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■使⽤許諾契約■ 

本契約は購⼊者が当冊⼦を⼊⼿した時点で、 

本契約に同意したものとする。 

 

第一条:本契約の⽬的 

弊社が著作権を有する知的情報を、 

本契約に基づいた上で購⼊者に⾮独占的な使⽤を許可するものである。 

 

第⼆条:複製・コピー・⼆次使⽤の禁⽌ 

本サービスに含まれる一切の情報は著作権法により保護されている。 

 

本サービスの一部、または全部を弊社に対して 

書⾯による事前の許可を得ずに、 

複製・コピー・転載・インターネット上での公開を含む 

いかなる⼿段であっても、⼆次使⽤を禁⽌する。 
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第三条:契約の解除 

購⼊者が本契約の第⼆条に違反したことが発覚した場合、 

弊社は通達無しに使⽤許諾許契約を解除できるものとする 

 

第四条:損害賠償および免責事項 

購⼊者が本契約の第⼆条に違反したことが発覚した場合、 

購⼊者は本契約の解除に関わらず、弊社に対して、 

違約金として金壱千万円の損害賠償を支払うものとする。 

 

本サービスはその効果を保証するものではなく、 

本サービスを実践したことによって発⽣したいかなる損害に対しても、 

弊社は一切責任を負うものではない。 

 

本サービスの実践は、全て購⼊者の⾃己責任で行うこととする。 
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第五条:禁⽌事項 

購⼊者の本サービスの利⽤にあたって弊社は以下の⾏為を禁⽌する。 

 

購⼊者がこれらの禁⽌⾏為を⾏った場合、 

弊社は当該購⼊者の利⽤を停⽌し、 

弊社が被った損害の賠償を請求する場合がある。 

 

また、購⼊者は本サービスに関する全ての利益を失うものとする。 

・本規約に反する⾏為 

・法律・規則・条令等の制定法に反する⾏為 

・本サービスの仕組みや機能を使ったスパム⾏為外で利⽤する⾏為 

・フォーラムなど公共の場での過激な性描写、残酷な表現、 

犯罪を誘発する現差別表現など、公序良俗に反する⾏為や 

閲覧者に不快感を与える⾏為 

・本サービスの運営を妨げる⾏為 

・本サービスのシステムに負荷を与える可能性のある一切の⾏為 

・その他弊社が不適切であると判断する⾏為 
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投資の基礎知識 
 

これは投資の教科書です。 

投資の教科書は、本質である資本を与え伸ばしていくというところ

に主にフォーカスしていきます。 

 

まずはその基礎知識として、 

僕の考える投資がどんな事かを伝えていこうと思います。 

 

ます僕が考える投資とは、 

一言で、『あたえる事』だと思います。 

 

これはお金にしてもそうですし、時間にしてもそうです。 

与える事から始まります。 
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投資（とうし、英語：investment）とは、 

主に経済において、将来的に資本(⽣産能⼒)を増加させるために、

現在の資本を投じる活動を指す（現代において、⽣産能⼒の増加し

ない商業活動はこれに含まない）。広義では、⾃⼰研鑽や⼈間関係

においても使われる。 

 

どのような形態の投資も、不確実性（リスク）が伴う。一般に、投

資による期待収益率が⾼い場合、不確実性（リスク）も⾼まる。こ

の一般則に反する取引が可能な場合、裁定取引が⾏われ、収益率の

低下またはリスクの増⼤が起こる。 / wiki 

 

・⾦融における投資 

・経済学における投資 

 

⾦融における投資は、 

⾦融資本を経済・経営活動を通じてリスクのある 

投資対象に投下すること。 
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投資対象としては多様なタイプの投資資産があり、 

異なったリスクやリターンのプロファイルがある。 

 

投資が必要となるのは、経済または経営主体が、 

⾃⼰資本に加えて、追加的な他⼈資本を調達することで、 

より⼤きな投資機会に投資が可能となるからである。 

 

低い投資収益の投資機会を削減して、 

より⾼い投資収益率に集中することで 

経済全体の投資収益がより早く成⻑し、 

それが、ひいては社会全体の総⾦融資本を成⻑させる。 

 

これが、投資可能な⾦融資本の持続的な 

再⽣産のサイクルの要として機能する。 / wiki 
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 ・金融商品等の売買を行い、売買差益を得ようとすること 

 ・金融商品等を保有することで、配当金等の利益を得ようとする

こと 

 

  

 

具体的なイメージとしては次のとおりです。 

 

 ・株式投資、投資信託、国債 

  →証券（債権）を購⼊し、証券値上がり時に売却したら値上が

り分を利益として得られる。 

  →証券を購⼊し保有していると、定期的に配当金を得られる。 

 

 ・不動産投資 

  →住宅を購⼊し、他者へ貸し出すことで家賃収⼊を得られる。

若しくは転売益を得る。 
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経済学における投資は、資本ストックの増加分を指す。 

 

資本形成（英: Capital formation）ともよばれる。 

主たるものに設備投資、住宅投資、在庫投資の 3 種類がある。 

 

例えば、設備投資や公共投資は、 

⺠間資本や社会資本を増加させ、経済の⽣産⼒を向上させる。 

 

また同時に⽣産設備などの投資財（財を⽣み出すための財）を 

需要することでもあり、合わせて乗数効果（投資乗数）による需要

拡張効果も持つ。 

 

つまり、投資は供給⼒を増加させ、 

同時に需要も増加させる（投資の⼆重性）。 

 

閉鎖経済においては、この需給が均衡するのは 

「ナイフの刃」（ハロッドによって提唱された）の上を 

歩くように厳しい条件があり困難である。 / wiki 
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ざっくり読み解くと、 

「経済学における投資」には 

「3 つの投資」があると書かれています。 

 

設備投資 

住宅投資 

在庫投資 

 

この 3 つです。 

 

これらをまとめて⾮常にわかりやすい⾔葉で⾔い表すと、 

 

「世の中にモノを⽣み出し、経済活動に協⼒すること」 

 

ということです。 
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やはり「投資」とは主にお⾦に関係することであり、 

損・得というイメージがつきまといます。 

 

しかし、これら投資の定義に共通する投資の本質とは 

「将来の為に⾏動を起こすこと」なのです。 

 

逆に⽬先の利益しか捉えていない⾏動を、 

投機・ギャンブルといいます。 

 

もしあなたが投資に対してマイナスなイメージを持っていたとした

ら、恐らく投機やギャンブルと混合し、儲かるのは⼀部の⼈と勘違

いしているのではないでしょうか。 

 

株式投資や FX など 1 ⽇のうちに 

何度も売買をするデイトレードという⼿法では、 

⼀瞬で資産の⼤半を失ったという話しもありますが、 

これは完全に投機であり、投資ではありません。 
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投資対象の⻑期的な成⻑・利益を⾒込んで出資をして、 

初めて投資と⾔えるのです。 

 

※投機とは 

短期的な値動きから判断して売買を⾏い、 

利益を得ようとすること。マネーゲームの一種とも⾔える。 

 

そもそもなぜ投資を考え始めたのか、 

それを考えたときに「今よりも資産が増え、将来的には金銭的不安

のない暮らしを実現したい」という考えが頭にあったのではないで

しょうか。 

 

もしかしたら、お金が余っていたからという⼈も 

いるかもしれませんが、今よりも暮らしが良くなることを 

なんとなくイメージしていたことでしょう。 

 

将来を考えた時に今よりも幸せな状態を願うのは 

当たり前のことで、投資の⽬的もそうあるべきです。 



 Clover♧ 

投資をした結果、⼤損をして不幸になってしまっては 

元も⼦もありません。今より少しでも⾦銭的に、 

⼼に余裕のある暮らしを⽬標にするのであれば、 

最低でも下記の 3 つのルールは守って投資に臨みましょう。 

 

 ① 安全な⼿法で資産を運⽤する 

 ② 今までの⽣活リズムを崩さず継続して運⽤する 

 ③ ⽣活費に⼿を付けず、精神的にも楽に運⽤する 

 

これらのいずれが⽋けてしまっても、 

幸せな将来像は描けそうにありませんよね。 

 

更に⾃分なりのルールを設けるのも良いですが、 

ルールを細かく決めすぎて苦しくなるのもよくありません。 

 

⾃分で考える際は、売買のルールと混合しないよう注意し、 

あくまでも投資に臨むためのルールとして、 

⽣活を重視したルールを考えましょう。 
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この⽬的とルールを決めることで、 

投機やギャンブルにブレることなく、投資を⾏うことができます。 

 

いやいや、そんなのわかるし！ 

と思うかもしれませんが、意外とわかってなかったりします。 

 

分かりやすいように説明をすると、 

極論ですが、花を育てたいときに⼟が無ければ種を埋める事が 

出来ないですし、⼟があって種を埋めても、 

⽔（栄養）がなければ、種が育ちません。 

 

花を育てたければ、⼟に種をあたえ、⽔を与え、 

時間が経過してやがて花へと成⻑します。 

 

花が咲くまでに、⽔や時間そして 

太陽の光をあたえなければいけません。 
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それと一緒で、何かを得ようとしたら、 

そのベース（⼟台）とそれに対して『必要な物』と 

時間が必要です。 

 

それを育てる事、何かを得る為に何かをあたえる事が、 

僕は投資だと思います。 

 

それを的確に何かに 

『あたえる事が』何かを得る事が出来る、要因になるわけです。 

 

そして、資本はお⾦だけではありません。 

 

まあ実際に何かをやってみないと分からないですが、 

簡単な事に例えてみて⾃分に落とし込めば、 

意外と答えはすぐにでてくるはずです。 
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2−1 初⼼者が⻑期投資を選択すべき 3 つの理由 

理由① ⽣活スタイルを変えず、精神的に楽に続けられる 

 

今の⽣活スタイルを壊さずに投資ができるという点が、 

⻑投資をオススメする理由の 1 つです。 

 

株価などの価格は⽇々上下しますが、 

⻑期投資では購⼊した株がある⽇突然値上がりした場合でも、 

基本的には売却しません。 

 

毎⽇上下が激しい場合でも、会社が成⻑していれば、 

⻑期的に⾒ると株価も右肩上がりになります。 

 

そのような⽬線で投資をしていれば、 

仕事の合間に頻繁に株価をチェックする必要もなく、 

落ち着いて投資を続けられます。 
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理由② リスクをコントロールでき安全に運⽤できる 

 

投資先を複数の会社・商品に分散させることで、 

1 つが低迷しても他の投資先でカバーできるなど、 

⻑期投資ではリスクをコントロールするための⼿段が 

複数あります。 

 

投資において「継続して投資を続けること」は⼤切なことです。 

 

初⼼者はリターンばかりに⽬が⾏きがちで、 

⼤きなリターンを狙った結果、失敗して⼤損失を被り、 

投資資⾦が底を尽きてしまう⼈も中にはいます。 

 

まずはリターンよりもリスクに注⽬し、 

投資を⻑期間継続することが⼤切です。 
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理由③ 複利の効果で、⻑く投資するほど資産形成の効率が上がる 

 

⻑期投資の最⼤のメリットでもあるのが複利の効果です。 

 

複利とは利息計算の⼿法のひとつです。 

利息や配当⾦をそのまま投資資⾦に回すことで、 

以前よりも元本・配当⾦（利息）が多くなるため、 

期間が⻑ければ⻑くなるほど、 

雪だるま式に資産が増えていくシステムです。 

 

⻑期投資においては、 

この複利を活⽤できれば資産形成のスピードが 

圧倒的に早くなります。 

 

ここまでで、ん？という⽅は、 

「投資」と「消費」の違いが理解できてない可能性が⾼いです。 
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投資と消費との違い 

簡単なようで意外と難しいので、簡単に説明しますね。 

 

・お金持ちの A さん 

・サラリーマン投資家の B さん 

・⾊々なものを販売する C さん 

 

が登場⼈物です。 

 

消費の場合 

 

投資家を⽬指す B さんがお金持ちで 

現金を持っている A さんから 100 万円を借りました。 

 

B さんはその 100 万円で 

C さんに⼤好きなお菓⼦ 100 万円分を作ってくれと発注しました。 
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C さんは 100 万円分のお菓⼦を作って、 

B さんに売り、現金 100 万円を⼿に⼊れました。 

 

B さんはさっそくそのお菓⼦をばくばくと⾷べて、消費しました。 

 

一連の活動が終了した後はそれぞれ何が残るのかというと、 

 

A さんは B さんに貸した 100 万円の債権（返してもらう権利） 

B さんは A さんから借りた 100 万円の債務（返す義務）だけ（お菓

⼦は⾷べてしまったので） 

C さんは 100 万の現金 

ですね。 

 

この 3 つをよく覚えておいてください。 

 

では、次に投資の場合です。 
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投資の場合 

 

サラリーマン投資家 B さんが 

お金持ちで現金を持っている A さんから 

100 万円を借りました。 

 

ここまでは同じです。 

 

今度は C さんが 100 万円分の工場を持っています。 

 

B さんはその工場の⽣産性や将来性を考えて、 

工場を売って欲しいと C さんにお願いしました。 

 

C さんはそれを受け⼊れ工場を売り、 

現金 100 万円を⼿にしました。 

 

一連の活動が終了した後はそれぞれ何が残るのかというと、 
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A さんは B さんに貸した 100 万円の債権（返してもらう権利） 

B さんは A さんから借りた 100 万円の債務（返す義務）と「⼯場」 

C さんは 100 万の現⾦ 

です。 

 

いかがでしょう。 

 

消費と投資の違いは何かわかりますか？ 

一⾒同じ結果に⾒えますよね？ 

 

でも、⼤きな違いがあるんです。 

投資と消費は天と地の差 

 

「⾷べればなくなるお菓⼦」と 

「⽣産性と将来性のある⼯場」の違いです。 

 

もちろんお菓⼦は経済活動に何の影響も与えませんよね？ 
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でも「⽣産性と将来性のある工場」は違います。 

 

もちろんそこで何か製品が作られたり、 

それを作る為の雇⽤が⽣まれたりします。 

 

世の中に「モノ」を⽣み出していますよね？ 

 

同じ金額を使うだけでも「投資」の場合は 

経済活動にものすごい協⼒してるんです。 

 

このように、経済に対して「モノ」を増やすことを、 

投資というんです。 

 

それこそ、株とか FX とか貯金とか先物とか、 

「⾃分で働かないでお金に働いてもらう」ということです。 
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時給・⽇給・⽉給だけの世界で働くというのは、 

「⾃分のカラダと時間に値段をつけて売っている」と 

いうことになります。 

 

もちろんカラダは一つですし、 

時間も 24 時間と限られていますよね。 

 

そんな中で⾃分の趣味ややりたいこと、 

はたまた家族サービスなどに⼗分な時間と 

お⾦を割いていくのはそもそもかなり難しいことなんです。 

 

なので、「ほれ⾏ってこーい」とお⾦を 

出稼ぎに⾏かせる感じですね。 

 

この価値観を知っていて使っている⽅と、 

そうでない⽅では、⼈⽣で得られるものが 

⼤きく変わってくると僕は確信しています。 
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ビットコインに限らず、 

世の中で稼いでいる⼈、 

成功している⼈は何かしら投資をしています。 

 

あのビルゲイツも、 

世界一のウォーレンバフェットも事業家というより 

投資家に近いです。 

 

まだ投資をしたことがない⼈は、な 

んでもいいので、何かしらの投資をやってみるべき。 

 

株でも FX でも投資信託でも… 

 

百聞は一⾒にしかずという⾔いますが、 

投資の世界は本当にそうで、 

絶対に「やってみないとわからない」世界です。 

 

あなたに一番最初に今⽇からできる投資は、時間の投資。 
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⾃分磨きをすること、つまり、⾃⼰投資ですね。 

 

先ほども書いた通り、時間は限られています。 

 

そんな限られた時間をどう使うかによって 

将来が変わってくることは当たり前ですよね。 

 

未来をつくるのは、過去の経験ではなく、今の選択ですからね。 

 

今を「1」として、明⽇から「2」にしよう！とか 

急に激変させようなんて思わなくていいです。 

（この考え⽅をする⽅がかなりいます） 

 

「1」を「1.01」でいいんです。 

 

毎⽇ 1/100 の成⻑を少しずつ続けていると、 

1 年後には「37」になっています。 
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逆に、「1」を「0.99」みたいに少しサボるとします。 

（⼈間楽な⽅に流れますから） 

 

1 年後には「0.03」まで弱体化してしまいます。 

（あくまで数字上ですけどね。） 

 

この感覚を持っている⽅は、 

⾃⼰投資が楽しくて仕⽅ないと思います。 

 

改めて⾃分の、「時間の使い⽅」を考えてみてください！ 

 

例えば、ある打ち合わせをする際に、 

⾃分が 1 時間かけて移動しなければならない場所になってしまった

ら、それは第一段階で既に敗北している。 

 

そこで失った 1 時間は⼆度と取り戻すことができないからです。 
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移動に時間やお金がかかる案件の場合、 

それ相応の期待収益がなけれ⽑ないのです。 

 

もちろん、相⼿との⼒関係によって 

仕事をする場所は変わってくるので、 

そうそう簡単に⾃分で選択できるわけではない。 

 

だが、その中においても、 

⾃分の時間ができるだけ有効に活⽤できるように 

スケジューリングできなければ、 

この差は積もり積もって重くのしかかってくる。 

 

逆に⾔うと、お金持ちになると⾔う事は、 

⾃分で移動する時間や距離が少なくなることを意味しています。 
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つまり、移動する時間をできるだけ少なくする 

ゲームに勝てた⼈が、最終的に⽬標を達成していき、 

⽬標の投資が達成できる男は、稼いだお⾦を 

⾃分の時間や⼈脈などにまた「投資」します！ 

 

お⾦を⾃分の投資に使う⼈は、貯⾦の代わりに、 

周りからの信頼や将来役に⽴つ知識・経験が 

積み上がっていくのです。 

 

富裕層専⾨のカリスマ FP で 

『⼀⽣かかっても知り得ない年収 1 億円思考」(経済界) 

の著者である江上治さんという⽅がいます。 

 

江上さんは、⼊社 2 年⽬で保険の販売代理店を作る仕事に関わった

とき、⼈脈を増やすために、名⾨ゴルフ場の会員権を借⾦までして

譲ってもらったそうです。 
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そのゴルフ場の会員は年配の経営者が多く、 

当時 25 歳の江上さんはかわいがられ、 

代理店設⽴の⼈脈をつかみ、 

たちまち 15 店舗もつくることができたそうです。 

 

「若い時の経験は買ってでもしろ」という通り、 

投資をするなら、なりたい⾃分に近づく事にした⽅がいいでしょ

う。 

 

グリーン⾞に乗ってみる、 

フレンチのジュエルロブションでコース料理を⾷べてみるとか、 

勝負服だけアルマーニを 1 着買ってみる。 

 

そうしたことをやるだけで、 

普段の⾃分とは異なる視点や経験を⼿に⼊れることができます。 
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また、実際に⼀流の場に出ることで、 

どんな知⾒・マナーが必要なのかがわかります。 

 

これは、成功のステップに出たモラルと 

マナーの問題と⼀緒ですね。 

 

”他の⼈と同じ⾏動では、同じ知⾒しか得られません” 

稼げる⼈は、普通の⼈とは違う経験を意識します。 

 

現地で体験することは、 

何事にも変えられない財産となるからです。 

 

毎年海外の世界遺産をひとつ旅⾏するでもいいですし、 

オーロラを⾒に⾏く、ナウマンゾウの化⽯を掘ってみる、 

興味関⼼が赴くまま独⾃の経験を積むといいでしょう。 
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⾃⼰投資でお⾦を使うときは、 

経費ではなく⾃腹をお勧めします。 

 

⾃分の腹が痛んで初めて価値がわかるからです。 

 

稼げる⼈は、⾃腹で 1 ⼈でも一流のホテルやレストランで 

くつろいで楽しみます。 

 

⼈に連れていってもらっているうちは、 

一流の場で楽しむ流儀が⾝につきません。 

 

稼げる⼈は、⾃腹で楽しみ⽅を教わるのです。 

 

どんなに稼いでも一流の振る舞いができない限りは 

ただの成⾦でしかありません。 

 

お⾦の使い⽅は⼈間性が表れます。 
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なりたい⾃分に近づくために、 

⼤事なお⾦は⾃分への投資として使いましょう。 

 

毎⽉決まった給料をもらえるサラリーマンならば 

あまり関係ないかもしれませんが、 

⾃分⾃⾝の⼒で稼ぐ⼈にとって、 

⾃分の時間と⾔うものは与えられるものではなく、 

互いに奪い合い、戦って勝ち取るものである。 

 

時間は有限であり、これを獲得するゲームは、 

まさにゼロサムゲームとなりますね。 

 

さて、⾃⼰投資の話はここまでです、 

⾃⼰投資もしていき、現場をこなしてやっと 

資⾦を持ったとします。 

 

そこで、お⾦を持った際に 

何から投資すればよろしいのでしょうか。 
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ここからは少し夢のような夢のお話ですね。 

 

ちなみに、僕が最初に⾏った投資は、 

キャバクラへの資⾦の投資でした。 

 

まだまだ若かった頃の話ですが、ここで例を挙げてみましょう。 

 

まず、今回の投資の⽬的はキャバクラを再建する事です。 

※投資をするにあたって、気をつけなければいけないのが、 

投資は必ずしも何かを⽣む事が出来るわけではありません。 

 

投資には、個⼈の⽬的と、投資先の⽬的があります。 

ふむ…ぱっとこないですかね。 

 

簡単に⾔い換えれば投資する⽅は、投資をする理由。 

投資をされる⽅は、される理由（してもらいたい理由ですかね）こ

の⼆つを理解していないと、 

僕は絶対に投資は、成功しないと思っています。 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

『キャバクラへの投資』 

個⼈での⽬的：利益・元本の回収 

投資先の⽬的：経営の再建・利益 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

仮にもこのそれぞれ２つが⽬的で、 

投資をするのであれば、 

１・利益がどこからでるか 

２・キャバクラのスキームを知る必要 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

があります。 

 

その２つの知識は、経験する事でしか得る事が出来ません。 

その経験が、１８歳のクソガキにあるでしょうか？ 
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無いですよね。 

じゃあ⾔い⽅をあえて変えますが、 

仮にもキャバクラを知らないコンサルタントが、 

キャバクラを再建する事が出来るでしょうか？ 

 

きっと無理ですよね。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

まずは、キャバクラを知る事。 

そこから知識を振り絞り、⾏動を考えます。 

 

その上で、利益を得る為にはどうするか、 

再建をする為にはどうするかを考えます。 

 

キャバクラが再建できたのも、 

資⾦と、キャバクラに詳しい店⻑がいたのと、 

当時のお客さんの流れから集客が的確に⾏えたから。 
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そして、恩師から的確な情報を得られたから、 

結果的に⽬標が達成しただけです。 

そうなんです。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

経営の知識があっても、その投資する物⾃体の知識が無いと、 

⾃分は資本（お金）を投げる事以外、何も出来ないのです。 

 

専⾨家が居て、いろんな⼈が関わるから、 

またそこにいろいろな物が集まってきます。 

つまり餅は餅屋です。 

 

⽬的があって、考えて⾏動をして成し遂げる。 

 

ここの部分に対して⾃分が、 

何を出来るかが投資であって、 

『お金を投げる＝投資』では無いのです。 
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冒頭でも説明しましたが、 

お⾦以外の物を投げるのも投資です。 

 

⼈材や知識、スキルもそうです。 

 

⾃論ですが、もっと深く考えれば、 

全てが何かによって出来ていて、 

その何かを⾃分が持っているのが資本です。 

 

世界最⾼峰の投資家、『ウォーレン・バフェット』の有名な⾔葉

で、『お⾦は、稼ぐよりも使う⽅が難しい』とありますが、 

その意味はそこにあると思います。 

 

お⾦は持っているだけでは増えないし、 

的確な判断や材料が無いと、投資も出来ません。 

 

使う先に、⼈が居る事によって 

何かの材料が⽬的へと形成され、完成へと導きます。 
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⼈が居て、物があって情報があって 

資本が注がれて始めて⽬標が達成されます。 

 

これが僕の考える投資だと思います。 

 

 ”お金と⼈間は、寂しがりや”です。 

 

集まっている場所へこの⼆つは流れていきます。 

 

結局、結論キャバクラへの投資は達成しても、 

元本しか回収できませんでした。 

 

けれどもそこで、得たものは⼤きかったです。 

そして⼈が集まる場所へといけました。 

 

まだまだ投資の知識や経営に関する知識はなかったのですが、 

⾃分で経験した物事の、重さは⾊々な⼈に興味を 

持って頂きました。 
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そうすると⼩さな資⾦でも、 

お⾦を回せる投資案件が⾊々⼊ってきたのです。 

 

ですが、今考えると結果的にその投資案件のほとんどが、 

嘘だったり成功するための要因が少ない物ばかりでした。 

 

お⾦を持っても、そんな案件にお⾦を投げていたら 

いくらお⾦があっても⾜りません。 

 

物商売から、⾦融の事業まで⾊々投資してきましたが、 

10 件あれば 2 件当たればいい⽅でした。 

 

結局資産としてはその事業は残っても、 

お⾦としてみれば、プラスマイナスの収⽀でした。 

 

これでは投資の意味がないと必死に考えて僕は勉強しました。 
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勉強した内容は下記です。 

・経営の知識 

・金融の知識 

・広告の知識 

・経済の知識 

 

 普通に学校に通っていれば勉強する内容ばかりです。 

（広告は別だと思いますが、） 

 

その時に気付いたのですが、知識が普通の⼈に⽐べて、 

圧倒的に少なかったのです。すごい劣等感に苦しめられましたね。 

 

⼈間は一つうまくいくと、舞い上がってしまいますからね。 

 

そこで、⾃分⾃⾝の事業を⽴ち上げようと考えました。 

初めての起業です。 
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もうその会社は残っていませんが、 

⾼価なレトロなフィギュアや、絵画、⾦の売買の会社です。 

  

なぜこの事業にしようかと思っていたかというと、 

投資を⾊々⾏っていたので、 

富裕層と営業マンが多く周りにいたので、 

そのネットワークから仕事を戴ける事になり、 

上記の事業内容で⽴ち上げました。 

 

当時、潤沢な資⾦はなかったのですが、 

仕⼊れや事務所を持つ資⾦に困るようなことはなかったので、 

この⽅法にしました。 

 

初めは⾦の転売から始めました。 

 

みなさんが聞いたことがある⾔葉の中に 

「アービトラージ」という⾔葉があると思います。 
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この⾔葉の意味は⽇本語でいうと、 

「せどり」のようなものです。 

 

せどりとは、例えば東京の神保町で売っている 

萌え系の雑誌が秋葉原で売ったら以外と⾼値で売れるので、 

その市場の違いによる利差益を得る⼿法です。 

 

⾦も世界的な相場があるものの、 

市場の違いによって微量な価格差が出ます。 

 

これが、インゴットバー（⾦の延べ棒） 

１キロになるとすごい差が出てくる時があります。 

 

今は⽇本では、⾦の延べ棒は、 

売るときも買うときも、⾝分証が必要になっていますが、 

当時はまだ、規制も厳しくなく、売り買いが簡単にできました。 
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仕⼊れをしてそれを転売するだけで、 

お⾦になっていました、ちなみに Bitcoin も当時そうでした。 

 

（Bitcoin バブルが起きた頃からでしょうか。） 

そこで、莫⼤なお⾦を稼ぐことができました。 

 

そうしてできた資⾦を、また投資に回します。 

 

こうやっていけば、 

どんどんお⾦の成る⽊に⽔を与えることができます。 

 

簡単な一般⼈に、できる投資のフローはこんな感じです。 

 

⾦を稼ぐようになると、⼈も物もついてきます。 
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ですが、変な輩もいっぱい付いてくるようになるので、 

アニメ「ワンピース」のような、（チーム）仲間を 

しっかりと形成して信⽤する⼈以外とは 

あんまり関わらないほうがいいでしょう。 

 

そういう⼈と関わっていると、お金も信⽤もなくなります。 

せっかく積み上げてきたものが無くなってしまいます。 

的確な判断をしていきましょう。 

 


