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世界的投資家ジム・ロジャーズが悲観する「⽇本の末路」
8/5(⽉) 11:52配信

＜＜世界的投資家として知られるジム・ロジャーズ
⽒。不安定な世界情勢と⾦融市場の影響もあり、そ
の著書で『お⾦の流れで読む

⽇本と世界の未来』

（PHP新書）がベストセラーとなり注⽬が集まって
いる。
ロジャーズ⽒は同書において、かつてと姿を変えて
ジム・ロジャーズ⽒の著書『お⾦
の流れで読む ⽇本と世界の未
来』は⽇本でベストセラーとなっ
たが、海外翻訳版も出版され各国
で議論を巻き起こしている。

EOS 70D デジ
タル⼀眼カメラ
イチ…

しまった⽇本をの将来を⼤いに不安視し、今後の⽇
本に⼤きなる危機が訪れることを警告しつつ、そん
な環境でもいかに「お⾦の流れをつかむ」を直裁に

即決価格1000円

語っている。ここでは同書の⼀節を紹介する。＞＞

※本稿は『お⾦の流れで読む

⽇本と世界の未来

世界的投資家は予⾒する』（ジ

ムロジャーズ著、⼤野和基訳

PHP新書）より⼀部抜粋・編集したものです。

「お⾦の流れ」をつかむには
私は常に、歴史の流れを踏まえながら、数年先を⾒るようにしている。歴史の流れ
は、先を読む⼒、とりわけお⾦がどう動くかという未来を教えてくれる。成功した
ければ、将来を予測しなければならない。
投資家だけではない。ミュージシャンであれ、サッカー選⼿であれ、会社員であ

雑誌アクセスランキング （経済）

1

東洋経済オンライン 8/11(⽇) 5:20

2

れ、どんな世界でも成功したければ先を読むことが重要だ。私が2007年に家族でシ
ンガポールへ移住したのも、来る「アジアの世紀」を⾒越してのことである。

3

6:00

4

現在と類似した問題が以前どのようにして起きたのかを理解すれば、現状がある程
度把握できる。それがどのような結末になるかもわかる。よく「歴史は繰り返す」
と⾔うが、まったく同じことを繰り返すのではない。韻を踏むように、少しずつ形

N国党台頭で話題沸騰する「NHK
受信料」の現実
東洋経済オンライン 8/10(⼟) 8:20

けではないが、何かしら似た形の出来事が、何度も繰り返されている。戦争、飢
度も起きているのだ。

1000⼈の看取りに接した看護師が
教える、最期を迎える⼈によく起
こる、不思議な現象とは
ダイヤモンド・オンライン 8/10(⼟)

ンの⾔葉だ。

餓、不況、外国⼈迫害、貿易戦争、移⺠問題──。これらの問題は、形を変えて何

ジム・ロジャーズ「晩婚の⽅がお
⾦持ちになる」
東洋経済オンライン 8/11(⽇) 5:30

重要なのは、「歴史は韻を踏む」ということである。これは作家マーク・トウェイ

世界の出来事のほとんどは、以前にも起きている。まったく同じ出来事が起きるわ

18きっぷ、「時間と⼼に余裕を⽣
む」ひと⼯夫

5

債務超過の曙ブレーキ、銀⾏との
溝は埋まるか
東洋経済オンライン 8/11(⽇) 5:10

PR がんになるときは、なる。それが
⽣きること
アフラック
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を変えながら反復をし続けるのだ。

いつも⽿を傾けてもらえなかったが、現実はその通りになった
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このように歴史に学んでいたおかげで、私はこれまでにリーマンショックからトラ
ンプ⽶⼤統領当選、北朝鮮開国に⾄るまで、数々の「予⾔」を的中させてきた。
とりわけリーマンショックが起こることはその前年から⽬に⾒えていたので、その
後少なくない利益を得ることができた。住宅ローン業務を担う連邦住宅抵当公庫

Tポイントで買える

有料記事

不妊治療最前線！ 35歳過ぎたら“⾃然“に任せず医
療の⼒に頼るべし（週刊ダイヤモンド） - Yahoo!
ニュース
中国企業に買収されたファッションブランドの明暗
（WWD JAPAN.com） - Yahoo!ニュース
Recommended by Yahoo! JAPAN

（ファニーメイ）の株を空売りしたのだ。
ファニーメイだけでなく、シティバンクやその他投資銀⾏の株も空売りした。テレ
ビに出演して「もうすぐ崩壊が訪れる」ともコメントした。だが、私の⾔葉に⽿を
傾けてくれる⼈は誰もいなかった。「君は変わっている」「ロジャーズはついに頭
がおかしくなった」と⾔われただけだ。
2016年のアメリカ⼤統領選の時のことも、よく覚えている。⼤統領選のニュースを
⾒ながら妻と娘⼆⼈に、「勝つのはドナルド・トランプだ」と⾔ったのだ。そう断
⾔すると、家族はみなひどく腹を⽴てた。私はトランプ⽀持を表明したのではな

マイクロソフト
Microsoft／HN4…

262,213円

NEC エヌイーシー
／PC-HZ500LAL…

153,349円
50%OFF

く、あくまで彼が勝つと⾔っただけなのだが。でも、結果としては私の予想通り、
彼が当選を果たした。
次ページは：この10年でお⾦の流れは激変した
前へ

1

2

3

ASUS エイスース／
E203MA-4000G…

次へ

36,612円

1/3ページ

HP ヒューレット・
パッカード／T0Z…

32,184円
62%OFF

【関連記事】
投資家ジム・ロジャーズの衝撃予測「⽇本の⽼後保障の資⾦は底をつく」
ジム・ロジャーズ「⽇本政府の愚かな政策で、多額のお⾦が海外に流出した」
世界3⼤投資家ジム・ロジャーズが全財産を失って知った「失敗の教訓」
「気づいた時にはもう遅い」⼤投資家ジム・ロジャーズが予⾒する⾦融危機
オリラジ中⽥にジム・ロジャーズが直⾔「ナカタ、君は韓国に⾏きなさい」
最終更新:8/5(⽉) 11:52
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8/5(⽉) 11:52配信

この10年でお⾦の流れは激変した
いま世界を⾒渡すと、借⾦がない国は北朝鮮くらいしかない。借⾦はどの国でも天
井知らずに膨れ上がり、いずれの国も緊縮財政について検討を重ねている。どの国
も紙幣を刷りまくっていて、まるで紙幣印刷コンテストをやっているかのようだ。

マカより凄い…？ 圧倒的な含有量
協和発酵バイオ株式会社

もっとみる

⾦利が上がり、問題が⽣じてくると、⼈々は中央銀⾏に助けを求める。彼らは官僚
や学者だから、「わかった、あなた⽅を助けよう」と⾔う。そして「助け」として
紙幣をありったけ刷る。市場は活気を帯び、助かったと思う。
しかし官僚や学者は、紙幣を刷った後のことなど何も考えてはいないのだ。⻑期的
に⾒て、紙幣の乱発には効果がないことはわかりきっているのに。
ただ、紙幣の印刷を突然やめるのも、さまざまな経済問題を⽣じさせることにな
る。恐らくアメリカからその問題は⽣じ、経済は最悪な状態になるだろう。借⾦の
規模が1番⼤きいからだ。アメリカがきっかけで、第2、第3、第4の経済⼤国が問題
を抱えることになる。
ここ10年でお⾦の流れはずいぶんと変わった。リーマンショック後、世界中でやた

送料無料

IWC パイロットウォッチ …
即決価格481000円

雑誌アクセスランキング （経済）

1

らと紙幣を刷るようになった。⽇銀は無制限にお⾦を刷ると宣⾔したし、イギリス

ダイヤモンド・オンライン 8/10(⼟)

銀⾏は何がなんでも必要なことはやると⾔った。アメリカは刷らなければならない
分は刷ると⾔った。結果、史上最悪の下げ相場がいままさに起ころうとしている。

6:00

2

い。

18きっぷ、「時間と⼼に余裕を⽣
む」ひと⼯夫
東洋経済オンライン 8/11(⽇) 5:20

ここ数年で起きた出来事はすべて、もうすぐ甚⼤な経済問題が起きることを意味し
ている。リーマンショックから約10年が経ったいま、いつ何が起きてもおかしくな

1000⼈の看取りに接した看護師が
教える、最期を迎える⼈によく起
こる、不思議な現象とは

3

N国党台頭で話題沸騰する「NHK
受信料」の現実
東洋経済オンライン 8/10(⼟) 8:20

⽇本国内の財政をのぞいてみると、腰を抜かすほどの⾚字になっている。⽇本が抱

4

える⻑期債務残⾼は、2017年末の時点で地⽅を除いて国だけでも約898兆円。
しかも、その額は年々増える⼀⽅だ。これだけの借⾦を返すために公債を発⾏し、
その借⾦を返済するためにまた公債を発⾏──と、どうしようもない悪循環に陥っ
ている。借⾦の返済には、若者や⼦どもたちの世代が将来⼤⼈になった時の税収な
どが充てられる。将来世代へと負担を押しつけ続けていることになるのだ。

今が歴史的な円安⽔準だと知って
いましたか
東洋経済オンライン 8/10(⼟) 16:00

5

債務超過の曙ブレーキ、銀⾏との
溝は埋まるか
東洋経済オンライン 8/11(⽇) 5:10

PR がんに気付かされた⽣きる上で⼤
切なこと
アフラック

債務が⼤きい国は、常にひどい姿になって終焉する──。こういうことは、すべて

Yahoo! JAPAN広告

歴史が教えてくれる。
次ページは：いつか「安倍が⽇本をダメにした」と振り返る⽇が来る
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190805-00010000-php_s-bus_all&p=2
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ジム・ロジャーズ「⽇本政府の愚かな政策で、多額のお⾦が海外に流出した」
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投資家ジム・ロジャーズの衝撃予測「⽇本の⽼後保障の資⾦は底をつく」
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1

エアバスの新型⼩型機『A220』
がデモ⾶⾏ 三菱航空機『スペース
ジェット』より⼀回り⼤きく
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3
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れたこだわりとは
くるまのニュース 8/10(⼟) 17:31
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世界的投資家ジム・ロジャーズが悲観する「⽇本の末路」
8/5(⽉) 11:52配信

いつか「安倍が⽇本をダメにした」と振り返る⽇が来る
だから、⽇本の将来を危惧しなければならない。私⾃⾝、⼼から案じている。少⼦
⾼齢化、⼈⼝減少。移⺠も受け⼊れない。にもかかわらず⾼齢者は増える⼀⽅なの
で、社会保障費などの歳出が増え続けていくことになる。それを賄うために、また
国債が増えていく。

本気で痩せたいなら／東近江市
よつば整体院

詳しくはこちら

いまの⽇本の状態は、「紙幣を刷れば株価が上がる」という市場の原理に則ってい
るだけだ。アベノミクスが成功することはない。安倍政権の政策は⽇本も⽇本の⼦
どもたちの将来も滅茶苦茶にするものだ。いつかきっと「安倍が⽇本をダメにし
た」と振り返る⽇が来るだろう。
⽇本の⻑期債務残⾼はここ10年弱で増加の⼀途を辿っている。この10年で近隣のア
ジア諸国がどれだけ⼒をつけたかを鑑みると、両者間の落差には⽬眩がするような
思いだ。アジア全体は莫⼤な資産を持っているのに、いくつかのアジアの国、特に
⽇本は莫⼤な借⾦を抱え込んでしまった。
もし私が10歳の⽇本⼈だったとしたら、⽇本を離れて他国に移住することを考える
だろう。30年後、⾃分が40歳になった頃には、⽇本の借⾦はいま以上に膨れ上がっ

EOS 70D デジタル⼀眼…
即決価格1000円

雑誌アクセスランキング （経済）
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て⽬も当てられない状況になっている。⼀体誰が返すのか──国⺠以外、尻拭いを

ダイヤモンド・オンライン 8/10(⼟)

する者はいない。

6:00

迫りくる変化に対応するために、⼈と違う考え⽅

2

を⾝につけよ
⼈と異なる考え⽅をすれば、他の⼈には⾒えないも
のが⾒えてくる。それが成功への第⼀歩だ。もし、
したら、⼤チャンスだと考えればいい。⼈と同じこ
とをして成功した⼈は、いままでいないのだから。
そして最も重要なのは、韻を踏みながら変化を続け
る時代の流れに合わせ、⾃分も変化できるようにし
ておくことである。時代がどう変遷しているかを肌で感じ、それに順応すること
だ。
⼈は歳を重ねるごとに、変化に順応するのが難しくなる。しかし、あなたがたとえ

18きっぷ、「時間と⼼に余裕を⽣
む」ひと⼯夫
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N国党台頭で話題沸騰する「NHK
受信料」の現実
東洋経済オンライン 8/10(⼟) 8:20

周りから⾃分の考えを⾺⿅にされたり、笑われたり

出典：ジム・ロジャーズ著『お⾦
の流れで読む ⽇本と世界の未
来』（PHP新書）

1000⼈の看取りに接した看護師が
教える、最期を迎える⼈によく起
こる、不思議な現象とは

4

今が歴史的な円安⽔準だと知って
いましたか
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債務超過の曙ブレーキ、銀⾏との
溝は埋まるか
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