
爆発的行動力を手に入れるには? 
  

ロジャーです。  

俺がメルマガやブログをやっていて、 

読者さんから頂く 最も多い質問は、これです。  

「ロジャーさんは、どこからその行動力が湧いてくるんですか?」  

今回は、この質問にお答えすると共に、このレポートでは、  
「自分の人生を変えたい」という気持ちはあるのにも関わらず、 
全く前に進めず、何にも行動できず、行動しない自分が嫌になり、 
自己嫌悪に陥り、毎日モヤモヤしていた頃の俺の話をします。  

そして、今後もスピードを落とさず、前進し続ける為に、 過去と現在の
自分の心境を忘れないように、 このレポートに記録しました。  

過去の事も、俺の成長過程も全て、このレポートに叩き込みます。  

俺も人間なので、「楽な道」や  
「だらけたくなる事」もたくさんあります。  

そんな時は、このレポートを自ら読み返す事で 
また自分の心に火をつけて、暴れまわってやろうと思います。  



というわけで、自分への戒めとしての側面もあるので、  
ここからは敬語は省略させて頂きます。  
それが嫌な人は見ないでください。  
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<爆発的行動力を手に入れるには?> 

爆発的行動力を手に入れるには、 

結論から言ってしまえば、 
「起爆剤」が必要だ、ということ。 

その意味を伝えるに「過去の俺」を振り返ろうと思う。 

昔の俺は、とにかく会社が辞めたかった。 
自分には、この仕事は向いていない。 

上司がうざい。会社の環境が嫌い。田舎に住みたくない。 
色々な思いや欲望があった。 

とにかく、人生をもっと楽しくしたかったのだ。 
それなのに、現実の俺は そんな現状を変えようともしていなかった。 
要するに、「行動力ゼロ」だった。  

会社が嫌なら転職活動でもやればいいのに、 
 休みの日はグータラして1日が終わる。  

昼に起きて、飯食って、TV見て、 
寝て、飯食って、 明日が来ることに絶望して、寝て、休み終わり。  



平日は、上司に怒られて嫌々働く自分。 
帰ってきたら、明日がくることを恐れて、現実逃避。  

転職サイトに登録しても、 
求人を眺めるだけで、準備も応募もしなかった。 

ピンとくるものもなかったし、 
そもそも就活するのがめんどくさかった。 

何をするにも、やる気が出なかった。 
現状の生活を変えたいのに、何も行動しない。 
そんな自分が、大大大嫌いだった。 

そのくせ、向上心は一丁前にあった。  
向上心というか、 承認欲求と言った方が正しい表現かもしれない。  

誰かに自分を認めて欲しい。  

尊敬される人になりたい。  

あいつ、頑張ってるな~って言われたい。  

今、考えると、ダサい。そして惨めだ。 
『褒めて褒めて~ 認めて認めて~』 と懇願しつつ、 

 
自分は何も行動しない。  



というか、行動できない。やる気が出ない。 

周りの人に尊敬され、認めてもらっているという「理想の自分」と 
現実の自分には、あまりにも大きなギャップがあった。 

だからこそ、ことごとく自己嫌悪した。 

「あー、俺だめじゃん。」  

「今日も、何も出来なかった。」 

 「結局、俺は何も出来ないダメ人間だ。」  

毎日毎日、自分を殴りたくなった。 

会社生活はしんどい、でもその状況を変えられない自分。 
巨大迷宮に閉じ込められたかのような気分だった。 

そういう時に限って、人と比較したがるのが俺だ。  

俺と同じように、会社を辞めたがっていた会社の同期から 
突然、衝撃的なことを告げられる。 

「転職先、決まったわ。元気でな。」 
あっさりと転職を成功させる同期。 

 昨日まで、一緒に「やってらんね~」とか 
言ってたやつが 次の道を見つけて、突き進んでいた。  



焦る焦る焦る焦る焦る焦る。 

「やばい。このままじゃやばい。どうしよう。」 

それからも、 
仲の良かった会社の同期がどんどん会社を辞めていく。 
一緒に昼飯を食べる仲だった同期は 
最初6人いたのに、今はもう3人。  

身近な人間が、 
ポン!ポン!ポン!と転職し、脱獄して行った。 

そんな同期と自分を比べると、俺は何にも変わらない。 

何も変えようとしていないのに、 
自分が苦しいのは、環境や周りの人間が悪いと文句を言う始末。 

なんなんだよ、くそ上司! やってらんねーよ、こんな会社!!  
俺は悪くない、この環境が悪い、周囲の人間が悪い。  

ただ、駄々をこねているガキだった。 

そんなモヤモヤを抱えたまま、 
俺は何か良い方法はないかと模索する日々。 

そこで俺は、「ビジネス」に出会った。 



そこには自分の理想とも言える世界が広がっていた。 

・人に喜んでもらうことをやって、  
　自分の好きなことをやって、生きていける。  

・自動で収益が上がる仕組みを構築すれば 寝てても、 
　何していようともお金を稼げる。  

・そして、自分でお金を稼ぐことで自信がつく。 
　自分に実力をつければ、人脈も出来てくる。  

理想的すぎた。 

あまりにも理想的すぎて、怪しかった。 
詐欺じゃね?って疑っていた。 

だから、ビジネスに挑戦するのが怖かった。  

そして、「大企業社員」という現状を捨てるのも怖かった。  

周囲の人から見れば 大手自動車メーカーに 
就職した時点でエリートコース。  

こんな安泰の道を捨てるなんてありえない!!!! 
もったいないよ!!! 

親や兄弟、地元の友人に、そうやって言われていたからだ。 



だから、ビジネスという夢のような世界を 
指をくわえながら眺めていたのにも関わらず、  

何度も何度も何度も 
「会社を辞めたい」という気持ちを抑え込んだ。 
それでも、なお 俺はずっと心にモヤモヤを抱えていた。  

「俺の人生はこのままで良いのか?」 

「俺ってこの程度の人間だったのか?」 

「もっとやれることがあるんじゃないのか?」 

自分に問いかける。  

「ここで、変わらなかったら 
俺は、これからも永遠につまらない人生を送るのか?」 

そんな自分への問いかけが、 俺に挑戦する覚悟を与えてくれた。  

よし、ビジネスの世界に飛び込んでみよう。 

それから、師匠となる 
「世界を旅しながら稼ぎまくる起業家」に 
直接、会いに行き、ビジネスの世界の扉を開けた。 



そして、 その世界を知って、 
俺は考え方が180°転換した。  

「会社や上司、周囲の環境を無理やり変えようとするよりも 
       自分で実力をつけて自分が変わった方が良い」 

師匠から全てを吸収し、実力をつけてやる。 
自分を鍛え、自分で稼いで、自分の力で生きていく。 

ビジネスという「起爆剤」が俺の行動力を爆発させた。 
壁をぶち破った瞬間だった。 

それからというもの、俺は人間として生まれ変わった。 
絶対にやってやる。 
自分の心に、火がついた。 

周りの目なんか気にしない。  

大企業のエリート社員であることなんて 
俺にとっては、どうでも良いことだ。  

他の奴らになって言われようと、 
俺は俺がやりたいことをやってやる。 

会社に文句言ってても、上司の愚痴をこぼしても 



自分が行動しなきゃ、何も変わらない、変われない。 

今までの俺は、何か壁にぶち当たったら、 
「あー、何だよ。もうダメじゃん。ふざけんなよ...」 と、 
文句だけ言って、壁を壊そうとしていなかった。  

そんな生き方は、もう終わりだ。 

壁にぶち当たったのであれば、ぶっ壊せばいい。 
ぶっ壊そうとして初めて、その壁の厚さを知ることができる。 

自分がぶち当たった壁は、もしかしたら 
ただのハリボテの壁かもしれない。 

それなのに、昔の俺は何も行動しようとせず、  
思考停止になって「壁があること」自体に文句を言っていた。  

でも今は、そんな俺はもういない。 

それからというもの、 
俺はどんどん行動できるようになった。 

徹底的に学び、実践し、結果を出せるようになった。  
ビジネスをやり始めて、1ヶ月目で30万の利益が出た。  



めちゃくちゃ嬉しかった。 
ビジネスが俺の人生を変えた。 

いや、訂正しよう。 
ビジネスが起爆剤となって、俺の人生を変えたのだ。 

俺は自分で行動して、人生を変えたんだ。 

今、振り返ってみるとモヤモヤしたり、 
自己嫌悪したりしていた頃の自分は 
エネルギーがなかったわけではないと思う。  

そもそも、 
エネルギーがない人間なんてそうそういない。  

俺は単純に、どこにエネルギーをぶつければ良いのか 
わからなかっただけだった。 

大量の火薬を抱えていたにもかかわらず、 
着火していなかっただけ。  

だから、ビジネスという起爆剤に 
俺の行動力が着火された、そして大爆発した。 

「その行動力は、どうやって手に入れたんですか?」 



この質問に対して、言っておきたいことがある。  

俺は、行動力を沸き立たせるために 
何か特別なことをしたわけでない。 

単純に、自分を変えるための「起爆剤」に手を伸ばしただけ。 
それだけで人生を好転できる。 

これが、「起爆剤」が必要となる理由だ。 

<では、自分にとっての「起爆剤」は何か?> 

そもそも自分には夢なんてない。 
やりたいことがわからない。 
自分には好きなことがない、わからない。 

こんな相談をされることが非常に多いが 
俺はそれでも全然良いと思う。 

将来の夢を持っていることが 
世間一般には素晴らしいとされていることかもしれない。 

でも、俺も夢なんて何も無かった。  
というよりも、俺は 「夢」なんて語っている場合じゃなかった。  



そんなことよりも、 
現状の苦しい会社生活からどうにかして抜け出したい。 

金銭的にも、時間的にも、 
肉体的にも、精神的にも自由になりたかった。 

もっと具体的に言おう。 

とりあえず俺の場合は 

・会社辞めたい 
・上司に怒られたくない、嫌いな人間とか変わりたくない 
・昼まで寝てたい 
・高級車欲しい 
・都会に住みたい 
・親を海外旅行に連れて行ってあげたい  
・人を喜ばせたい、笑わせたい  
・モテたい、美女と遊びまくりたい  
・自分に自信を持ちたい  
・スーパーで値段を気にせずに買い物したい 
・もっともっと成長したい、精神的に強くなりたい  

こんな感じのざっくりとした、 
「夢」とも言えないような欲望がたっくさんあった。 

実際に自分で稼ぐようになって思うようになったけど 
まずはこういう欲望レベルで自分が「幸せ」にならなきゃ 



鼻高々に、人に自慢できるような 
カッコ良い「夢」なんて出てくるわけがないと思う。  

だから、まずは自分の欲望を叶えてあげる必要がある。 
そして、それを叶えるためには、 
お金を稼がないと叶えることが出来ないというのは明白だ。  

おそらく、これを読んでいる人も 
「お金は大事だ」という考えの人がほとんどだと思う。 

だから俺は、FXをやろうとしたり、 
転売に手を出したり、 仮想通貨で 
億り人を目指そうかな~と思ったりもした。  

で、結果たどり着いたのがネットビジネス。 

今では、ネットビジネスをやり始めて本当によかったと思う。 
もちろん最初なんて、何にも無い。 

全てゼロだ。  

知識もなければ、経験もないし、実績なんてあるわけない。  

でも、知識がなければ学べば良い。 
経験がなければ、経験を積めば良い。 
実績なんてなくたって、結果は出せます。  

これは実際に俺が、知識ゼロ、経験ゼロ、  
実績ゼロから這い上がっているので断言できます。  



ビジネスって初めて聞いたときは 
「え、難しそう...俺にそんなこと出来るわけねーや」 と思ったけど、  

師匠にムチを打って貰って気づかされました。  

ビジネスなんて、簡単です。  

俺がビジネスを難しいと思ってしまったのは 
「難しく考えすぎていた」から。 

ビジネスに限らず、何事も 
最初なんて、真似から入れば良いだけ。 

  

例えば、 野球未経験者が、ホームランを打てるようになるためには 
最初、何をするべきだと思いますか?  

それは、誰かのフォームを真似ること。  

いきなりオリジナルの打法を編みだそうとしても 
ホームランなんて打てるわけありません。 

そんなんデットボール食らって怪我して終わりです。  



これはビジネスだって同じ。 
昔の俺は、「ビジネス」と聞くと、  
何か独自性のあることや型破りなことをやらなきゃ...!  

という先入観があったんですが、 
これは完全なる悪手です。  

カッコつけて、そんなことをするよりも  
実力をつけて、学んだ型を守り、それを素直に実行すること。 

これが、最速の成功方法です。  

冷静に考えれば、当たり前のことですが、 

正しい知識を自分の脳みそにぶっこんで、 
正しい行動をして、経験と実力をつければ最速で結果が出ます。  

だからこそ、 
俺はこれからも学ぶことを怠らず、  
自分に実力をつけて、ガンガン成長して自分の人生を 
もっともっと楽しくしていきたいと思います。  

以上!  

おわり  



【追伸】 人生の起爆剤が欲しいという人向けに企画をやります。 

ビジネスをやる上で、スタートでありゴールである 
「仕組み化」を完全習得する企画です。 

仕組み化というのは、簡単に言えば 
自動で顧客を集め、自動で商品を販売する仕組みです。 

そんなことが可能なのか？と思われるかもしれませんが 
ネットやツールなどの技術を活用すれば可能です。 

初心者でも玄人でも必須の重要概念になるので 
ネットビジネスでガチで結果出したい人にとっては 

仕組み化は必修科目です。 

具体的な企画内容としては、  

 

・ ビジネス初心者でもわかるビジネスの全体像

・ １秒も動かずに収益が生まれる「仕組み化」

・ 勝負する前から勝ちが見える発信テーマ決定法

・ ライバルに勝てるサイトコンセプト戦略の設計図

・ ビジネスの本質が見える〇〇思考とは？

・ お客さんに愛され、売り上げ続ける戦略とは？



・ 90％の人ができていない稼ぐための〇〇目線

・人を動かし放題になる、 

人間の本質を捉えた情報発信のカラクリ

・ オフライン事業経営者も知らない 

売り上げを数十倍に跳ねあげさせる極秘戦略

・ビジネスにも仕事にも恋愛にもスポーツにも 

全ての問題を解決する最強の〇〇思考方法とは？

上記は、ほんの一部です。  

とりあえずネットビジネスで、 
「仕組み」という資産をつくって月100万行きてえ 
って方が絶対に学んでおくべきことを濃密に詰め込んでます。 

興味がないという人に案内しても鬱陶しいだけだと思うので 詳しい内
容や企画に関連することは 下記のメルマガに登録してくれた人だけに
送ります。 流れてくる内容を読むだけでも、勉強になると思います。  

https://my72p.com/p/r/Z257Jc24 

上限の人数が集まり次第、すぐに消してしまうので、 
興味ある方はお早めに登録ください。 

https://my72p.com/p/r/Z257Jc24

