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前書き

　多くのインターネット・ユーザーは、「ウェブビジネスがまともなビジネスではない
、インターネットビジネスで儲かるというストーリを信じているのが未熟な投資者だけ
だ」という話を何回も聞かされているでしょう。
このような話を広めているのが、インターネットビジネスについて何も知らない人たち
なのです。
　ウェブ高利回り投資について知ろうとしない人のの中で、詐欺に騙されて貯金を奪わ
れたのがきっかけで、ウェブビジネスを信用しなくなった人が多いです。
高利回り投資は、幅広い知識を必要とするものです。推測や直感に基づいて行動するこ
とは、これから投資者になろうとする人がすべきなことではありません。
なぜかと言いますと、ネットビジネスの世界は他人のお金を奪い取ろうとしている悪徳
業者や詐欺がたくさんいるからです。しかし、詐欺が存在しているのはネットビジネス
だけではありません。それは、どのビジネスでも言えることです。ですから、高額収益
を約束するネットビジネスを全体的に偽物と見なすのが大間違いなのです。全ての銀行
や株式会社が投資者からお金を奪う目的で設定されるという発言も事実ではありません
。
　先ほど言いましたように、どのビジネスでも悪徳業者や詐欺がいます。しかし、それ
だけがネットビジネスをブラックリストにのせる根拠になりません。高利回り投資プロ
ジェクトの参加者の中で、投資が失敗に終わった人はいますが、それに比べたら収益を
大きく上げることができた人の人数が十倍ぐらい多いです。
ネットビジネスでの成功は偶然の一致、あるいは単なる幸運によるものではなく、幅広
い知識の蓄積によるものです。投資者は、投資についての詳細な知識をしっかり身につ
けておかないと、高利回り投資プロジェクトで成功できません。高利回り投資プロジェ
クトに投資する前に、高利回り投資プロジェクトに関する参考資料を慎重に検討してお
くのが必要です。
　HYIPに参加することで財産をつくったという人がたくさんいます。長年にわたってネ
ットビジネスを順調に行ってきた彼らが、投資についての知識や投資で成功するための
秘訣をしっかり身に付けることができました。高利回り投資に関する情報が公開されて
いるので、これから投資者になろうとする人も自由にアクセスできます。このパンフレ
ットで紹介されているHYIPについての情報は、HYIPの参加者が長年にわたって丁寧に集
めてきたものです。
　一般の人だけでなく、経験豊富な経営責任者、有名な銀行員、大手ビジネスマンもHYI
Pのようなプロジェクトに参加しています。一般の人と違って彼らは、新しい事業に取り
組む前に、それに関して徹底的に知っておくことを重視しています。私たちは、皆さん
にもHYIPについてのいろんな知識を持っていただきたいと思ってこのパンフレットを作
成しました。
　このパンフレットは、どうすればHYIPに効果的に投資することができるか、本物のHY
IPと詐欺をどうやって見分けるかというの点などを詳細に紹介しているものです。



概説

ｅビジネス投資
　投資の方法はいろいろあります。その中でも銀行に貯金する方法、有名な会社の株を
買う方法、または美術品および不動産を購入する方法などがあります。
　しかし、潜在的個人投資者の場合は、不動産や美術品、あるいは有名な会社の株を購
入できるほどの資金がないので、投資を効果的に行うこことがなかなか難しいです。さ
らに少額のお金を銀行に貯金しても、利率がほとんどつきません。このような状況に置
かれている潜在的個人投資者はどうしたら良いのでしょうか。高利回り投資の世界に入
るチャンスがあるのでしょうか。
　解決法が一つあります。それはHYIP（高利回り収益プロジェクト）の参加者になるこ
とです。高利回り収益プロジェクトにある程度の金額に投資すれば、決定の期間以内に
利率がつきます。 小の投資額は小額でも投資できます。利率の支払いが、毎日、また
は週ごと・月ごとにに行われます。一日分の金利は0.3%から3%まで幅があります。投資
者は短期間で投資の元を取ることができ、純利益を得ることができます。
　さて、HYIPは有利なプロジェクトなものでしょうか。もちろん、有利です。HYIP以外
のプロジェクトの中で、少額の資金を効果的に投資できるプロジェクトがほとんどあり
ません。充分な経済的資力や強力なビジネスパートナーとの協力関係などを持っていな
い個人投資者は、大規模な投資活動や株式取引への道が閉ざされていると思われていま
す。
しかし、HYIPの個人投資者の場合は違うのです。HYIP参加者（個人投資者）の一人一人
に必要な知識と経験を持っている代理人がつきます。その代理人が個人投資者に代わっ
て、投資の事業を行います。
　HYIPへの参加は危険性があるのでしょうか。はい、あります。
高利回り収益プロジェクトは、他の投資活動のように、リスクの伴う事業です。HYIPの
プロジェクトヘの投資が 大収益を確実にもたらすことは誰も保証できません。
HYIPの開発に取り組んでいる専門家は、再保証を行う制度を設立しました。それは資金
の一部を安全性の高い金融商品に使うことによって投資者の 低限の安全性を保証する
制度です。

HYIP
　HYIPというプロジェクトについて説明しましょう。高利回り収益プロジェクトが、単
なるネットワークの現象ではありません。HYIPは、一年あたりの標準金利が4-
5%しかない預金口座よりもっと高い収益をもたらす投資を総合的に意味するものです。
　高利回り収益プロジェクトでは、オッフ・ラインHYIPとオンラインHYIPがあります。
オッフ・ラインHYIPは、さまざまな種類があります。オッフ・ラインHYIPは、登録され
た会社によって運営されており、安定性のある高額収益を提供するプロジェクトです。
しかし、オッフ・ラインHYIPは 小限の投資額が極めて高く、その金額は500000$、10.0
00.000$を上回っています。一般の人から見たら、それは天文学的な金額です。
　オンライン高利回り収益プロジェクトは、オッフ・ラインHYIPと違って、「不透明」
です。その組織の法的住所やプロジェクトの主催者の名前が公開されていません。



　オッフ・ラインHYIPの主な収益源となっているのが株式市場の取引、不動産取引、ま
たは外貨投資です。オンラインHYIPは、その活動についての情報をめったにしか公開し
ないので、その収益源がどこにあるかについての情報を得ることがほとんど不可能です
。このような対策がとられているのは、プロジェクトの参加者から情報を隠すためでは
なく、組織のノウハウの秘密を保持するためなのです。HYIP市場の競争が高いので、投
資者の運用資産の管理が合理的かつ効率的であればあるほど、HYIPで成功する確率が高
いです。
　全てのオンラインHYIPは、利率の支払期間によって、①利率の支払いを一日ごとに行
うHYIP、②利率の支払いを週ごとに行うHYIP、③利率の支払いを月ごとに行うHYIPに
分類されています。利率は、①の場合は1-7%、②の場合は7-50%、③の場合は20-
200%が支払われます。
　HYIPへの参加方法は簡単です。第一のステップは、システムに登録し、国際電子決済
口座を開くことです。第二のステップは、プロジェクトに投資することです。上述の利
率の何れかは、投資が行われた翌日に、投資者の口座に振り込まれます。
　以上のことを整理しますと、次の通りになります。オンラインHYIPの主催者は、オッ
フラインHYIPに経済的な理由で参加できない個人投資者から資金を集めます。
その次に、その投資計画に従って、集めてきた資金を効果的に投資し、投資で獲得した
利益の一部を個人投資者の間に分けます。このように、HYIPは、投資者に有利な相互協
力を提供できるプロジェクトだと言っても良いでしょう。
　以上言いましたように、投資プロジェクトの種類はいろいろありますが、高額の収益
獲得という個人投資者の夢を実現させるのがHYIPだけなのです。

Ponzi
　どうすれば詐欺の脅威を防ぐことができるのでしょうか。高利回り投資プロジェクト
参加者の大部分がこの問題に悩まされています。HYIPの事業が「不透明」であるため、
詐欺は、偽りのプロジェクトを開き、それを本物の投資プロジェクトに見せかけること
で投資者から資金を奪い取ることがよくあります。
　詐欺の中で一番よく知られているのがポンジ（Ponzi）です。Ponziとは、投資活動を効
果的に進めることによってではなく、新しい参加者からの投資を集めることによって稼
いでいる典型的な金融ピラミッドのことです。しかし実際には、このようなプロジェク
トは、自らの尻尾を飲み込もうとしている蛇のようなものです。偽りのプロジェクトが
開始された 小の段階では、全てが順調に進んでいるように見えますが、実際はそうで
はありません。ある日、新しい参加者からの投資が停滞し、プロジェクトのピラミッド
が崩れてしまいます。しかし、「プロジェクトの主催者」が、集めた投資金を自分のポ
ケットに入れ、「プロジェクト」の途中で逃げるパタンのほうが多いです。そうなりま
すと、約束された利率が投資者の口座に入らなくなり、投資者本人は、自分が詐欺にだ
まされたことに気づきます。
　Ponziを見分けるための方法は以下の通りです。
①一日ごとに支払われる利率（一日辺り30％）が非常に高い。
②パトナーシップ・ペイメントの金額が非常に大きい。
本物のHYIPが相互利益の協力を受け入れる態勢にあります。しかし、HYIPの主な目的は
、投資者に投資活動を効果的に行わせることで収益を上げることにあります。紹介料が1
0%を上回っているようなプロジェクトは詐欺の可能性が高いです。紹介料が高いという



ことは、プロジェクトの主催者の狙いが効果的な投資活動ではなく、他人からお金を奪
い取ることにあるということを自動的に意味します。
③ウェブサイトの外見がプロフェッショナルに保たれていない。情報の載せ方が乱暴。
サイトの内容が、本物のサイトから引き取ってきた情報を適当に混ぜ合わせたものに過
ぎない。
以上言いましたように、普段はPonziのプロジェクトが上述の理由で短期間で「終了」す
るため、その主催者（詐欺）はサイトの作成とその内容に全く気配りをしません。

　詐欺プロジェクトの中で一番よく知られているのがいわゆる「ゴールデン・ゲイムズ
」（Golden
Games）です。これは、数日間または数週間しか存在しないといういわゆる小型Ponziで
す。これらは本質的に大型Ponziと同じです。一つだけ違いがあるとすれば、それは、小
型Ponziがもともと金融ピラミッドとして位置づけられているということです。
　投資者は、プロジェクトを途中で降りることができれば、少し稼げる可能性もありま
すが、そうできなかった投資者は、投資した額を完全に奪い取られてしまいます。「ゴ
ールデン・ゲイムズ」の種類はいくつかありますが、その狙いが一緒です。これらのプ
ロジェクトは、本物のHYIPとは全く関係がありません。
このようなプロジェクトに熱心に参加している投資者もいます。彼らの内、運がよく沢
山稼げた人もいれば、投資金を完全に盗まれた人もいます。さらには、多くの投資者は
、鋭い判断力さえ身に付けていれば、プロジェクトに入るタイミング、またはプロジェ
クトを降りるタイミングをうまく判断できると思い込んでいますが、実はそう簡単には
行かない場合も多いです。皆さんは、詐欺の仲間もユーザーとしてプロジェクトに参加
しているということをご存知でしたか。実は、プロジェクトから利益を得ているのが、
そういった人たちだげなのです。なぜかといいますと、その仲間（詐欺プロジェクトの
主催者）がプロジェクトの情報を彼らに提供しているからです。このようなプロジェク
トへの参加は、本物のHYIPへの参加より危険性が高いだけでなく、利益を得る可能性も
本物のHYIPと比べたら、非常に低いです。
　「ゴールデン・ゲイムズ」を本気でやってみたいと思う方に注意していただきたいの
は、あなたの収益が他人の資金で形成されていくということ、そして、このようなプロ
ジェクトの金融ピラミッドが不法的なものであり、その構成員が法律に従って厳しく罰
せられるということです。
　このHYIPのプロジェクトをやってみたいけれど、これが金融ピラミッドだったら、ど
うしようという方は、まず、プロジェクト主催者が規定した条件やプロジェクトの内容
などを慎重に検討し、詐欺の可能性があるかないかを判断してみて下さい。この作業を
行う際に、以上紹介した三点を参考にして下さい。投資は、あなたの参加したいと思う
プロジェクトが、本物であることを確認した上で行って下さい。投資する際に、 初に
少額を投資し、利率が口座に定期的に振り込まれていることを確認してから投資額を上
げるようにして下さい。

決済システム
　現在、さまざまな決済システムでは、電子マネーがオンライン支払をするための手段
として使われています。その中でもE-gold, EvoCash, E-bullion, INTGold, NetPay,
GoldMoney, StormPay,



Pecunixがバーチャル・ワールドの公用通貨とされています。電子マネーが、世界中で毎
日行われる不動産、美術品、自動車、証券などの購入および重要な取引に使われていま
す。さらに、ウェブホスティングの購入およびオンラインカジノというネットワークビ
ジネスでも電子決済システムが欠くことができない存在です。
世界中のウェブユーザーにとっては、現金、銀行小切手、銀行振り替えより電子マネー
を使うほうが便利です。電子マネーというものは、もともとウェブユーザーを対象にし
てつくられたものです。電子マネーのおかげでウェブユーザーは商品の仕入れや取引な
どをたった数秒でスムーズに行えます。
　世界的に支持されている電子決済システムを紹介しましょう。

イーゴールド（E-gold）
　イーゴールド（E-
gold）というシステムがつくられたのは1996年です。その一日分の売り上げが1.500.000ド
ルを上回っています。イーゴールド（E-gold）社はGold&Silver
Reserve(G&SR)によって経営されています。E-
gold決済システムのマネーが貴金属に該当しています。さらに、国際決済の手続きは簡単
です。それは、国の通貨を使う必要がないからです。E-
gold口座は、安全性が非常に高く、匿名式です。E-
gold口座を開くということは、貴金属に投資するということを自動的に意味します。貴金
属は、国の通貨と違って、安定性が非常に高いです。金融危機の際に、銀、金、白金お
よびパラジウムの価値が下落しないだけでなく、かえって高まります。E-
goldユーザーの資産は純金にされてロンドン、チューリッヒおよびドバイなどの銀行金庫
に保管されています。その安全性がアメリカやスイスの銀行によって保証されています
。世界の主要銀行であるニューヨークのJP Morgan Chase
Bankがイーゴールド社の主な保証人となっています。　
　E-
gold口座を補充するための方法はいくつかあります。その中でも電子送金、クレジットカ
ード、現金預金、ウエスタンユニオン、アメリカンエキスプレスなどがあります。
　E-
goldが国際電子決済システムの中でもっとも効果的で使いやすいシステムなので、HYIP
参加者にとって 適です。それは、投資者が収益をすぐに入金してもらえるからです。
E-goldをまだお持ちでない方は以下の無料サイトまでアクセスして下さい。
https://www.e-gold.com/newacct

EvoCash
　このシステムがつくられたのは、2001年です。EvoCashの設立から5年しかたっていま
せんが、E-
Goldのようにユーザーの中で評価が高いです。EvoCash社はドミニカ国の管轄下にありま
すが、その支店がアメリカやヨーロッパにも開かれています。EvoCash社は安全保障とい
うものを重視しているので、EvoCashを通じての預入れおよび送金が外部や内部からの不
正アクセスから守られています。



　EvoCashのマネーはEvoです。1Evoが1USドルに当たります。しかし、その為替相場は
ドル為替相場の変動に影響されていません。EvoCash口座から他の口座への送金は手数料
無料で行えます。
　EvoCash口座を補充するための方法は二つあります。それは、クレジットカード、口座
からの直接送金、または他の電子決済システムを通じての送金です。このシステムの不
利なところは、口座への入金が時間がかかるという点です。入金手続きの時間は、短く
て2時間、長くて24時間ほどかかります。
EvoCash口座を開きたいと思う方は、こちらのサイトまでアクセスして下さい。
https://www.evocash.com

E-Bullion
　E-
Bullionは、パナマで登録されている電子決済システムであり、その支店が世界中にあり
ます。E-Bullionは、E-
Goldと同じように、そのマネーを金・白金・銀にして保管しています。
　E-Bullion口座を補充するための方法はいくつかあります。E-
Goldを通じての補充方法もその中に含まれています。
　E-Bullionは、口座維持手数料が安いので、ユーザには大人気です。
　E-Bullion口座を開きたいと思う方は、http://www.e-
bullion.comまでアクセスして下さい。

INTGold
　INTGold社がつくられたのは、2002年です。NTGold社は、テキサス州で登録されてお
り、その支店も全部アメリカ合衆国にあります。
　INTGoldはそのマネーを金・白金・銀にして保管しています。口座維持手数料が無料で
す。全ての取引は、リアルタイムで行われているので、ユーザーの貴重な時間が節約で
きます。
　INTGoldの口座入金方法は、次の3種類があります。それは、E-
Goldからの直接送金、Western
Unionおよび現金預金、クレジットカード送金および電信送金です。
　どなたかが紹介者から紹介を受けて取引をする場合は、その紹介者は紹介料をもらえ
ます
　INTGoldは、デビットカード販売パートナーシップ・プロジェクトを開催しています。
一枚のクレジットカードを売ると、5ドルのプレミアムボーナスが当たります。
　INTGold口座を開きたいと思う方は、https://intgold.comまでアクセスして下さい。

NetPay
　NetPayが誕生したのは、2001年の初めです。NetPayは、その設立時から現在に至るま
で、安全性の極めて高い本格的な電子決済システムとして評価されてきました。　NetPa
yはパナマで登録されており、多数のユーザーを持っています。
　NetPayのマネーは純金に該当しているので、安定性が非常に高いです。
　NetPay口座への入金がリアルタイムで行われています。
　NetPayは、E-Goldを含めての他の電子決済システムと密接な協力関係にあります。



　NetPay口座の開設は無料です。口座維持手数料もかかりません。口座への入金の際に
は、電信送金および他の電子決済システムを使えます。手数料は、入金金額の1%となり
ます。
　どなたかが紹介者から紹介を受けてデビットカードを注文する場合は、その紹介者は1
5ドルの紹介料をもらえます。
　NetPayに登録したいと思う方は、https://www.netpay.tv.までアクセスして下さい。

GoldMoney
　GoldMoneyが誕生したのは、2001年です。会社の名前からお分かりのように、そのマネ
ーは純金に該当しています。その純金がロンドンの金庫に保管されています。
　GoldMoney内で送金をする場合は、手数料がかかります。手数料の金額は、送金金額の
1%となります。口座維持手数料も有料です。毎月、金の0.01
gに相当する金額がユーザーの口座から口座維持手数料として引き落とされます。
　GoldMoneyは、安全性が極めて高いシステムなので、世界中の電子決済システムのユー
ザーに大人気です。
　GoldMoneyのユーザーになりたいと思う方は、http://goldmoney.com（会社の公式サイト
）までアクセスして下さい。

StormPay
　StormPayは、2002年に誕生し、あっという間に一流の電子決済システムとして人気を
集めました。送金がEメールを利用して行われているので、送金を行う際には、受け取り
人の名前を入力するだけで送金ができます。StormPayの紹介料お支払い制度は、6つのレ
ベルからなっています。1レベル辺りの金額は、2.5%となっています。
　送金手数料は、送金金額の2.9%（39セント付加）となっています。 低限送金額は、1
ドルです。
　StormPayへの登録手続きは簡単です。さらに、ユーザーの個人情報を詳細に登録する
必要がありません。StormPay口座を開きたいと思う方は、https://www.stormpay.comまでア
クセスして下さい。

Pecunix
　Pecunixは、安全性が非常に高い電子決済システムの一つです。Pecunixは、ユーザーの
口座への不正アクセスを防ぐために、特別の暗号システムを使っています。Pecunixの電
子マネーが、全ての世界の主な通貨と取引することができます。
　ユーザーが登録情報をなくした場合は、純金の5 gがとられます。
　Pecunixの規則や手順については、会社のホームページをご覧下さい。詳細・登録は、
会社の公式サイトのサイトhttp://pecunix.comまでどうぞ。

電子決済システムの安全保障
　電子決済システムは、安全性がどんなに高くても、システム内部への不正アクセスを
完全に防ぐことが不可能です。不正アクセスの原因は、口座の持ち主の不注意というも
のが大半です。電子決済システムは、ユーザーの安全を守るために、以下の対策を作成
しました。その内容は、電子決済システムのユーザーになる際には欠かせないものとな
ります。



①電子決済システムの口座にアクセスする時は、「パスワードを保存する」というウィ
ンドウズのオプションを一切使わないようにして下さい。その逆の場合は、詐欺たちが
あなたの登録情報を簡単に盗み、「電子財布」の中身を奪い取ることは充分ありえます
。
②口座などの情報をあなたしか使えない個人用のフロッピおよび暗号化したCDにおとす
ようにして下さい。
③未知のユーザから届けられるメールを開かないで下さい。このようなメールは、あな
たのパスワードなどを盗みやすくするウイルスや「トロイの木馬」が入っている可能性
が高いです。
④未知のユーザから届けられるリンクを一切使わないようにして下さい。未知のウェブ
ページに入った場合は、個人情報の入力・登録はしないようにして下さい。このような
ウェブページの内、ユーザーのパソコンにスパイソフトウェアをインストールする目的
で作成されたものが圧倒的に多いです。
⑤パソコンにアンチウイルス・ソフトおよびファイアウォールをインストールしましょ
う。これらのソフトは、あなたのパソコンをウイルスの攻撃から守ってくれます。アン
チウイルス・ソフトは、パソコンに危険なプログラムが入るのを防ぐものです。ファイ
アウォールは、ハッカーの攻撃に対抗する防御機能があります。
⑥あなたが使っている電子決済システムの管理業務者からのメールを無視して下さい。
このようなメールの差出人が、多くの場合攻撃者なのです。彼らの狙いは、システム内
部に問題が発生していると口座のユーザーに思わせ、ユーザーの登録情報やパスワード
などを擬似メールアドレスに送らせることにあります。システムの管理業務者からメー
ルが届いた場合は、そのメールが本物かどうかをシステムの管理業務の関係者にメール
で確認して下さい。メールを送る際に、公式メールアドレスを使うようにして下さい。
このようなメールに対して、「ユーザーにパスワードを公開させるようなメールを一度
も出したことがない。そのメールはおそらく詐欺だろう」という内容の返事が返ってく
るのが普通です。
⑦他のユーザーの「電子財布」を盗むソフト、または口座の金額を増やすソフトをダウ
ンロードしないで下さい。このようなソフトは、攻撃者がユーザーの貯金を奪い取る目
的で作成したものです。電子決済システムはユーザーの安全保障が非常に重視している
ので、素人のプログラマーが作ったソフトでシステムに侵入することは全く不可能です
。攻撃者は、目的のシステムへ攻撃するための手段として、他人のお金で稼ぎたかって
いるユーザーを利用しています。攻撃者は、そのユーザーのパスワードなどを盗み、シ
ステムに侵入することが少なくありません。
⑧口座不正アクセスの対策として週に一回ログインの変更を行って下さい。また、口座
などの情報が他人に取得されないための対策を考えて下さい。たとえば、アクセスパス
ワードをパスワードをどこにも書かず、頭に記憶すること、パスワードに生年月日や自
宅電話番号、人の名前を使わなず、攻撃者に読み出されないように文字と数字を混ぜて
使うことなどなどがあります。
　以上の対策を守ることは、電子決済システムのユーザーになっていく上で欠かせない
ことです。

HYIP投資



　その収益がどうやって発生するのか。HYIPの参加者は、それだけの大きなお金がプロ
ジエクト主催者にどこから入ってくるのか、ということが気になります。プロジエクト
の収益は、何もないところに発生したものではなく、経験豊かなHYIPの運営者およびHY
IP専門家の効果的な活動によって発生するものです。
　高利回り収益プロジェクトの主な収益源は以下の通りです。
以上の対策を守ることは、電子決済システムのユーザーになっていく上で欠かせないこ
とです。

HYIP投資

収益がどうやって発生するのか。
　HYIPの参加者は、それだけの大きなお金がプロジエクト主催者にどこから入ってくる
のか、ということが気になります。プロジエクトの収益は、何もないところに発生した
ものではなく、経験豊かなHYIPの運営者やHYIP専門家の効果的な活動によって発生する
ものです。
高利回り収益プロジェクトの主な収益源は以下の通りです。
 ①外貨投資
②国際株式市場での株式取引
③宝くじおよび競馬
④高利回りビジネスへの投資
⑤希少物資の輸入・輸出

　①～⑤からお分かりのように、HYIPの主催者は、参加者から集めた資金を流動資金と
して活用させています。HYIPの収益は、課税の対象となっていません。その理由は二つ
あります。一つは、HYIPが高利回りビジネスへの投資を行っていることです。もう一つ
は、その事業がオフショア地位にあることです。HYIPの収益が課税されないので、HYIP
事業の開発、投資者への支払いおよびHYIPの今後の発展のため必要な資金が調達できま
す。
　インターネットビジネスの世界から遠い人から見たら、投資金が一ヶ月間で二・三倍
になって返って来ることは、非現実的な話です。しかし、インターネットビジネスの経
験と知識が豊富な投資者たちにとっては、それは現実です。彼らは、インターネットビ
ジネスについての幅広い知識を使って商品価格の変動を自分に有利に働かせています。
　多くの投資者は、為替相場の変動をうまく利用して巨額な富を蓄えてきました。通貨
市場を知り尽くしているトレーダーは、たった数時間で収益を二倍に増やすことができ
ます。たとえば、トレーダーは、100ドルしか持っていないとします。彼は、為替相場の
変動（ユーロの下落およびドルの上昇）を次のように利用します。
トレーダーは、9900$を無利息で借り、10000$を売ります。次に、0.9755/ユーロの相場で
買ったユーロを数時間後に0.9845/ユーロの相場で転売します。その次に、9900ドルをブ
ローカーに払い戻します。このようにして、90$の純利益が出ると同時に、入金が24時間
以下で90%増えます。
　未経験の投資者の場合は、通貨市場での取引で重大な損失を負う恐れがあります。高
利回り収益プロジェクトは、未経験の投資者に入金してもらった投資金を蓄積させ、有
利に活用させることを目的としています。HYIPの範囲は、投資金の管理および効果的な



投資の促進に限っており、何等の産業が行われていません。HYIPは、通貨市場での取引
および投資を効率的かつ効果的に行うための知識も資金もない個人投資者と高利回りビ
ジネスとの間の仲介者の役を果たしています。
　資金を効果的に投資するための方法は、通貨市場での取引に限っていません。他にも
様々な方法があります。その中でも、安定したビジネスを行っている発展途上国の企業
の証券を購入する方法などがあります。以上のような事業に参加することは、ある程度
のリスクを伴っていますが、高い収益性を確保する面も大きいです。
　本物のHYIPは、相互利益協力体制がとれているプロジェクトであり、その参加者を騙
したことは一度もありません。プロジェクトの主催者は、投資者の資金を効率的かつ効
果的に投資していることのおかげで、投資者に利息を順調に支払うことができるだけで
なく、自分の利益を確保することもできます。
　外国為替を取り扱っている事業の場合は、資本の流通率が他の事業より高いです。投
資者は、24時間以内にいくつかの高利回りプロジェクトに投資することによって毎日、
または毎週ごとに利息が入ることが可能になります。
　しかし、ここで注意していただきたいことがあります。それは、プロジェクトの主催
者が、参加者間の不当競争を防ぐために、その収益源を公開させないという対策をとっ
ているということです。そのため、高利回り収益プログアムはほどんと「不透明」です
。しかし、このことは、プロジェクトの信頼性に何の影響を与えていません。それは、
高利回り収益プログアムの主催者が、相互利益協力体制およびユーザーの信頼を何より
も重視しているからです。

リスク
　個人投資者の場合は、投資を行うことはリスクを伴う可能性が極めて高いです。
高額収益の獲得を目的とした投資は、危険性はいつもあります。個人投資者の場合は、
自分の持っている少額の資金を銀行に預けても利子が少ないです。このような状況の中
、自分の資金を 大限に活用させるチャンスを個人投資者に与えてくれるのが、高利回
り投資プロジェクトです。
　しかし、高利回り投資プロジェクトは、リスクを伴う可能性があることを忘れてはな
りません。プロジェクトの参加者になる前に、これに対して、本物かどうかを徹底的に
確認しておく必要があります。投資自体は、高利回り投資プロジェクトについての知識
をある程度身に付けてから行うようにし下さい。
　プロジェクトの参加者になろうとする方が注意すべきなのは、信頼できるプロジェク
トでも、失敗に終わってしまうこともあり得るということです。その原因は、プロジェ
クトの開発がその主催者の性でうまく進まないこと、プロジェクトの主催者が投資者の
資金を全部通貨市場での取引に投じたが、失敗してしまったことなどにあります。
　高利回り投資プロジェクトに参加していく上でのリスクを防ぐためのポイントを以下
に紹介します。
　高利回り投資プロジェクトは、永遠に続くものではなく、いつか終了されるものです
。ピラミッド・プロジェクト（詐欺投資プロジェクト）は、いつの間にか崩れ、投資者
の資金が全部その下に埋められてしまう可能性は非常に高いです。それに対して、本物
のHYIPは、投資者へのお支払いが完了した上で終了します。本物のプロジェクトは、も
ともと長期間プロジェクトとして開発されるものです。しかし、経済的状況などによっ
てその終了時期が変わったりすることもあります。



　高利回り収益プロジェクトの事業は基本的には４つの段階から成ります。
　①投資回収期間

1 成長期
2 集中期間
3 降下期

この４つの段階を詳細に見てみましょう。

1 投資回収期間とは、プロジェクトが誕生する時期を言います。この時期では、HYI
Pの主催者はプロジェクトに何等かの資金を投資します。プロジェクトの事業を進
めていくためには次のことが必要となります。それは、外見と内容のバランスが
良くとれているウェブサイトの開発、有料のプロジェクト評価システムへの登録
、宣伝の作成です。それらの事業は、もちろん費用がかかります。①は利益がま
だ出ていない段階なので、収入よりも支出のほうが多いです。この段階では、プ
ロジェクトの信頼性を判断することがなかなか難しいですが、全く不可能という
わけではありません。たとえば、プロジェクトのウェブサイトの利用が無料であ
る場合、または、その内容が他のサイトから引き取ってきた情報を適当に混ぜ合
わせたように見える場合は、詐欺の可能性が高いです。このようなサイトのほと
んどは、人のお金を取れるだけ取り、夜逃げをすることを目的に作成されたもの
です。

2 成長期は、プロジェクトが展開していく時期です。この時期では、投資者の内、
紹介料の獲得を前提として他人にプロジェクトを紹介する人が増えていきます。
プロジェクトが自給自足を維持できる段階に入り、実際利益を出すようになって
きます。この時期では、プロジェクト成功するかどうかは、その主催者がどれだ
けの参加者を得られるかにかかっています。プロジェクトが本物であることの証
拠の一つは、新しいプロジェクト参加者の口座に何等かの金額をプレゼントする
キャンペーンなどが開催されていることです。

3 集中期間は、HYIPの事業がもっとも安定している時期です。この時期は、投資が
安定成長の段階に入る時期であり、定められた利子が定期的に支払われ、収益が
大となってくる時期でもあります。

4 降下期は、プロジェクトの進行が続くか閉鎖されるか、プロジェクトの「運命」
が決められる時期です。プロジェクトの参加者がプロジェクトに関心を失い、投
資しなくなる状況になると、プロジェクトは閉鎖されます。偽りのプロジェクト
は、降下期に入って数日後に、その参加者に支払いをせずに終了します。それと
違って、本物のプロジェクトの場合は、その主催者がプロジェクトの命を救おう
と 大限の努力をします。

　降下期HYIPの実態を分析すれば、その将来に対する見通しができます。危機を克服
し、投資の活動を効果的に進めているプロジェクトは本物に違いません。プロジェク
トが降下期に入ろうとしているということは、その宣伝活動の実態から分かります。
プロジェクトに対する参加者の関心が薄れてくると、そのプロジェクトの宣伝活動が
活発になります。その内容は、参加者にメッセージを送信すること、新しいカタログ
に登録すること、フォーラムやゲストブックなどにメッセージを掲載することです。



　プロジェクトの宣伝活動が、降下期を避けるための対策の一つです。プロジェクトが
危機の時期を乗り越えることができたということは、将来性が期待できるということを
意味します。開始されたばかりのプロジェクトの場合は、そのプロジェクトについて徹
底的に調査してから投資を行うほうが安全です。

HYIP:　評価
　あるプロジェクトに投資する前に、次のことを詳細に分析する必要があります。
①通常支払われる金額
②投資額の限定
③投資活動の内容
④プロジェクト主催者に対する信頼性
⑤ウェブサイトの外見と内容
⑥ドメインチェック
⑦プロジェクトの連絡先に関する情報
⑧そのプロジェクトに対するフォーラムの中の講評
⑨そのプロジェクトに対するレイティングサイトの評価
⑩そのプロジェクトに関する第三者機関の評価

以下の点を詳細に見てみましょう。

　プロジェクト主催者の約束にとらわれないことは、投資プロジェクトに参加してい
く上で重要点となります。投資額からの収益が毎日二倍増えていくことを約束するプ
ロジェクトは、詐欺に違いません。本物のHYIPの場合は、投資者に支払われる一日分
の平均利率が3-
4%となっています。しかし、日によって利率が変更する場合もあります。一日分の利
率が7-
10%を上回っているプロジェクトが、間違いなく詐欺です。先にも言いましたように
、このようなプロジェクトに参加することは、危険性が高いです。本物のHYIPでも、
利率が毎日ごとに支払われるプロジェクトがあります。その利率が収益額の変動によ
り変更となる場合があります。このようなプロジェクトのほとんどは、投資活動を効
率的かつ効果的に行うことを目的に事業を進めています。

　調査の結果によりますと、本物の高利回り収益プロジェクトの場合は、投資者に月ご
とに支払われる利率が10-
50%.となっています。投資活動の内容によってそれが変更する場合があります。
　投資額は、 小投資額と 大投資額によって限定されます。普段は、投資額が限定さ
れていないプロジェクトに対して、皆さんは、経済力の異なる人が参加できる開放性の
高いプロジェクトであると考え勝ちです。しかし、実際は、本格的なプロジェクトは原
則として投資額の範囲を定めることにしています。逆の場合は、プロジェクトが詐欺で
ある可能性が充分あります。
　調査の結果によれば、本格的なプロジェクトの場合は、 小投資額が25$となっており
、 大投資額も限定されています。



　HYIPのほとんどは、収益がどうやって発生するのかについての情報を提供しています
。それについては、以上に細かく書きましたので、省略することにします。ただことで
一つ言っておくべきことがあります。それは、外貨取引と関連した活動をウェブサイト
に紹介しているプロジェクトが、Ponziの可能性が高いということです。本格的なプロジ
ェクトの主催者は、詐欺の攻撃を避けるために、その活動についての情報をなるべく公
開しないことにしています。Ponziは、短期で「終了」するなので、活動を進めていくた
めの本格的な対策を持っていません。詐欺の場合は、投資活動に関する具体的な説明が
なされていません。それと違って、本物のプロジェクトの主催者は、投資方法などにつ
いての詳細な情報を投資者に提供しています。しかしなから、このような情報が紹介さ
れる際に、企業およびトレーダーの名前、または投資額に関する情報が公開されません
。
　Ponziの内、市場変動および投資の情報を投資者に提供し、投資活動を本物に見せかけ
るものがあります。このようなプロジェクトを本物と見分けることが難しいので、さら
に注意が必要です。
　プロジェクト主催者がフォーラムなどに掲載するメッセージを慎重に分析することが
大事です。プロジェクト主催者がフォーラムでどのぐらいの時間を過ごすかという点も
重要です。普段は、プロジェクト主催者は、仕事が忙しいので、仕事以外のことをする
時間がほとんどありません。一日中フォーラムに参加しているプロジェクト主催者が詐
欺である可能性が充分あります。
　プロジェクトのウェブサイトの外見と内容から、その主催者について色々なことが見
えてきます。プライヴィット・ドメイン、機能的なサイト、効果的フィードバックの提
供の有無だけでプロルガムの信頼性を正確に判断できるというわけではありません。し
かし、プロジェクトの主催者がプロジェクトの開発のために、それだけの資金を投資し
たということは、このプロジェクトが本物の可能性が十分あるということです。詐欺プ
ロジェクトを見分けるポイントとしては、サイトのデザインがプロフェッショナルに見
えないこと、サイトの内容が本格的なサイトから盗まれたものでること、サイトの利用
が無料であることを取り上げることができます。詐欺プロジェクトの主催者にとっては
、本格的なサイトの開発などがお金の無駄使いです。先にも言いましたが、投資プロジ
ェクトに入るか否かは、それに対して徹底的に調べた上で決めるほうが安全です。
　プロジェクトはドメイン名が付いている場合は、そのドメイン名を「whois」サービス(
http://www.nic.com/)  で確認して下さい。「who
is」サービスは、そのプロジェクトの名前、登録、連絡先、またはそのプロジェクトを登
録した人の名字に関する情報を提供してくれます。しかし、「whois」で提供される情報
の全てが正確であるとは限りません。多くのドメインが匿名で登録されることになって
いるので、詐欺は偽りの情報で登録している場合は少なくありません。そのため、「who
is」で提供された情報を詳細に分析し、プロジェクトの主催者についての情報と比較する
ことが必要となります。
　フィードバック提供のレベルが高いほど、プロジェクトの信頼性が高いです。
プロジェクトの主催者がプロジェクトに対してその参加者と意見交換を積極的に行って
いるということは、主催者たちがプロジェクトの発展を目指して、できるだけ多くの投
資者の関心を引き付けようとしているということです。ただし、参加者との意見交換の
際に、HYIPの主催者は、自分の名前を公開しません。



　HYIP関連のフォーラムの内容を慎重に検討して下さい。経験と知識が豊富な投資者や
HYIPの専門家がこのようなフォーラムによく参加するので、初心者の投資者は、色々と
質問をすると良いでしょう。専門家および投資の経験が豊かな人は、HYIPの短所や長所
などを教えてくれます。フォーラムに参加することでHYIPについての新しいかつ客観的
な情報を得ることができるので、投資者の皆さんも積極的に参加して行って下さい。
　プロジェクトに対するレイティングサイトの評価を検討することによって、このプロ
ジェクトがその投資者に利子を支払っているか否かということ、さらに、そのプロジェ
クトがどのぐらい存在しているかについて知ることができます。しかし、レイティング
サイトが提供する情報は、フォーラムからの情報ほど正確ではありません。それは、プ
ロジェクトの現状（利子の支払い）がうまくいっていることが明日もうまくいくとは限
らないからです。
　HYIPプロジェクトについては、第三者機関の評価を通じて知ることができます。
近、HYIPの主催者は、プロジェクトの拡大を目的にその宣伝活動を精力的に広めてい

ます。第三者機関による検査に当たって、プロジェクトの主催者が、プロジェクトに関
する資料とともに連絡先（住所と電話番号）を正確に提供しなければなりません。しか
し、プロジェクトの主催者が偽りの住所（たとえば、スーパーマーケット、または駐車
場の住所）を提供し、検査を通ることができたというケースが少なくありません。それ
は、第三者機関の検査が、住所の確認にとどまっており、プロジェクトの事業内容まで
は進んでいないという原因によります。
　以上に紹介した点は、あるプロジェクトを検討していく上で重要なポイントとなりま
す。しかし、それらを使うことでプロジェクトの安全性および信頼性を確実に確認する
ことができるとは限りません。
　プロジェクトがどのぐらい存在しているかを計算するための公式を紹介しましょう。
 (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) * (NKI + SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO +
RT + 1) * (KS + STR)*100000)

SD – デザインの平均価格
SH –ホスティング・サービス料
KR –広告費用
NKI –連絡先情報の有無
SKW –
主催者が提供した連絡先情報が「whois」サービスに掲載されている連絡先情報と同じか
否かを判定すること
SKR－主催者が提供した住所が存在しているか否かを確認すること
NF – フォーラムの有無およびその開発
KO – ウェブサイト内容の誤りの数
RT – ウェブサイトに掲載されている情報の内容の不統一

KI － 初の一週間以内に参加者の人数がどのぐらい増えたかということです。
SV – 投資額
WD –
プロジェクト収益源となっている事業についての情報、プロジェクトの主催者が提供し
ているプロジェクトについての情報に対する投資者自身の評価
GAR – 保証の有無



KS – プロジェクト主催者およびプロジェクト管理者の人数
STR –プロジェクトの所属
NO – 事務所の有無

　この公式は以前から広く使われています。多くの場合（約86%）に正確な計算の結果が
出されました。しかし、なんらかの理由で連絡先に関する情報を提供しない本格的なプ
ロジェクトの場合は、計算には誤りが起こる可能性があります。

初めての投資
　さて、皆さんはプロジェクトについての必要な調査を行い、投資するための準備を整
えました。選択したHYIPに資金を投資する前に、自分は投資する意思が本当にあるのか
、投資した後は後悔しないのかについてもう一度考えておく必要があります。自分の資
金を本当に投資に使うべきのか、それとも、その資金で不動産を買うべきなのかを真剣
に検討して下さい。先にも言いましたように、高利回り収益プロジェクトは、リスクを
伴うものです。ですから、選択したプロジェクトに対して、徹底的な調査および分析を
行った、ということは必ずしもプロジェクトの信頼性が保証されることを意味しません
。
　投資金のHYIPに投資していく上で忘れてはならないことは、全額の投資が非常に危険
であるということです。投資に当たって、安全性が高いプロジェクトをいくつか選択し
、その一つ一つに応じた対策を検討しましょう。いくら本格的なプロジェクトであって
も、突然閉鎖される可能性があるので、いくつかのプロジェクトを同時に検討するほう
が安全です。投資のコツは、 後の切り札を持つことです。選択したプロジェクトの内
、一つが突然閉鎖し、資金の一部が失われた場合は、残りのプロジェクトに参加するこ
とによって失われた資金を取り戻すことができるだけでなく、利益を得ることもできま
す。
　いくつかのプロジェクトに同時進行で参加することによって投資の安全確保が可能に
なります。信頼性が高い本格的なプロジェクトが全部一気につぶれてしまうことは、も
ちろんありえません。しかし、その内の一つが突然閉鎖されることがありうるので、そ
うなった場合のリスクを考慮して、必要な対策を立てておく必要があります。
　本格的なプロジェクトの場合は、投資者の電子口座への入金が24時間以内に行われま
す。さらに、このようなプロジェクトは、投資者の利益を増やすことを目的とした自動
的再投資の制度を設定しています。
　収益の概算額を簡単に計算することができます。たとえば、投資者は、ある投資プロ
ジェクトに資金を一年間という期間で2%の利率で投資するとします。再投資を行わない
場合は、投資者は55日間で投資の元がとれます。このようにして、一年後の収益が720%
となります。投資金を二・三部分に分けて、いくつかのプロジェクトに同時に投資する
と、それらのプロジェクトの大半がなんらかの理由でだめになってしまったとしても、
投資者が損することはありません。
　数千万ドルの金を約束されたとしても、あるいは、あるプロジェクトに全額の資金を
投資するように仲間の全員に勧められたとしも、全額の投資金を一気に投資せず、それ
を二・三部分に分けて、いくつかのプロジェクトに同時に投資する対策を守りましょう
。
　信頼性が高いHYIPでも、降下期を克服できなかったものがあります。



　初心者の投資者に守っていただきたいルールが一つあります。負けるわけにはいかな
いお金を決してリスクにさらさないというルールです。

投資活動を続ける。
　自分の資金を一つのプロジェクトに決して投資しないこと。これが、個人投資者が守
るべきルールです。先にも言いましたように、HYIPプロジェクトは、永遠に続くもので
はありません。信頼性が非常に高いプロジェクトでも、いつか終了します。プロジェク
トの財源が底を突くと、プロジェクトが閉鎖されます。
プロジェクトの拡大は限界があります。これが自明の理です。ですから、投資活動を可
能な限り効果的かつ効率的に行うことが非常に重要です。その逆の場合は、全てを失っ
てしまう恐れがあります。
　利益が出るようになると、もっともっと儲けようと同じプロジェクトに投資を何回も
繰り返す投資者が多いです。彼らは、そのプロジェクトの財源が底を突くまで再投資を
繰り返します。このような投資者が成功する可能性はゼロに近いです。成功のコツは、
資金投資を一つのプロジェクトに限定せず、色々のプロジェクトに投資することです。
そうすれば、失敗の可能性が低くなります。
　様々なプロジェクトについて詳細な調査を行った上で信頼性が高いものをいくつか選
択し、それらのプロジェクトに同時に投資することがもっとも効果的です。この対策に
従って投資を行う人は、投資したプロジェクトの内、一つが閉鎖されたとしても、自ら
の資金の安全を確保することができます。先にも言いましたように、投資プロジェクト
は、永遠に続くものではないので、それが閉鎖された場合のリスクを抑えるための対策
を真剣に考えておくことが非常に重要です。
　HYIPに投資してリスクなしでお金持ちになれると思っている投資者は、HYIPへの参加
を止めたほうがいいかもしれません。全ての高利回り投資プロジェクトはリスクを伴う
ものです。どうすればリスクなしで稼げるかを考えるよりも、どうすればそのリスクを
弱めることができるかを真剣に検討したほうがいいです。資金の投資を一つのプロジェ
クトに限定せず、自分の資金を二部分・三部分に分けて、いくつかのプロジェクトに同
時に投資することがその方法の一つです。
　初心者の投資者は、全額の資金を投資しないように注意が必要です。多くのHYIPは、
小投資額が定められています。それは、1$, 10$、または100$です。
初は 小額を投資し、様子を見て下さい。選択したプロジェクトの事業内容を慎重に

検討し、様々な投資方法および再投資方法を身に付けておくことが大切です。もし、選
択したプロジェクトが「あなたのプロジェクト」であることが分かったら、次の段階に
進んで下さい。

　冒険しなければ何も得られないと言われています。しかし、冒険しすぎるのも危険で
す。予測不可能なHYIPの世界では、ビジネスを成功させるために、ある程度のリスクを
とらなければならないことは事実です。HYIPの世界に入るに当たって、以上紹介した点
が成功への鍵となります。

投資活動の黄金律
　高利回り投資プロジェクトの参加者が守るべき黄金律を以下に紹介しておきます。こ
れを無視する投資者は、投資を成功させることができないだけでなく、借金を負う恐れ



があります。この黄金律は、多くのHYIP参加者の経験と知識に基づいて成立したもので
す。この黄金律は、リスクを弱めるための方法、詐欺の攻撃を防ぐための方法、または
収益を上げるためのコツなどを教えてくれます。
一、投資に使っても大丈夫な範囲以上を投資してはいけない事。
高利回りプロジェクトに、普段、収益贅沢品に使うお金のみを投資することにして下さ
い。必要品の購入に使うお金をリスクにさらさないで下さい。家賃およ電気料などの支
払いに使うお金を投資に使うのは、決して賢い方法ではありません。
高利回り収益プロジェクトは、リスクが高いので、生活上必要なお金をリスクにかける
のは非常に危険です。
　二、決して金もうけ主義にならない事。
利益が順調に出ているといっても、家を抵当に入れて投資をしなければならないわけで
はありません。それは、プロジェクトの現状がうまくいっていることが明日もうまくい
くとは限らないからです。お金の使い方を真剣に考えずに投資していくと、いつの間に
か全てを失ってしまう恐れがあります。高い利子を約束するプロジェクトを信用しない
で下さい。このようなプロジェクトが詐欺および金融ピラミッドの一種であるケースが
少なくありません。本物のプロジェクトの場合は、一ヶ月分の収入率が30-
50%となっています。200%を約束するプロジェクトが詐欺です。
　三、いくら紹介料が高いプロジェクトであっても、スパムを利用して他人にプロジェ
クトを紹介するようなことは決してしない事。
　四、パスワードに関する情報を公開しないこと。よくある間違いは、いくつかのHYIP
に対して、同じパースワードを使っている初心者の投資者が少なくありません。いくつ
かのHYIPに対して同じパスワードを使うと、攻撃者に個人情報を盗まれる恐れがありま
す。特に、電子決済システムを使う場合は、その点を注意しないといけません。攻撃者
は、電子決済システムのプロジェクトに登録されているパスワードを収集し、それをユ
ーザーの「電子財布」の不正アクセスに使います。
不正アクセスを防ぐために、様々な文字と数字が混ざっている強力なパスワードをいく
つか作成することが必要です。
　五、選択したプロジェクトに対して調査および分析を徹底的に行う事。
あるプロジェクトに投資する前に、これについての情報を 大限に集めて分析するよう
にしましょう。この作業を無視して投資をすると、大きな損失を被るリスクを負うこと
になります。以上のルールをまじめに守る投資者は、投資ビジネスで成功するチャンス
が大きいです。




