
民主主義、終わりの始まり 

　 
伊勢です、 

人間社会の「土台」になるものは 
何だと思いますか？ 

それは、 

国家の土台になるものであり、 

政治の土台になるものであり、 

会社の土台になるものであり、 

ビジネスの土台になるものであり、 

マーケティングの土台になるものであり、 

パートナーシップの土台になるものであり、 

親子関係の土台になるものであり、 

人間の幸せの土台になるもの 
でもあります。 

人間社会の土台と言えます。 

「●●」です。 

これがないと、 
社会は成り立ちません。 

少し考えてみてください。 

・・・・・・ 

さて、最近のニュースで 
派手なものと言えば、 



1月23日に起きた 
ロシアの大規模デモ 
だと思います。 

人々は、 

「ナバリヌイを開放しろ！」 

「プーチンは泥棒だ！」 

と、叫びながら 
行進をしました。 

結果、3500人が捕まったそうです。 

3500人って凄いですよね。 

コトの発端を振り返ります。 

・・・・・・・ 

反体制派のナバリヌイが今月18日に 
ロシアに帰国をして逮捕されました。 

ナバリヌイは、去年の8月20日に 
飛行機で意識不明の重体になりました。 

ノビチョクという猛毒化学兵器を 
飲まされて、ロシア政府に 
毒殺されそうになったのです。 

危篤状態でもうだめかと思われましたが 
飛行機は緊急着陸をして 
ドイツの病院に運ばれ 
なんとか回復しました。 

これは、ロシア政府がやったことは 
間違いありません。 

ちなみに、毒殺されそうに 
なったのは2回目だそうです。 



そのナバリヌイが帰国をして 
逮捕されました。 

それに抗議するデモが起きて 
3500人が逮捕されました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ナバリヌイはなぜ帰国したのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

逮捕されるのが分かっていて 
帰国をしています。 

自分が殺されてもそれで 
ロシアの民衆が立ち上がるなら 
構わない、 

くらいの気骨を感じます。 

ものすごい気骨だなと思います。 

そして、実際に逮捕されたわけですが 
同時にとんでもないビデオを公開しました。 

ユーチューブ爆弾の投下です。 

////////////////////// 

約1400億円の豪邸を公開 
https://youtu.be/ipAnwilMncI 

///////////////////// 

1400億円の豪邸の主は 
プーチンだとナバリヌイは 
言っています。 

ナバリヌイは、 

「プーチンは、側近や親族を通じて 
国営企業などの利益を吸い上げて 

https://youtu.be/ipAnwilMncI


この豪邸を建てた」 

と主張しています。 

このユーチューブをロシア人たちが見たので 
デモは大いに盛り上がり、 
3500人が拘束される事態になりました。 

デモの数日後に、プーチンは 
「豪邸は自分のものではない」 
と否定しています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ビデオ公開前と後で 
ロシアは変わってしまった 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ロシアに詳しいジャーナリストの 
北野幸伯さんによると、 

このビデオは国民の半分が見ていて 
そうとう強烈な印象を与えたそうです。 

ビデオ公開の前後で国が 
変わってしまうほどのインパクトだそうです。 

なぜなら、プーチンは今まで 
汚職などしない「クリーン」で 
「質素」なイメージで国民に 
支持されていたそうです。 

それが、今回の動画で、 
崩れ去りました。 

強くて、クリーンで、質素で、 
国民の痛みを分かってくれる 
プーチン、 

のはずが、 

汚職まみれで私服を肥やす 
酷い人だったとは、許せない、 
という変化です。 



ロシア国民のプーチンに対する 
「信頼」は地に落ちた 
ということです。 

・・・・ 

ところで、今回のデモですが 
おそらく、アメリカやイギリスの 
諜報が関わっていると思います。 

これは、事実ではありません。 

私のただの憶測です。 

事実ではないので 
信じないでください。 

憶測でものを言うのは 
良くないですが 
90％関わっていると 
個人的に思っています。 

というか、 

今回のプーチンと国民の 
分断を見て、 

最近、他の国でも同じような事が 
あったなと思ったのです。 

あの国でも、デモが頻発し 
分断が起きましたよね。 

そうです。 

アメリカです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
国の土台を「壊す」仕組み 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



一度整理すると、 

アメリカ国内が分断し 
国力が落ちると喜ぶのは、 

中国とロシアです。 

ロシア国内がごたつくと 
喜ぶのは、アメリカや 
ヨーロッパです。 

私には、大統領選でさんざん 
やられたアメリカが 
仕返しをしているように 
見えます。 

あくまで、憶測です。 

私が見たい世界の見方でしか 
ないのですが、 

やられたから、やり返している 
ように見えます。 

・・・・・ 

さて、 

冒頭の話に戻ります。 

国家の土台とは何か？ 

政治の土台とは何か？ 

会社の土台とは何か？ 

ビジネスの土台とは何か？ 

マーケティングの土台とは何か？ 

パートナーシップの土台とは何か？ 

親子関係の土台とは何か？ 



全部、同じです。 

逆にココを壊されると 
修復が非常に難しくなります。 

その答えは、 

//////////// 

　『信頼』 

//////////// 

です。 

そうなのです。 

全ての土台は「信頼」なのです。 

国が成り立つのは、 
国民が政府を信頼しているからです。 

夫婦関係が成り立つのも 
信頼がそこにあるからです。 

ビジネスが成り立つのも 
お客様との信頼があるからです。 

信頼が人間社会の土台なのです。 

しかし、、 

大統領選挙で、 

アメリカは、国民の政府への信頼が 
完全に、失われました。 

これについては、そもそも 
民主主義も政府も 
信頼するに値しないことに 
やっと人々が気づいた、 



という部分も多分にあります。 

（実は、多くのインテリはもともと 
民主主義の欺瞞に気づいているので 
何をいまさらと、冷静に見ていたはずです） 

一方で、おかしな情報がSNSで 
リークされて、それを信じ込まされた人が 
多かった事で必要以上に壊された 
「信頼」もあります。 

以前のメールでも書きましたが 
信頼を壊す情報をSNSで拡散したのは 
誰なのか？ 

です。 

この辺りを考えた方がいいです。 

全ての拡散された情報が 
中国とロシアからとは言いませんが 
間違いなく喜んではいます。 

極右系SNSパーラーの復旧に 
手を差し伸べているのが 
ロシア企業である事をみても 
しかりです。 

そして、今回ロシアは、 
一本のビデオによって国民とプーチンの 
信頼が失われました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
情報戦は「信頼」の破壊 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

情報戦で何が起きているかを 
俯瞰してみると、 

国民と政府の間の「信頼」を 
徹底的に「破壊する情報」を 
SNSで拡散する、 



というのがトレンドなのでないかと 
思っています。 

その国にダメージを与えたければ 
一番、パワフルな方法は 
国民と政府の「信頼」を壊す事です。 

・・・・・・・ 

さて、今日の本題は 
ここからです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
失われた「信頼」は取り戻せるのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今の状況は、かなり不健康です。 

例えるならば、 

奥さんが旦那さんを、、 

旦那さんが奥さんを、、 

「信頼していない家庭」 

を想像すると分かりやすいかも 
しれません。 

・・・・・・ 

例えば、奥さんが旦那さんの 
浮気を疑っているとしたら、、 

旦那さんが、奥さんのためを思って、 
プレゼントを買ってきても 

奥さんは、 

「プレゼントで浮気をごまかそうと 
しているのではないか？」 



「罪悪感の罪滅ぼしをしているのでは 
ないか？」 

と、常に裏を読んで疑心暗鬼に 
なってしまいます。 

旦那さんがお皿を洗っても、 
掃除を積極的にしても 

「そんな事で騙されると思わないでよ！」 

と、ぷんぷんされるのです。 

実際、旦那さんは浮気を 
しているかもしれないし、 
していないかもしれません。 

どちらかは、誰にも 
分からないのですが、 

奥さんは旦那さんをずっと 
疑い続けるのです。 

ずっと、疑いつづけて 
裏を読み続けるのです。 

この状況はどうでしょうか？ 

「マジで幸せそうっすね！」 

と、思う人はいないと 
思います。 

もう、こうなったら終わりです。 

幸せの真逆の状態です。 

これを国家と国民がやっているのが 
今の状況です。 

これで幸福度があがるわけが 
ありません。 



夫婦関係で言えば、 

「疑うのも疲れた、 
離婚するしかない」 

っていう状態ですよね。 

でも、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
国民と国家は離婚できない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

だから難しいわけです。 

リセットして、他の人と 
やり直し、とはいかないのです。 

でも、 

今更信じろと言われても 
無理だと思います。 

一度疑いだしたら 
もう信じられないです。 

だから、困ったことに 
なっているわけです。 

民主主義の崩壊と言えます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
信頼こそが利益を生む 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「信頼がない」 

ということは、 

コストの増大、 
ストレスの増大、 
スピードダウン、 



につながります。 

部下を信頼していない上司は 
部下の仕事を全部チェックすることに 
なりますよね。 

時間もとられるし、 
他の仕事ができません。 

精神的な負担も大きくなります。 

プロジェクトの進行スピードも 
落ちるわけです。 

「信頼」と「生産性」というのは 
セットです。 

人が人を信頼している国、 
人が政府と政治家を信頼している国、 

と言えば、北欧なのですが、 

北欧の短時間労働でも 
生産性の高い理由のひとつは 
「信頼」が機能しているからです。 

例えば、幼稚園の先生は 
夕方5時に園児と一緒に幼稚園を 
出て鍵を閉めて帰宅します。 

これができるのは、親への報告や 
行政への過度な報告が必要ないからです。 

信頼があるので 
余計な仕事をしなくて良いのです。 

信頼関係があると 
作業とコストと時間が減る 
良い例だと思います。 

この辺りは、 



スピードオブトラストという本に 
詳しくかかれています。 

////////////////// 

スピードオブトラスト 
https://www.amazon.co.jp/dp/4906638740/ 

///////////////// 

めちゃくちゃいい本です。 

全力でおすすめします。 

信頼は社会の土台なのです。 

問題は、 

この国民と政府の信頼がなくなった 
未来がどうなるのか？ 

です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
信頼はそう簡単には戻らない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

簡単には戻りません。 

夫婦関係、パートナーシップと 
同じです。 

一度壊れたら、そう簡単には 
元には戻りません。 

ここまできたら、 

諦めてというか 
割り切って、 

時代の流れには 
逆らえないという思考で、 

https://www.amazon.co.jp/dp/4906638740/


信頼崩壊後の民主主義の 
未来を予測した方が良いかも 
しれません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
信頼崩壊後の民主主義の未来 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

選択肢として出てくるのは、 

====================== 
１．独裁国家に生まれ変わる 
====================== 

これだけ今の国家に信頼がないと 
一人のカリスマを信頼する方が 
話が早くなります。 

過去の事例を見ても 
独裁者は、国民が求め、 
メディアが囃し立てて 
生まれる可能性が高いです。 

====================== 
２．国家の監視と権力が強くなる 
====================== 

大きな政府（政府の予算が大きい） 
の方向ですし 

個人の自由が、公共のために制限される 
事はより増えていきそうです。 

コロナはまさに、公共、全体のために 
個人の自由が制限されましたし 
今もされています。 

戦争中もそうです。 

独裁にならなくとも、国家権力が 
強くなる時代になると思います。 



そもそもデカップリングの時代とは 
国家が個人の自由を制限する時代です。 

米ソ冷戦時代は、個人が自由に海外にいける 
わけではありませんでした。 

個人の自由は制限され、 

「企業」のグローバルな 
展開についても制限されます。 

個人も企業ももう一度 
国家の下に入るということです。 

そして、今まで税制面などで優位だった 
小国（シンガポールや、各都市）よりも 
大国が有利な時代にシフトします。 

経済優位（企業や税制優位）の時代 
（グローバリゼーション）が終わり 
国家優位の時代になると 

小国よりも軍事、経済、トータルの国力で 
パワーを持つところの方が優位になると 
考えられます。 

東京（大阪）が香港、シンガポールから 
金融都市の座を奪い返すことも 
十分にありえると見ています。 

=================================== 
３．9.11同等レベルの事が起こって一致団結 
=================================== 

バラバラになった集団をまとめるには 
大きな事件と共通の敵が必要になります。 

場合によっては、何かあるかも 
しれません。 

=================================== 
４．個人が住みたい国を選ぶ時代になる（個人に主導権） 
=================================== 



富裕層を中心に既に起きています。 

パスポートや永住権、ビザを複数国で持つ 
のが、富裕層の間では当たり前になっています。 

個人が国家の枠組みに収まらない 
個人が国家を選ぶ時代です。 

国家が個人に選んでもらうために 
がんばる時代とも言えます。 

============================== 
５．仮面夫婦のように冷めた関係のまま 
============================== 

もう信頼していないし 
期待もしていない、 

という状態です。 

今の日本ですね。 

============================== 
６．国家と個人の新しい関係が生まれる 
============================== 

個人の台頭でいうと、最近、アメリカの 
株式市場で、個人投資家がSNSで団結し 
空売りをするヘッジファンドを 
懲らしめる 

ということが起きています。 
（ゲームストップ株騒動です） 

これは個人が団結することで既得権益を持つ 
企業や国に対抗するという事象です。 

国家、既得権益企業、マスメディア、富裕層 
　　　VS 
個人、一般の人 

という図式です。 



この図式は、個人が押さえつけられる 
流れになっていくと思います。 

しかし、延長線上に、個人が 
国家に頼らないサイバー共同体の 
ようなものに発展する可能性もあります。 

実際、ブロックチェーンの 
トークンエコノミーは 
国家の通貨を利用しなくても 
サイバーコミュニティーの中で 
人がお金のやり取りをすることができます。 

SNS、サイバー空間で個人がつながることで 
現在の国家を超えた、枠組みが生まれてきて 
やがて国家同等の役割を担っていく可能性もあります。 

インターネット、サイバー空間、 
テクノロジーにより新しい国家と人の 
関係が生まれるということです。 

最初は、自治区のようなものが 
サイバー上にできるぐらいかもしれません。 

それが、どのように 
発展していくのかは 
今の所不明です。 

そして、時間軸としては、 
10年単位での変化に 
なります。 

なので、大きくこの未来に 
べットしすぎないように 
注意が必要です。 

今は、注意深く見守りつつ 
既存の社会システムの中でまず 
成功を目指すのをおすすめします。 



============================== 
７．政府は信頼しないけれど天皇陛下を信頼する 
============================== 

日本が危機のときに一つにまとまる 
過去のパターンがこれです。 

なので、このような思想を 
広めようとする人は 
今後、増えそうです。 

・・・・・・ 

この辺りの未来については、 
もう少し考えていきたいと 
思っています。 

思考途中ですが、 

一度、シェアさせて 
いただきました。 

未来予測はとにかくとして、、 

個人的には「信頼」という 
社会基盤について 

考える人が増えると 
良いなと思います。 

教育の現場でも 
「信頼」の価値と 
尊さをもっと説いていって 
欲しいなと思います。 

・・・・・・ 

次回、前回のライブを 
公開します。 

これだけは、絶対に見て欲しいです。 



農業の枠を超えて、 
地球、生命の奇跡を 
目の当たりにします。 

そして、今の農業が何を 
変えていく必要があるのかも 
理解できます。 

農業は、大切な食の話であり 
健康にも直結する大切な話です。 

ひとりでも多くの人が 
農業の真実を知ることで 
良いものが流通するようになります。 

家族全員、友だち全員、会社全員で 
見ていただきたいです。 

ぜひ、一緒に広めていきましょう。 

最後までお読みくださり 
ありがとうございます。 

良い一週間をお過ごしください。 

伊勢隆一郎 
　 
　 
　 
　 
　


