
ネットビジネスで成功する為の３つの条件
こんにちは、みんてぃあです。

今日は、「これからネットで起業を考えている人」に向けて、
「ネットビジネスで成功する為の３つの条件」
というテーマでお話しようと思います。

これから話す３つの条件は、全てを満たす必要はありません。
どれか１つでも満たしていたらとりあえずは大丈夫です。

逆に、どれも無い場合は成功するのは非常に難しいです。

「どの条件も満たさずに、楽して稼げる」
と思っているなら、それは幻想なので、辞めた方が良いです。
と同時に、いずれの条件も満たさずに稼げるとうたっている教材、セミナーなどは
たいていは嘘（あるいは誇大広告）なので気を付けた方が良いでしょう。

それでは、その３つとは何かを解説していきます。
この３つです。

１．根気がある
２．自分の軸がある
３．センスがある

この３つ（のうちの最低１つ）は、ビジネスで成功する為には必要です。
それでは、順番に解説していきましょう。

１．根気がある

根気とは、要するに物事をコツコツと長い時間をかけてやり続ける気力の事です。
つまり、作業量をこなせる人間であるという事です。

「夏休みの宿題」を毎日コツコツとできた人、
大学時代に研究室などで毎日実験を繰り返していた人、
難しい本を１年くらいかけて毎日少しずつ読み進めて読破した人、
こういう人は、根気がある場合が多いです。

因みに、僕はどっちかと言うと根気はあまり無い方です。
長期的に何かをやるのが苦手で、短期集中型なのです。



なので、この条件を満たす事が成功する為の必要十分条件ではありません。
条件を満たしている方がより成功しやすいですが、
満たせなくとも他があれば大丈夫です。

しかし、特に最初のうちは、この条件を満たしている方が成功しやすいです。

これは何故かと言うと、起業してお金を得る仕組みは、
僕らが社会の中でお金を得ている形式とは違うからです。

アルバイトやサラリーマン、OL、
これらは全て「時給」という形でお金が支払われます。

つまり、１時間働けば１０００円、みたいな形で、
労働に使った時間に対して必ず最低限のリターンが返って来ます。

要するに数学で言うところの一次関数的に収入が増えるわけです。

一方で、起業してお金を稼ぐ場合、
多くの人は、最初の数ヶ月は報酬がゼロです。

もちろん、早々に成果を出す人はいます（実際に僕もそうでした）が、
それは、圧倒的な作業量をもってして為せる業か、
あるいは先ほどの「他の条件」のいずれかが高い数値で満たされている場合に限ります。

なので、通常は最初の数ヶ月（長くて半年）はほとんどゼロである、
と思って望んだ方が良いです。

これが、多くの人が挫折してしまう原因でもあります。

つまり、挫折する人の大半は、
「○時間働いて○円もらえる」
というパラダイムの中で生きているので、
いくら作業してもゼロの状態が続く事が耐えられないのです。

しかし、もしあなたが、
今までまともに何かを勉強した事も無く、
何かを熱中するほど取り組んだ経験も無く、
自分自身に特別な魅力や特別な才能があるとも思えず、
ユニークではない平凡な人生を歩んできたのであれば、
もうこの部分で勝負するしかありません。

もしその場合は、最低３ヶ月、長くて半年くらいは、



報酬ゼロの状態で毎日２〜３時間は作業できるくらいの根気が必要です。

それすらもできない場合は、起業に向いてないので、
辞めてアルバイトでもした方が良いです。

「１ヶ月で誰でも楽々月収１００万円♪」
みたいな事がよく書かれてたりするんですが、
あれはほとんど嘘です。

そんな夢の様な話は無いと思った方がいいです。

また、作業をすると言っても、ロボットの様に
ほとんど思考停止状態で同じ作業を繰り返すわけではありません。

そうではなく、
常に試行錯誤を繰り返す必要があります。

例えば、僕は集客をテーマにした講座を開いた事があって、
そこではサイトアフィリエイトやトレンドアフィリエイトなどを教えているのですが、
これらは要するに、特定のキーワードで記事を書いて、
検索エンジンからアクセスを集めて商品を成約させる、という手法です。

確かにこれは簡単に稼げる方法で、数千円〜数万円くらいならすぐ達成できるし、
実際に成功者が一番多く輩出されている講座です。

しかし、これは決して、毎日同じキーワードで集めていたら稼げるわけではなく、
色んなキーワードで記事を書き、アクセスを見て、
どんなキーワードならアクセスが来るか、などを常に研究し続ける必要があります。

この、「考えながら作業をする（思考錯誤をする）」という事が、
毎日作業をするストレスの原因の１つです。

僕らは、毎日同じ作業をしていたら
時間に応じてお金がもらえる、
というパラダイムの中で生きています。

しかし、起業する場合は完全にルールが違うのです。

「これは違う」「この方法はいける」
みたいな感じで常に思考錯誤を続けないといけない。
それも報酬がゼロ（あるいはかなり少ない状態）で。

このストレスが大きい為、諦めてしまう人が多いのです。



しかし、これに絶望せず、
この「報酬ゼロの期間」を乗り越えたら、
指数関数的に報酬は伸びていきます。

つまり、最初に過度な期待をするからいけないのです。
「１ヶ月でこれだけ稼ごう」
みたいな短期的な目標を設定してしまうと、
すぐに自分の理想と現実とのギャップに気が滅入ってしまいます。

なので、目標を立てるなら長期的なものにして、
最初はゼロで当たり前と思って毎日コツコツやる、
と思える事がポイントです。

以上が条件１の説明となります。

実際は完全にゼロではなく、数万円くらいなら初月で出す人も結構いますが、
だからと言って「既に数万円稼いでいる人がいるのに自分はゼロだ」と焦る必要は無く、
最初はゼロで当然、と思って淡々と作業を続けたら良いのです。

正直、この条件さえ満たせていて、きちんとしたノウハウを実践していれば、
半年くらいで生活できるレベルで収入を得る様にはなれます。

３つの条件の中では、
一番多くの人が満たしやすい条件とも言えるでしょう。

しかし、人によっては一番厳しい条件でもあります。
（僕がそうなので。）

これがどうしても無理という場合は、
他の２つの条件で勝負するしかありません。

２．自分の軸がある

次に説明するのは「自分の軸がある」という事です。

これは、特に情報発信系で稼ぐ事を考えるならば非常に重要になってくるし、
長期的にビジネスを安定させる事を考えるなら、
遅かれ早かれこの条件を満たす必要があります。

３つの条件の中では最重要と言っても良いでしょう。



これは要するに、
何かの分野を徹底的に極める
という事です。

ただ、極めると言っても、
「専門家」と呼ばれる人になる必要はありません。

しかし、一般人よりははるかに飛び抜けるくらいになるまで極める、
という事です。

例えば、僕の場合、軸となるのは物理、数学なのです。

僕は大学で４年間、これらを専門的に学んでいたので、
かなり詳しくはなっています。

ただ、しょせん大学レベルの勉強しかしてないわけで、
専門的に何十年も研究してる人の足下にも及びません。

しかし、日本人からランダムに１万人くらい集めたら
最低でもトップ１０人くらいに入っている自信はあります。

このくらいで十分なのです。

僕は別に、物理、数学を普段からビジネスに絡めているわけではありません。
（一応、それをテーマにした講座もあるにはありますが。）

しかし、物理、数学についてある程度深く学んだお陰で、
全ての情報が、その「軸」を通して発信される様になりました。

その結果、例えば論理的で、情報が整理されていて分かりやすい、読みやすい、
と言った感想が多かったりします。

つまり、直接的に自分が学んできた事を発信せずとも、
普段の発信が、自然とそういった発信になっていくのです。

日常で見たものを関数で処理したりとか、
物理的に考えてみたりとか、色んな形で、
ユニークなものが生まれるのです。

この軸を「フィルター」と呼びます。

フィルターとは、色メガネを想像してもらえれば分かりやすいかもしれません。



同じものでも、色メガネを通す事で、全く違ったものに見えます。

日常の何でもない出来事でも、
ユニークなフィルターを通せば、
ユニークなコンテンツになるのです。

この軸となるものは、何でもいいのです。

僕の場合はたまたま数学とか物理なんですが、
例えば心理学でもいいし、生物学でもいいし、書道でもいいし、スポーツでもいいし、
あるいは漫画とかでもいいわけです。

漫画が好きだったら、
５０００冊くらい読んでみたら良いのです。

そしたら多分、
１万人集めたらトップ１０人くらいには入るくらい
漫画に関しては詳しくなっている筈です。

そして、それくらいの量を読んだら、
「面白い漫画に共通するロジック」
が見えてきます。

例えば、全ての物語はこういったパターンで展開しているな、とか、
ラスボスとなる敵にはこういう特徴があるな、とか、
普通の人が持っていない視点を持つ事ができる様になります。

そうすれば、自然と発信が面白くなります。

また、色んな分野にわたって詳しくなれば、
どんどん自分のフィルターがユニークになっていきます。

それはつまり、
全ての物事に流れている普遍的な原理が見えて来るという事であり、
思考の次元（自由度）が上がるという事です。

ただ、この「軸」というものは、
そんな簡単に作れるものではありません。

例えば、
「音楽が好きだから、１万曲聴いたら軸ができるか？」
って言うと、多分できないでしょう。



音楽を軸にするなら、ボーっと聴いてるだけじゃダメで、
頭を働かせて、音楽の世界に存在する原理を探る必要があります。

この「軸」を作る作業は、
早くても半年、長くて２年くらいの期間はかかるでしょう。

これは、大学時代に何かの研究を真剣に取り組んでいたり、
人とは違うユニークな職業に就いていたりすると、
ある程度は自然とできるものです。

しかし、今までロクに勉強して来ず、
何かに打ち込んだものも無く、好きなものも無く、
いかにも普通な人生を歩んできた、とあっては、
イチから軸を作っていかないといけません。

その場合、道は２つです。

１つ目の道は、自分のコアを見つける事です。
つまり、自分が本当にやりたい事を見つけるという事です。

本当にやりたい事であれば、いくらそれに時間を使っても苦痛になりません。
なので徹底的に研究したら良いのです。

多分これが、普通です。

２つ目の道は、最初に提示した条件の１つ目だった「根気」が
どうしても必要になってきます。

つまり、例えストレスを感じようとも、ある程度自分が得意な分野を見つけて、
極めるまでは我慢してその分野を深めていくという事です。

ただ、これは正直非常に険しい道です。

なので個人的には、自分のやりたい事をとりあえず突き詰めてみる、
という事をお勧めします。

何かを極めようと思ったら、
よっぽどの天才じゃない限り、最低でも半年、
長くて２年くらいはかかります。

そして、この軸が作れなければ、



長期的に安定したビジネスにするのは、
（特に情報発信系では）難しいでしょう。

逆に、しっかりとした軸さえあれば、
日常生活の全てが、自分のフィルターを通せば価値あるものとなり、
生きているだけでいくらでもコンテンツが生み出せる状態となります。

あるいは、他の分野の事をどんどんやっていけば、
色んなユニークなものが生み出されていきます。

面白いコンテンツがいくらでもできるわけですから、
後はビジネスのロジックさえ学べば、
お金を稼ぐ事はさほど難しくはありません。
（ビジネスのロジックは、僕の「新世界」という講座にて徹底的に解説しているので
興味があればそちらを受講して頂ければと思います。）

以上が２つ目の条件となります。

先ほど書いた通り、
ビジネスを長続きさせたければ
この条件は遅かれ早かれ満たす必要があります。

そして、多くの人がこの「軸を作る」という事に悩まされているのも事実です。
僕自身も、どうやってより多くの人に自分の軸を作ってもらうかが１つの課題であり、
その為に色々とコンテンツを提供していると言っても良いくらいです。

なので、この軸は必ず作らないといけない、
という意識をこれから常に持って頂ければと思います。

３．センスがある

最後の条件は「センスがある」という事です。
ビジネスは、特に努力をしなくとも、センスさえあれば稼げてしまいます。

ある意味羨ましい話かもしれません。

この「センス」とは、例えばこういった条件がどれか当てはまればOKです。
・見た目（ヴィジュアル）が良い
・喋るのが上手い
・強烈な個性を持っている



・カリスマなオーラがある
・アイドルの素質がある
・マインド（セルフイメージ）が高い

これは要するに、自分を全面に出したキャラクタービジネスにするという事です。
個人の芸能人化と言っても良いでしょう。

これは若い人に向いてます。
若いというのは、「心が」です。

なので実年齢は関係ありません。

ただ、カリスマ性や芸能人気質は、数値としていじるのが難しいのが現実です。

「カリスマ性」が無い人は、
動画を撮って喋ったりしても何故か地味な印象を与えてしまいます。
そしてこれは、努力で数値を上げるのはかなり難しいと僕は思っています。

そんな中、「マインド」だけは別です。

マインドは、いくらでも高くする事ができます。

マインドが高い人（セルフイメージが高い人）とは、
自分に強い自信があるという事です。

考えてみたら当たり前の話で、
自信が無い人から何か物を買いたくはないですよね。

人は、自信がある人のところに集まっていくのです。
そうプログラミングされているのです。

「マインドが高い人」とは要するに、
「成功できるんだ」
という実感を持てる人です。

具体的にどうやって、とかそういうのはどうでもいいんです。

「理由は分からないけど、
とりあえず自分は成功できる。」

この自信（実感）さえあれば良いのです。

この実感が無いと、



ビジネスをやろうとしても、脳が無意識にブレーキをかけてしまいます。

月１００万円稼ぐ事が実感できない人は、
月１００万円稼ごうとしても、
ブレーキがかかってしまうわけです。

逆に言えば、この実感さえ持っていれば、
勝手に月１００万円稼ぐための行動を取ってくれます。

つまり、普段の行動において、
自動的に何度も軌道修正され続けて、
目指すゴールに向かって進んでいくのです。

以上３つが、僕が考える成功できる条件です。

最初に書いた通り、
全部満たさないといけないという事はありません。
しかし、どれも満たされなければ、成功するのは非常に難しいでしょう。

「どれも無い私は、諦めた方が良いのでしょうか？」

・・・ともしかしたら思われるかもしれませんが、
現時点でどの条件も満たされてなくても、
努力次第で満たせる様になります。

そして、どれか１つでも満たす事ができれば、
成功するのは非常に容易です。

しかし、いずれかの条件を満たす為の努力すらしたくないという場合は、
そもそも起業に向いていませんので、早々に諦めて、
アルバイトでも探す事を個人的にはお勧めします。

もちろん、中には完全な「運」だけで成功してしまう人や、
自分の人脈を駆使して成功する人もいるので、
いずれの条件も当てはまっていないからと言って
一概に成功しないと決めつけるつもりはありません。
（僕からしたら、運や人脈も「センス」に分類されるのですが。）

ただ、夢を見過ぎて後悔するのは勿体無いので、
まずはこの事を知ってもらいたかったのです。



逆に、成功したいと思うなら、
「誰でも楽して稼げる」
みたいな幻想は捨てて、現実を見ましょう。

決して楽な道ではないですが、
どの業界よりも成功しやすいし、楽しいし、
そして非常に夢がある世界です。

成功しさえすれば、
普通に生きていたら有り得ないくらいの、
とてつもない金額を稼ぐ事ができるし、
成功した後は、本当に何もしなくてもお金を生み出せる状態になります。

本当に極めたら、一流企業のサラリーマンの年収の数倍を
１時間で稼ぐ事も容易となります。

そのリターンを考えれば、
少なくとも誰でも簡単にできるわけがない
という事は分かる筈です。

でも、そんなシビアに考えず、
軽い気持ちではじめて良いと思います。

失敗して大損するわけではありません。
もちろん、かけた時間が無駄になる可能性はありますが、
基本的にはノーリスクで始められるのがネットビジネスです。

あれこれ悩まず、楽しくやる事が一番です。

楽しくやっていれば、続ける事ができて、いつかは成功できます。

「めいっぱい楽しもう！」
って思って、足を踏み入れて頂ければと思います。

それでは、今回は以上になります。
引き続きメルマガの方で宜しくお願いします。

有り難う御座いました！


