
　 
日本の闇（やみ）

伊勢です、 

今日もニュース解説を 
させてもらいます。 

上級編の内容になっています。 

今日の情報のソースは、 

週間Life is Beautifulという 
有料メルマガで中島聡さんが書かれているものを 
引用させていただきます。 

（もちろん引用OKのコンテンツです） 

このニュースが最近、ネット上を 
賑わせていたのですが 
ご存知でしょうか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ワシントンのシンクタンクCSISが二階氏と首相補佐官の 
今井氏を中国寄りの勢力と名指しで指摘 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ワシントンのシンクタンク、 
CSIS（Center for Strategic & International Studies）が、 

日本の対中融和政策を推進する勢力に 
ついての調査報告書を作成し、 

そこに安倍晋三首相の対中姿勢に 
大きな影響を与えてきた人物として、 
首相補佐官の今井尚哉（たかや）氏の名を 
明記していた、という興味深い報道です。 

CSISに関しては、かなり前にブログに 
「安倍総理に講演の場を与えたCSISとは何か」 

https://satoshi.blogs.com/life/2013/02/csis2.html 
という記事を書きました。 

（※伊勢注：上記ブログもぜひ読んでいただきたい） 

CSISは表向きは民間のシンクタンクで、 
政府や軍需産業のための調査・研究をする 
コンサルタント会社だが、 

実際には、政権交代で政府を出た高級官僚が 

https://satoshi.blogs.com/life/2013/02/csis2.html


次の政権交代で復活するまでの間準備をしたり、 
政府の外から影響力を行使（ロビー活動）する 
ための場所である。 

その典型的な例が、ブッシュ政権下で 
国務副長官を務めたリチャード・アーミテージで、 
国務副長官の職を離れた後も、 

CSISを通じ、オバマと大統領選を争った 
マケイン候補のための戦略を立てたり、 

日本政府に対して「原発を捨てると日本は 
二流国に成り下がる」と警告を鳴らした 

「アーミテージ・ナイ報告」 

を書いたりと非常に積極的な政治活動をしている。 

Right Web (軍事マフィアによる 
米国政府への影響力を監視する団体）によれば、 

CSIS はレーガン政権時代に作られた 
「米国は世界の警察官であるべき」という 
信念の元に各種メディアを通じて米国内外に 
多大な影響力を持つネオコンのフロント組織である。 

「日本再占領」の作家である中田安彦は、 
彼らを「ジャパン・ハンドラーズ」と称して 
警告をならしている。 

アーミテージ・ナイ・レポートに関しては、 

「集団的自衛権の本当の意図は 
第３次アーミテージ・ナイレポートを読めば分かる」 
という記事で、以下のように解説しています。 

小泉政権による郵政民営化の背景には、 
米国からの年次改革要望書があったことは 
良く知られているが、 

最近の自民党の原発推進、TPP参加、 
集団的自衛権の容認などの政策は、 
背景に第３次アーミテージ・ナイレポートが 
あるのではないかと思えるぐらいにこの 
レポートに書かれている提言に酷似している。 

それぐらい日本政府に対して影響力を 
持っているCSISが、（影の総理と呼ばれる） 
安倍総理の側近である今井尚哉氏のことを 
名指しで批判するというのは、 

米国と安倍政権の間に、対中戦略に関して 



何らかの「ひずみ」があることを示しています。 

（※伊勢注：この解釈に対してはCSISと 
トランプの関係が現在、近いのか遠いのかで 
変わってくると個人的には思っています） 

この記事が参照している CSIS の 
最新のレポートは、 

「China’s Influence in Japan: 
 Everywhere Yet Nowhere in Particular」 
というタイトルでネット上に無料で公開されています。 

注目すべきなのは、次の三つの段落です 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
１． 
カジノ問題をめぐっては世論が分かれており、 
2019年10月の時事通信の調査では 
6割が反対となっている。 

一方、カジノ解禁の法案が成立したのは、 
秋元氏が国会の衆院内閣委員会で 
委員長を務めていた2016年12月までだった。 

2017年9月の別の解散総選挙で、 
統合型リゾート実施法案の国会成立は 
2018年7月まで延期された。 

選挙後、公明党は「民主的に成立した 
法案を実施する義務がある」 

（当時、公明党の石井啓一議員は統合型 
リゾートの主な規制機関である陸相を務めていた） 
と説明し、法案を支持する姿勢を表明した。 

２． 
秋元氏は、自民党の強力な親中派である 
二階派（和歌山県の二階俊博自民党幹事長の 
名を冠している）に所属している。 

このグループは "二階・今井派 "とも呼ばれている。 

安倍首相の相談役で元経産省官僚の今井尚哉氏は、 
ビジネスを理由に中国やインフラ事業への軟弱な 
対応するように安倍総理を説得した。 

故郷の和歌山の動物園に中国からパンダ5頭を 
連れてきた二階氏は、2019年4月に習近平と 
会談する首相の中国特使を務め、 



米国の意見にかかわらず、日本の一帯一路への 
協力を主張した。また、習近平の国家訪問を擁護してきた。 

（伊勢注：和歌山の白浜のアドベンチャー 
ワールドには大量のパンダがいて、パンダ好きの伊勢に 
とっては第二のふるさとのようなものです（笑） 
和歌山にパンダを連れてきたのは地元議員の二階氏とのこと。） 

３． 
2019年12月、秋元氏は中国の大手 
オンラインスポーツギャンブルサービス 
「500.com」から総額370万円 
（約3万3000ドル）の賄賂を 
受け取った疑いで逮捕された。 

同サイトは、中国政府が出資するチップメーカー、 
清華聯合集団を大株主としている。 

清華ホールディングスは清華聯合集団の 
51%の株式を所有しており、Xi Jinpingと 
胡錦濤を教育した公立清華大学の完全子会社である。 

胡氏の息子の胡海峰氏は同グループの党書記を務めていた。 

清華聯合グループは、2013年11月に500.comが 
初の四半期損失を計上した後、着実に株式を増やしてきた。 

同社の損失が続く中、500.comは日本を含む 
中国国外で代替の収益源を探そうとしてきた。 

2017年7月に500.comが日本法人を 
設立した1カ月後、500.comは沖縄で 
カジノビジネスの機会について 
話し合うシンポジウムを開催した。 

秋元氏も基調講演者として招かれ、 
政府からの任命を受けたことで 
講演料200万円を受け取った。 

このような中国絡みの贈収賄スキャンダルは 
日本ではほとんど報道されていないが、 
今後両国の相互関係が深まっていけば、 
また汚職事件が繰り返される可能性が 
高まるかもしれない。 

（中島さんのメルマガからの引用ここまで） 
・・・・・・・・・・・ 

以上が、今回のレポートの内容なのですが 
国際政治に興味がない人にとっては 

http://500.com/
http://500.com/
http://500.com/
http://500.com/
http://500.com/


良くわからない内容だと思います。 

この記事をざっとでも 
読むことができる人は 
リテラシーがあるので 
素晴らしいです。 

まずは、意味が分からなくても 
ならす意味で、少しずつでも読んでおいて 
欲しいと思います。 

論点は、CSISがどのような立場で 
これを出したのかです。 

トランプと相反する 
立場にあるとも言われていますが、 

もともと、共和党のネオコン機関の 
ようなので、トランプ側な気がします。 

CSIS側がどういう立場で 
誰の意図により 
今回の発表をしたかによって 
意味合いは全く変わってしまうと 
思います。 

真相はわかりませんが、 

「何らかの意図と目的を持って 
このタイミングで出された情報」 

であることだけは間違いが 
ないと思います。 

ちなみにカジノで逮捕されたのも 
二階派の秋元議員、 

最近、検察に上げられた 
河井議員夫妻も二階派の議員 

ということで、 

検察は米国の出先機関と 
言われるほど、米国の意図を 
組んでいるなかで、 

二階氏と、今井氏に対する圧力は 
米国の一部勢力の中で 
かなり重要な案件になっているのが 
伺えます。 

（ただ、今井氏が本当は 



どういう思想で国を運営しているのかは 
分からないので、これを持って一方的に 
バッシングをするのも違うかなと思います） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ここからは、憶測になります。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今回のレポートは、 
ある種の警告のような気もします。 

安倍総理も相当体調が悪いようです。 
これは、前から言われていました。 

再選はなしで、近々、 
首相が変わると思うのですが、 

「中国寄りの政権にするなよ」 

したら、いつでも、二階さんも 
今井さんも、その他全員、 
追い落とすからね、 

分かってるよね、、という 
警告のような気がします。 

完全な憶測です。 

民主党政権になったとき、 
アメリカは結構、本気で日本を 
潰しに来たと思います。 

円高、そして震災がありました。 

なぜ、潰しに来たかと言うと 
民主党政権が中国からお金をもらっている 
中国寄りの政権だったからです。 

その後、安倍政権になって 
大量の武器購入と円安をセットにして 
許してもらったところがあります。 

なので、ここで一発、 
強めの警告を入れておいたのかな 
と個人的には思いました。 

タイミング的に安倍首相の 
体調不良がニュースに出た 
タイミングでもあります。 

あくまで憶測です。 

アメリカの政権も、 



中国寄りの勢力というのは強くて 
（ヒラリーは中国からたっぷりお金を 
もらっている中国系だったと言われています。） 

そういう意味では、中国寄りの二階派が 
最大勢力の自民党と、今のアメリカの政治も 
構造が似ています。 

アメリカの政権内部に共産主義者 
（コミンテルン）が 
入り込むことは珍しいことではなく 

日本と戦争をしたルーズベルト大統領も 
ソ連に近く、その側近にはコミンテルン 
が数多くいたそうです。 

つまり、この二重構造みたいなものは 
戦前からずっと続いており 
2020年になってもソ連が中国に 
なっただけでずっと続いていると言えます。 

それが、世界であり 
変わらないのが世界です。 

・・・・・・・ 

正直、何がなんだかわからないのですが 
一つ確かなことは、米国がここまで日本に 
内政干渉してくるということは、 

米国内のある勢力にとって、 
今の日本はかなり重要な位置に 
あるということだと思います。 

どうしても抱き込みたいということです。 

その理由は、 

上記で書いた中国寄りの総理大臣は困る 
という事に尽きると思います。 

そして、 

重要な位置にいる日本は 
その恩恵も当然たくさんもらっています。 

ムチだけではなく、 
アメももらっているということです。 

日経平均の動きを見てもそうですが、 
アメの部分として 
数々の風を米国が日本に送り 



込んでいるのは間違いありません。 

詳しくは言えないのですが 
製造業に関しても、 

GAFAを筆頭にそれまで中国に 
発注していたものを、続々と 
日本に切り替える動きがあります。 

日本の小さいけれど技術を持つ 
製造業の会社に、 
エクイティーファイナンス（EP）で 
GAFA系がお金を入れているケースも 
耳にします。 

このようにアメも与えながら 
同時に先程のような 
ムチも与えている印象です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
では、ワクチンはアメなのかムチなのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ワクチンについては、 
日本には優先的に 
売ってあげるよ、 

とアメリカ様が 
言ってくれています（笑） 

これは、アメなのか？ 
ムチなのか？ 

ですが、 

ワクチンを売るために 
過剰な自粛をさせられている気が 
しなくもないです（笑） 

（笑）と最後につければ 

結構過激な事言っても大丈夫な 
気がしてきました（笑） 

政府もマスコミも 
ワクチン売るためには 

大流行してることに 
させないとですもんね。 

日米関係でいうと、 
パチンコ屋さんとお客のような 



関係かなと思います。 

日本はアメをもらって 
たまに勝たせてもらう。 

でも、最終の収支を見れば 
胴元のパチンコ屋さん（アメリカ）が 
勝ち越している。 

それが日米関係な気がします。 

「そんなのふざけるな！？」 

と思うかもしれませんが 
どうしようもないです。 

このように冷静に見ていくと 
日本は変えられない部分も多々あります。 

しかし、変えられる部分 
良くできる部分もたくさんあります。 

そんななか、私たちが特に今すぐ 
できることが何かと言えば、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
教育に力を入れて人材を育てること 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

だと思います。 

私たちが、本当に、日本のために 
できることは、教育しかないように 
思います。 

それが、 

パチンコ屋とお客さんの関係を 
覆せるとしたら、唯一の方法な気がします。 

私はそう思うのですが、 
どう思われますか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ワクチンの補足 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

さらっと重要な事を言いますが、 

今のアメリカの株高が 
何に反応しているのかというと 
ワクチン開発のようです。 



ワクチンができそうという 
期待感が株高につながっているので、 

ワクチンが本当に認可がとれたら 
織り込み済みで株価も下がるかも、、 

です。 

・・・・・・・ 

話を戻しますが、 

今回の記事を読んで、個人的に 
引っかかっていた事がひとつ 
解決されました。 

それは、 

アーミテージ・ナイ報告書に 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
（7）イランがホルムズ海峡を封鎖する意図 
もしくは兆候を最初に言葉で示した際には 
日本は単独で掃海艇を同海峡に派遣すべきである。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この一文を見つけたからです。 

今年1月のホルムズ海峡の封鎖のときに 
米国が国際社会に共闘を呼びかけました。 

そこに、乗ってきたのは、 
オーストラリアやイギリスなど 
ごくわずかでした。 

そのため、米国の影響力も落ちたものだと 
散々、言われ、これからは中国の時代だと 
言われたものです。 

米国の呼びかけにのってきたのは 
ファイブアイズと呼ばれる同盟、 

（米国、英国、カナダ、 
オーストラリア、ニュージーランド） 

ぐらいだったと記憶しています。 

そのときに、 
なぜ、日本は手を上げないのか？が 
非常に疑問でした。 

有名な政治評論家の方も 
ここで手を上げないのは 



米国に対してマイナスの印象しか与えない 
と心配をしていました。 

その理由が、実は、アーミテージ・ナイに 
書かれているのを見て納得しました。 

「日本は単独で掃海艇を同海峡に派遣すべきである」 

この一文の通りだったのです。 

実際に、日本は単独で派遣をしています。 

米国の呼びかけにはのらず 
わざわざ単独での行動を表明しました。 

その行動が意味が分からなすぎて 
本当に謎だったのですが 
アーミテージ・ナイに答えがありました。 

イランに気を使ったのかと思いきや 
最初から書かれていたのですね。 

このことから分かるのは 
アーミテージ・ナイに書かれている内容は 
日本政府の意思決定に大きな影響を 
与えているということです。 

凄くないですか？ 

2013年にホルムズ海峡での揉め事は 
アーミテージ・ナイに既に書かれていて 

2020年の日本はそこに書かれている通りに 
行動しているのです。 

それだけの影響力があるのが 
CSISです。 

ということは、今回、 
二階さんと今井さんについて 
書かれたレポートも影響力は 
ありそうです。 

・・・・・・・・・ 

次の議題ですが、 

こちらのブログからも引用します。 
https://satoshi.blogs.com/life/2013/02/csis2.html 

・・・・・・・・・ 

笹川平和財団はCSISへの助成事業として 

https://satoshi.blogs.com/life/2013/02/csis2.html


SPFフェローシッププログラムを進めたり、 
CSISが2012年に発表した「アーミテージ・ナイ報告書」の 
プロモーションを手伝ったりと 
CSISとの関係を強めている。 

ちなみに、CSISに自分の子供を 
送り込んだのは、加藤良三だけではない。 

小泉純一郎が次男の小泉進次郎を、 
渡辺恒三が長男の渡辺恒雄を送り込んでいる。 

CSISは2012年、日経新聞と 
「日経・CSISバーチャル・シンクタンク」なる 
組織を日本に立ち上げ、 

そこを通じた保守系政治家のサポート、 
若手政治家の育成、政策提案、 
などのロビー活動をしている。 

アドバイザーとして自民党の石破茂、 
民主党の前原誠司他、数多くの 
霞ヶ関OBが名を連ねる、日本版 CSISである。 

安倍首相はCSIS主催のフォーラムでの 
講演で「アーミテージ・ナイ報告」を引用して 
「日本は二流国にはならない」と宣言した、、、 

（引用） 

・・・・・・・・・・ 

すごいですよね。 

2013年に、安倍首相もアーミテージ・ナイについて 
CSIS主催のフォーラムで触れているわけです。 

そして、その後の原発政策は書かれている通り 
続行されています。 

そして、次の首相選挙で二階さんと組んで 
出てくると言われている石破さんも 
日本のCSISのアドバイザーなのですね。 

前原さんが入っていることから 
CSISは中共寄りと言う意見を言う人がいますが 
その解釈はここまで見てくると間違っていると 
思います。 

前原さん自体が何にでも 
顔を突っ込む役割なだけだと思います。 

・・・・・・・・ 



結論ですが、 

繰り返しますが、正直、 
何がなんだか分かりません。 

そして、何がなんだかわからないままで 
別に良いと思っています。 

ただ、ひとつだけ言わせてもらいたいのは、 

「日経新聞　wwwwww 」 

と、いうことです。 

日本にはマスコミの独立性というのは 
存在しないことだけは分かりました。 

今日は、かなりマニアックな話でしたので 
付いてこられない方も多かったと思います。 

次回からは、また、身近なテーマで 
お話をしていきます。 

質問も引き続き募集中です。 

それでは、また、メールします。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

８月８日お昼12時よりライブを開催します 

今回のテーマは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
～ビジネスってこんなにおもしろい！～ 
お客さまが思わずお財布を開いてしまう 
ビジネス心理学講座Vol.1 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

ライブ参加者さんだけの特典も用意しました。 

伊勢が関わっている加賀市で設立を目指す 
日本初の小中一貫校について 
その詳細が分かるビデオをプレゼントします。 

最も気になるのは学校の具体的なカリキュラムに 
ついてだと思います。 



そのカリキュラムを担当する教育業界の革命児 
中原さんが話をしてくれているビデオです。 

中原さんは学校をつくるために 
スペインに単身渡りプロサッカー選手になり 
引退後に学校をつくる活動をしています。 

半端ない天才です。 

ライブ参加者さんにはその場でビデオを見れる 
URLをお渡ししますので 
12時ピッタリにご参加ください。 

お待ちしております。 


