
ポスト安倍政権で日本はどう変わる？ 

　 
伊勢です、 

一般メルマガで書こうと思いましたが 
この内容はサロン向けにしかかけないと 
思いました。 

安倍総理が退任をされます。 

お疲れさまでした。 

後任は菅さんで決まりそうです。 

今日は菅さんが総理になると 
日本はどうなるか？ 

についてです。 

まず、気になるのは 
米国との関係だと思います。 

これについてですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国は既に承認をしている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

と、考えて良いと思います。 

現在の日米関係を考えると 
全く相談がないというのは 
考えられません。 

昨年、菅官房長官は 
渡米をして、 

米国の3大重要人物に 



既に挨拶をしています。 

これも安倍さんの次を 
見越したものだったと思われます。 

菅さんの立ち位置に関して 
ですが、米国とつながりが 
強いのは間違いがないと思います。 

カルロス・ゴーンの逮捕のときは 
日産の本社横浜が菅さんの地盤であることもあり 
安倍総理より、菅さんが表に出ていましたが、 

態度やコメントを見ていると 
米国の出先機関と言われる日本の検察庁や 
CIAなどと何らかのつながりが見て取れました。 

ということで米国とのつながりがあるのは 
間違いないと思いますが、 

そんな中、現在、現在議論の 
まととなっているのは、 

どちら側の米国なのか 
といことです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
菅さんはディープステート側？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

米国は現在、トランプ側と 
ディープステイト側（旧来の支配層）の 
2つの勢力が争っていると言われていますが 
菅さんがどちら側なのか？ 

というのが話題になってます。 

私個人としては、作られすぎた対立構造で 
納得していませんが、世間一般では 
そう言われています。 



ちなみに、ディープステイトは 
反トランプですので、 

敵の敵は味方ということで 
中国とも仲良しと言われています。 

そんな中ですが、 

世界中の人々、 
自由主義連合国の人々が 

最も注目しているのは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
菅さんが今後中国とどのような 
距離感を持つのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これにつきると思います。 

中国側の人と言われている 
二階幹事長の推薦により 

確定した菅総理大臣ですから 
多くの人が大変心配しているのは 
間違いありません。 

（ちなみに中国寄りと言えば 
経団連の財界も中国との経済関係が 
大きいので、親中国の声が大きいことも 
理解しておいてください） 

ただ、 

安倍政権も中国派を大量に 
内部にかかえた二重構造でしたし、 

もしかすると、 



自民党内部も 
二重構造にすることで 
日本の立場を有利にする事を 
狙っている可能性がゼロではありません。 

米国にも中国にも 
どちらとも交渉の余地を 
残しておくということです。 

そして、 

CSISに名指しで中国寄りと 
指摘されて、イエローカードを 
出されて二階氏としては、 

（詳しくはこちらのPDFを御覧ください） 
https://rise-land.com/oise/content/0807dark.pdf 

現在の権力を手放さないためには 
石破さんではなく、 
菅さんを推薦することで、 

表立っては米国に従順な 
姿勢を見せる事で権力内に 
留まったということだと思います。 

つまりは、 

政治思想よりもお金よりも 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「権力」こそが政治家の最大の 
モチベーション 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

なのだと思います。 

おのおのが現在の権力を 
最大限に維持できるのであれば 

https://rise-land.com/oise/content/0807dark.pdf


思想もお金も二の次で 

菅さん、麻生さん、二階さん 
皆で仲良く現状維持、ということだと 
思います。 

外野は、権力への意識が抜けるので 
思想で人を振り分けようとします。 

右か左か、米国か中共か、 
という分け方です。 

しかし、内部は、そんな事よりも 
自分の権力であり、自分の利権なのです。 

それが、最優先事項である 
ということです。 

つまりは、日本の事よりも 
自分の事ばかりを優先して 
政治をしている人が権力者である 
ということです。 

まあ、私たちも日本のことより 
自分の生活と本音では思っていますから 
人の事は言えないです。 

なので、 

せめて、自分のビジネスが 
日本や、世界や、地球の未来を良くする 
という意識を持っていきたいなと 
個人的には思います。 

私たちにできる事は 
自分だけ良ければ良いという 
考えにならないことだと思います。 

自分の事ばかり考えている人が 
政治家の悪口は言えないです。 



そして、 

多くの人がその意識を持てば 
政治も変わると思います。 

結論ですが、 

これから注目していくのは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中国の揺さぶりにどう対応するのか？ 
米国とどのような関係を持っていくのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ここを見ていくしかないと 
思います。 

・・・・・・・・ 

不確実なことはおいておいて、 
確実に言えることもあります。 

菅さんといえば、IRです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
カジノ・IRは確実に進む 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

カジノ法案に関しては 
ほぼ菅さんが握っていると 
言われています。 

横浜市が当初カジノ誘致に反対だったのも 
菅さんの指示、 

理由は利権誘導ができていなかったからで 
一度反対して解体してから、 



利権をきちんと確保して 
その後、市長に賛成という表明を 
出させたのも菅さんの指示、 

と言われています。 

大阪の動きも興味深いです。 

大阪のよしもとがIR事業に 
手を上げたのに、 

闇営業問題でズタボロにされて 
IRから撤退せざるを得ない状況に 
追い込まれたのは皆さんも知っての通りです。 

誰がよしもとを追い落とす 
画を書いたのでしょうね。 

そして、なぜ、メディアは 
それを煽ったのでしょうね。 

よしもとの闇営業騒動とは 
結局、IR絡みだったわけです。 

その後、大阪のIR計画は 
オリックスと外資の連合が 
手をあげて決まりそうです。 

結局、外資にとられて 
しまいました。 

その画を書いたのは 
誰なのでしょう？ 

竹中平蔵氏も噛んでいると 
言われています。 

余談ですが、 



竹中平蔵氏といえば 
パソナですが、 

昨日、パソナは本社機能の一部を 
淡路島に移して従業員1200人を 
移住させると発表しました。 

大阪IR候補地の 
真向かい（船なら15分ぐらい）に 
あるのが淡路島のパソナ開拓地です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
菅さんになればIRが進むのは 
間違いないと思います 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナがあるので時間は 
かかると思いますが、 

ハゲタカ外資を含めて 
それこそディープステートも 

日本中の売国奴たちも 
今一番暑く燃え上がっているのは 
IR関連の利権に群がる人々だと 
思います。 

今、その界隈の人たちは 
そうとう熱くなってると思います。 

菅総理大臣ですから。 

私の意見としては、 
IRはうまくお金を呼び込めば 
日本にとってもチャンスです。 

シンガポールが、数兆円をカジノ会社に 
投資させ、マリーナベイサンズや 
セントーサ島を全部開発させ 
それによって観光客が殺到したのは 



ご存知の通りです。 

海外のお金を呼び込んで 
国を発展させる。 

これはアメリカのテキサスもそうですが 
世界中の伸びている都市が 
実施してきたことです。 

国内の税金では国は発展しないのが 
現代です。 

外からお金を持ってくる仕組みを 
つくったところが発展してきたのが 
この10年間です。 

それが、コロナでストップしたのも 
事実です。 

しかし、コロナでストップしたとは言え 
IRをどうせやるなら 
どうかむしり取られる形にならずに 
日本の利益となるように動いて欲しいです。 

しかし、各所の話を聞いていると 
開発は全額出すという海外のカジノ会社に 
対して、 

日本は営業保証を20年以下しかしないなど 
巨額の投資ができにくい形で交渉をしています。 

それでは、シンガポールのときのように 
大金を投資するわけが 
ありません。回収できないので。 

結果、まともな会社は撤退し、 
開発費をあまり出さない 
日本にとってはおいしくない会社が 
受注をする流れになってきているようです。 



なぜ、そんな事になっているのか 
どうも、きな臭いです。 

利権がらみとしか思えません。 

なので、 

やるなら、ちゃんと日本のために 
やってくれ！と強く願います。 

今日はもう少し気になるニュースを。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中国政府がTikTokの売却にNO 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

マイクロソフト、ウオールマート 
連合に週明けにも売却されると思われていた 
TikTokの事業ですが 
中国政府がNOを出しました。 

TikTokの持つAIの技術が 
国外に流出するのは望ましくない、 

ということで、 

テクノロジーを有する会社を米国企業などに 
売却する場合は、中国政府の承認が必要という 
ルールができました。 

これに対して、TikTokの運営会社 
バイトダンスは、中国政府の指示に従うと 
表明を出しています。 

ということで、 

一気に暗礁にのりあげました。 

そんな簡単にまとまるとは 
思っていませんでしたが 



やはりという感じです。 

ただ英文のニュースを読んだときには 
日本企業は売却NG先に入って 
いなかったと思うので 

そこで、ソフトバンクが間に入る 
という話がニュースに出てきている 
可能性があるなと思いました。 

正直なところ、 

TikTokを利用している私の見解としては 
現在のSNSので最も優れたAIを持っているのは 
間違いなくTikTokです。 

アメリカのSNSの企業が 
遅れをとっているのは 
間違いがないと思います。 

TikTokのテクノロジーと 
設計というのは知れば知るほど 
凄いです。 

TikTokをスタートして約1ヶ月で 
フォロワー1万7千人。 

最大にバズった投稿は 
190万再生です。 

ちなみに、よく聞かれるのですが 
踊ったり歌ったししている 
わけではありません（笑） 

マーケティングの知識を 
エンタメを意識して伝えています。 

最近では、フォロワー100万人超えの 
ユーチューバーたちがフォローをしてくれ 
コメントをくれたりしています。 



望んでいた世代を超えた出会いが 
実現してきてこれからが楽しみです。 

世代を超えてつながる人が増えれば 
地方創生への取り組みもスケールが 
変わりそうで夢が広がります。 

世代を超える出会いを自分でつくって 
社会貢献活動に巻き込んでいく、 
それがやりたかったことです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
バフェット氏が日本の商社株を取得 
http://sh.k2academy.net/ya87q 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

世界一の投資家の 
ウォーレンバフェット氏が 

日本の5大総合商社 
伊藤忠、三菱商事、三井物産 
住友商事、丸紅、 

5社の株式を5％超取得しました。 

最大、9.9％まで引き上げるとの 
ことです。 

これは、日本にとっては 
良いニュースです。 

バフェット氏が日本の株を買った 
というのは、どう考えても良い 
ニュースです。 

日本の商社とは日本の経済そのものと 
言えるほどですので、 

バフェットほどの情報を持つ人が 

http://sh.k2academy.net/ya87q


日本の商社の未来を悲観していないという 
事になります。 

5大商社の株が割安である 
という判断はもちろんですが、 

将来的にも悪くないと 
判断しているということです。 

同時に、なぜ商社だったかというと 
世界中に合弁会社を持っている事が 
あげられていました。 

要するに、 

途上国を中心に数多くの 
合弁会社を持つ 
日本の総合商社を買うことで、 

結果的に、世界中に 
分散投資をしているのと 
同じ事になるということです。 

これから伸びる国の合弁会社を 
数多く持つ会社はどこだと考えたとき、 

日本の総合商社が候補として 
上がったという事だと思います。 

特に商社は、金など資源系の 
合弁会社を海外に多く持ちます。 

伊藤忠などは武器もですから 
戦争が起こったとしても 
金や資源や武器関係は上がります。 

バフェットさんは資源や金関連を 
最近は積極的に買っているので 
戦争などの可能性もヘッジして 
いるようにも見えます。 



もうひとつは、 

バフェットさんは米国の金利が 
長期的に上がらず、ドル安傾向が 
続くと思っていると思います。 

なので、ドルが下がるので 
円を変わりに買うことで資産防衛を 
していると思います。 

そして、買った円が余っているので 
日本の商社に投資をしたというのも 
あります。 

もちろん、大前提として 
商社の上がると思っているから 
買っています。 

バフェットさんの会社の 
バークシャー・ハサウェイは 
円建ての社債も継続的に発行すると 
言われていてこれも日本にとっては良い話です。 

同時に、何か日本に対する 
アメリカのメッセージとも 
読めなくはないなと思っています。 

アメとムチのアメの部分ですね。 

これは、大きなメッセージだと 
個人的には感じました。 

ということで、 

冒頭に戻りますが、 

くれぐれも米国サイドの立ち位置を 
菅さんには崩さないで欲しいと願います。 



長々と失礼しました。 

それでは、また、メールします。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

沖縄は台風で玄関のドアを開けたら 
どうやっても閉められないほどの風が 
吹き荒れています。 

台風に関してもお伝えしたいことが 
あります。 

10年前までは赤道付近で生まれていた台風が、 

この数年でフィリピン沖で生まれるようになり、 

今年は、沖縄沖で4つも台風が 
誕生しています。 

今回の台風はフィリピンで生まれましたが 
明らかに生まれるポイントが北上しています。 

この事実が表しているのは 
世界的な海水温の異常な上昇です。 

特に今年の海水温は異常に高く 
台風が起きるのは30度ぐらいですので 
海水温30度のラインが沖縄まで来ていた 
いうことです。 

誰がなんといおうと、海水温は 
上がっていて、世界の潮流は 
乱れています。 

温暖化では海の温度は上がらないと 



言っている人はそろそろ 
目を覚まして事実をみて欲しいです。 

海水温度の上昇が 
人類の課題であることは 
間違いがないと思います。 
　 
　 
　 
　 
　


