
日本が30年沈んだ本当の理由 
　 
　 
伊勢です、 

双子座流星群は見ましたか？ 

沖縄の北部は、ちょうど晴れていたので 
30分で20個ぐらいの流れ星が見られました。 

普段から星はかなり見えるのですが 
なかなか見る機会もなかったので 
良い時間になりました。 

さて、今週もニュースのダイジェストからです。 

・・・・・・・ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Facebookが全米46州からの大型反トラスト訴訟に直面： 
http://sh.k2academy.net/l7168 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

フェイスブックの反トラスト訴訟ですが 
46州という大規模での訴訟になっています。 

インスタとワッツアップを分離しろというものです。 

このニュースのポイントは、 
カルフォルニアを始めとして 
「民主党知事」の州も訴訟を 
起こしているということです。 

フェイスブックもグーグルもIT業界は 
民主党側と言われていますが、 

今回本拠地であるカルフォルニア 
（民主党知事）も訴訟をしています。 

もともと、民主党は、民衆有利の政治 
共和党は、企業有利の政治ということもあり 

http://sh.k2academy.net/l7168


共和党よりも民主党の方が 
以前からGAFA解体の声が強く 
あがっていました。 

一方で、選挙のときは随分と 
フェイスブックもグーグル（youtube）も 
運営が民主党寄りだと避難を浴びていました。 

トランプ支持者、共和党支持者からですね。 

コロナで収益も株価も上がったことから 
コロナの黒幕はIT系だという陰謀論を 
唱える人さえもいます。 

しかし、こうして、訴訟をされている 
ところを見ると、それはなさそうです。 

言わずもがなですが。 

一方で、GAFA解体は絶対的にやる 
というアメリカ全体の意思を強く 
感じるニュースでした。 

（カルフォルニア州には2019年にも 
プライバシー侵害で訴えられています。） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
香港長官「自宅に現金の山」　米制裁で口座が使えない生活告白 
https://www.jiji.com/jc/article?k=20201130040877a&g=afp 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

香港11と呼ばれる人たち（AKBの神７的なやつ） 
に対して、アメリカが制裁しているニュースです。 

香港11とは、香港の政府関係の上層部で 
中国よりの人たちの事です。 

その中のひとりの長官ですが、 
家のリビングが札束まみれで 
足の踏み場もない状態に 
なっているようです。 

https://www.jiji.com/jc/article?k=20201130040877a&g=afp


なぜ、長官が現金しか使えなくなったかというと、 

・アメリカ内の個人資産が凍結 
↓ 
・アメリカが香港の銀行に長官の口座を開かせるなら 
ドルを使わせないと脅す 
↓ 
・銀行がうちの口座を使わないでくれと泣きつく 
↓ 
・銀行口座が使えなくなり現金が山のように家に運び込まれる 
↓ 
・クレジットカードが使えなくなる 
↓ 
・給料も現金、支払いも現金の不便な生活になる 

という流れです。 

ということで、 

この事態をみて各国は 
震え上がっていると思います。 

アメリカのドルを使わせない 
というカードは強烈です。 

アメリカは、多くの人が思っている 
以上に強いです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
海外の金融機関を利用した脱税や 
租税回避を防ぐCRSの実態 
https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

個人がどこに海外送金をしたかは2017年から 
筒抜けになりつつあります。 

例えば、日本国籍の人がカナダから 
オーストラリアに送金をした場合、 
日本政府はその送金情報を知ることができます。 

リンクの表をみてもらうと分かりますが 
世界中のほとんどの国が加盟をしています。 

https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf


一時期、日本人の間で銀行口座開設のブームになった 
タイも遂に2023年には加盟します。 

現状、まともな国で加盟する予定がないのは 
フィリピンとベトナムの2国だけと言えます。 

アフリカの多くの国も加盟していませんが 
そもそも銀行が信頼できないですので論外です。 

実は、きちんとした知識を持った 
お金持ちの人たちは、これらの情報を 
ベースに動いています。 

どこの国のビザを持つか？ 

どこの国で銀行口座を開設するか？ 

どこの国で会社を立てるか？ 

どこの国でどの事業をしている会社を買収するか？ 

どこの国の証券口座を開設するか？ 

などの動きです。 

それらの動きには、深い理由があるのですが 
さすがに不特定多数に話せる内容ではありません。 

興味がある方は、塾長の富裕層向けの 
特別セミナーに参加するとたまに教えてくれます。 

ちなみに、なぜ、この話をしたかというと 
もう一国、きちんとした国がこのCRSに加盟して 
いません。 

どの国か分かりますでしょうか？ 

その国は、他国のお金の動きを 
見ることができますが、 

自分の国の送金情報については 
他の国に教えません。 



ジャイアンです。 

それがゆるされる国はただひとつ、、 

アメリカ合衆国です。 

それだけ、アメリカは力を 
持っているということです。 

繰り返し言っていますが、 
アメリカの力を過小評価しない方が 
良いのです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
『大きな流れには逆らえない』 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本は30年以上、低迷しています。 

株価は沈み、給料は下がり 
高齢化は進み、ボロボロになりました。 

その最大の理由は、何でしょうか？ 

評論家さんたちが上げるものに、 

-------------- 
1.教育が良くない 
-------------- 

というのがあります。 

確かに、問題はあります。 

しかし日本が経済で世界一だったバブル時代に 
活躍していたのは、戦後教育を受けた人たちです。 

今の時代の変化に、教育が追いついて 
いないのは、事実です。 

が、それが30年沈んだ 
最大の理由でないのは 



少し考えれば分かります。 

世界一になった教育を受けた人たちが 
急激に劣化することはありえないからです。 

現状問題はありますが 
30年沈んだ原因とするには 
無理があります。 

------------- 
2.GHQのせい 
------------- 

こちらも大きな影響が 
あったのは間違いありません。 

日本の国力を落とす政策が 
とられたのも事実です。 

しかし、GHQの統治後に 
世界一になっているのも事実です。 

じわじわと、破壊されて 
ここまで来たという意見もあります。 

しかし、バブルの時代に 
世界一の会社、人材が排出されていた事を 
考えると、 

今の日本が破壊的に沈没しているのは 
全部GHQのせいというのは、さすがに乱暴です。 

世代的に世界一にまでなった世代と 
その後、没落をした世代は、同一 
なのですから。 

となると、これも違うとなります。 

影響はあります、でも、GHQのせいだけでは 
説明がつかないのです。 



--------------- 
3.人口減、高齢化 
--------------- 

これについても、バブル崩壊からの 
急激な落ち込みと、 

人口減のグラフの穏やかな落ち込みとは 
リンクしていません。 

人口減や高齢化が 
ここまで悪化した理由は、 

「経済が30年悪かったから」 

だと思います。 

仮にもう少し早く復活していたら 
ここまでの落ち込みはなかったと 
思います。 

30年落ち込んだ結果としての 
人口減と高齢化なので、 

これも、暗黒の30年をつくった 
理由にはなりません。 

・・・・・・・・・ 

だいたい、これらの理由が上がる 
わけですが、どれも核心をついていないことは 
理解できると思います。 

一言でいうと、 

木を見て森を見ずの 
意見だと思います。 

では、本当の原因なのか？ 

なにが原因で 
日本は30年も沈んだのか？ 



その答えは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
『大きな世界の流れには逆らえなかった』 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということです。 

具体的には、 

『地政学的な変化』 

に尽きると思います。 

日本の株価がピークを迎える 
1989年12月29日。 

その少し前の11月9日に 
起きた事件を知っていますか？ 

『1989年11月9日に 
ベルリンの壁が崩壊』 

しました。 

ここから、大きな流れは一気に 
加速をしていきます。 

逆流と言えるほど、 
大きく流れが変わります。 

米ソ冷戦が終了し 
新たな時代（グローバリゼーション）が 
幕開けしていきました。 

この大きな流れの変化に日本は 
飲み込まれていきます。 

簡単にいうと、 

日本の地政学的な重要性は米ソ冷戦終了と 
共にほぼゼロになっていったわけです。 



そして、日本の株価が 
1990年～1991年に崩壊します。 

日本の不動産が崩壊 
1991年～1993年に崩壊します。 

これが、世にいうバブル崩壊です。 

この時期に、世界では 
決定的に大きな出来事が起きました。 

『ソビエト連邦の崩壊』 

です。 

これを持って米ソ冷静が 
終了しました。 

ここで、時代のギアは 
カチッと切り替わりました。 

ソ連崩壊と共に日本も崩壊したのです。 

そして、その後の大きな流れに飲み込まれて 
暗黒の30年へと続いていきます。 

・・・・・・ 

一国の教育や努力では 
どうにもできない大きな力が 
存在します。 

打ち寄せる波には逆らえないのと 
同じです。 

地球の重力や月の引力には 
逆らえないのと同じです。 

なので、暗黒の30年の本当の 
理由は何かといえば、 



『大きな流れが変わってしまい 
それに飲み込まれた』 

ということなのです。 

逆に言うと、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
世界一になれたのも 
大きな流れのおかげ。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

日本人が優秀なのは間違いありません。 

しかし、 

優秀だから世界一になれた 
わけではありません。 

逆に、 

日本人の出来が悪いから 
今の日本になっているわけでも 
ないということです。 

30年沈んだのもまた、 
大きな流れのせい。 

ということです。 

仮にザッカーバーグが日本人で 
日本でフェイスブックをつくったとしても 
今のようにはなれないでしょう。 

実際、日本にはトロンという 
世界一のOSがありましたが、 

アメリカはトロンが業界標準に 
なることを許しませんでした。 

良い結果も 



悪い結果も 

「8割は大きな流れ 
2割が日本人の能力」 

と見ておけば良いと思います。 

森を見ずに、木を見ていると 
そこを見誤ります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「では、森を見たときに 
大きな力に逆らえないと思ったなら 
どうすればいいのか？」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

答えは簡単です。 

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

その大きな力、大きな流れを 
まるごと、利用することです。 

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

利用することで 
突破口を開くのです。 

利用するには、 

教育や、GHQや、国際金融資本のせいと言わずに 
きちんと現状の大きな流れを見る必要があります。 

その上で、利用することです。 

その先に、個人としての成功も 
会社としての成功も、 

日本が再び世界の檜舞台に上がる 
成功も待っています。 

もし、あなたが日本を愛していて 
国の再興を願うのであれば、 



国内の問題に目を向けて改善するだけでは 
再興はかなわないのです。 

幕末の尊皇攘夷論がいかに世界を知らず 
空気感だけの愛国心だったかというのと 
同じです。 

知らないから尊皇攘夷と 
言えるのです。 

知った上で、地政学的な 
国家間のパワーバランスという 
大きな流れを利用する事です。 

ときに、日本は本当の意味で 
覚醒すると思います。 

大きな流れを知り、その流れを 
利用できたときに、 

個人としても会社としても国家としても 
成功が待っています。 

・・・・・・・・・・ 

そして今、、、、。 

大きな流れが30年の時を経て 
再び変わろうとしています。 

そこには膨大なチャンスがあります。 

だいたい、うまくいくのは、人より少し早く 
気づいて動いた人です。 

その少し早い勝ち組になって欲しいと 
思って発信しています。 

日本としては、これが30年ぶりのチャンスであり、 



30代以上の人にとっては、これが人生最後の 
大きな流れの変化によりもたらされるビックチャンスです。 

詳しくは、このビデオを見てください。 

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

第一部： 
ポストコロナ時代を幸せに生きる秘訣： 
https://youtu.be/W7BuDyHx1-0 

第二部： 
世界情勢丸わかり： 
https://youtu.be/qME9o5_UdQQ 

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

何度も紹介するのもどうかとは 
思うのですが、やはり見て欲しいです。 

今の大きな流れを理解しないと 
先には進めないので、見て欲しいです。 

そして、大きな流れを理解した上で 
日本や地球の未来に意識を向けてくれる人を 
一人でも増やしたい、 

という個人的な願望があります。 

そういう仲間が一人でも増えてくれたら 
楽しいなと思っています。 

もっと深く知りたい人は、 
いつか塾長のセミナーに出てみると 
良いと思います。 

・・・・・・・・・・ 

明日20時からライブです。 

https://youtu.be/W7BuDyHx1-0
https://youtu.be/qME9o5_UdQQ


テーマは、 

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

『ブロックチェーンが私たちの未来を 
どう変えるのか？そこにあるチャンスはとは？』 

https://us02web.zoom.us/j/87291938527 

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

になっています。 

今月は、自分の世界を広げる 
最新のテクノロジーについて 
学んでいただきます。 

ブロックチェーンというと 
暗号通貨のイメージが多いと思います。 

しかし、この1年で、一気に 
実装化され始めています。 

それは、技術的に進化したことが大きいです。 

いよいよ、私たちの生活に 
ブロックチェーンが入ってくる時代が 
やってきます。 

当日は、先生をお招きして 
丁寧に分かりやすく説明してもらいます。 

先生は、まだ、20代前半の天才です。 

日本語、英語、中国語を操り 
スイスのチューリッヒ大学も認めている 
若手のホープです。 

これからの時代で天下をとっていく 
可能性を秘めている若者なので、 

そんな若者がどんな人なのかを 
見てもらうだけでも楽しいと思います。 

https://us02web.zoom.us/j/87291938527


ぜひ、リラックスして 
楽しんでご参加ください。 

それでは、明日の夜に 
お会いしましょう。 

伊勢隆一郎 
　 
　 
　


