
最新ニュース解説（20201年初公開）

伊勢です、 

久し振りに世界情勢のニュースまとめです。 

ニュースは、全部見る必要はありません。 

以前のビデオでお話しましたが、 

「デカップリング」関連のニュースだけ 
チェックしておけば十分です。 

今後世界は、 

・中国ブロック 
・アメリカブロック 

の2つに分離していきます。 

それがデカップリングです。 

デカップリングが進めば 

・日本はインフレが進み 
・株価も上がり 
・長期的には景気も良くなり 
・メイドインジャパンが復活し 
・30年ぶりに上昇気流にのる 

というシナリオになります。 

逆にデカップリングが後退すれば 

・日本も再び沈む可能性が高く 
・デフレになり 
・景気も悪くなり 
・中国の影響力がより強まり 
・領土問題も起きてくる 

という事になります。 

なので、 

「デカップリングの進行具合」 

が、私たちの将来に 
大きな影響を与えます。 

現状ですが、 

デカップリングは進行しています。 



去年は、ドイツ、フランスも 
対中国向けの軍事演習に参加するなど、 

中国の孤立が進んだ 
1年になりました。 

その後、どんな動きが出ているかを 
今日はお伝えしていきます。 

まずは、 

反デカップリングの動きです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中国“外交的勝利”か　 
EUとの投資協定に大筋合意 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2020/12/31 10:03　テレ朝 

中国の習近平国家主席と 
ドイツのメルケル首相、 
フランスのマクロン大統領らは 
30日、テレビ会議を開きました。 

投資協定では自動車や通信サービスなどで 
中国への参入制限が緩和されることになり 
ました。 

対立していた中国の人権侵害問題については、 
中国が強制労働に関する国際労働機関の 
条約の批准を目指すことで合意しました。 

・・・・・・・・ 

ニュースって、漢字が多くて 
読みづらいですよね（笑） 

中国とドイツ、フランスが 
仲良しアピールしてる 

ぐらいに捉えておけば 
大丈夫です。 

ドイツは最近まで完全に中国サイドでした。 

ファーウェイも排除していません。 

ドイツがEU最大の国家なので 
結果、EUは中国サイドでした。 

その後、EU2番めの大国 



フランスがアメリカサイドに 
戻ってきて、 

遂にドイツも軍事演習に参加するなど 
脱中国の動きをはじめました。 

しかし、ドイツは中国と経済で 
ずぶずぶです。 

なので、簡単には中国を切れません。 

ドイツはこれから苦しい時代に 
入ると思います。 

逆にいうと、中国は経済の力で 
なんとか孤立を避けたいわけです。 

ということで、このニュースは 

中国が経済的にメリットを与える事で 
ドイツ、フランスを抱き込もうとしている 
という解釈になります。 

中国分離ではない動き、 
反でカップリングの動き 
ということになります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
バイデン政権になって 
中国はやりにくくなる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トランプ大統領は、EUと仲が悪く、 
ある意味、中国にとってはやりやすかった 
わけです。 

EUを中国側に引き込むことが 
できたからです。 

しかし、バイデン大統領に 
なって流れは変わります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
EU首脳はバイデン大統領を歓迎 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今後、アメリカとEUの関係が 
良くなることが確定的です。 

ヨーロッパが推進するグリーンエコノミーを 
バイデン大統領も推進するなど、 
政策も似ています。 



EUとアメリカが復縁すると 
中国は孤立が深まります。 

そこで、大統領就任前に 
このようなニュースが出てきた 
ということだと思います。 

・・・・・・・・・・ 

では、次のニュースです。 

ここからは、デカップリングが進む 
ニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日本の上場企業、脱「中国依存」4割超 
https://this.kiji.is/716758037167292416 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2020/12/30 06:00　共同通信 

海外流出を防ぐ必要がある重要技術を持つと 
国が認定した日本企業96社の4割超が 
サプライチェーン（部品の調達・供給網）を見直し、 

中国から周辺国に生産拠点や調達先を 
分散する多元化を進めていることが29日 
共同通信のアンケートで分かった。 

・・・・・・ 

ということで、日本は政府の方針として 
中国から生産を移すように指示しています。 

部品調達、生産拠点からの 
中国外しです。 

表向きは、コロナで一箇所に生産を 
依存するのは危ない、 

と言っていますが 
実際は中国外しをしたいだけです。 

安全保障上、中国にコア技術が 
流出するのを止めるため 

とも言われていますが、 

実際は、デカップリングで 
中国の経済力を落としていくためと 
考えた方が良いです。 

https://this.kiji.is/716758037167292416


アメリカにも中国から生産を 
引き上げろと言われているはずです。 

日本政府は約3000億の補助金を出して 
生産拠点を移そうとしています。 

第一候補はベトナムです。 

この辺りは年末のライブで 
話をした通りです。 

この動きが何を意味するかですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
インフレに傾いていく流れ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということになります。 

中国から周辺国に生産を移しても 
同じクオリティーを同じ値段でつくるのは 
簡単ではありません。 

人件費が安くても生産が安定しないので 
コストは高くなる可能性が高いです。 

結果、日本国内にも生産は戻ってきます。 

中国から安いものが入って 
こなくなるだけでも 
インフレにつながっていきます。 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中国の通信大手アメリカで上場廃止へ 
https://this.kiji.is/717734095047196672 
2021/1/1 22:40 (JST)共同通信 

中国3社のアメリカ上場廃止再決定 
https://this.kiji.is/719573210527399936 
2021/1/7 00:26 (JST)共同通信 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ニューヨーク証券取引所は6日、 
中国の通信大手3社の上場を 
11日に廃止すると発表した。 

4日に廃止方針を一度撤回していたが、 
ムニューシン米財務長官が撤回に同意しない考えを伝え、 
再検討していた。 

https://this.kiji.is/717734095047196672
https://this.kiji.is/719573210527399936


3社は中国移動通信（チャイナモバイル）、 
中国電信（チャイナテレコム）、 
中国聯通（チャイナユニコム）。 

トランプ米大統領が昨年11月に署名した大統領令で、 
中国軍を支援していると見なした中国企業への投資を 
禁止したことを受けた措置。 

・・・・・・・・ 

去年から、中国企業の上場を 
廃止する話が出ていましたが 
遂に始まりました。 

金融市場でもデカップリングが 
進むことになります。 

今後は、中国企業がアメリカ市場に 
上場するのは不可能になってくるはずです。 

経済だけではなく、 
金融でもデカップリングが 
進んでいきます。 

経済、金融、人の流れ、文化、 
全てデカップリングされていきます。 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米、アリババへの投資禁止を検討 
https://this.kiji.is/719682680540512256 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は6日、 
トランプ米政権が中国電子商取引大手アリババグループと 
IT大手の騰訊控股（テンセント）への投資禁止を 
検討していると報じた。 

中国軍と関係があり、安全保障上の脅威に 
当たると判断しているもようだ。 

トランプ大統領は政権交代前に強硬姿勢を強めている。 
中国の反発は必至で、関係は一段と悪化しそうだ。 

中国を代表する上場企業2社を 
投資禁止の対象に加えれば、 
金融市場に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

禁止措置を求める国務省や国防総省は 
財務省と協議を続けており、 

https://this.kiji.is/719682680540512256


悪影響を懸念し制裁を見送る可能性も 
あるという。 

・・・・・・ 

こちらもデカップリングが進む 
ニュースになります。 

まだ、「検討」です。 

決定ではありません。 

アリババ、テンセントグループは 
スタートアップまで含めると 
相当な数になります。 

影響が大きすぎて本当にできるのか 
注目です。 

もし、そうなると 
日本のソフトバンクも厳しくなると 
思われます。 

繋がりが強いですので。 

・・・・・・・ 

以上がデカップリング関連の 
ニュースになります。 

最後に、本当かどうか不明な 
ニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ジャック・マー氏に行方不明説が浮上 
10月に中国金融当局を批判 
https://www.ft.com/content/a91dfeae-da1e-4348-8212-bbfbe94d93bd 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ファイナンシャルタイムスによると 
アリババ創始者のジャックマーが 
2ヶ月以上公の場に姿を見せていないと 
報じています。 

逮捕された、 
監禁されている、 

いろいろな噂が出ています。 

去年10月24日にマー氏は「政府による厳格な規制が、 
技術開発を抑えている」と金融当局の規制を批判。 

「現在の金融システムは、産業時代の遺産だ」 

https://www.ft.com/content/a91dfeae-da1e-4348-8212-bbfbe94d93bd


「次の世代と若い世代のために、私たちは新しい 
システムを作らなければならない。 
現在のシステムを変えなければならない」 

と、改革の必要性を訴えた。 

結果、政府からキツイお叱りを受けて 
アリババグループは解体されそうに 
なっています。 

中国で2番めの大富豪が 
ジャックマーさんですが、 

大富豪であっても 
政府を怒らせたら 
やられるということです。 

このニュースが、本当かは 
分かりません。 

個人的には、 

自由主義連合が、 

「中国には自由がない！政府の批判をすると 
大富豪であっても消される」 

というプロパガンダに使っている部分も 
ありますので、 

本当のところは分かりません。 

・・・・・・・ 

ということで、 

最近のニュースのなかで 
重要そうなものをピックアップして 
解説しました。 

さてさて、 

いよいよ明日は、記念すべき 
2021年1回目のライブです。 

100万部ベストセラー 
「鏡の法則」作家の野口嘉則先生、 

子どもたちのヒーロー 
「新時代の寵児」あまねくオーガニック先生 

お二人をゲストにお迎えして 



お届けします。 

コンテンツ作りの真髄に迫りますので 
ぜひ、ご参加ください。 

1月11日13時にライブでお会いしましょう！ 
https://us02web.zoom.us/j/84244738232 

伊勢隆一郎

https://us02web.zoom.us/j/84244738232

