
菅総裁誕生の裏側／今が買いの企業 

伊勢です、 

昨晩のライブのご参加くださった皆様 
本当にありがとうございました。 

たくさんの方にご覧頂き 
とても嬉しかったです。 

色々とお話をさせて頂いたのですが 
今日は昨晩の振り返りを含めて 
最新の情報をシェアさせていただきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
菅官自民党総裁誕生までの流れ 
https://youtu.be/bb95GbDzW8M 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

上記のビデオ内容が最もしっくりきました。 

菅さんと、二階さんは元々連携がとれていた。 

安倍政権は、菅官房長官、二階幹事長、今井秘書官の 
3人がまとまっていたので長期政権になった。 

安倍さん麻生さんラインではなく 
安倍さん菅さん今井さんで基本的には 
運営していた。 

主要な人物の人間関係は 

安倍さん○菅さん 
菅さん○二階さん 
安倍さん○麻生さん 
麻生さん×菅さん 
麻生さん△二階さん 

麻生さんはポスト安倍以降も 
影響力を持つために 
菅さんと二階さんを切って 

https://youtu.be/bb95GbDzW8M


欲しかったが安倍さんは 
切らなかった。 

習近平来日の件では 
二階さんと菅さんは 
最初から最後まで一枚岩だった。 

二階さんが菅さんを擁立した事で 
負けを認めた麻生さんは 
権力内部に留まるために 
菅さんに歩み寄るしか無かった。 

ポスト安倍の最有力だった 
岸田さんの減点は 
給付金一家族30万円を 
失敗したこと。 

公明党が文句を言い 
根回しもできない岸田さんに 
多くの人が不安になった。 

石破さんに負けるかもとなった。 

石破さんが総理になったら 
今までやられていた官僚の 
逆襲で安倍さんも逮捕されるかも 
しれない。 

石破さんは自民党内で 
理想主義で浮きすぎているので 
現実的ではない。 

今井さんはコロナ期から 
決める立場になった。 

そしてマスクとお家時間でくつろいで 
国民から大顰蹙をくらった。 

菅さんはコロナの時から 
外された。 

理由は、安倍さんが奥さんや 
モリカケについては菅さんに 



相談しにくかった。 

（伊勢は、習近平来日問題も 
あったような気がする） 

結果、コロナ対策での 
失点が菅さんには無かった。 

万事塞翁が馬。 

もし、コロナも菅さんが対応の 
中心になっていたら、失点が 
あったかもしれない。 

運命のいたずら。 

今井さんは、将来を捨てて 
政務秘書官になった。 

二階さんを取り込んで 
見事に政権を支えた。 

決して、出しゃばらなかった。 
菅さんを立てていた。 

出しゃばったのはコロナ以降の 
最後だけ。 

安倍さんの体調悪化は6月から。 
アサコールが効かなくなった。 

今井さんも菅さんも命がけで 
安倍さんを支え続けた。 

以上が、大まかな流れかと 
思います。 

では、菅さんの政権で動くこと、 
変わることは何か？ 

・縦割り行政の改革 
・既得権益の排除 



これは官僚に強い菅さんは 
本気でやってくると思われます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
縦割り行政の問題 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

菅さんは、官房長官として 
官僚をシメていたので 
各省庁の暴走を許さなかった。 

実際に、日本の縦割りは大きな問題。 

例えば、 

海の問題ひとつをとっても、 

農林水産省、環境省、 
海上保安庁、 

それぞれがバラバラなので 
非常に効率が悪い。 

至るところにある縦割りの問題を 
全体最適するための改革をやる。 

当然抵抗があるなかで 
やれるかどうか、 
ぜひ、やって欲しい。 

では、心配な部分は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
外交ができるかどうか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国内に関しては、安倍さん以上の 
力を発揮すると思われますが 
国外の外交については？ 

これだけ世界が揺れている中で 
米中戦争が激化する中で 
果たして日本の国益を守る 



外交ができるかどうか。 

二階さんとのパイプも強く 
習近平来日についての下りを見ると 
不安もある。 

一方で、郵政民営化の実務を 
担ったことからも 
米国とのつながりもあるはず。 

IRも、地銀再編も 
米国の資本家への手みあげの 
部分もあると個人的には思っている。 

ただ、今の世界情勢ではどっちつかずは 
許されない部分もあるはず。 

二階さんを説得してでも 
中国との距離をある程度 
置くことができるか？ 

ファイブアイズに加盟する 
という発言ができるかどうか？ 

今の日本の外交は瀬戸際。 

外交について発言の機会が無かった 
菅さんは、どちらの色も付いていない。 

世界が注目しているはず。 

ぜひ、対トランプで 
しっかりとしたメッセージを 
世界にいち早く発して欲しい。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
菅首相になって経済は？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

菅さんといえば、 

・IR 
米国資本向け、新利権の創出か？ 



・ふるさと納税（地方分権） 
反財務省か？ただ、ポリシーはあるかも 
密かに期待している 

・地銀再編 
米国資本向けか？ 

・携帯電話の料金を下げる 
国民への人気とりか？ 

この4つが既に目玉と 
なっています。 

ライブの中でも、 

ふるさとチョイスを買収した 
チェンジの株価が跳ね上がっている様子や 

地銀再編をゴールドマン・サックスとすすめる 
SBIの株価が上がっていることにも触れました。 

他にも総務省がらみや 
地方創生、IRが関連だと、 

・オリックス 
・パソナ 

などもですね。 

どの株価も私が、菅さんの総裁選出馬を聞いて 
すぐに検索したときより、今日現在の方が 
かなり上がっている印象です。 

（昨日のライブ前に再度確認して 
少し驚きました） 

よしもとの会見などは 
菅総理誕生と地方創生にのっかって 
株価をあげようという意図が感じられます。 

パソナは淡路への本社機能一部移設は 
発表のタイミングが早かったですが 



なんらかの情報を掴んでいたかもしれません。 

地方創生については 
色々と盛り上がりを見せそうです。 

既得権益を潰し乗り越えて 
どこまで構造改革ができるか 
純粋に期待している部分もあります。 

分かりやすいのは 
タクシーの既得権益と 
ウーバーなどライドシェアの導入に 
踏み切れるかなどです。 

本当に国民の生活がよくなるための 
構造改革、既得権益の打破を望みたいです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
デジタル庁の設置 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

分かりやすい目玉としては 
台湾のコロナ対策を参考にした 
デジタル庁の設置だと思います。 

ただ、中身がどうかです。 

日本のIT、デジタル化の遅れは 
深刻な問題です。 

行政の手続きのデジタル化は 
できるのか？ 

ハンコ文化とかいい加減に 
どうにかして欲しい。 

期待したいです。 

同時に、米中戦争がテクノロジー 
情報分野で激しさを増す中で 
その対応をする機関としての役割も。 

以上が、菅政権誕生前の 



レポートでした。 

他のニュースについても 
少し触れていきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
12月ぐらいから本格的な倒産ラッシュか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

なんとか、耐えてきた会社も 
12月ぐらいから持たなくなると 
見られています。 

少しずつ増えている 

・失業によるローンの不払い 
・派遣切り 
・自殺者も8月は前年比280人増 

12月ぐらいから厳しい冬の時代が 
やってくると思って備えておくのが 
良さそうです。 

一方でビジネスチャンスも 
生まれます。 

・学び 
・資格 
・結婚 
・公共事業系 
・低価格化 

また、過去の不況とは違い、 
今回はK字で、 

下がるところと上がるところが 
はっきりと別れます。 

なので、 

・富裕層向けサービス 
・子どもの教育 



・別荘 
・農業ライフ 
・健康 

などなど、ポストコロナを踏まえて 
伸びていく業界やビジネスは多々あります。 

人々のライフスタイルが変わっているので 
まだ、穴ぼこだらけで、 

その穴を埋めるだけで 
儲かるビジネスはたくさん 
生み出せるのが今です。 

目を皿のようにして、ビジネスチャスを 
見つけていく良い時期だと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
実体経済と乖離する株価 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一方で、実体経済とは乖離して 
上昇し続ける株価。 

先週はだいぶ下げて7％ぐらい減ですが 
昨日あたりから持ち直しています。 

もはや乖離というより 
別物と言えそうです。 

もしかしたら、本当に別物と 
切り離しても良いのかもしれません。 

乖離ではなく、別物と考えると、 

労働収入以外の収入源の確保として 
投資をしないと、生きていくのが 
大変な時代になるかも。 

しばらくこの状況は続きそうだと 
個人的には思っています。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国で新築住宅がバカ売れ 
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75614 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

米国で新築が売れています。 

コロナ先輩の影響で 
広い家に住み替えたり、 

今まで家を買わなかった 
ミレニアム世代が遂に買いだして、 

買おうと思ったら住宅不足で 
高騰しつつあるようです。 

日本でも大都市周辺の一戸建てが 
飛ぶように売れているようです。 

実際私の友人社長たちも、 

逗子や葉山、軽井沢などに 
家を購入して移住している人が 
たくさんいます。 

ここからは予測です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
家族主義の時代、そして 
余暇も観光よりリゾートの時代 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本もやっと、家族中心の時代に 
入りそうです。 

家族でいかに仲良く暮らしていくかという 
ノウハウはビジネスになりそうです。 

アウトドアも本格的になりそうです。 

ペットを買う人もますます増えるはずです。 

ホームドクターも人間だけではなく 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75614


ペットにもつく時代がきそうです。 

余暇も、今までは人気の観光地に 
行って慌ただしく過ごしましたが、 

やっと、白人の人たちのように 
ホテルから一歩も出ずにのんびりする 
余暇の過ごし方に変わりそうです。 

田舎でのんびり過ごすような 
余暇の過ごし方も増えそうです。 

観光地だからいくよりも 
この宿にいくという選び方です。 

沖縄にはアメリカ人の軍人さんが 
たくさんいますが 
彼らは週末にアウトドアを家族で 
しています。 

どちらかというと、私も自然の中で 
遊ぶことが多いのですが 
その場所にいるのは、9割海外の人です。 

それくらい、海外の人は自然の中で 
リフレッシュをすることを大事にしますが 
いよいよ本格的に日本人も8割の人が 
自然の中で余暇を過ごす時代に入りそうです。 

株式投資の話に戻ります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
バリュー投資は死んだ 
https://www.businessinsider.jp/post-219893 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

株式投資の手法として 
長年信じられてきた 
バリュー投資が過去10年間 
最悪の結果を出している 
という記事です。 

バリュー投資とは 

https://www.businessinsider.jp/post-219893


割安な株に投資する手法で 

ウォーレンバフェットさんを 
筆頭に最も手堅い手法と言われてきました。 

しかし、実際にはこの10年で見ると 
バリュー投資はドットコムバブルよりも 
ひどい結果になっている 

ということです。 

では、何が伸びているかというと 
グロース株（成長株）の投資です。 

アマゾンとかマイクロソフトとか 
アップルとか、 

大型株であり成長株ですね。 

この理由ですが、 

バリュー投資が現在の売上や資産に対しての 
株価が割安であることを購入理由にするのに 
対して、 

成長株は、将来の成長を見込んで 
買われる株です。 

将来の成長性を見込むので 
適正な株価が存在しないのが 
成長株の特徴です。 

もうひとつ、 

これは世界が変わった事で 
バリュー投資が合わなくなった 
部分があると思います。 

過去に資産と言われたのは、 

現金や不動産など、日本の銀行で 
担保となるものでした。 



しかし、時代は変わり 
本当の資産は有形から無形資産に 
変化しています。 

例えば、現代で大きな価値を生む 

フォロワーの数や、ブランド価値、 
知的財産などは、資産としてカウント 
されていません。 

つまり、ベースの資産の計算が 
間違っているので、 
バリューの計算がきちんとできていない、 

それが、最大の理由だと思います。 

と、言いつつ、 

ここ数日は、バリュー株が買われています。 

バリュー株か買われだすと 
本格的な強気相場に入る 
タイミングとも言えると思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
個人投資家と機関投資家の動き 
http://sh.k2academy.net/42zb9 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

個人投資家は間違える、、 

というのは長く言われている事です。 

個人投資家は下げるタイミングで買い 
上がるタイミングで売る。 

機関投資家は、上げるタイミングで買い 
下げるタイミングで売る。 

ということで、 

個人投資家、機関投資家、海外投資 
これらの動きが見られると 



ある程度相場の予想がつきます。 

その情報を見られるのが 
上記のサイトです。 

ぜひ、参考にしてみてください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ワクチンの安全性を世界で最も 
疑う日本人？ 
http://sh.k2academy.net/tw0nr 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

昨夜のライブでもお話した 
ワクチンについてですが、 

やはり日本人ほどワクチンの 
安全性を疑っている国民は 
いないようです。 

世界の常識から距離がとれて 
冷静になれるのが日本の良さであり、 

一方で英語ができないので 
陰謀論に傾きやすいという 
弱点もあると感じます。 

・・・・・・・・・・ 

今日はかなり実践的で 
お財布にダイレクトに影響する 
情報を意識してお届けしました。 

ぜひ、ビジネスや投資や 
将来の起業の参考にして 
いただけたらと思います。 

伊勢隆一郎 
　 
　 
　

http://sh.k2academy.net/tw0nr

