
ハッキリと感じるに至るまで、色々なことを考えていました。 

生物学上は同じ、「人間」にカテゴライズされる生き物なのに、 
人それぞれ考えや価値観が違い、性格や思考パターンもバラバラ。 

うんざりするほど、人間には多種多様な個性が生まれているのに、 
システマチックな教育を受け、同じ選択をせよ、と同調圧力をかけられる。 

そのくせ、世の中の常識とされる「ルール」も曖昧で 
何が正義か？なんて人によって変わってしまう。 
どんな選択が正解かなんてわかりゃしない世の中の複雑性。 

そして、一定の年齢に到達したら就活を迫られ、 
おままごとのお人形のように役割をラベリングされ、 
生涯年収という、ある種の「人間としての価格」が決められる。 

その役割を全うすることができなければ 
社会というシステムから不良品と認定され、 
ウィルス感染した家畜のように煙たがれる。 

なんなんだよ、この世の中は。 
なんなんだよ、この世界は。 

気に入らねえ。つまんねえ。生きづれえ！！ 

鬱病を拗らせた私は、こんな痛々しいことばかり考えていました。 
今思えば、こんなことを考えていた時点で 
「社会の歯車」としては不良品だったのかもしれません。 

そして、私が辿り着いた結論は 



「世界を変えるよりも、自分を変えろ」 

これです。 

この結論に辿り着いたことによって、私の人生は大きく好転しました。 

自動車の開発者として、朝から晩までロボットのように働いて 
うつ病で体を壊し、迫り来る業務の荒波に怯えていた男が 

自分でビジネスを始め、自分で稼ぐ力をつけ、 
たった３ヶ月で８０万円の収益を上げるようになりました。 
それもたった一人で、ほぼ動かず稼いでいます。 

今では、好きな時間に起きて、好きな時に 
好きな場所で好きなことやってます。 

仕事はネット環境さえあれば出来るので、家でも 
カフェでも旅行先でも移動中でも、いつでもどこでも自由です。 

それでいて、会社員時代よりも収入は上がるし、 
給料制ではないので、収入に天井はありません。 

なぜこんな生活を送れるようになったのか？ 

もちろん色々な要因はありますが、 
どれも突き詰めていくと、「自分を変えた」からだと言えます。 

いくら世の中や、会社、人間関係、自分の置かれた環境や 
今までの境遇に文句を言っても仕方がないし、何も解決しない。 

こんなこと冷静に考えれば、至極、当然のことなのですが 
昔の私は、それに気づくことができませんでした。 



私がこの結論に至るまでは 

非常に長く、そして険しく、苦しい、  
あまりにも無駄な遠回りをしてきました。 

世の中には何故か、 
辛い経験や、苦しい思いを美化する風潮がありますが、 
そんなもんはない方が良いに決まってます。 

特に、うつ病なんて二度と経験したくありません。 

本書を手に取って頂いた方には 
私のように、精神をすり減らすような思いはして欲しくないし、 
膨大な時間と労力を無駄にして欲しくない。 

なので、ここからは 
私の今までの人生の物語と共に 

「世界を変えるよりも、自分を変えろ」 
という結論に至るまでの過程と 
その先の逆襲物語をお話していきたいと思います。 

正直、ここからの話は 
今までの人生で、何も不満なく、順風満帆に過ごして、 
現在も楽しく生活している方にとっては読んでも時間の無駄です。 

むしろ、悲しい話や苦しい話、理不尽な話も 
たくさんあるので、気分を害する可能性すらあります。 

が、しかし現状に何か行き詰まりや退屈を感じている人には 
この「ダメ人間の逆襲」は、間違いなく刺激となるでしょう。 

ぜひ、本書が新しい一歩を踏み出すきっかけになればと思います。 



第１章　僕は、みんなのヒーロー 

「先生！はい！はい！はーい！！　ぼくがやります！！」 

小学生だった頃の俺、ロジャーは 
何事にも積極的で、活発で、真面目な優等生だった。 

学級委員長をやらないか？ 
と先生が投げかければ、率先して手をあげるような 

いわゆる「良い子ちゃん」だった。 

テストでは、全科目高得点でいつも先生は褒めてくれた。 
運動会のかけっこだって、１等賞。 
リレーの選抜があれば、必ず選ばれるし 
絵や図工をやれば、コンクールで賞をとる。 

弱点といえば、少し字が汚かったのと、 
球技が苦手だったことくらい。 

学校に遅刻したことなんてなかったし、 
宿題も完璧にやりきってたし、忘れ物なんてしたこともない。 

友達もたくさんいた。 

真面目な友達もいれば、一緒に虫取りしに行く友達もいたし、 
裏山のちょっと危ないとこに冒険しに行くやんちゃな友達もいたし、 
一緒に花火大会に行けるような可愛い女の子の友達もいた。 

自分で振り返ってみても、 
非の打ち所のない、超超超楽しい小学生生活だったと思う。 



小学校は、そんな感じで最高に楽しかった。 
でも家庭はというと、そうではなかった。 

俺は、千葉県の田舎の町に生まれて 
親は自動車の整備士だった。母親は、介護士。 
４つ歳の離れた兄が一人いる。 

自動車整備士は、決して給料は高くない。 
危険、キツイ、汚い、臭い、給料低い。 
５Kを揃えた非常に厳しい仕事だ。 

介護士は世間的にも問題視されるほど、 
給料が低いことで有名だ。 

何が言いたいのかというと、 

うちは貧乏だったということだ。 

例えば、小学生の一大イベント、お年玉。 

友達A 
「ね！ね！お年玉、いくらもらった？ 
　俺は２万円くらいだったぜ。」 

友達B 
「俺は３万円くらいかな！」 

俺 
（さ、さんまんえん！？　もらいすぎだろ！！） 

友達A 
「何を買おうかな～。Bは何買うの？」 



友達B 
「ゲームキューブかな～」 
友達A 
「あ、俺もそうしよ！　ロジャーはお年玉、何に使うの？」 

俺 
「え。んーと、貯金かな…」 

友達B 
「なんだよそれ～」 

つまらなそうな顔して、友達がそう言っていた。 

実は、俺のお年玉は 
親によって回収されるシステムだった。 
お年玉を貰おうが、別に俺には関係のない話だった。 

俺のお年玉の使い道は、小学校の給食費だった。 

虚しかった。 

くそ。くそ。くそ。俺は、別に貯金なんてしたくない。 
俺だってゲーム欲しい。みんなと同じゲームで遊びたい。 

みんなは俺と違って沢山、お年玉もらって、 
好きなようにゲーム買って… 

なんなんだよ！！！！！！ 

小さいながらに、 
俺は世の中の不公平感を感じていた。 



お年玉以外にも、悔しかった話は山ほどある。 
その一つが「ベイブレード事件」。 

俺が小学生の頃、 
ベイブレードというおもちゃのベーゴマみたいなやつが大流行した。 
友達同士でベーゴマを使って対戦するのが小学生に大ヒットした。 

同級生たちは、こぞってそのベイブレードを買っていた。 
街のショッピングセンターで新商品のベイブレードが発売されると、 
即売り切れになるほどの爆発的な人気だった。 
そして俺も例外なく、ベイブレードが欲しい少年だった。 

俺 
「ねー！ベイブレード欲しい！」 

母親 
「そんなもの買ったって、すぐ飽きちゃうでしょ。ダメ。」 

案の定の返答。なんとなくわかっていた。 
それでも俺は、どうしてもベイブレードを諦められなかった。 
何故なら、ベイブレードがないと友達と一緒に遊ぶ道具がないからだ。 

もちろん、ベイブレードを買うには金が必要だ。 
それをきっかけに、俺は初めて、「労働」することを覚えた。 

俺 
「ねぇねぇ。お手伝いやるから、お小遣いちょーだい！！」 

母親 
「あー、いいわよ。それなら１回１０円ね！」 

俺 
「本当に！？　よっしゃー！！　頑張る！！！」 

家事のお手伝いして、１回１０円のお小遣い… 



今考えると、かなり厳しい労働条件だが、 
その時の俺にとってはベイブレードが手に入るチャンス。 

そのことが純粋に嬉しくて、めちゃくちゃお手伝いを頑張った。 

毎日毎日、皿を洗い、風呂を洗い… 

なんとか自分でお小遣いを貯めて 
やっとのおもいで、ベイブレードを買う事が出来た。 

「うおおおお！！！　ドライガーだ…かっけえぇ！！」 

傷が付くのが嫌で、遊ぶのをためらうほど嬉しかった。 
見ているだけでも、ニヤニヤが止まらない。 

そして、次の日。 
学校で俺は、ベイブレードを買ったことを友達に自慢した。 

「なあ！なあ！みんな、聞いてよ！ 
　俺も、ドライガー買ったんだぜー！！」 

もちろん友達は、みんなベイブレードを持っていて、 
俺の話は大した自慢にはならないんだけど、 
自分もベイブレードトークの仲間入りできる資格を手に入れた気分だった。 

俺 
「俺もさ！ベイブレードあるから、今日みんなで遊ぼうぜ！」 

友達A 
「いいよー。じゃあ学校終わったら、俺んち、集合な！」 



学校が終わった後、買ったばかりのベイブレードを握りしめ、 
ウッキウキで、友達の家に向かった。 

友達４人とみんなで、キャッキャ言いながら 
ベイブレードに夢中になって遊んだ。 

「３・２・１、ゴーシュート！！」 

カチン！カチン！ 
いえーい！俺の勝ち～！！！ 

とにかく、楽しかった。 
それまでは、外で遊んでばっかの少年だった俺が、 
友達と同じおもちゃで、一緒に遊ぶ楽しさを覚えたのだ。 

数時間、ベイブレードバトルが白熱した後、 
そろそろ別のことやろう！外で遊ぼうぜ！と友達一人が言った。 

それから遊んでいた友達の家に 
“自分の荷物を置いて”近くの公園に遊びに行った。 

その公園で、鬼ごっこに明け暮れたあと、 
夕方１７時の夕焼け小焼けのチャイムが街に鳴り響く。 

俺 
「あ、そろそろ帰らなきゃー！」 

友達B  
「そうだな！　俺も帰るー！」 

そして、先ほどまでベイブレードバトルで 
白熱していた友達Aの家に置いていた“自分の荷物”を取りに行く。 



俺 
「ん？あれ？俺のベイブレードがない。」 

友達A 
「え、もう無くしたん？」 

俺 
「そんなわけないだろ！　ここに置いといたもん。」 

友達B 
「どっかで落としたんじゃないの？」 

友達C 
「もういいじゃん。早く帰ろうぜ。」 

Cくんは、何かに追われているかのように 
急に焦り始めて、帰ろうとしていた。 

（もしや？　Cくん、なんか怪しいぞ…） 

俺 
「いや、待ってよ。 
　誰か間違って俺のベイブレード、自分のバッグに入れてない？」 

AくんとBくんはすぐに、俺に自分たちのバッグを見せてくれた。 
が、俺のベイブレードはなかった。 

続いて、Cくんのバッグを見せてと俺が頼むと、 

友達C 
「いや、持ってねーよ。もう時間だから帰る。」 



俺の疑いが確信へと変わった。 
コイツ、俺の頑張って努力してやっと手に入れた 
俺のベイブレードをパクりやがったな…！！！ 

俺 
「ちょっと待てよ！！バッグの中、見せて！！！」 

そう言うと、Cくんは 
俺らの前から走り去って逃げていった。 

やばいやばいやばい。 
あんなに苦労して手に入れたベイブレードが！！！ 

それをこんな簡単に、友達に奪われたら 
たまったもんじゃねえ！！！ 

俺は全力でCくんを追いかけた。 
AくんもBくんも、俺と一緒になってCくんを追いかけてくれた。 

ハァ…ハァ…ハァ…ハァ… 

すばしっこく逃げ続けるCくん。 
さっきまで仲良く遊んでいた友達を 
犯人扱いしてみんなで追いかけ回す自分に少し罪悪感を感じつつも 
俺たち３人は、ついにCくんを追い詰めた。 

そしておもむろに、再びCくんを問いただした。 



俺 
「ねえ、Cくん。なんで…こんなに逃げんの？ 
　ハァ…ハァ… バッグの中、見せてよ…」 

「そーだ！そーだ！」と煽り立てるAくんとBくん。 

Cくんはふてくされた顔で、 
「あーもう！　わかったよ。」と言った。 

Cくんが広げたリュックサックの中には 
俺が汗水垂らして働いて手に入れたベイブレードが入っていた。 

俺 
「返してよ。これ、俺のドライガーだよね。」 

友達C 
「違うよ。これは…その…俺が元々持ってたやつだもん。」 

俺 
「なんだよそれ！！じゃあなんで俺のドライガーがなくなったんだよ！！」 

友達C 
「知らないよ。だって…これは…俺のだもん。 
　これがロジャーのだって、そんな証拠ないだろ…！！」 

Cくんは下唇を噛み締めながら、苦し紛れの言い訳をかました。 

俺 
「返してよ。返してよ… ねぇ！！！返してよ！！！」 

俺は、今にも泣き出しそうな状態だった。 



友達C 
「嫌だ！！　これは俺のものだもん！！」 

俺のベイブレードを力づくで取り返そうとしても 
Cくんは頑固に、「俺のだ！」と言って手放そうとしない。 
そしてまた走り出して、逃げるCくん。 

また追いかけようとしたが、散々追いかけ回して、 
俺もAくんもBくんも疲れ切ってしまっていた。 

さらに、その頃にはもう日が落ちて、あたりは真っ暗だった。 

友達A 
「ロジャー、ごめん。俺もう帰らなきゃ…」 

友達B 
「ごめん、俺もだ。」 

AくんもBくんも門限を気にしていた。 

これ以上、二人に迷惑をかけられない… 
俺は、そこでベイブレードを取り返すことを 

諦めてしまった。 

真っ暗の中、 
ぐすん、ぐすんと泣きながら俺は帰路を歩いた。 

「俺の…ドライガーがない… 
　あんなに頑張ったのに。なんで…なんで…」 



ボロボロに泣いた。 
結局、俺の元にドライガーは帰ってこなかった。 

俺はこの時、 
人生で初めて「理不尽」を味わったのだ。 

その後、俺以外にも同級生の中で 
Cくんにおもちゃやゲームをパクられた被害者が複数いたことが判明して 
自然とCくんの周りには友達がいなくなっていった。 

Cくんは、いわゆる 
「手グセが悪い子供」だったのだ。 

そのベイブレード事件の１年後くらいに 
友達がいなくなってしまったせいか、Cくんは転校した。 

俺は、こんな理不尽な出来事を経験したからこそ 
Cくんを反面教師として、何事も真面目に頑張った。 

学校の勉強はもちろん、スポーツも頑張ったし、 
学級委員長もやったり、みんなのリーダー的存在になった。 

ぼくは、みんなのヒーローだ。 

真面目に、誠実に、素直に、 
言いつけを守って、正しく生きていくんだ。 

先生や親の言うことをしっかり聞いて、 
真面目に生きて、頑張っていればきっと報われる。 

この時は、そう思っていた…  



第２章　血まみれの中学生 

「おい。後ろに手組んで、歯くいしばれや。」 

ドスッ…！！　ボコッ…！！！　べチンッ…！ 

鈍い音が鳴り響く。 
俺は、顔や腹、身体中全てを殴られていた。 

口の中は、鉄錆のような不快な味がする。 
顔面を殴られ、自分の歯によってズタズタに切れた口内に痛みが走る。 

中学生になった俺は、ヤンキーの先輩に 
ボッコボコにリンチにされていた。 

なぜ、こんなことになったのか？ 

それは、小学生時代に 
先生や親の言うことをしっかり聞いて、 
真面目に生きて、頑張っていればきっと報われる。 

こんなことを盲信していたせいだ。 

ベイブレードをパクられたりと嫌なことはありつつも、 
無事に小学校を卒業した少年ロジャーは 
そのまま地元の公立中学校に入学した。 

が、その地元の中学校は荒れていた。 
いわゆるヤンキー中学だった。 



荒れているのは当然知っていたが、 
だからといって私立中学に進学する金はうちにはない。 

小学校の同級生には 
このヤンキー中学に行きたくないが故に 
私立中学に進学する奴もいたが、 

うちにはそんな金はないので、 
俺には私立中学への進学なんていう選択肢は考えもしなかった。 

その地元の公立中学校では 
色々と衝撃的な事ばかりが巻き起こっていた。 
今思い返すと、ヤンキー漫画にでも出てくるような学校だった。 

ヤンキー達はタバコは当たり前のように吸ってるし、 
暴力やカツアゲは横行していたし、 
中学生なのに、バイクで通学する奴もいたし、 
暴走族の旗を持って登校してくる奴もいたし、 
年齢を偽って、キャバクラで働く女もいたし、 
教室のガラスが割れるなんて日常茶飯事だった。 

ヤンキーに腕の骨を折られた生徒もいたし、 
気絶して泡を吹くまでリンチされている生徒を 
入学してすぐに目の当たりにしたほどだ。 

平和な地域に住んでいる人にとっては 
現実味のない話かもしれなが、本当にこんな中学校だった。 

こんな学校だったので、 
もちろん先生も強者揃いだった。 

生徒を蹴り飛ばしてくる先生もいれば、 



生徒の髪の毛を掴んで、ブチ切れてくる先生もいた。 
今思えば、「よく問題にならなかったなぁ」と思う。 

そんな力強い？教師揃いだったわけだが、 
その教師達の中でも、群を抜いて恐ろしい先生がいた。 

常に木刀を持ち歩いている、社会のD先生だ。 
その恐ろしい先生に、俺は突然職員室に呼び出された。 

D先生 
「おい。生徒会やってみないか？」 

俺は小学校の頃から真面目くんだったので、 
荒れたヤンキー中学でも変わらずに 
授業は真面目に受けて、部活動も全力で取り組んでいた。 

だからこそ、生徒会への勧誘を受けてしまった。 

ぶっちゃけ、普通の学校だったら率先してやろうとしていたが、 
こんなヤンキー中学で生徒会なんてやりたくない。 
目立つような行動はしたくないというのが本望だ。 

でも、とにかく、D先生が怖い。 

なんといっても、D先生の顔が怖え。 
しかも、木刀持ってるし。口答えなんかできない。 

こんなの、ただの脅しじゃん… 

そんなことを心の中で嘆きながら 
俺はD先生からの勧誘に答えた。 



「わ、わかりました… 生徒会、やります…」 

そうして俺は気がついたら生徒会長にさせられていた。 

行事があるごとに、500人ほどの全校生徒の前でスピーチをさせられ、 
とにかく目立つ存在になってしまったのだ。 

そして、この荒れた中学には謎の風習があった。 

ヤンキーの先輩と廊下や学校ですれ違った時には、 
頭を下げて、挨拶をしなければならない。 

という風習だ。 
極道の世界かよ、とツッコミたくなる。 

正直、俺には未だに理解不能な風習なんだが、 
ヤンキーに目をつけられたくない普通の生徒たちは 
みんなヤンキーに頭を下げて 

「おはようございます」 

と挨拶をしていた。 

それを見向きもせずに、偉そうに、 
挨拶を完全無視をかまして、ズカズカと歩いていくヤンキーたち。 

正直、超超超気持ち悪かった。 

俺自身、最初こそ、 
ヤンキーとすれ違うたびに挨拶をしていた。 



しかし、中学２年生になったころの話。 
丁度、思春期真っ盛りだ。 

自分の考えや意思が芽生え始め、 
様々なことに反抗したくなる時期でもある。 

そんな反骨精神真っ盛りの中二のロジャーは 
勉強もせず、スポーツもせず 
ただただ悪さばかりやっているヤンキー達に 
頭を下げる意味がわからなくなった。 

なんでコイツら、こんなに偉そうにしてるんだ？ 
勉強もできないし、学校にも来ずに、馬鹿やってる連中なのに。 

部活の先輩でもないし、一緒に遊んだことがあるわけでもない、 
ましてや話したこともない先輩に頭を下げる意味がわからない。 

そして俺は、ヤンキーに挨拶をしなくなった。 
ヤンキー達とすれ違ってもシカト。フルシカト。目も合わせない。 

すると、すぐにヤンキー達は 
挨拶をしてこない俺に目をつけてきた。 

いつもと変わらない昼休み。 
仲の良い同級生達と教室でガヤガヤと話していた時、 
教室にヤンキー達が乗り込んできた。 

バァーン！！！ 
教室の扉を開けた音が教室内に響き渡る。 

「ロジャーって奴、いるか？」 



そのまま俺は、ヤンキー３人 
校舎の端っこに連れ出された。 

「お前さ、調子乗ってね？　舐めてんの？」 

「いや、舐めてないです。」 

「舐めてんだろうが。」 

「おい。後ろに手組んで、歯くいしばれや。」 

こうして、俺は毎日、昼休みが来るたびに 
ボコボコにされるようになった。 

時には、目立つ場所でボコボコにされたこともあった。 
周りには、可哀想と言いたげな同級生が周りにいる中で 

俺はひたすらにリンチされていた。 
見ているだけで誰も助けようとはしてくれない。 

当たり前だ。助けようとなんてしたら 
自分がリンチの標的にされる。 

クソが。ふざけんな。 
なんで俺がこんな奴らに殴られなきゃいけないんだ？ 

こいつらは悪さしかしていないのに 
なんでこんな偉そうな態度で、馬鹿みたいな理由で暴力を振るうんだ？ 



俺は真面目にやってきたし、 
こいつらよりも努力してきたはずだ。 

あーもうやってらんねえ。 
真面目にやるだけ、損じゃん。 

他の奴らよりも、しんどい思いをして 
生徒会もやって、部活でも部長をやって 
頑張った結果がこれか？ 

ムカつくムカつくムカつく。 

学校の先生の言うことなんて聞いてたって無駄じゃん。 
親の言いつけを守ってたって無駄じゃん。 
真面目に生きてたって無駄じゃん。 



第３章　酒とタバコと女と金 

それからと言うものの 
俺は真面目に生きることはやめた。 

高校では、特に先生の言うことを聞くこともなく 
授業中にはケータイでポチポチと遊んでいたり、 
机の上に漫画を置いて、ひたすら漫画を読みまくっていたり 

とにかくやりたい放題だった。 



第４章　社会に夢見すぎてたバカ新卒社員 

就活 

俺はもう勝ち組だ。 



第５章　家族の死 

そんな工場実習中の中、 
家族から連絡が来た。 

「おじいちゃんが入院しました。」 

それから 



第６章　鬱病、自己嫌悪、そして自殺未遂。 

俺は、身内が死にかけていたのに 
馬鹿みたいに車を作り続けて、何をやってんだ？ 



第７章　異次元の起業家との出会い。崩壊する常識。 

俺は転職しようという気持ちにはなれなかった。 

何か他の 



第８章　ビジネスによる爆発的人生革命 

稼いだ。 



第９章　億万長者に‼俺はなる‼ドン‼ 

戦いはこれからだ、的な。 

億万長者とか普通にゴロゴロいる。 
最近はそのレベルの人間が近い距離にいるようになって 

刺激がバリバリ与えられる。


