
米中戦争の行方と日本の未来 

伊勢です、 

今日は、長いのですが 
後半をぜひ読んで頂きたいです。 

さて、、 

REMO会にご参加くださった方 
ありがとうございました。 

また、 

REMOが、携帯やタブレットだと 
マイクが機能しない、 

回線が重いので、動かなくなってしまう、 

などの理由で参加できない方も 
多かったです。 

楽しみにしてくださったのに 
参加できなかった方は、 
大変申し訳ございませんでした。 

新しいテクノロジーは 
完璧ではなく 
トラブルと付き合いながら 
利用していくしかなく、、、 

REMO社も社員14名ほどの 
ベンチャー企業なので 
まだまだこれからです。 

参加できた方は 
とても楽しんでいましたので 

また、機会があれば 
開催したいと思います。 



・・・・・・・ 

さて、昨日、今日と 
激しい動きがありました。 

今週も世界経済のニュースは 
外せないので、そこからです。 

一昨日は、こんな状況でした。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

NYダウ1800ドル安　「第2波」懸念、下げ幅史上4番目 
http://sh.k2academy.net/afcol 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

5月中旬から大きく上げてきた 
アメリカの株式市場ですが、 

木曜日が、史上4番目の下げ幅でした。 

理由として挙げられているのが、 

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

・アメリカで一番早くロックダウンを解除した 
テキサス州で1日の感染者数が過去最高に 

・テキサス州、カリフォルニア州で入院者数が 
過去最高を更新 

・22州で増加傾向にある 

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

という第二波の予兆です。 
（第三波と思っていますが・・） 

http://sh.k2academy.net/afcol


「これらの感染拡大傾向」 

× 

「FOMCの表明で22年末まで景気は悪化」 

という2つが重なった結果、 
売りがかさんだ、 

ということになります。 

「では、アメリカで再びロックダウンは 
あるのか？」 

ですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
スティーブン・ムニューシン米財務長官は 
11日、ニュース専門局CNBCに対し 
米経済活動を再び停止させることは、 
その影響を考えれば不可能だ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

と述べています。 

再びのロックダウンはしない 
というのが当面の方針です。 

そんな中、金曜日を迎えての 
動きですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
株は反発、押し目買い入る－第２波懸念で値動き不安定 
http://sh.k2academy.net/vb68u 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということで、反発しました。 

NYダウで、477円の上昇でした。 

http://sh.k2academy.net/vb68u


2回前のメールで説明した 

「景気連動銘柄」の 

ボーイングや 
クルーズ船の会社などが 
再び急上昇しています。 

ただ、上がったり下がったりが 
かなりの乱高下でした。 

そんな中、明るいニュースとして 
取り上げられていたのが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ミシガン大消費者マインド指数：６月速報値、16年以来の大幅上昇 
http://sh.k2academy.net/osc2y 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

予測を上回る良い数字が 
出たことで影響がありました。 

FOMCの長期期に悲観的な景気予測に反して 
雇用と経済活動は急速に戻っている指標となります。 

これにより、景気の回復は早いのでは 
という観測が広がり安心感につながった 
というところです。 

ということで、 

来週月曜日の動きに注目です。 

その他の気になるニュースです。 

http://sh.k2academy.net/osc2y


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中国の違法な海砂採取船 
ついに台湾に拿捕される 
http://sh.k2academy.net/j62zi 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

台湾が遂に動きました。 

これにより更に戦争の可能性が 
高まって来ています。 

今年の1月に中国側からアメリカ側の 
大統領に代わった台湾は半中国の動きを 
加速させています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米中対立再燃、香港のドルペッグ制が 
直面するリスク 
http://sh.k2academy.net/eibs3 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

香港ドル、 
台湾ドル、 
シンガポールドル、 

は、アメリカのドルとベッグ 
されています。 

アメリカのドルと連動して 
価格が設定されているということです。 

つまり、 

これらの国は、事実上ドルの国と 
なります。 

ドルの動きに価格が 
連動するように人工的に 
操作されている国です。 

中国が香港への国家安全法制 
導入が可決されましたので 

http://sh.k2academy.net/j62zi
http://sh.k2academy.net/eibs3


アメリカが香港の銀行がドルを買うのを 
制限するのではないか？ 

と、言われているためです。 

もし、ドルにペッグでいなくなると 
金融都市としての価値がなくなる事に 
なります。 

事実上、ドルの国だから 
香港もシンガポールも金融都市と 
なっています。 

通貨危機がない国なので 
お金持ちが安心してお金を持ってきます。 

今のところは、大丈夫そうです。 

ただ、どれくらい、アメリカと 
ドルが世界で強い存在なのかが 
よく分かる話だとは思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
二階氏、石破派パーティーで講演へ 
http://sh.k2academy.net/v1ony 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ポスト安倍さんの対立候補として 
国民に人気のある石破さんと 

自民党の最大勢力の二階さんが 
接近しているというニュースです。 

二階さんは、自民党の最大勢力で 
かつ中国系議員です。 

ようするに、お金持ちなので 
勢力が強く、そのお金は中国が 
バックについているということです。 

小池都知事が防護服を12万着 
中国に送りましたが（20万着という説も） 

http://sh.k2academy.net/v1ony


これは二階さんとの対談後に 
送られたので、二階さんの指示だと 
言われています。 

二階さんと小池さんは 
小沢一郎さんと共に 
新進党、自由党のときから 
近い存在です。 

小沢さんの民主党政権とは 
中国よりの政権として有名でした。 

鳩山さんが、常に中国よりの 
発言をツイッターで行ない 
失笑をかっていますが 
お金で握られてしまったいるのです。 

その結果、民主党政権の日本は 
コテンパンにやられ 
安倍首相さんの復帰とともに 
アメリカサイドに戻りました。 

円安にしてもらい、その代わりに 
大量の武器を購入して許して 
もらいました。 

つまり、現在の韓国のように 
日本も一度は、中国サイドに 
行ったことがある国なのです。 

なので、いつまた、そういう事が 
起こるとも限らないです。 

また、二階さんは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
二階は自民党役員会（2月10日）で 
中国への支援金を提案した。 
所属議員全員の3月分の歳費から 
一律5000円を天引きして中国に贈る。 
これを役員会は決定した。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



というように露骨なごますりを 
中国に対してし続けています。 

これは、さすがに他の議員の 
反対により撤回されましたが 
どれだけ中国におもねるのか、 

そして、つまりはどれだけ中国から 
お金をもらっているのか、 

という話になります。 

で、東京都は防護服を大量に 
中国に送り、 

大阪では医療関係者が 
雨合羽を着ることになり、 

という感じなのですが、 

二階さんは、その御礼というわけか 
どうかは分かりませんが、 
（もともと仲が良いですしね） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
都知事選、二階氏は小池氏支援へ 
http://sh.k2academy.net/p2j01 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということになっています。 

恐ろしいです。 

自民党の8割近くが中国より 
という驚愕の事実に対して 
恐怖を覚えます。 

こういう話をすると、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
伊勢さんは中国が嫌いなの？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://sh.k2academy.net/p2j01


と、思うかもしれませんが、 
そういう事ではありません。 

中国人の友だちもいますし、 

中国の大気汚染は好きではないですが、 

世界中を旅していると中国人の 
優しさを感じることが実は多いです。 

家族を大事にしてして、 

旅行に来るのもおじいちゃん 
おばあちゃんまで 
一緒に連れてくるところとか、 

とても、素敵だなと思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
伊勢さんは、アメリカが好きなの？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

と、聞かれると、行くのは好きですが、 

アメリカが素晴らしい正義の国だとは 
全く思っていません。 

もっというと、 

国連も正義の組織だとは全く思っていません。 

例えばです。 

ドットフランク法を知っていますか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
経済開発協力機構（OECD）は鉱物調達の際に 
紛争に関わった鉱物を排除するよう企業に求めました。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これは、コンゴがターゲットにされたのですが 
軍勢力が強く児童労働や女性への性的暴力などが 



ひどい国の財源は資源にあるので、 

そういう国から資源を輸入するのは 
辞めようというルールです。 

しかし、このルールが本当に効力を持ったのは 
米国で成立した金融規制改革法 
（通称ドッド・フランク法）1502条が 
できたことでした。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
この法律によって米国上場企業は 
自らのサプライチェーンを調査し 
紛争の資金源にならないよう 
努力していることを米国証券取引委員会に 
報告するよう義務付けられました。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これによって、事実上、コンゴの 
資源を輸入することは厳しくなりました。 

アメリカと無関係の会社というのは 
世界中にほぼありませんので。 

この件は、一見、紛争地帯を守る 
素晴らしい法律のように思います。 

しかし、実態は全く違います。 

アフリカのコンゴは 
タンタルという希少な金属が取れます。 

このタンタルは、半導体の製造で 
活躍するものです。 

2000年頃にPCが普及をするとともに 
タンタルの価値は上がっていきました。 

ただ、アメリカは、コンゴから 
タンタルを買って欲しくなかったのです。 

なぜなら、 



アフリカはフランスの勢力が強いですし 
コンゴはアメリカ側ではなかったからです。 

そして、 

アメリカのメジャー企業が抑えている 
タンタルは、オーストラリアにありました。 

ここで考えて欲しいのは 
コンゴとオーストラリアのどちらの 
タンタルが安いか？ 

です。 

間違いなくコンゴになります。 

オーストラリアのタンタルは 
コンゴ産が広がるほど売れなくなります。 

それを阻止するために何をしたか？ 

それが、ドットフランク法です。 

オーストラリアにあるアメリカの利権を 
守るために作られた法律です。 

ようするに、アメリカはアメリカの 
権利を守るためなら、 

コンゴを潰してもかまわない 
ということです。 

実際のところ、紛争フリーのタグが付けられる 
ようになってから、コンゴの8割の鉱山から 
軍事勢力が撤退したと言われています。 

しかし、コンゴの性的暴力は 
逆に2倍近く増えています。 

軍事勢力は稼ぎ口がなくなったので 
道を封鎖して通行料を徴収しています。 

つまりは、 



なんの解決にもなっていないのです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
これが、世界の美談の裏側です。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コンゴは、エボラで国境を 
封鎖されるなど未だに 
ひどい貧困にあえいでいます。 

私は、隣国のルワンダに去年行きましたので 
コンゴの状況や、実際には、コンゴの鉱物が 
ルワンダ産とされて流通していることなどを 
現場の資源トレーダーに方に聞いてきました。 

ルワンダで起きたジェノサイドも 
フランスがしかけた事なのですが 

その裏では、アメリカ・イギリスとの 
勢力争いがありますし、 

そこで、国連は何もできなかった 
という事実があります。 

なので、 

『アメリカが最高の正義の国で 
本当に素晴らしい』 

とは、全く思っていません。 

素晴らしい部分もたくさんありますし 
好きな部分もありますが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
国家とは、自国の利益のためなら 
何でもやるものだ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということも世界を周りたくさんの人から 
話を聞くなかで、よく分かっています。 

GHQがどのように日本の占領政策を 



とったかも分かっています。 

戦後の日本の立ち位置も 
ここでは書きませんが 
よく分かっています。 

なので、 

「アメリカが好き、 
中国が嫌い」 

という話では全くありません。 

では、 

なぜ、日本が中国よりになるのを 
まずいと思っているかと言えば、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米中戦争はおそらくアメリカ側が 
勝つと思っているから 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これだけです。 

世界経済を学ぶほどに 
ドルの強さを知ります。 

暗号通貨の話もありますが 
国家レベルでみると 
世界中がアメリカの国債を 
買っている時点でどうにもなりません。 

例えば、 

スイスの銀行は、昔、顧客の 
プライバシーを完全に守る事で 
有名でした。 

なので、世界中のお金持ちが 
スイスの銀行にお金を預けました。 



プライベートバンクと呼ばれるものです。 

しかし、 

「スイスの銀行はどこの国の干渉も拒否して 
顧客の情報を守る！」 

という鉄の約束は、 
あっさりと覆されます。 

2017年に、 

「2009年まで遡って 
アメリカ人口座情報を開示するように」 

と、言われて、口座を開示して 
しまいました。 

理由は、 

アメリカが、 

「口座情報を見せないならドル使わせないよ」 

と言ったからです。 

暗号通貨などが出てきていますが 
国家レベルで考えるとまだ、ドルで 
ガンジガラメにされているのが世界の現状です。 

他にも色々あるのですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アメリカが勝つなら 
勝つ側にいないと日本の未来は 
そうとう厳しくなる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ただ、それだけの理由で 
中国サイドにいくのはまずいと 
言っています。 



日本は、第二次世界大戦のとき 
もともとイギリスと同盟を結んで 
いたのに、 

ナチスドイツとイタリアと三国同盟を 
結び、破滅の道に向かっていきました。 

そして、 

また、同じように米中戦争が 
激化する中で、中国サイドに 
寄っていこうとしている現状があります。 

それは、止めないとと 
思います。 

もちろん、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
国も国境も、人間が決めたもので 
地球はもともとひとつです。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私たちは、 

国単位で考えるのではなく 
人と人、全ては自分 

という思考を持つことが 
未来だと思っています。 

ただ、 

多くの人の思想はそうでは 
ありません。 

そのレベルに思考をあわせて 
考えるならば、 

日本はアメリカサイドに立つべきだと 
思っています。 

少し複雑ですが、そんな気持ちで 



書いています。 

それでは、長々と失礼しました。 

少し、本音を書いてみました。 

また、メールさせてください。 

ライブなどでお会いできるのも 
楽しみにしています。 

伊勢隆一郎 


