
日本は財政破綻するのか？ 
　 
　 

伊勢です、 

ニュース解説です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アルゼンチンが債務不履行 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「はい！来ましたー。」 

以前のニュース解説でも 
途上国から資金が逃げてるよー 

とお話していましたが 
一発目が来ました。 

ちなみに、 

アルゼンチンのデフォルトは 
何回目だと思いますか？ 

なんと、 

9回目です。 

6年ぶりの9回目です。 

ちなみに、 

「日本も国債を乱発していますが 
大丈夫なんですか？」 

という質問を良く受けます。 

アルゼンチンと 
日本の国債の何が 
違うかを解説します。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ドル建てで発行する途上国 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これもニュース解説動画で 
話したのですが、 

発展途上国は自国の通過で 
国債を発行しても買ってもらえません。 

つまり、日本に置き換えると 
日本円で国債を発行できない状態です。 

なぜかというと、 

その国の通貨に 
信頼がないからです。 

例えば、アルゼンチンは 
こうしてデフォルトを繰り返して 
います。 

そんな国を信じられますか？ 

無理ですよね。 

そして、 

「通貨とは国の信用で 
成り立っているもの」 

です。 

だから、アルゼンチン通貨で 
国債を出しても誰も買わないです。 

（アルゼンチン・ペソでも発行していますが 
利率をかなり高くしないと誰も買ってくれません） 

そうなると、 

ドル建てで国債を出します。 



これを多くの途上国がやっています。 

なぜ、それが苦しい原因になるのか？ 

日本で考えましょう。 

仮に日本が国債を発行して 
その償還期限に返せなくなったら 
どうなりますか？ 

日本政府はどうしますか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
足りない分は日本円を刷って補う 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということです。 

つまり、 

返せなかったら日本円を刷っちゃえば 
いいということです。 

それゆえに、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
事実上、国家破綻は起きない。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これが真実です。 

アメリカも同じで 
ドルを刷っちゃえばいいんです。 

しかし、ドル建ての国債を 
発行している国はそうはいきません。 

アルゼンチンの場合であれば 
ドルを調達しないと返せません。 



ドル建ての国債を発行して 
海外からお金を集めたら 
期限が来たらドルを調達して 
払わないといけません。 

アルゼンチンのような 
途上国はここが最大のリスクです。 

今回の件は、ドル建ての国債だけが 
理由ではないのですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
今後も途上国ではドル建ての 
債権を払えなくてデフォルト 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

するケースが出てくると 
思います。 

しかし、 

「伊勢さん、そうは言っても 
日本だって無限にお金を刷れる 
わけではないですよね？」 

という疑問が出てくると思います。 

それについてですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
いいえ、 
お金は無限に刷れます。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

刷れるのですから 
デフォルトすることはありません。 

自国の通貨で国債を出している場合は 
無限にすれるのでデフォルトはありえません。 

と、、、思います。 

ただし、、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日本円の価値が暴落する可能性はあります。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

分かりますでしょうか？ 

デフォルトはしなくても 
日本円の価値が暴落する可能性は 
あるのです。 

つまり、 

100万円分の国債は期限後に 
100万円として返ってきますが、 

そのときの100万円は 
実質50万円の価値しかない 
可能性もある 

ということです。 

お金を刷りすぎて 
お金の価値が目減りしてしまった 

ということです。 

1枚の1万円札が2枚になったら 
半分の価値しかなくなるという事です。 

このことを、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ハイパーインフレ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

と、言います。 

財政破綻でデフォルトは 
日本の場合はないですが、 

ハイパーインフレはありえます。 



（私は、当面はまだまだないと 
思っていますが） 

・国家財政破綻説 

・預金封鎖説 

の人が恐れているのは 
本質的にはハイパーインフレです。 

なので、 

・金を買え 

と言います。 

しかし、 

そう簡単にはまだまだ 
ならないと思います。 

過去にも何度も言われていることですが 
実際には起きていません。 

・・・・・・・・ 

次のニュースです。 

コロナ教授からの続報を 
頂きました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日本でコロナが爆発しなかったのは 
既に他のコロナウイルスが入ってきていたから 
https://gamp.ameblo.jp/yuutunarutouha/entry-12598348672.html 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナ教授が昔から言っていたように 
やはり日本にはサーズ以降、コロナの 
異種が入ってきていたようです。 

https://gamp.ameblo.jp/yuutunarutouha/entry-12598348672.html


結果的に免疫ができるスピードが 
早いので死者も感染者も少ないということです。 

前回のライブで話しています。 

・・・・・・・・・・・・ 

次のニュースです。 

脅すわけではないですが 
今の世界は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
東シナ海が世界の火薬庫 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

第一次世界大戦のときは 
バルカン半島が世界の火薬庫と 
言われていましたが、 

今は完全に日本近海の 
東シナ海が火薬庫です。 

中国の領海侵犯が 
ここに来て激しさを増しています。 

尖閣や沖縄の石垣島あたりも 
中国の戦艦が走り回っています。 

対抗して、 

オーストラリア、アメリカ、台湾の 
軍事演習も活発化してきています。 

中国がフィリピン沖の無人島に 
軍事基地をつくる動きも 
再び活発化しています。 

アメリカがコロナを巡って 
中国に賠償請求しようとしています。 



中国はオーストラリアへ 
関税ペナルティーをしかけています。 

経済、情報戦は米中陣営の中で 
激しさを増しています。 

それだけではなく 
軍事面でも緊張感が 
出てきているようです。 

煽るつもりはないですが 
中国の軍部が暴走する可能性も 
ゼロではありません。 

煽るつもりはないですが 
ほんの少しだけ 
緊張感が増してきているのは 
事実です。 

それで、金（きん）も少し持っておこうか 
という人が増えてきています。 

・・・・・・・・・ 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
テレワーク拡大で6割がストレス増加 
https://www.businessinsider.jp/post-212307 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本当に？ 

と目を疑うニュースですが 
本当のようです。 

部署間の連携や 
従業員間の意思の疎通が 
難しくなったとのことです。 

ちなみに、ズームなどを 
使っている企業は 



「6割弱」 

とのことです。 

これを見て思うのは 
残りの4割は 
どうやって仕事を 
しているのだろう？ 

ということです。 

日本の想像以上のIT遅れが 
ここに表れています。 

ちなみにですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
リモートワークにズームはいらない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

リモートワークをしているというと 
ズームをフル活用しているように 
思われがちですが 

本当のリモートワーカーは 
そんな事はしません。 

チャットツールを 
メインに仕事をして、 

ズームなどは、ごくたまに 
しか使いません。 

チャットツールは 

チャットワークや 
スラックを使っています。 

分からない人は調べてみてください。 



最近気づいたのですが、 

私たちのように数年前から 
リモートワークをしている人たちは 

ほぼチャットのやり取りだけで 
仕事をしています。 

しかし、最近リモートワークになった人は 
やたらとズームをしようとしてくるのです。 

ホリエモンさんが、 

「ノーノーノーテレフォン！」 

という歌を出していますが 

「ノーノーノーズーム！」 

と言いたいです。 

仕事の仕方の問題なんですが、 

ズーム会議を頻繁にするのは 
ものすごく非効率です。 

たいがいの事は 
文字でやり取りすれば 
解決します。 

よほどの緊急事態のときだけ 
ズームをやるので十分です。 

そもそも日本ではミーティングを 
する理由が、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ミーティングまでに仕事を 
やるという締め切り機能 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

みたいになっている事が 



多いのです。 

これはオールドスタイルの 
ビジネスパーソンに多いです。 

ズームを頻繁にやりたがる人も 
だいたいオールドスタイルの人です。 

ズームで締め切りをつくるのは 
言わせてもらえば、 

次のミーティングまでは 
仕事しないって 
言ってるのと同じことです。 

一週間後までにやるではなく 
明日やろうよ！と思います。 

明日やろうよ！ができないとしたら 
たぶん色々やりすぎです。 

そんなときは、 
やりすぎて、効率が悪くなっている 
シグナルだと捉えるようにしています。 

プロジェクトの量を 
調整するように意識しています。 

（増やすのは気づいたら増えているのですが 
減らすのは簡単に辞められないので大変です。 

2ヶ月ぐらいかけて苦労して 
ペースを落とすようにしています） 

このミーティング定例報告 
スタイルで、上手くいっている人を 
私は一人も見たことがありません。 

個人的にもうまくいったことが 
ありません。 



このことから透けて見えるのは 
多くの社会人は 

ミーティングで縛らないと 
仕事をできないような人ばかり 
なのだと思います。 

人に管理されないと 
仕事ができない人が 
多いのだと思います。 

これが悪循環で、 

管理してもらわないとできない 
（もしくはたくさんやりすぎで効率が落ちている） 
↓ 
結果的にケツを叩くためにミーティングの回数が増える 
↓ 
全員の時間と精神エネルギーが 
奪われることになる 
↓ 
ミーティングに時間をとられるので 
更に仕事が遅れる 
↓ 
更に立て直しのミーティングの 
回数が増える 
↓ 
更に全員の時間とエネルギーがとられる 
↓ 
生産性が低いので給与が低くて 
時間がない状態になる 
↓ 
家族との時間もなくなり 
何のために生きているのか 
わからなくなる 

みたいな感じになります。 



それは、避けたいですよね。 

リモートワークは 
管理されなくても仕事をできる人だけが 
できる働き方です。 

真のリモートワーカーは 

さくさく自分で判断して 
さくさく自分でやって 
さくさく終わらせます。 

だから効率が良いのです。 

ズーム会議などしている 
暇はないのです。 

そもそもですが、 
突き詰めると 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ミーティングの縛りがないと 
やりたいと思えないぐらい 
興味がない仕事をしている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という可能性が出てきて 
とても悲しい結論になりました。 

もし、今の仕事にやる気がないなら 
今すぐフリーランスになりましょう！ 

やりたくない仕事をしつづけて 
死んでいく人生は嫌だと思います。 

ミーティングがなくても 
前のめりに、つんのめりながら 
取り組んでしまう仕事をしましょう。 

やりたい仕事が会社にないなら 
フリーランスとして独立しましょう。 

※必要なときはもちろん 



ズームミーティングはしています。 
回数やその理由の話です。 

・・・・・・・・・ 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
オフィスの解約が増えている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

3年前に、オランダにいったときに 

デルの本社が15階ぐらいだったのですが 
リモートワークが進んだ結果、今は 
ワンフロアーしか使っていない 
という話を聞きました。 

そうなります。 

時間はかかるかもしれませんが 
日本も少しずつシフトしていくはずです。 

田舎に引っ越す人も 
これから増えると思います。 

広島県では、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
会社ごと引っ越した人に 
家賃、通信費５年無料 
https://nativ.media/6961/ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というキャンペーンを始めています。 

先程のリモートワークが苦手過ぎる 
日本の現状を考えると時間は 
かかると思いますが、 

IT系の会社から動きが始まると 
思います。 

https://nativ.media/6961/


会社ごといかなくても 
個人からまず田舎に移っていきます。 

そして、 

『リモートOKで採用をすることで 
世界中から優秀な人材が獲得できる』 

というメリットもあります。 

そうなると 

↓ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
都市部は住む人がいなくなり下手をすると 
スラム化していくかもしれません。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アメリカだと会社のビルが立ち並ぶ 
ダウンタウンは治安が悪いです。 

最近は、再開発でLAもハワイも 
ダウンタウンが活性化してきていますが 
（他に開発する場所がないほど不動産バブルだった） 

これからは、日本も都市部が 
スラム化してくるかもしれません。 

そして、その結果、 

最終的には富裕層ほど、都会を出て 
田舎で暮らすようになりそうです。 

・・・・・・・・・ 

もうひとつ、 

を書こうと思っていたのですが 
忘れてしまいました（笑） 



あ、 

弁護士ドットコムの株価が 
あがっている理由は、 

「ハンコの電子化のサービスを 
やっているから」です。 

以前のメールで書いたままに 
なっていたので種明かしでした。 

今日も長々とお付き合い頂き 
ありがとうございました。 

今週も良い１日を。 

そうそう、 

先日のライブは 
もう見てくれましたか？ 

今までお送りしたメールや 
ライブ動画などは 

このメールの最後に 
アーカイブされているので 

ぜひ、見逃したものは 
見てくださいね。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

今は、東京から、北に向かって 
新幹線で移動しています。 

もちろん大切な仕事です。 



沖縄は梅雨でしっけがすごかったので 
カラッとした空気が気持ちいいですね。 

3ヶ月も同じ場所にいて 
飛行機に乗らなかったのは 
10年以上ぶりだと思います。 

あれほど苦痛だった移動も 
久しぶりだと楽しいです。 

昨日は、昼間は塾長のセミナーだったのですが 
本当にすごかったです。 

やっと塾長が本当の投資を 
教えてくれました。 

ここまでくるのに10年ぐらい 
かかりました（笑） 

マジな話です。 

その記念すべき話を 
参加者のみなさんと聞けたのが 
感慨深かったです。 

あの内容を学校教育で教えたら 
日本は生まれ変わるなと思いました。 

みなさんのおかげで 
楽しく仕事をさせて頂いています。 

ありがとうございます。 

　 
　 
　


