
【テキスト】お金の矛盾 

伊勢です、 

世界のお金の流れが 
変わりはじめています。 

なぜだと思いますか？ 

答えは、 

「金利」です。 

アメリカの金利が動くと 
世界のお金が大移動する 

というが今の世界です。 

「なぜだと思いますか？」 

今日は、その辺りについて 
解説します。 

そもそも、 

資産家と呼ばれる人たちが 
何を考えながら 
投資をしているのか？ 

というところから解説します。 

お金持ち（資産数百万以上）や 
兆のお金を動かす機関投資家の 
心理を見れば 
世界のお金の流れが理解できます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
投資先は、リスクとリターンの 
バランスで選ばれる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ハイリスク、ハイリターン。 



という言葉は聞いたことが 
あると思います。 

逆は、 

ローリスク、ローリターンです。 

リスクが高ければ、 
リターンも高いし、 

リスクが低ければ 
リターンも低い。 

投資の真理とは 
これなのです。 

ところが、 

金融リテラシーがないと 

「リスクがなくて、高リターンの 
投資先があるよ」 

というオイシイ話につい 
心がグラグラ揺れてしまいます。 

そして、騙されてしまうのです。 

金融リテラシーがないと、 

「適切と言えるリターンは 
どれくらいなのか？」 

が分かりませんので、 

リスクとリターンのバランスが 
正しいかどうかを判断できないのです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
投資の世界で「ローリスク・ハイリターン」 
というのはありえない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



のです。 

そんな美味しい話は、 

絶対に、絶対に、 
ありえないのです。 

ローリスク、ハイリターンの話が 
来たら、まず、詐欺です。 

しかし、そのあり得ない話に 
毎年、大量の人が騙され続けているのが 
日本の現状です。 

リスクとリターンをきっちりと確認して 
おかしいと思ったら、詐欺だと思って 
逃げなくてはなりません。 

ローリスク、ハイリターンは 
基本的にあり得ません。 

・・・・・・ 

ただし、 

あり得ないのですが、 

ありえる範囲内で、 

ローリスク、ハイリターンを 
目指すことはできます。 

どのようにして目指すかというと 
投資先商品の「組み合わせ」が 
鍵になります。 

兆円のお金を動かす 
投資会社やファンドマネージャが 
やっているのは、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
極力ローリスク・ハイリターンの 
「組み合わせ」を見つけること 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

基本的にローリスク、 
ハイリターンは詐欺の世界です。 

しかし、投資する商品の 

「組み合わせ」 

次第では、 

ある程度、 

「ローリスク、ハイリターンの世界」 

を実現することができます。 

これを 

「ポートフォリオ投資」 

と、言います。 

でも、限度はあるんです。 

そして、リテラシーがないと 

「どれくらいが限度として 
適正なのかが、分からない」 

ということになります。 

分からないので、 

限度を超えた詐欺話にも 

「そんなものかな？」 



と思って食いついてしまうのです。 

で、 

話を戻します。 

今の世界の現状です。 

今の世界というのは、 

アメリカの金利次第で 
世界中のお金が動きます。 

解説しますね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
もし、あなたが、10億円を 
持っているとしたら、、、 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

年間、いくらの利息（投資収入）が 
入ってくれば満足でしょうか？ 

年利率1%で、1千万円の利息です。 

どうでしょうか？ 

何もしないで、自動的に 
1千万円あればOKでしょうか？ 

少し足りないかもしれないですね。 

では、10億円持っていて、 
年間4千万円入ってきたら 
どうでしょうか？ 

4千万円だったら、多くの人が 
十分だと思うのではないでしょうか？ 

ということは、 

あなたが、10億円持っているとしたら 
年利4%の金融商品に投資をすれば 



十分ということになります。 

OKでしょうか？ 

リターンが、年率4%の商品を狙う 
ということです。 

では、 

リスクはどうでしょうか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
年間4000万円入ってくるとしても 
10億円が5億円になる可能性があるとしたら 
どうでしょうか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

5億円を失うリスクがあります。 

さあ、どうでしょうか？ 

10億円が5億円に 
なってしまうかもしれない。。。 

でも、うまくいけば 
年間4千万円入ってくる。 

どうでしょうか？ 

おそらくですが 
多くの人が、 

「やらない」 

という決断をすると思います。 

では、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
リスクがゼロで、年間4000万円の 
収入だとしたら、どうでしょうか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



やると思います。 

ということは、 

リスクがなくて、4%の投資先を 
見つければいいということになります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
リスクがない投資先というのは 
なんだと思いますか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

リスクがない投資先の代表として 
上げられるのが、 

「アメリカ国債」 

になります。 

債権というのは、元本保証です。 

投資した金額は100%返ってくる 
というのが債権です。 

そこにプラスして金利分が 
上乗せされます。（クーポンと言います） 

しかし、同じ債権でも会社が発行する 
「社債」の場合は、その会社が 
倒産の可能性があります。 

倒産したら、元本は戻ってきません。 

何があるか分からない世の中ですからね。 

なので、米国国債と比べると 
社債の方がリスクは高いとなります。 

一方で、国債でも戻ってこない 
場合もあります。 

アメリカの国債は安全。 



日本の国債も 
ほぼ安全とされています。 

日本やアメリカが倒産するリスクは 
限りなくゼロに近いからです。 

アメリカ国債は、投資の世界ではリスクフリー 
（リスクがない）とされています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
国債でもリスクが高いものもある 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

しかし、同じ国債でも 

アルゼンチンの国債や 
トルコの国債は安全でしょうか？ 

あまり安全ではありません。 

何しろ、アルゼンチンなどは 
何度もデフォルト（元本や金利が払えない） 
をしています。 

アルゼンチンは、去年も 
デフォルトしています。 

アルゼンチンの国債なら 
トヨタやアップルの社債の方が 
遥かに安全な債権と言えます。 

で、 

話を戻します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
リスクフリーの米国国債で年利4%なら 
世界中のお金がドルを買い米国債に流れる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということになります。 

では、2020年のコロナショック後に 



どうなっていたかとうと、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
リスクフリーの米国債金利は実質0%～1%近辺 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということで、 

10億円あなたが持っているとして 
アメリカの国債で運用をしたならば、、 

年間、数百万円しか入ってきません。 

どうでしょうか？ 

10億で、数百万円は厳しいと 
考えると思います。 

ということで、 

「リスクはあるけど、株式投資をしようか？」 

というのが2020年に世界のお金持ちや 
世界のファンドマネージャーが考えた事です。 

結果、 

株価は暴騰しました。 

OKでしょうか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
リスクがある株式投資をするなら 
それなりに儲からないとやれない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

株式投資はリスクがあります。 

債権と違って、投資したお金が増えるとは 
限りません。 

アマゾンやアップルのように 
投資したお金が300倍や400倍に 



なることもありますし、 

逆に、倒産して紙くずに 
なってしまうこともあります。 

リスクがあるということです。 

そして、投資先というのは 
常にリスクとリターンの 
バランスから選ばれます。 

ということで、 

「株式投資でリスクをとるなら 
最低10%以上の利回りは欲しいよね。」 

ということになります。 

実際に、10%以上のリターンが 
見込めたのが、この1年間です。 

それが、今まででした。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
しかし、最近になって 
長期金利が上がってきています。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

2,3年以内には、 

リスクフリーの投資先である 
国債のリターンが伸びてくるのは 
はっきりとしているわけです。 

そうなると、、、 

リスクとリターンのバランスが 
投資先選びのポイントですから、 

悩みだします。 

更に、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
株も上がりすぎたから 
2021年は10%のリターンはきつく 
なってくるかもしれないな 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということも投資家たちは 
考えるようになっています。 

そうなってくると、 

「株はリスクの割にリターンが 
見込めなくなってくるな。 

そうであれば、3%近くまで 
利回りが上がってきたら、 
リスクフリーの米国債に 
お金を移そうかな、、」 

という事を当然考え出すわけです。 

債権だけではなく、 
コモディティー（原油や作物、貴金属）など 
にもお金が流れていきます。 

その結果、将来的に 
何が起こる可能性があるかというと、、、 

ここが、世界がつながっている 
現代ならではなのですが、、 

なんと、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
途上国からお金が引き上げられて 
国が財政破綻します 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アメリカの金利があがってくると、 
世界中のお金がドルと米国に戻って 
いきます。 

すると、 



経済や財政が弱い国は、 

通貨危機に陥る可能性が 
出てくるのです。 

また、ヘッジファンドが 
ショートをしかけてくるので 
下がりだしたら止まらなくなります。 

財政破綻、 
通貨危機、 
ハイパーインフレ 

これらの危機が経済が弱い国には 
迫ってきます。 

その結果、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
途上国は、お金を引き上げられないように 
更に金利を上げていきます 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

金利を上げる事で、 

リスクに見合ったリターンを 
つけようとするのです。 

なんとか、 

自分の国からお金を引き上げられないように 
金利をあげていくのです。 

それが、今起きている事です。 

しかし、 

コロナで経済は弱っているのに 
金利をあげてくてはいけないのは 
かなり辛いです。 

金利を上げれば、企業や個人は銀行から 



借り入れもしにくくなるので 
社会にお金が周りません。 

それでも上げざるを得ないのです。 

そういう流れの中で、 
トルコの中銀総裁が解任されました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
トルコ中銀総裁また解任 
大統領令、利上げに反発 
https://this.kiji.is/745936802493431808 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これは、 

政府の大統領としては、低金利で 
お金を回したいわけです。 

不景気ですから当然です。 

しかし、 

中央銀行としては 
米国の金利に対抗するために 
上げざるを得ないので上げます。 

また、もともとトルコリラは弱いので 
ハイパーインフレになりやすく 
それを予防するためにも金利を 
上げていたのです。 

そして、 

大統領と中央銀行の総裁が 
対立して、中央銀行総裁が 
解任になりました。 

先日も前任者が解任されていたので 
続けざまの解任になります。 

このような利上げが世界各国で 
急に起こり始めているのが今です。 

https://this.kiji.is/745936802493431808


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ブラジル中銀、政策金利を2.75％に引き上げ 
－追加利上げも示唆 
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-17/QQ4VGEDWLU6B01 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ブラジルも途上国ですが 
既にインフレに苦しめられています。 

なぜ、インフレになるのかですが、、 

通貨レアルは今年に入り約7％下落し 
ています。 

米国がインフレになり金利が 
あがっていけば、各国の通貨は 
価値が下がりますので下落します。 

日本で言うと円安状態です。 

円安のときは、ガソリンが高く 
なりますよね。 

通貨が下落すれば 
輸入しているものの値段が高くなります。 

結果、輸入物価が上昇し 
国内はインフレになっています。 

今まで100円で買えていたものが 
7%下落ということは、107円払わないと 
買えなくなります。 

お金の価値が減って（通貨が下落して） 
反対に物価があがっているのです。 

そして、ここに来て、 

今後は、米国にお金が引き上げそうな 
気配ですから、 

それを抑えるためには 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-17/QQ4VGEDWLU6B01


利上げしかありません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ロシア中銀が予想外の利上げ、 
政策金利4.5％に－追加利上げも視野 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ロシアも同じくです。 

通貨ルーブルが下落しています。 

バイデンが、 

「プーチンは人殺しだと思うか？」 

と、聞かれて 

「そう思う」 

と、答えたことで、 
亀裂が深まった米国ロシアですが 

経済制裁も更に強まるのでは？ 

ということもあり 
ルーブルが下落しています。 

ハイパーインフレを防ぐためにも 
利上げをして、 

ルーブルの人気を取り戻さないと 
いけないということです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国が金利を1%上げたら 
国がひとつやふたつ吹っ飛ぶ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

それぐらい強いのが 
米国であり、ドルです。 

今、米国は異次元にお金を 
ばらまいています。 



なので、強烈に景気は回復し 
インフレにもなっていきます。 

史上最高の景気の上昇が 
予測されています。 

前代未聞の景気上昇スピードで 
どれくらいインフレが起きるのか？ 

ここが、正直誰にも分からないので 
投資家たちも不安になっています。 

そして、 

米国がお金をばらまくことで、 

結果的に、 

経済の弱い国は、 
お金をばらまけ無くなっている 

というのが見えてきました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国の景気回復が 
貧困国の足をひっぱる形に 
なるのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

金利を上げるということは 
お金をばらまけなくなる、 

とうことです。 

金利が高ければ、人々は、銀行に 
貯金をして株式投資をしないですし、 

企業や住宅ローンを 
借りようにも 

金利が高いと返済がきついので 
借りられないという状態になります。 



米国はお金をじゃぶじゃぶばら撒いて 
景気回復、 

貧困国は、お金が引き上げられないように 
金利を上げるので、経済がもっと停滞、 

という状況が見えてきました。 

しかし、 

米国も何も考えていないわけでは 
ありません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国も米国で国内の 
低所得者を見ています 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

低所得者の雇用が回復するまでは 
お金をじゃぶじゃぶにばら撒いて 
経済を回す決めているのです。 

雇用も良くなって来ていますが 
白人に対して、黒人の雇用が 
戻ってきていません。 

なので、低所得者の雇用が 
完全に戻るまではと考えています。 

FRBは、米国国内の貧困問題に 
フォーカスしているわけです。 

しかし、それが結果的に世界の 
貧困国をより貧困に追い込む可能性が 
ある、 

という「矛盾」した状態が出てきました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
この矛盾が今度、世界情勢にどのような 
影響を与えていくのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



という視点でも注目しています。 

FRBは、これについては 
こう考えています。 

「米国の景気が良くなる事で 
世界経済を引っ張るので 

結果的に、その方が世界中にとって 
良いはずだ」 

と見ています。 

要するに、各国でお金をばらまくよりも 
米国が引っ張るほうがメリットが大きいよ 

ということです。 

・・・・・・・・・ 

ということで、 

今、世界のお金の流れが 
変化しつつある昨今 

というお話をしました。 

まだまだ、これからです。 

今の動きというのは 

将来起きそうな可能性に対して 
市場が反応している状態です。 

なので、まだまだこれからです。 

そして、 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
この話を知ったからと言って 
投資で勝てるようになるかというと 
実はあまり関係がありません 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



投資に必要なスキルというのは 
世界情勢に詳しいという事では 
ないのですね。 

自分が投資をしているので 
分かりますが、実は、 
あまり関係ないです。 

投資で必要なスキルは 
マインドを含めて 
また、別のものです。 

ただ、 

世界の大枠の変化をしっておくと 
今後の予測はつきやすくなります。 

直接的には関係ないけれど 
知っておいて損はないし、 

長期的に見ると 
意味があるかもしれない、 

そういう感じです。 

今回の話も金融リテラシー 
世界経済リテラシーの一部だと 
私は思っています。 

そして、 

お金の事に詳しくなることが 
お金持ちになる近道であるのは 
間違いありません。 

私たちが毎日使っているお金、 

そして、ある意味、人生を支配する 
力も持っているお金、 

それが、どこから来て、どこに行き、 
どういう仕組で成り立っているのか？ 



それを知ることで、お金との 
適切な距離感を持てると 
思っています。 

ながながと難しい話に 
お付き合いいただき 
ありがとうございました。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

金利についてのつまらないビデオはこちらです。 

「難しかったのではなく、世間話を 
聞いているようで、苦痛だっただけです」 

という厳しいコメントを頂いております。 

https://youtu.be/6haWbpl_ym4 

感想はこちらからお願いします。 
https://docs.google.com/forms/d/17r6kFFP_ZjtRffW53QOW4rVRjhnz0hkZI8rmJfkYtI/ 

追伸2： 

いよいよ開催日が近づいて来ました。 

3月31日（水）は 
デンマークライブセミナー最終章です。 

デンマークから生中継でお届けします！ 

20時にお会いしましょう。 

https://youtu.be/6haWbpl_ym4
https://docs.google.com/forms/d/17r6kFFP_ZjtRffW53QOW4rVRjhnz0hkZI8rmJfkYtI/

