
【お伊勢さん】ニュースに注目する時期です 

伊勢です、 

アラートです。 

昨日辺りから新たな局面に 
入った可能性があります。 

サロンメンバーだけに 
お話しようと思います。 

『自宅待機が解除された韓国で 
100名以上の集団感染が出ました。』 

・・・・・・・ 

これを受けて 
少し株価が下げています。 

株は将来の予測で動きますから 
1ヶ月後ぐらいの世間のムードは 
少し暗くなっていると思います。 

今の下げ幅だと少し暗くなるですが 
今後、下げ幅が大きくなるほどに 
将来の世間のムードもより暗くなると判断します。 

つまり、 

今、株価が下がる 
↓ 
将来、ムードが暗くなる 

という関係性で世の中の 
ムードとコンセンサスを予測します。 

ムードが暗いときは 
暗い時に合わせた 

情報発信の内容があります。 



ムードが明るい時は 
明るい時に合わせた 

情報発信の内容があります。 

将来の予測ができるということは 
その準備ができますので 

投資をしない人も 
株価の動きを見ておくと 

情報発信や広告、 
プロモーションの 

結果が出やすくなります。 

おすすめです。 

・・・・・・・・・・ 

日本は、現在、みんな自粛解禁モードで 
明るくなってきています。 

ですが、 

株価がここで少し下げたということは 
この後、少しムードが落ちるときが 
来ると判断していいと思います。 

繰り返しになりますが、 
ムードの悪化の幅は 
これからの株価の下げ幅で 
考えればいいかと思います。 

もう、数日下げてから 
確信を持ってお伝えした方が 
いいかと思ったのですが、 

どちらに転ぶかわからない 
この段階で伝えたほうが 
学びが大きいので伝えています。 



今は、どちらに転ぶか 
分からない状態で、 

だから、今後を注視していく 
必要性を感じています。 

悪くならなければ 
それでOKです。 

思ったより悪くなったら 
それに備えて準備をする。 

今は注視しつつ 
フラットな状態です。 

今後ですが、 

しばらく状況をみていく 
必要がありそうです。 

「立て続けにクラスターが 
出るのか？」 

「今回の単発で終わるのか？」 

「どの程度まで、再び 
感染数が上がるのか？」 

それによって 
シナリオが変わってきそうです。 

韓国を含め、 

台湾や香港、 
オーストラリアなど 

一足先に解除した国の動向次第で 
シナリオが変わりそうです。 

今のところは、 

単発なので、現状そこまで 



悪いわけではありません。 

まだ、想定の範囲内です。 

そして、個人の予測なので 
外れるかもしれませんが、 

おそらく想定の範囲内で 
終わるとは、予想しています。 

秋ぐらいまでは 
爆発的な感染はないと 
思っています。 

ただ、違う可能性もあるので 
注視しています。 

そして、、、、 

おそらくですが、 
世界中の投資家やビジネスマンは 
私と同じように、 

このタイミングを 
待っていたと思います。 

どういうことかというと、 

世界のコンセンサスとして 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ロックダウンして 
↓ 
解除して 
↓ 
少し感染者増えて 
↓ 
また少し厳しくして 
↓ 
再び解除して 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



これが起きるだろう 
ということは想定内であり 
コンセンサスになっています。 

そして、 

その一例目が先日の韓国の 
100人以上の集団感染でした。 

なので、 

世界中の投資家や 
ビジネスマンが 

今後の状況に注目しているのが 
今の状態です。 

ということで、 

久しぶりに将来に大きな 
影響を与える大きなニュースでした。 

想定の範囲内ですが、一瞬 
ぶり返すので、 

アメリカでぶり返しが1組でも 
出た時に、株価も下げる瞬間は 
ありそうです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※注視しましょうというのは 
ウイルスが恐ろしいからという 
話ではありません。 

経済の流れをみるために 
世間のコンセンサスを知るために 
注視しましょう、 

という話です。 

詳しくは初回のニュース解説動画を 
ご覧ください。 



世間のコンセンサスと自分の現実を 
分けるという話をしています。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

もう少し、 

経済の話を続けます。 

世界三大投資家というと 

ウォーレンバフェット氏、 
ジム・ロジャース氏、 
ジョージ・ソロス氏、 

です。 

なぜ、3大投資家と言われているか 
ですが、長期間に渡って、 
リターンを出し続けているから 
信頼されています。 

で、 

ジョージ・ソロスさんは 
ヘッジファンドでリスクのある 
取引の分野なので、ここでは 
おいておきます。 

バフェットさんと 
ジム・ロジャースさんですが 

最近だと大きな意見の食い違いが 
あります。 

私自身がこれら偉人の意見を 
聞く時に意識しているのは 

何が買いだ！とかの情報ではなく 

「前提」 

です。 



その人がどんな「前提」を持っているかで 
アウトプットの「判断」に違いがでます。 

多くの人は「判断」（これがおすすめなど） 
を知りたがりますが、判断を聞いている限り 
自分で考えることはできません。 

答えを知りたがるというのは 
他人の判断にフォーカスしている 
ということです。 

そうではなく、重要なのは 

「前提を知る」 

ということになります。 

で、 

このお二人の前提が 
最近大きく食い違っています。 

つまり、 

どちらかの前提が 
間違っているということです。 

その前提とは、 

バフェットさんは 

「アメリカの成長を微塵も疑わない」 

というところにあります。 

ジム・ロジャースさんは 

「アメリカは衰退していく」 

としています。 

バフェットさんは、4月末に行われた 



株主総会でも、 

「アメリカの成長は今後も絶対的であり 
アメリカを度外視した投資戦略は考えられない」 

と、断言しています。 

中長期的にはアメリカは強い。 

リーマンショックからの回復は 
奇跡といえる出来事。 

と言っています。 

以前から、思っていましたが 
バフェットさんはアメリカ絶対主義です。 

その前提があっての判断に 
なっています。 

ちなみに、最近は少し、評価を 
落としていて、 

マイナスポイント1 
・2月にデルタの株を買い増しした事件 

マイナスポイント2 
・4月にデルタを含む 
　全ての航空会社の株を全て売却。 

　飛行機をつくっている 
　ボーイングの株も全売却。 

など、今回のコロナの影響を 
小さくみていたので評価を 
落としています。 

というか、今までが絶対的過ぎて 
間違いがない人という立場過ぎたのだと 
思います。 

この立場までいくと 
間違えられないので大変です。 



しかし、30年以上の実績を 
考えるとやはり信頼できます。 

一方のジム・ロジャースさんですが 

「アマゾンの株価ですら暴落する」 

「今後世界経済は破綻に向かうので 
アメリカといえど免れない」 

「アメリカの時代は今後終わり 
中国の時代がやってくる」 

「世界的なインフレが来るので 
金を今から買い続けるべき」 

ということを一貫して言っています。 

日本に対しても、 

「私が日本の若者なら10代のうちに 
海外に脱出する。沈む船からは一刻も早く 
脱出するべき。」 

と、言っています。 

日本人の感情としては 
悲しいです（笑） 

このように、 

2大巨頭の前提に大きな 
食い違いが見られます。 

アメリカの衰退と 
中国の時代については 

中期的（10年単位ぐらい） 
には今より米中の差は 
縮まりますし、 

（アメリカも成長するけど 



中国が猛追するため） 

更に長期的（50年）には 
中国は衰退するので 
最後はアメリカ、 

というような時間軸の差は 
あると思います。 

ただ、ジム・ロジャースさんは 
今の金融システム自体が崩壊と 
考えていますし、 

バフェットさんはそれはないと 
考えていますので 

前提がやはり違うなと思います。 

アメリカは伸び続ける、 
中国も伸びるけど、 

というのと 

アメリカが下がって 
中国が伸びる 

という前提はだいぶ違います。 

・・・・・・ 

では、 

世界中のトレーダーの「前提」が 
何かということも最後にお伝えします。 

今の株価の動きもそうですが 
おそらくこの前提が一番強いです。 

この「前提」をコンセンサスとして 
動いているようです。 

その前提とは、世界は今後、 



「スペイン風邪と同じ動きをする」 

という前提がコンセンサス（共通認識）と 
なっています。 

ちなみに、 

スペイン風邪ですが、 

「終息後に株価が爆発的に高騰した」 

という事実があります。 

なので、 

「今回のコロナ終息後も 
株価は最高値を更新して爆上がりする」 

というコンセンサスのもとに 
動いているようです。 

・・・・・・・・ 

コンセンサスがそうである以上、 
そういう流れになっていく可能性が 
高いです。 

ここが面白いところだなと 
思います。 

人間の世界というのは 
結局のところ 
どう認識しているかの 
コンセンサスで成り立っています。 

・お金に価値がある 
・神様がいる 
・銀行の口座には自分のお金が保管されている 



どれも、コンセンサスです。 

共通認識としてお金に価値がある 
と、思っているから 
紙切れで物が買えるのです。 

神様がいるという 
共通認識で今日も人々は 
生きています。 

銀行の口座にお金が保管されているという 
共通認識でいますが、完全に誤解です（笑） 

全員がお金を引き出しにいったら 
銀行にはお金がないので 
預金封鎖が起きます。 

このあたりは、ニュース解説で 
お話しました。 

人類の社会はコンセンサスで 
成り立っています。 

そういう意味でいうと 

「スペイン風邪と同じ」 

というコンセンサスは 
あらゆる意味で無視できない 
要因です。 

ということで、 

情報発信のタイミングとしては 
少し早すぎるのですが、 

お伊勢さんメンバーの方には 
今注視するタイミングだよ、 

と、教えて方が 
先に準備ができますし、 



不確かな状況でお伝えした方が 
今後、自分で判断をしていくときの 
練習になるかと思い、 

この段階で、アラートを出させて 
頂きました。 

個人的には想定内で 
収まると思っています。 

ただ、注視はしておきます。 

それでは、また、メールします。 

最高の1日をお過ごしください。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

沖縄は梅雨入りしましたが 
今日は最高の天気です。 

海が気持ちよかったです。 

朝は、 
20分くらい泳いで、 
マントラを唱えて、 
瞑想をして、 
砂浜ダッシュを2本 

しています。 

にも関わらず 

体重が増え続けていて 

「なぜだー！」 

と、頭を抱えています。 



しかし、今日もビールが美味しい（笑） 

だからですね。 

そんな頭を抱えるような 
日常をビデオにまとめましたので 
ご覧ください。 

https://www.facebook.com/iseryuichiro/posts/2943929115703135 

https://www.facebook.com/iseryuichiro/posts/2943929115703135

