
 

  

【ガチ勉強会】2016.05.21 特別フォローアップ 

 FRBや日銀が何をしているのか？IMFや BISの役割は何か？何故増税なのか？ 

 何も残せない人生を選ぶか？質の高い生活をしながら継承を考える具体的方法。 

 世の中が激変しようが関係なく貴方が貴方らしく人生を楽しむ為には？ 

 ちょっと外に目を向けてください。有利なリターンが望める負けなし投資法。 

 

貴方が今考えておかなければならない事 

【 】 2016年 5月緊急！ 
どうやら歴史的変換点に立ち会うことになりそうです。 
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【ガチ勉強会】             

歴史的転換点に立ち会う心構え 

貴方が今考えておかなければならない事  

 

 

気が付かなければこのまま終わり 

 

 

それでもいいですか？ 

 

世の中の 99％の人はお金が無いと生きて行けません。 

故にお金を信奉しますし、『お金があれば』と考えてしまします。 

しかし、【お金】とは絶対的な尺度として万全なのでしょうか？ 

 

ちょっと想像してみてください。 

貴方の親戚は旧満州で戦い、運良く日本に帰還できたとします。 

その親戚が昨日亡くなったと仮定してください。 

 

親戚の遺品の中から、当時の日本の 1円札と旧満州の 1円札が出てき

ました。なんと両方とも 1万枚（当時の日経平均が 50円くらい） 

これを銀行に持ち込むとどうなりますか？ 

 

想像してみてください。 

自分で生きる 

政府に頼りますか？ 

自由ってなんですか？ 

貴方のやりたいことは？ 

子供達の未来は？ 

 

解れば怖くない 

人生は楽しむためのもの 

貴方が貴方らしく貴方の人

生を創造すればいいです。 

 

 

馬鹿に支配される事なく 

自由に生きる為の作戦をコッ

ソリと教えます。 
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額面 1円で交換してくれれば御の字ですが、実際は断られます。つまり無価値です。 

特に旧満州のお札は貨幣としては全くの無価値です。 

戦費調達の為に刷りまくりましたからね。特に敗戦色が濃厚になってきた時には印刷機から煙りが出

るほど刷りまくりました。まるで火事場泥棒のようです。完全に意図的な詐欺です。 

 

コインショップなどに持って行けば、まあ、少しは有利に換金してくれますが、保存状態とか難癖を付けられ

て貴方が思うような金額にはなりません。でもまだ買い取ってくれると思います。 

だだしここで気が付いて欲しいのは、コインショップは【お金】という認識で買い取るのではありません。商品

です。マニア商品として現在のお金の価値を付けてくれるのです。 

それでも数百円のマニア価値です。 

 

ここはよく理解してくださいね。重要です。 

 

これがお金の実態なんです。 

お金というものは世の中で万人が認める価値の中で最も変動が激しく、劣化が激しいもので

す。 

 

とはいえ、金や銀などとの兌換性があった時代はまだマシでした。しかしながら、現在のお金は世の中を動

かす人達の手によってボロボロにされてしまいました。 

 

「物価が変動する」という奇妙な話を、子供の頃から刷り込まれている庶民はお金がボロボロにされてしまっ

た事すら気が付きません。 

 

完全なる洗脳状態 

 

それが一般庶民の状態です。 
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出所：Siegel, Jeremy, Stocks for the Long run （2014） 

 

このグラフを見てどう思いますか？ 

我々が信じている【お金】が如何に危ういものかがよく解りますね？ 

 

でも本当でしょうか？ 

 

『なるほど』と思った方でも、実際はまだお金を尺度として考えている事に気が付いてください。 

このグラフの縦軸目盛りはお金の単位です。 

 

金を買う、国債を買う、株式を買う・・・結局のところ、お金が要るわけですよね？ 

 

『そうか、株を買う方が有利なんだ』 

そのように思う人もいるかも知れません。 

 

やめた方がいいです。貴方が買う株は下がります。間違いなく。（すいません） 
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このグラフは 1800年からのものですから、200年以上の長期グラフです。 

この期間中には一体どのような出来事がありましたか？ 

 

グラフ上で注目したいのは金とドルが共に１を割り込んだ辺りからです。 

そしてその後金は１を上回る動きをしますが、ドルは落ち込みます。急速に減価していますよね？ 

 

『よかった、日本で』 

という声が聞こえそうな気がしますが、何処の通貨で比べても同じですよ。 

現象面ではなく、何故そうなるのかという目線で思考しなければミスリードしますね。 

 

 

確かに、第二次大戦後の 1 ドル 360円固定の頃と比べると、対ドルで比較すると円の価値はとどまってい

て、一方的にドルが減価し日本が優位になったように感じるかも知れません。大間違いです。 

 

では聞きます。 

それで？日本は本当に豊かになりましたか？貴方は豊かになりましたか？ 

 

貴方は一昔前の高度経済成長を薄ぼんやりと知っていますね？ 

では、プラザ合意以降は何が起こっていますか？ 

 

一時的に内需が高騰し不動産バブルに湧き、そして大クラッシュしました。 

でもなんだったのでしょうか？ 

 

あれ以降は数年毎に●●ショックというクラッシュや政権不安定の時期が続いています。 

 

現在でも意味の解らない新種の病気やテロや放射能に怯えて生きなければなりませんし、偽物の食べ物を

食べなきゃいけない時代になりました。 

 

一般大衆はヒーヒー言ってます。言わされているのです。 

預貯金も持っていませんし、多少の蓄えがあっても常に不安を抱えています。(巻末資料) 

 

 

私事ですが、学校の PTA活動では父兄のセコさに呆れます。 

未だにベルマーク云々言ってます。 

 

仕分けに膨大な時間をかけて 1円玉以下の価値を寄せ集めるっておかしくないですか？ 

普通にアルバイトすると時給いくらですかね？大人が何人も眉間に皺を寄せてベルマーク仕分けして計算

するって気が狂っているとしか思えないです。 

ベルマークが付いてる食品は全て偽物食品です。不勉強というか完全洗脳状態と言うか･･･ 

 

『その分寄付するからそんなおかしな事はやめましょう』 

僕は言いますが、不勉強な先生達も他の父兄もポカンと口を開けます。       
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若者の就職難も取りざたされていますね？ 

例え就職できても初任給の手取りが 20万円以下なんてどうやって生活するんでしょうか？ 

それでも就職できた人はいいですが・・・(巻末資料) 

 

街にはクレジットの誘惑が溢れかえり、若者は好きな人と結婚する為にローンを組みます。 

 

日本は本当に豊かな国なんでしょうか？ 

500兆もの GDPは一体何処に行くのでしょうか？ 

 

ざっくりと 500兆を 1億 2千万で割ると 400万強です。 

400万というのはあくまでも割り算で出てきた数字で、実際には貧富格差を考えると下は 100万円行かな

い人もいると考えることができます。 

 

400万という数字は下手をすると世帯収入と匹敵します。 

それでも生活物資を買って消費しなければ生きて行けませんから、一般人は質の悪いものを消費します。 

 

それは言い換えるとお金の価値が無いからなのです。 

まだ貴方はまともです。少なからず相場を見ていると思うので。 

 

アベの一言、黒田の一言、白髪のアメリカ婆さんの一言で、円の価値もドルの価値も一瞬で動きます。 

震災の仕掛けからアベノミクス、GPIFの株価操作、日銀のばらまきなどで解っていますよね？ 

 

お金がこいつらの思惑で一瞬にして価値を失うリスクがあることに気付いていますよね？ 

 

 

政府やマスコミがいうデフレやインフレは本当でしょうか？ 

 

人口増加が止まって成長率が横ばいになった先進諸国がこれ以上発展しなければなりませんか？ 

GDPを拡大しなければ豊かになれないという論法を信じられますか？ 

 

政府も日銀も様々な指標を発表し、巧みに言い逃れしますが、そもそもその指標は正しいのでしょうか？ 

 

いいえ、僕はそんな指標は全く宛てにしなくとも正しく経済を把握する術を知っています。(断言) 

ヘンテコアナリストよりも僕の方が相場の先行きや経済の先行きを正確に読んでいます。(断言) 

 

ただ、これは僕に何か特殊な能力や技能があるわけではありません。実に簡単で明瞭な方法です。これは

小中学生でも解る簡単な理屈を使います。小難しい分析をしなくとも一目でわかります。 

（勉強会で明かしますから楽しみにしてください） 

 

いずれにせよ、ちゃんと現実を見た方がよいと思いませんか？ 

誰かの思惑で価値変動に怯えるのは愚かだと思いませんか？ 

貴方が本当に大切だと感じる価値は貴方が主導で守ればいいのです。 
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お金の価値が激しく変動しながら減価するから様々な問題が起こるのです。 

言い換えると、作為的に問題を起こして私利私欲と権力にあぐらをかく輩がいるんです。 

 

貴方はそんなことに惑わされてはいけないのです。 

 

不思議な事に多くの人達が世界中の国々で軍事費（防衛費）だけが伸び続けている事にも気が付きません。

日本でもそうですよ。福島原発の処理は進まなくても、アメリカ製の軍事兵器は買うのです。 

 

北朝鮮や中国の脅威があるからですか？ 

気持ちは理解できますが、裏は出来レースです。 

誰でも自分が生まれた国に愛着があるものです。それを巧みに利用して煽る輩がいるんです。 

 

 

北朝鮮のミサイルが飛ぶのはイスラエルの基盤を使うからまともに飛ぶのです。 

イスラエルの基盤というのはアメリカが横流ししていると言っても過言ではありません。 

アメリカも日本も知っていますよ。北朝鮮がミサイル実験する目的を。利害が一致していますからね。 

 

テポドン発射→怖いから防衛システムを強化（アメリカから買う）→アメリカは第 3国経由でミサイル部品を

北に供給→北朝鮮がミサイル実験をする。→アベが『遺憾だ』と言う。→繰り返し。折り返し。天地返し。 

 

凄い回転ドアでしょ？ 

 

北朝鮮ミサイル報道を見て洗脳された人達が大変だと騒ぎます。マッドな似非学者が国防論をわめきます。 

 

確かに戦争は怖いですよね？国防も大事です。 

しかし利害が発生しないところに戦火は立たないのです。 

 

戦争は戦争をやって儲けたい人達のゲームです。 

歴史を追うとアヘン戦争から第二次世界大戦までお金の紐付けができ、同じような登場人物が繰り返して

出てくることに驚きます。 

 

まあ、そういう意味では北朝鮮は脅威です。 

そろそろ韓国と北朝鮮の休戦が終わってもおかしくない機運ですからね。 

実際にそういうシナリオがあるんですよ（笑） 

 

戦争は兵器を使って人殺しをするものだけですか？偽物食品も、馬鹿なテレビも戦争だと思いませんか？

ゆっくりと殺傷する兵器だと気が付きませんか？ 

 

一般人が働いて稼いだお金はそうやって吸い取られるんです。 

そしてお金を刷る事でお金の価値を減価し、物価が上がったというのです。 

 

どうですか？ 

貴方はこの茶番劇にいつまでつきあいますか？ 
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残念ながらこのような茶番はこれからもずっと続きます。 

世直ししようとする人が現れても同じ事は繰り返されます。 

 

ただ、茶番につきあうかどうかはよく考えて自分で決められます。冷ややかに見ていれば良いのです。 

 

今歴史が転換しようとしている時です。 

こんなことは報道もされませんし、一部の人間しか気が付いていません。 

 

貴方は幸いな事に知る機会を得ました。 

無理にはお勧めしませんが、【自分の人生】と思うならばよ～く知った方が良くないですかね？ 

 

世界のお金はどういう仕組みで調整されているのか？ 

大きな流れは何処に向かっているのか？ 

その中で日本はどういう位置づけなのか？ 

 

そして今、 

一体何が変わろうとしているのか？ 

我々はどうすればいいのか？ 

 

色々と小難しいことを書きましたが、人生は楽しむ為にあります。 

自分の人生の主役は自分です。 

貴方は貴方らしい生き方をした方がいいのです。 

 

 

指針が欲しいですか？ 

ある程度の答えが欲しいですか？ 

 

 

歴史の中から答えらしきものが推察できます。 

歴史をお金の流れで追うと繰り返されるサイクルが存在します。 

 

今のサイクルはまさにお金そのものが崩壊しようとしています。 

ちょっと控えめに言っても仕組みを含めた質が変わろうとしています。 

 

不安ですか？ 

 

「そんな馬鹿なコトないでしょ！マルモトさん頭おかしいですか？」 
 

非常識な変人である事は認めます。考え方を押しつけたいとは思いません。（笑） 

 

 

良いんですよ。どうせ操られた価値ですから。崩壊しても。僕は単純にそう思っています。 

サイクルが解っていれば痛手は被りませんし、考えようによっては面白くないですか？ 
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むしろチャンスじゃないでしょうかね？ 
 

詳しくは勉強会でお話ししましょう。 

 

この勉強会では、歴史的な考察や現在の状況から、以下の事を貴方にお伝えします。 

誰でも解る歴史検証 

 アヘン戦争から第二次世界大戦。そして本当の戦後はいつなのか？お金の流れを読めば本当の事が

解ります。 

 何故日本の報道は本当の事を伝えないのか？これもハッキリと答えがわかると思います。 

 消費税を導入すると政府財源は逆に少なくなる事は世界で証明されています。では何故導入するんで

しょうか？ 

 今まで世界のお金をコントロールしてきたのは一体誰なのか？ 

 2013年前後を歴史の節目と考えるなら、矢継ぎ早に起きた不思議な事象が読み解ける 

 未来につなげる為の一手を打て。 

 永く息をしろ短期で考えるな。 

 

価値を保全継承しながらの投資で増やす具体的な考え方と取り組み 

 日経 225 と NYダウ、この構成の違いを知れば日本株が上がりにくい理由が理解できる。 

 デフレインフレを馬鹿アナリストよりも正確に掌握する博士は貴方のそばにいる。 

 お金が失速？ではこの次は？ 

 チャートを見てみよう（トレードテクニックではない） 

 テクニックよりもできることから始めることの重要性。 

 限りなく減価リスクの少ない資産とは？ 

 貴方のお金が旧満州国通貨のようにならないために 

 

「リスクを避けよう」と考える人が沢山います。 

この考え方は正しくありません。リスクを恐れてはいけません。お金儲けというのはリスクをコントロールして

得られるものです。 

豊かに生きる秘訣は、儲けたお金をいち早く減価しない本来の価値に転換する事です。 

お金の稼ぎ方は沢山あります。 

ただし稼いでも稼いでも安定しない政策がとられているので、稼いだものをヘッジしたり、価値を固定化する

必要があるのです。 

そしてサイクルを見て資産性の高いものに転嫁していく考え方を持つ必要があります。 
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ヒントを書いておきます。 

 

数千年前の文明でも高級な衣服（スーツのような）を買うときに 1オンス換算の金貨 1枚です。現代でも高

級スーツの値段は 1オンス金貨くらいです。 

 

ここで間違ってはいけません。 

金への投資とか、金の積み立てをしなさいと言う話ではありません。 

日本ではどういうわけか金積み立てとかが注目されていますが、権力に完全に掌握されて、真っ先に没収

や凍結の対象になります。 

「なら地金を床下に隠すか！」 

地金をどうやって買いますか？どうやって保有しますか？どうやって売却するのですか？ 

金や銀を巡る規制はとても巧妙に張り巡らされています。 

貴金属やダイアモンドの世界はトラップだらけですから、単純に考えないことです。 
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資料 

名目 GDP（ドル建て評価） 単位 10億 USD  世界ランキング 3位（世界経済のネタ帳） 

 

日本の一人当たり名目 GDP（ドル建て評価） 世界ランキング 27位（世界経済のネタ帳） 

 

ただし、問題なのはランキングではありません。他国と競う必要は無いのです。 

豊かに暮らしていけるかどうかです。 

 

世帯主年齢別 世帯当たり平均貯蓄から平均借入を引いたデータ（厚生労働省） 
 

これを見てびっくりしませんか？ 

借り入れよりも預貯金が多くなるのは 50代以降

です。ただしこれは今現在の状況ですから、近未

来以降では様相が違うカモ知れないのです。 

言い方は悪いですが、死にゆく人達が預貯金を

持って未来に向けて投資の必要な若い人達はお

金を持っていない事が表されています。 

面白い事に、借り入れと預貯金を純粋に足すと、殆どの 30代以降が同レベルであること。 

つまり、生活全般でのレベルは 30代以降変わらず、若い頃は借金で回さなければ生活ができないことが

読み解けます。このグラフだけでも将来が明るいとは言えません。金利上昇や物価上昇（お金の価値下落）

でアウトになります。 

1. アメリカ合衆国 17,947.00 

2. 中国        10,982.83 

3. 日本         4,123.26 

 

1. ルクセンブルク 101,994.09USD 

2. スイス        80,675.31USD 

3. カタール      76,576.08USD 

 

4.ノルウェー5.マカオ 6.アメリカ  

7.シンガポール 8.デンマーク 

9.アイルランド 10.オーストラリア 

日本は 27位です。一人頭の稼ぎが異様に

低いのです。年々ランクを落としています。 
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平成 24年の初任給を高校卒以上の学歴別（厚生労働省） 

男女計 大学院修士課程修了 226.1千円 （対前年増減率 -3.6％） 

 大学卒 199.6千円 （    〃 -1.2％） 

 高専・短大卒 170.1千円 （    〃 -1.4％） 

 高校卒 157.9千円 （    〃 0.9％） 

男性 大学院修士課程修了 225.6千円 （対前年増減率 -3.5％） 

 大学卒 201.8千円 （    〃 -1.6％） 

 高専・短大卒 173.0千円 （    〃 -1.4％） 

 高校卒 160.1千円 （    〃 0.4％） 

女性 大学院修士課程修了 228.4千円 （対前年増減率 -3.8％） 

 大学卒 196.5千円 （    〃 -0.7％） 

 高専・短大卒 168.4千円 （    〃 -1.2％） 

 高校卒 153.6千円 （    〃 1.2％） 

 

 

 

こういった実態の中で、住宅ローンや自動車ローンを巧みに勧められ、一生をお金の奴隷として過ごさなけ

ればならないトラップが張り巡らされています。 

TPPなどが進むとこの傾向はよりいっそう強くなるでしょう。 

 

稼ぐ→減価しないものに変える→資産として継承する。 

 

このサイクルを作ってください。 

スタートに当たっての金額の大小は全く関係ないです。 

できることから今すぐスタートするのです。 

 


