
お金が増える人、減る人の特徴

伊勢です、 

石垣島に移住された清水さんから 
質問を頂きました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私は最近、投資やら資産運用やら、 
そういった情報が目につき、 
非常に興味が湧いています。 

ところが、資産運用の方法や、 
その必要性はよく目にしますが、 
暴落したときの対処法っていったい 
どうなっているんだろう？ 

という疑問が解消されません。 

仮に株で資産運用を始めたとして、 
今回のコロナ騒動のような一時的な暴落の時、 

初心者の私としては、 
暴落中に怖くて手放してしまい、 
結局資産がマイナスになる場面が 
容易に想像できてしまいます。 

定期的に起こる暴落について 
資産運用の達人達の対処法は 
どうなっているのでしょうか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ご質問ありがとうございます。 

質問を読んだだけでかなり賢い方だなと 
思いました。 

多くの人が、 

「投資でいくらお金が増えるのか」 

と、目を円マークにしている中で 
暴落時の心理的ダメージについて 
予測をしているというのは 
一種の才能だと思います。 

ということで、ご質問のあった 

『資産運用の達人達の対処法』 



について、今日はお話をしていきます。 

ずばり答えなのですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
株の暴落のリスク回避をするには 
相反する金融商品を買ってリスク回避する 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということになります。 

相反するものの例なのですが、 

アメリカ株が上がっているときに 
アメリカ債権は下がります。 

アメリカ債権が上がっているときは 
アメリカ株は下がっています。 

基本的にこの相反する動きというのは 
永遠に変わらない不変のものです。 

なので、 

株の暴落が怖いのであれば 
債権を一緒に買っておけば 

株が暴落しても債権が相反して 
上がりますので、総資産の減る金額は 
小さくなります。 

ここまでは、OKでしょうか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
問題は、何割何割で持てばいいのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということになります。 

5割を株、債権を5割にしていると 
増えも減りもしないので 
投資をする意味がなくなってしまいます。 

なので、 

投資をする前には、まず、 
2つの指標を自分で決める必要があります。 

////////////////////// 

1.年間何％の利回りを目指したいのか？ 

2.暴落時に何％のダウンまでなら耐えられるか？ 



（下げ幅の事をドローダウン、最大下げ幅を 
マックスドローダウンと言います） 

////////////////////// 

この設計をしないで投資をすると 
清水さんが心配されているように 
途中退場して資産を失ってしまうことになります。 

人間というのは、失うときに 
精神的なダメージが最も大きくなります。 

例えば、投資で100万円増えたものが 
80万円減って、儲けが20万円になると、 
どんな精神状態になるか分かりますか？ 

客観的にみると20万円まだ 
増えているのだから良いじゃないかと 
思うと思います。 

しかし、当事者の本人は 
とてつもない苦痛に襲われて 
夜も寝られなくなります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
『20万円儲かっていても 
失われた80万円にフォーカスするのが 
人間なのです。』 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

なので、80％の財産が失われると 
精神が壊れます。 

実際は20万円増えていても 
精神が壊れます。 

これが、人間心理の不思議なところです。 

それくらい、人間は、失うことが 
耐えられないのです。 

そうでなければ、 

数量限定や、バーゲンセールに人は 
殺到しません。 

あれは、得をするチャンスを 
「失う」ことを恐れて人が 
殺到しているのです。 

これは、人間の本質的に持つ 
特徴ですから、逃れることは 



できないのです。 

まず、この人間心理の不可思議さを 
受け入れた上で投資をしていかなくては 
なりません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
しかし、ほとんどの人が 
1番の利益しかみません。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

なので、詐欺的な投資に 
やられてしまいます。 

（私も過去に数千万円やられていますので 
人のことは言えませんが、、） 

今は完全に理解できます。 

リターンが大きいということは 
必ず、財産を失うリスクも 
大きいのです。 

これが、大前提です。 

「リターンが大きくて、 
マイナスはない」 

という投資の話があったとしたら 
そんな美味しい話はありませんので 
それは詐欺だと認定してください。 

仮にあったとしても、私たち庶民に 
そんな美味しい話が周ってくる可能性は 
ゼロです。 

1番の利回りと 
2番のマックスドローダウンは 
必ず比例する関係にあります。 

なので、 

//////////////////////// 

1番の年間利回り： 
10年後、20年後にいくらの資産に 
なっていて欲しいのか？ 

2番のマックスドローダウン： 
いくらまでのドローダウンなら 
精神的にも家計的にも耐えられるか？ 

///////////////////////// 



これをまず決めることです。 

基本的にマックスドローダウンが 
20％を超えてくると、かなり精神が 
病むと思います。 

その上で、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
過去10年～20年間のデータを元に 
バックテストを行います 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

バックテストというのは、 
過去のデータを元に 
未来を予測するテストです。 

この株と、この債権を持つと 

・利回りがいくらで 
・マックスドローダウンが何％ 
・10年後、20年後はいくらの資産になっている 

というのが過去のデータを元に 
出てきます。 

それがバックテストです。 

バックテストでほぼ将来の動きが 
見えてきますので 
安心して投資をできるようになります。 

私自身しっかりと 
バックテストをした上で 
投資をしていますので、 

下がってもこれくらいだろう 
という予測が付いています。 

なので証券口座の画面を開くのは 
1週間に1度あるかないかです。 

全く仕事にも睡眠にも 
支障がありません。 

これが、最先端の投資のやり方である 
ポートフォリオ投資です。 



====================== 
どの株を買えば良いのか？ 
どの債権を買えば良いのか？ 
バックテストはどうやるのか？ 
======================= 

など詳しいことに興味がある場合は 
しっかりと時間をとって学ぶ必要が 
あります。 

素晴らしいことにこのようなプロが 
行う投資法を現在は個人ですることが 
可能な時代になっています。 

詳しくは、塾長と行なっている 
投資セミナーのビデオを 
ご覧にいただければと思います。 

入門編はこちらになります。 

/////////////////// 

2020年下半期の投資予測セミナー 
http://sh.k2academy.net/yrx86 

/////////////////// 

もし、御覧いただける場合は 
特典の映像も重要なので 
順番的には特典からご覧いただくのが 
良いと思います。 

正直、全部をお伝えすることはできないので 
最後は、おすすめになってしまいましたが、 

今日の話だけでも、 

投資の達人たちがどのように 
対処しているかについては 
分かっていただけたのではないかと 
思います。 

いかがだったでしょうか？ 

もうひとつ質問を頂いたので 
お答えしようと思います。 

・・・・・・・・・・ 

「時間を守るこつを知りたいです。 
時間にルーズになることがあります。 

あらためなくてはと思いつつも 

http://sh.k2academy.net/yrx86


出かけるのが遅かったりして 
遅刻します。 

おはずかしい話ですが。 
信用信頼にかかわってくることです。。 

何年か前はきっちりしていて 
きっちりするのをやめようと思ったら、 
時間までこのようになり直せていません。。」 

・・・・・ 

時間を守る”コツ”についての 
ご相談でした。 

私の場合は、全く逆で 
6年ぐらい前までは遅刻の常習者で 
大変な迷惑を皆さんにかけていました。 

ビジネスパートナーに本気で 
ぶち切れられた事も数回あります。 

ところが、ここ数年で、 
あまり遅刻をしなくなりました。 

今でも人以上に遅刻をしますが 
10分の1ぐらいになりました。 

そして、遅れるとしても 
10分程度になりました。 

何が変わったかというと、、、、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1.やることを減らした 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

仕事でもプライベートでも 
一日にやることを半分ぐらいに 
減らせると良いと思います。 

半分に減らしても、 
同じような成果を出すためには 
主査選択が重要になります。 

「やることを半分に減らしても 
同じような成果がでるように 
調整してみる」 

これに挑戦してみて 
欲しいと思います。 



それはひいては 
人生のクオリティー全部に 
関わってくる話なので 
ぜひ、挑戦してみてください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2.遅刻しない人と付き合うようにする 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

不思議なもので、 

遅刻をしない人の周りは 
みんな遅刻をしない人で、 

遅刻をする人の周りは 
みんな遅刻をする人が多いです。 

で、 

今の私にとっては遅刻を 
しない人たちの方が心地よいのです。 

ルーズに生きている人よりも 
きちんとしている人といるほうが 
自分的に気持ちが良いのです。 

昔は、エンドレスに次の日の事を考えずに 
毎晩酒を飲んでいるタイプだったので 
生活全般がルーズでした。 

それはそれで、その楽しさがあり、 
そういう人たちとの生活も楽しく、 
そして、自分も遅刻をしていたのですが 

今の自分は朝起きて、海に入って 
ヨガをして、、 

というような一日の方が 
飲みまくるより楽しいと 
心から思っています。 

なので、結果的に周りにも 
ヘルシーな人が多くなり 
遅刻もしない人たちと付き合うように 
なった、というのがあります。 

なので、 

やはり生き方的なところに 
関わってくるのかなと思います。 

どちらが良いではなく 



以前の私は体力もありましたし 
毎日二日酔いでも体が持ちましし、 

なので、毎晩遊びまくる方が 
楽しかったので、それはそれで 
良かったと思っています。 

刹那的な生き方はそれはそれで 
楽しかったです。 

今はおじいちゃんになり、ヘルシーになり 
自然の中にいる方が心地よいので 
性格も変わったのだと思います。 

なので、何かのきっかけで 
性格が変わり遅刻しなくなる事も 
考えられますので、 

無理せずに、そのまま、心地よいかたちで 
生きていくのでいいのかなと思います。 

・・・・・・・ 

それでは、 

また、質問、感想などありましたら 
ぜひ、お願いします。 

次回は、ビジネスの話などを 
またしていきたいなと思っています。 

最後までお読みくださり 
ありがとうございました。 

伊勢隆一郎 


