
【テキスト】お金とはドル。それ以外の通貨はドルと交換できるだけ。 

伊勢です、 

投資ライブセミナーを 
ご覧下さった方より、 

素敵な質問を頂きましたので 
お答えさせて頂きます。 

Q1「後進国のドル建て債券について。」 

現地通貨の信用が低いから、「ドルで売り買いできるなら」 
ということで、ドル建ての債券が活発になった、 
というのは理解できるのですが、そこでふと疑問がわきました。 

そのドル建ての債券を用意するのが、 
どのみち、その「後進国」ですよね？ 

なら、その後進国の経済が苦しく成れば、 
その後進国は、そもそも、ドルを用意 
できなくなるわけなので、それ、 
解決になっているのでしょうか？ 

その国が破たんしてしまったら、 
現地通貨だろうが、ドルだろうが、 
関係なくないですかね？ 

それを用意する大元がつぶれちゃうんで。 

で、そこがつぶれちゃったら、 
いくらドル建てといっても、 
そんな国の債権を、誰も買わなくなると思うんですよ。 

そしたらやっぱり、現地通貨だろうが、 
ドルだろうが、同じことでは？？ 

と思いました。 

でも、世界はそのように動いているわけですから、 



たぶん僕が、何かを理解していないのかな、と。 

… 

答え 

はい、そのとおりで 
破綻したら全てはパーです。 

このように情報を自分の中で 
咀嚼して、新たな疑問を生み出せる 
能力が素晴らしいです。 

分かったような気にならずに 
より深く考えてみる、 

誰でもできることではなく 
このような質問をいただけて幸せです。 

おっしゃるように、その国が 
破綻をしたら、お金は戻ってこないです。 

なので、 

後進国の国債は、リスクがある 
商品ということになります。 

リスクがあるということは 
利率（リターン）も高くなるのが 
投資の世界です。 

つまり、 

リスクの大きさを表すと 

米国国債＜米ドル建てトルコ国債＜トルコリラ建てトルコ国債 

という順番になります。 

逆にリターン（利率の高さ）で並べると 

リラ建てトルコ国債＞ドル建てトルコ国債＞米国国債 



という順番になります。 

つまり、買う人は、 

リスクが低くて安全なアメリカ国債を買うか、 

リスクが高くても、高利率の後進国の国債を買うか 
という選択をすることになります。 

このように、投資とは、常に 
リスクとリターンのバランスの中で、 
どこをとるかを選択するものなのです。 

そして、国が破綻する場合は、 

1.通貨が暴落 
2.財政破綻 

という順番になります。 

まず、最初に通貨が暴落しますので、 
そのリスクを回避できるのがドル建て 
となります。 

最悪、通貨が暴落しても 
そのリスクヘッジだけはできているのが 
ドル建て国債です。 

もし、2の財政破綻まで 
行ってしまえば、そのときは 
お手上げです。 

「投資とは、常にリスクとリターンの 
バランスで判断されている」 

これが今回の質問の肝になるかと 
思います。 

現在は、ゼロ金利の世界ですので 
リスクがなくても、実質金利ゼロの国債ではなく 

リスクがあっても高い利回りが見込める 
株や、仮想通貨などのリスク資産にお金が 



流れてこんでいます。 

金利があがれば、リスク資産からお金は 
引き上げられて、アメリカ国債にお金が 
戻っていきます。 

その時が、後進国にとっての正念場であり 
その時のために、金利を高くして外貨を 
国内にとどめておこうとしているのが今と 
言うことになります。 

・・・・・・・・・・・ 

問2　アメリカの貿易赤字 

FRBが金利を上げると、ドルの価値が上がるので、 
相対的に、他の国の通貨の価値が下がり、円安になる。 

それで、後進国からドルが一斉にひきあげて、 
その国が大変なことになる、 

というのは、それはそれで理解できるのですが、 
一方で、「ドルに対して自国の通貨が下がる」 
ということは、アメリカへの輸入の黒字が 
大きくなりますよね。 

この辺、アメリカの考え方を知りたいです。 

FRBが金利をあげたら、アメリカの 
貿易赤字が膨らみませんかね。 

貿易赤字って、アメリカではけっこう 
大きな問題としていたように思いますが。 

答え 

かなり鋭いです。 

こうして、一歩先を想像して 
そこで起きる問題を考えられるのは 



素晴らしいです。 

ただ、私もそうなのですが 
常に先を読んで対処する癖があるので 
寝付きが悪いかもしれないなと思いました。 

いかがでしょうか？ 

この先読み気質は経営者特有の病気の 
ような気もします。 

（悪口ではなく同じような感じだなと 
思って共感しています） 

… 

おっしゃる通りで、アメリカの貿易赤字は 
長年問題視されてきました。 

双子の赤字という言葉を 
聞いたことがありますか？ 

アメリカの貿易赤字と 
財政赤字の事を言います。 

1980年代のレーガン大統領時代に 
特にこの双子の赤字が騒がれました。 

ところが、双子のひとつである 
財政赤字についてはクリントン 
政権時代から改善に向かい 

その後、増えたり減ったりはしていますが 
極端に悪化しているわけではありません。 

この事により、アメリカは財政出動で 
赤字を出しても、景気が回復すれば 
その分を回収できる、 

と、今は考えられています。 

アメリカでは今回のコロナでも200兆を超える 
景気対策が行われていますが、 



景気が回復すれば、税収があがって 
赤字は減るという見通しがあるので 
お金をばら撒けています。 

逆に、日本は景気対策をしても 
全く税収が上がらないので 
日本の方がよっぽど心配です。 

次に、貿易赤字です。 

こちらもおっしゃる通りで 
ドル高になると赤字は増えます。 

なので、 

目先の収支にこだわるトランプ大統領は 
随分とドル安を望む発言をしていました。 

また、共和党自体が、小さな政府を 
目指す理念ですので、短期的な収支を考えると 
ドル安で貿易赤字を圧縮した方が良いわけです。 

これはディスっているわけではなく 
私も小さい政府の方が良いと思いますし 
とても理にかなっています。 

（ちなみに、あれだけ中国に関税をかけて 
貿易不平等の解消に取り組んだトランプ政権ですが 
中国に対する貿易赤字は政権最後が一番増えてしまった 
という事実があります。 

つまり、強気の対中政策は、掛け声だけの 
パフォーマンスだったのです。） 

しかし、ドル高を放棄するということは 
基軸通貨ドル、強いドルのメリットを 
放棄することにもなります。 

「強いドルのメリットとは何か？」 

ですが、 



アメリカだけは、世界で貿易赤字が 
あっても唯一困らない国なのです。 

なぜなら、 

1.貿易赤字が出ました。 

2.赤字分のお金を刷って帳消しにする。 

以上完了、 

これができるのです。 

なぜ？ 
おかしくない？ 

と、思うかもしれませんが、 
これができるのが基軸通貨を 
持つ国の強みです。 

「なぜ、アメリカはこれができて、 
日本にはできないのか？」 

について解説します。 

日本が仮に、貿易赤字分を円を刷って 
払おうとすると、、 

日本円の価値が下がり、円安になり 
インフレになってしまいます。 

なので、アメリカ以外の国は 
通貨が暴落しない程度にしか 
お金を刷れません。 

正確に言うと、国内での需要以上に 
お金を刷るとインフレになるということです。 

しかし、 

アメリカは違います。 

国内の需要以上に、世界中でドルの 



需要があるので、余分にドルを刷っても 
価値が下がりません。 

余分に刷れるので、そのお金で 
アメリカを豊かにできます。 

なぜ、あれだけのコロナ対策ができるのか？ 

それは、基軸通貨ドルは需要が常にあるので 
買われ続けるためです。 

その需要とは何かを解説します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1.世界の貿易はドル建てで行われる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

例えば、日本がサウジアラビアから 
石油を輸入する場合、 

日本からサウジへの支払いは 
ドルで行われます。 

世界の貿易の大半がドル決済なので 
ドルは常に買われます。 

ドルには世界で貿易が行われる分だけ 
常に需要があるので、アメリカはその分 
ドルを刷れるということです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2.世界各国はドル資産を保有 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

各国は、外貨資産を積み上げる事で 
自国の信用を強化し、自国通貨を 
安定させています。 

金本位制度時代の金に当たるのが 
ドルになります。 

（ちなみに金を一番保有しているのもアメリカ） 



ドルがもっとも流動性が高く 
他のものに交換しやすく価値が 
安定しているのでドルが安定資産として 
ドルが買われます。 

外貨資産の中で、圧倒的に保有されて 
いるのがドルです。 

世界の6割以上がドル資産になっています。 

そして、ドルを通貨でもっていても 
利子が付きませんので、結果、アメリカ国債が 
買われる事になります。 

つまり、アメリカは、アメリカ国債が 
どんどん買われるので、お金を刷り放題 
ということになります。 

これは、前回のビデオで説明した通りです。 

（アメリカ国債の保有を極端に減らしているのは 
ロシアぐらいで、その分を中国国債に 
切り替えています。） 

・・・・ 

トランプ政権からバイデン政権でドル政策が 
どう変わったかは以下をご覧ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
次期米財務長官候補イエレン氏、ドル安目指さないと明言へ＝ＷＳＪ 
https://jp.reuters.com/article/usa-biden-yellen-idJPKBN29M0Q4 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

もともとイエレンさんは、ドル安を支持して 
いたのですが、バイデン政権の財務長官になり 
強いドルを認める方針に鞍替えしました。 

これは、トランプ共和党が小さい政府なのに対して 
バイデン民主党は大きな政府ですので、たくさん 
国債を発行してお金をばらまくことになります。 

そのためには、ドルが世界から買われる 

https://jp.reuters.com/article/usa-biden-yellen-idJPKBN29M0Q4


状態（強いドル）が望ましいと言えます。 

なぜなら、ドルが強いほど 
ドルが刷れて財政出動ができるからです。 

これと関連するニュースが 
最近、4月17日にありました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米、「為替操作国」指定ゼロ 
https://jp.reuters.com/article/usa-currency-manipulation-idJPKBN2C3223 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トランプ政権末期に、ベトナムとスイスが 
為替操作国に指定されました。 

しかし、今回、ベトナム、スイス、台湾に 
可能性があるとしながらも認定を見送りました。 

これも強いドルを公認する動きの 
ひとつと言えます。 

そして、 

ここには政治的な思惑も 
見え隠れします。 

つまり、ベトナムには見逃して 
あげるというアメを配り、 

台湾にも中国との争いという 
世界情勢を踏まえて 
配慮するという事です。 

バイデン政権では、世界をアメリカ側に 
抱き込むために、為替も外交カードとして 
利用してくるようです。 

あとは、そもそもなのですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ベトナムは海外投資が殺到 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

https://jp.reuters.com/article/usa-currency-manipulation-idJPKBN2C3223


している可能性が高いです。 

以前もお話しましたが 
ベトナムは今後もやはり伸びそうです。 

海外からベトナムへの投資を行われる際は 
ベトナムドンが買われます。 

そうなるとドンが高くなります。 

しかし、ドンが高くなると 
輸出国としては苦しいです。 

なので、為替介入をしてドンを 
安くしようとします。 

これらの事から考えられるのは 
ベトナムは景気が伸びるという 
ことです。 

中国のデカップリングで 
ベトナムや台湾へ生産拠点が移っているので 
外国からの投資が伸びていると思います。 

・・・・・・ 

Q３　デジタル通貨 

こちらは、まえまえから気になっていたのですが、 
なぜアメリカは、あるいは、アメリカに限りませんが、 
みんな、自国の通貨を仮想通貨にしようとしないのでしょうか。 

中国のデジタル人民元の発想は、 
むしろ時代の流れとしては当然な気がしますし、 
中国がそれをやることよりも、 
他のみんながやらないことのほうに、不思議を感じます。 

それとも、早いか遅いかだけの話で、 
みんな、やろうとしてはいるのでしょうか。 

つまり、順番として、「デジタルドル」が 
世界に流通したあとなら、デジタル人民元も 



許されたけど、アメリカより先にやることは、 
許さないよ、ということでしょうか？ 

答え 

当然の疑問だと思います。 

かなり鋭いです。 

「なぜやらないのか？」 

ですが、一つはアメリカへの忖度です。 

上記の基軸通貨ドルを崩す動きは 
世界のタブーとも言えます。 

イランも、イラクもドル以外の 
決済をしようとしてミサイルが 
飛んできました。 

もう少し詳しく説明しますね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
現在の外国送金の仕組み 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

現在の仕組みは、 
スイフトという国際送金ネット 
ワークを利用して 
中継銀行を通して送金されます。 

例えば、 

日本からデンマークにお金を送るなら 

日本の銀行→アメリカの中継銀行→ドイツの中継銀行→デンマークの銀行 

というように、複数拠点を経由して送金されます。 

日本→デンマーク 

ではないということです。 



中継銀行の事を「コルレス銀行」と言います。 
（デンマークに送金するときに必ずアメリカ 
ドイツを通るというわけではありません） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
スイフト送金の仕組みを用意 
しているのがFRB 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

外国送金のネットワークを持っているのが 
FRBです、 

例えば「FEDワイヤー・ファンズ」と 
呼ばれるものです。 

FEDワイヤー・ファンズは世界で最も 
利用されている外国送金システムで 
1日平均で83万5,000件以上の取引を処理し 
1日平均の取扱高は約３兆4,000億ドル 
（2020年12月時点）と言われています。 

もちろん、儲かります。 

デジタル通貨を発行するということは 
このFRBの聖域を犯すことになります。 

まずいですよね。 

これは、手出しできないので 
忖度するのも当然かと思います。 

ワイヤーファンズ以外にも 
FRBが運営するネットワークとしては 

金融機関への現金供給を支援する 
「FEDキャッシュ」、 
「全米決済サービス（NSS）」、 
米国債など政府証券の発行・決済・振替サービス 
「FEDワイヤー証券サービス」、 

が、あります。 



ちなみに、これらのシステムですが 
2月24日に障害を起こしています。 

3時間ほど停止したようです。 

FRBは、運用上のミスとしていますが 
どうなんでしょうか？ 

ロシアや中国のハッキング攻撃が最近は 
かなり活発になっています。 

中国がアメリカの3万組織に対して 
ハッキングを行ったのは3月6日です。 

マイクロソフトやNASAもやられました。 

FRBとしては、ハッキングされたとは 
信頼問題になるので言えないのではないかとも 
思いますが、、 

真相は分かりません。 

ちなみに、日本の東証も去年 
システムダウンを起こしています。。 

みずほ銀行も3回やりましたね。 

最近、多いな、と思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
スイフト送金の問題点 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

手数料が高いです。 

笑ってしまうほど高いです。 

中継にはいるコルレス銀行を 
通過する度に手数料が 
かかるので、高くなります。 

そして、日数がかかります。 



送金してから着金まで 
数日から1週間かかります。 

もうひとつの問題は、 
銀行口座を持たない人たちも 
多い事です。 

世界には7割以上の人が 
銀行口座を持っていない貧困国が 
溢れています。 

銀行もお金をもっていない 
儲からない人の口座は 
作りません。 

慈善事業ではないからです。 

なので、貧困層は口座を 
持てないわけです。 

移民の人などは身分証がないので 
当然、口座も開けません。 

彼らは送金や決済を 
利用することができないのです。 

想像してほしいのですが自分が 
現金の受け渡し以外に 
送金手段や決済手段を持てなかったら 
そうとう不便だと思います。 

世界にはそういう人が 
たくさんいます。 

他にも、出稼ぎ問題もあります。 

例えば、 

貧しい人が、海外で出稼ぎをして 
母国に送金したとすると 
着金は1ヶ月後で、 
送ったお金の半分は手数料で消えています。 



例えば、アメリカに住む出稼ぎのフィリピン人が 
送金をすると、 

・為替手数料、 
・送金手数料、 
・現地で手渡しをしてくれる人への手数料、 

などで、手元に届くときは 
半分になっています。 

そこで、利用されるように 
なったのが、ビットコインなどの 
暗号通貨です。 

すぐだし、手数料もただ 
みたいなものです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
デジタル人民元を発行する中国の狙い 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

高くて、時間もかかって、不便な 
スイフト決済を辞めて 
デジタル決済にしようというのが 
デジタル人民元です。 

しかし、これは、FRBの 
利益を損ねることになります。 

そして、基軸通貨ドルへの挑戦ともなります。 

デジタル通貨の方が 
圧倒的に便利です。 

タイムロスなし。 

手数料ほぼなし。 

銀行口座がなくても 
携帯がれば口座を持てる。 

携帯のウオレットで管理できる。 



中国の狙いとしては 
基軸通貨を取りたいのです。 

元が基軸通貨になれば、 

為替リスクもなくなります。 

元の需要があがるので 
財政出動もたくさんできます。 

、、、 

もうひとつ、重要な事もあります。 

それは、後ほど話しますが 
基軸通貨をとるとメリットが 
いっぱいあるのです。 

なので、とりたいのですが、 
そこにめちゃくちゃ良いタイミングで 
表れたのがデジタル通貨です。 

それに飛びつきました。 

本音は、基軸通貨をとりたくて 
そこにデジタル通貨というかっこうの 
ネタが登場したので飛びついたという 
感じです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
世界各国の動き 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ヨーロッパ、中国、日本も加盟している 
中央銀行が発行するのデジタル通貨についての 
研究会もあります。 

2019年から各国で研究や検証も 
進んでいます。 

北欧も早かったです。 

中国がいち早く2020年からの 



実施を発表しました。 

ちなみにペイペイは、最終的に 
デジタル元のプラットフォームになるものと 
言われています。 

日本人はペイペイを一生懸命 
使っていますが、将来的には 
使わない方向になるかもしれないですね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アメリカの対応 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

長らくデジタルドルに否定的でした。 

FRBの利権がらみですから当然です。 

しかし、ここに来て、財務長官の 
イエレン氏も 

「決済手段や銀行口座を持たない人に、 
デジタルドルは役立つ」 

と発言しています。 

今週に入ってのニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝ 
中国の反応 
＝＝＝＝＝＝＝ 

実は、中国の反応も変わって来ています。 

最近の中国包囲網でかなり 
弱ってきている感じです。 

デジタル人民元は国内向けだと 
先週から言い出しました。 

「あくまで国内向けで基軸通貨に 
挑戦するものではない」 



ここまではっきりと言いました。 

だいぶ、柔らかくなってきていますが 
もちろん建前です。 

本当は基軸通貨になりたいのです。 

国内向けだけど、北京オリンピックの 
時は、世界から来た人に試してもらうよ 
と言っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
デジタル円はどうなる？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本でも給与のデジタル支払いが 
先週から話題になっています。 

やるなら、給与の支払いから 
やらないと、変わらない 

というのは、その通りだと思います。 

他にもデジタル円を政府が発行して 
日銀の通貨発行権を剥奪し 
債務を帳消しにしよう！ 

というような話もありますが 
ここまで読めば分かると思いますが 

そんなことをしたら、日本はアメリカに 
潰されます。 

タブーなので、現実的ではないように 
個人的には思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
デジタル通貨のデメリットは何か？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

実は、あまり話に上がりませんが 
デメリットもあります。 



--------------------- 
1.制裁が不可能 
---------------------- 

まずひとつは、 

制裁ができなくなる 
ということです。 

例えば、今、アメリカは 
基軸通貨ドルのパワーで 
制裁を行っています。 

香港の警察長官などは 

銀行から預金を拒否され、 
家に大量の現金が積み上げられ、 
クレジットカードは使えず、 
給料は現金で渡され、 

という不便な生活をしています。 

香港の銀行であってもアメリカが 
圧力をかければ、言うことを聞かざるを 
得ないのです。 

最近の制裁は、個人の金融の自由を 
奪うものがほとんどです。 

もし、ドルが基軸通貨でなくなれば 
アメリカは制裁のパワーを失います。 

逆に人民元が基軸通貨になれば 
中国が同じことをやれるようになります。 

そんな世界は、私はお断りしたいです。 

--------------------- 
2.マネロン防止 
---------------------- 

今までは国際送金をFRBなどの 
機関のネットワークで管理していました。 



つまり、マネーロンダリングなども 
ある程度防げていたわけです。 

しかしながら、デジタル通貨になれば 
一切の監視が聞かなくなります。 

---------------------------- 
３.各国通貨が消える 
---------------------------- 

これが一番問題だと 
思うのですが、 

「全部ドルで良くない？」 

ということにおそらくなります。 

元にカンボジアにいけば 
ドルで商品を買い、 
ドルでトゥクトゥクを呼び 
ドルでマッサージを受けます。 

少し前のフィリピンも 
フィリピンペソもドルも両方 
使えていました。 

もし、デジタルドルが流通すれば 
（デジタル人民元でも同じ） 
全部ドルのやり取りになっていく 
可能性が高いです。 

基軸通貨どころではなく 
完全にドルなどのデジタル 
通貨になります。 

今まで以上にドル依存が深まります。 

この事による問題は 
何だと思いますか？ 



--------------------------------------------- 
4.各国ごとの政策が効かなくなる 
--------------------------------------------- 

それぞれの国は、それぞれの国の 
通貨があるので、経済政策が成り立ちます。 

これが、アンダーコントロールに 
なるわけです。 

私たちは、FRBや政府の悪口を 
散々言いますが、 

実際、政府の政策がなければ 
経済はかなり不安定になります。 

コントロールされているから 
10年に一度のクライシスで 
済んでいるし、 

不景気になっても約1年半で 
景気は戻ってきます。 

コントロールが効かなくなると 
かなり不安定な世界になるのでは 
ないかと思います。 

一般の人は、不平不満しか言わないですが 
不景気のサイクルは確実に短くなり、 

（昔は30年か普通だったわけで 
現役時代ずっと不景気の人もいたわけです） 

確実に、経済はコントロールされて 
昔よりも住みやすい世界になっています。 

金本制度時代のような混乱も 
起きていませんし、良い時代なのです。 

それを牽引してきたのは、FRBであり 
政府なのは間違いがありません。 

（だからと言って全てが素晴らしいと 



言っているわけではないですし 
批判的な目も必要ではあります。 

が、 

多くの人の場合はバランスを欠いて 
いると思います。一方的に何かを 
悪者にして敵をつくって煽る手法に 
洗脳されているように見えます） 

------------------------------------ 
4.仮想通貨の不安定さ 
------------------------------------ 

仮想通貨の価格が安定しないのは 
誰も介入できないからです。 

管理者がいないということは 
素晴らしいようで、不安定になる 
ということでもあります。 

そういう世界も待っているかもよ 
ということです。 

これらのことを考えると 
FRBが簡単にデジタルドルと言えないのも 
分かるなと個人的には思います。 

・・・・・・・ 

ということで、 

良い質問をいただいたので 
追加の解説でした。 

基軸通貨に関しては、軍事力も 
重要なファクターになります。 

ドルはアメリカの軍事力が担保にも 
なっていて、アメリカが強いから 
ドルが一番安全ということでもあります。 

さて、次回のライブでは、 



逆説的な金融の話もしてみたいなと 
思っています。 

世間では、どうしても銀行や 
今の資本主義は悪者にされやすいです。 

ドラマ半沢直樹のせいでしょうか？ 

そんな悪者にされる 

「銀行を擁護して救いたい！」 

「金本位制以後の資本主義制度を 
擁護して救いたい！」 

的なライブをやってみたいなとも思っています。 

バランスが大事だと思っています。 

それでは、また、メールします。 
感想や疑問があればご返信ください。 

まだ、金融リテラシーライブを 
ご覧いただいていない方はこちらを 
ご覧ください。 

/////////////////// 
第一部：資産構築への道（基礎講座） 
https://youtu.be/hRHW0efgAYY 

第二部：世界を大移動するお金の流れを掴む 
https://youtu.be/_HD0p4WEsHI 

ご感想・アンケートはこちら： 
https://docs.google.com/forms/d/
12VPvj9PuEqaokCBlLWkI_RSQ48ZMxLqBxUUhf68Ondc 
（まだ3件しか届いていません。。） 
////////////////////  

お読みくださりありがとうございました。 

伊勢隆一郎 

https://youtu.be/hRHW0efgAYY
https://youtu.be/_HD0p4WEsHI
https://docs.google.com/forms/d/12VPvj9PuEqaokCBlLWkI_RSQ48ZMxLqBxUUhf68Ondc
https://docs.google.com/forms/d/12VPvj9PuEqaokCBlLWkI_RSQ48ZMxLqBxUUhf68Ondc

