
大混乱の大統領選挙 

　 
伊勢です、 

アメリカの大統領選挙は 
チェックしていますか？ 

ものすごい事になっていますね。 

めちゃくちゃ僅差で、競ってます。 

最初は、トランプさんが 
勝つかと思いきや、 

郵便投票の開票が始まると 
まさかの逆転でバイデンさんが 
巻き返しました。 

この後の予測ですが、 

トランプさんも簡単には 
引き下がらないので、 

大揉めにもめて、 
裁判になるかもしれません。 

暴動も起きるかもしれないですし 
経済的にも国際的な治安上も 
あまり良くないですね。 

もし、トランプさんが負けたら 

「色々言いたいことはあるが、 
アメリカのためだ、潔く去る。」 

と、言ったらめちゃくちゃ株が 
上がるんですけどね。 

今までの言動を見ていると 
それは無いかなと思います（笑） 



・・・・・・・・ 

さて、今回の大統領選で 
分かったことがあります。 

それは、アメリカは3つに 
割れているということです。 

もう、同じ国とは思えないぐらい 
全然違うグループが3つあると思います。 

そして、これは今後、日本でも 
同じような形になっていくので 
先取りしておくのが良いと思います。 

1つ目の分断は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
インテリ層VS非インテリ層 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トランプの選挙戦が 
今までと違ったのは 
ターゲットを完全に絞った事 
だと言われています。 

選挙って、昔は、真ん中をとる、 
みたいな感じだったじゃないですか？ 

中間層、中産階級、ミドル層 
ここをとると勝てるのが選挙みたいな感じでした。 

なぜなら、そこが一番ボリューム層だったから。 

日本も1億総中産階級と言われたぐらい 
ミドル層が厚かったですよね。 

ところが、 

まず、貧富の差が広がって 
真ん中がいなくなっちゃった。 



更にこのミドル層に、だんだん 
色んな宗教や、人種の人が入ってきた。 

なので、同じ思想ではなくなってきた。 

それをある意味無理やり 
キレイにまとめて 
当選したのが 
黒人初めての大統領オバマだったと 
いうわけです。 

ものすごい綺麗事を連発して 
素晴らしいメッセージで人々の心を揺さぶって 
アメリカをひとつにまとめあげました。 

しかし、もうあの時点で 
ミドル層というのは 
ほぼ、消滅しかかっていたわけです。 

分断の予兆があったからこそ 
ワンチームでいこうというメッセージが 
響いた。 

分断の予兆がなければ 
響いてないですからね。 

それをエモーショナルに感情に 
訴えかけて、ある意味無理やり 
ひとつにまとめました。 

結果、 

八方美人すぎて、色んな思想や人種や 
性別の人に良い顔をするので 
具体的な政策が何も進まなかった。 

むしろ、貧富の差はますます広がった。 

これが、オバマの8年間でした。 

そこで、出てきたのがトランプです。 



・・・・・・ 

トランプが、勝つにはオバマの逆を 
やるしかなかった。 

そして、この時点で既に 
ミドル層というのは崩壊していた 
わけです。 

二極化して、 

上か、下に、別れていた。 

所得だけではなく、 
インテリと、非インテリに分かれていた。 

そして、民主党は、どちらかと言うと 
インテリ側だった。 

IT側であり、真ん中から上に行った人たち。 

必然的に、トランプは、非インテリに 
ターゲットをしぼることになった。 

もはや、中間層はいないので、 
中間層から下に落ちていっている人を 
ターゲットにした。 

そして、完全にターゲットを絞った選挙戦で 
当選してしまった。 

他を叩きまくって、一部の人だけに 
メッセージを送って、それで勝ってしまった。 

選挙の歴史を変えたのが 
トランプ大統領ということに 
なります。 

では、なぜ、非インテリに 
メッセージが響いたのか？ 

ということになります。 



・・・・・・・・・ 

今回の選挙を見ても 
トランプ支持は都会ではなく 
郊外や農村部です。 

まずは、農業従事者ですが 
これはアメリカの1.4％ぐらいらしいので 
農業だけではありません。 

もともと、工場で働いていた人たちや 
セールスマンの人たち、 

ブルーカラーの人たちが中心だと 
思います。 

この白人層は、もともとそれなりに豊かだった。 

それが、今のおじいちゃん世代 
40年前ぐらいから、製造業を日本に取られた。 

そして、今は中国にとられて 
工場がなくなり、給料は下がり、職を失い、 

親子二代かけて、だんだん貧しく 
なっていった。 

高卒の親子みたいな感じです。 

仕事がなくなったからサービス業に 
転身したら、 

今度は、移民がたくさん入ってきて 
安い賃金で働きだして、 
また、職がなくなった。 

そうこうしている間に、 
IT革命で産業形態が変わって 
しまった。 

一部の人たち、 

都会の沿岸部で 



大学にいった人たちは、 
景気が良くなって豊かになった。 

しかし、それについていけなかった 
田舎の白人の人たちは、 
景気がよくなっても何の恩恵もなかった。 

いったい、誰がこんな事にしたんだ？ 

移民を受け入れて、経済のグローバル化を 
おしすすめて、IT革命をおしすすめたのは？ 

民主党だ！ということになります。 

おれたちのアメリカ、 

おれたちの祖先が汗水流して 
築き上げたアメリカはどこにいったんだ？ 

おれたちのアメリカじゃなかったのか？ 

という白人の傷ついたプライドを 
トランプは徹底的に掬いました。 

「壁をつくれ！移民は入れるな！ 
移民出ていけ！」 

「工場を中国から引き上げろ！ 
中国に美味しい思いをさせるな！」 

そして、インテリ層に 
めちゃくちゃに噛みつきました。 

二世の多い政治家、 
沿岸部の知事たち、 
FRB 
メディア 

無茶苦茶に噛み付くので 
非インテリ層は痛快だった。 

トランプがおれたちの代わりに 
やってくれている。 



だから、彼らは、トランプを支持しました。 
神の子として救世主として扱いました。 

その行き過ぎたストーリーが 
あれとか、あれです。 

まあ、結果的に、コロナ前まで 
失業率は史上最高に低かったので 
普通だったらトランプでしたよね。 

・・・・・・・ 

一方で、インテリ層は、 

トランプのめちゃくちゃな行いが 
恥ずかしかった。 

下品で、暴言ばかり吐いて、 
わがままで、恥ずかしかった。 

しかも、徹底的に侮辱してくるので 
それは、大嫌いです。 

それでも、好戦的な姿勢を見て 
イケイケという気持ちの人もいて 
それが、隠れトランプと呼ばれる人たちです。 

あとは、トランプは嫌いでムカつくけど 
社会主義はもっと無理というアレルギーが 
ある人もしぶしぶトランプ支持です。 

この分断があり、 
今回の選挙でも都市部と田舎で 
大きく票が割れていました。 

これは、あまりいい兆候ではないですよね。 

いつだって、革命はこういう 
分断のときに起こるので。。 

もうひとつ、、 



アメリカにはもうひとつの 
分断があります。 

それが 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
民主社会主義を掲げるサンダースたち 
VS 
アメリカの社会主義化は絶対に許せない 
人たち 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

民主社会主義 
これを支持するグループがいます。 

民主党のサンダースたちですね。 

これは、若い世代、Z世代 
大学生たちが、熱狂的に支持しています。 

まず、民主社会主義について 
誤解をしている人が多いですが 
ソ連のような社会主義ではありません。 

私も大好きな北欧、 
デンマークのようなやり方です。 

デンマークもそうですが、 
民主主義です。 

民主主義の熱意が半端ない 
民主主義です。 

ただ、社会福祉を厚くして 
誰でも安心して生きていける 
社会を目指しています。 

弱肉強食でサバイブしなくても 
最低限は保証されているから安心して 
生きていける。 

それこそ、お金じゃなく 
好きなことを仕事にできる、 



そんな社会です。 

親の所得と子供の所得の相関性も 
低いです。 

もっとも相関性が高いのは 
アメリカです。 

アメリカンドリームは無いことになります。 

次の高いのは、フランス。 

そして、三位は、我が国、日本です。 

今後どうなるか、見えてきますよね。 

社会主義国は、社会全体でグループとして 
成長を目指します。 

これが、今のアメリカの真逆なわけです。 

今のアメリカは、 

社会福祉がない、 

貧乏な人は病院にもいけない、 

学校もいけないから 
生まれたときから階級ができている、 

強いものが弱いものの犠牲の上で 
豊かになっている、 

そんなのおかしいだろ！ 

ということで、 

若い世代を中心に 
民主社会主義になびいています。 

そして、環境問題にも敏感です。 



地球単位で生きていこう、 

人種の壁をこえよう、 

LGBTの壁をこえよう、 

多様性を受け入れよう、 

サスティナブルでいこう 

そういう思想です。 

ところが、このグループは 
アメリカでは受け入れられないのです。 

米ソ冷戦世代にとっては、 

「社会主義＝貧しい」 

「社会主義＝敵」 

というのが色濃く残っています。 

アメリカといえば、 

自己責任と青天井のチャンス 
自己責任のパイオニア精神だろ 

という古き良きアメリカの 
精神も色濃く残っています。 

そして、サンダースたちも 
実際に、風呂敷を広げすぎで 
財源どうするんだ 
という問題もあるのだと思います。 

そして、社会主義というと 
共産党の中国とも関連してきますので 
やはり、簡単には受け入れられない、 

アメリカの覇権を手放す動きとも 
見方を変えればできるわけです。 



あとは、そんな地球単位とか 
言っていたら、 

善意を踏みにじる中国に 
支配されるぞ、 

という恐れもあります。 

なので、大きな対立と分断の 
火種がここにもあるということです。 

これは、たしかに難しい問題です。 

実際、国際関係は、国と国との 
バランスなので、融和精神だけでは 
良いようにやられてしまうという 
見方も一理あります。 

なので、主義で分けてしまうのではなく、 

もう少しディテールで 
考えないと、激しい対立と 
正義の押し付け合いが起きそうです。 

全ての問題は細分化すると 
糸口が見えてきます。 

困ったらとにかく細分化です。 

主義とひとくくりにせずに 
中身を個別でみていきたいですね。 

ただ、 

やはり世界最先端は北欧で 
アメリカの30年先を行っているので 
最終的には影響を受けると思います。 

Z世代は、ボリュームが一番大きいですから 
10以内に、この整直が最も強くなります。 

そのとき、アメリカがどうなるのか？ 



です。 

・・・・・・・ 

以上が、今回の大統領選で 
見えてきた新たな対立軸です。 

そして、この視点を持って 
日本を眺めると、 
また違う見え方がしてくると 
思います。 

日本の未来の参考になります。 

「あなたには、大統領選は 
どんなふうに見えましたか？」 

何か聞きたいことがあれば 
質問してくださいね。 

それでは、また、メールします。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

前回のSNS講座が本当に 
素晴らしかったので 
ぜひ、御覧ください。 

https://youtu.be/mzv8VsLX3MA 
　 
　 
　 
　 
　 

　 
　

https://youtu.be/mzv8VsLX3MA

