
中国の台湾侵攻はあり得るのか？ 

　 
　 
伊勢です、 

今日の20時から 

「自然農業オンライン体験セミナー」です。 

https://us02web.zoom.us/j/83477371683 

ご参加お待ちしております。 

・・・・・・・・ 

さて、バイデン政権がスタートしました。 

今日はその辺りをまとめて 
おきたいと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
バイデン政権の経済政策 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

こちらのページがわかりやすいです。 
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3555 
（以下の引用元でもあります） 

政策としては、富裕層への増税です。 

・最高税率を37→39.6%に引上げ 

・所得100万ドル（1億700万円）以上の超富裕層 
のキャピタルゲインの税率を20→39.6%に引上げ 

・所得40万ドル以上の富裕層（3%）に追加賃金税 
（社会保険料）を課税 

などですが、特に大きいのは真ん中の 
キャピタルゲイン課税です。 

https://us02web.zoom.us/j/83477371683
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3555


日本よりも高くなります。 

これは、オバマ政権下で、バフェット税として 
検討された内容です。 

（以下引用です） 

大富豪として知られるウォーレン・バフェット氏(現在88歳)は 
「自分は2010年に6,280万ドル（68億円）の所得があったが 
実効税率は17.4％で秘書より低い。これは正しくない。」 

と告白し、財政赤字縮小のために所得100万ドル以上の 
富裕層には30%の負担を求める税制を主張した。 

当時、オバマ大統領はこの提案に前向きだったが、 
共和党の反対で立法に至らなかった経緯がある。 

・・・・・・・ 

当時、バフェット氏が「もっと税金を払わせろ！」 
と、言い出したのには、かなり驚きました。 

今回は民主党のトリプルブルーなので 
富裕層への増税は確実に行ってきます。 

経済政策の大きなテーマは、 
格差の是正です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
民主党内極左勢力とはバランスがとれるのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

バイデンは、民主党内の社会主義勢力と 
バランスがとれるのか？ 

という話も良く言われます。 

サンダースや、ACO（アレクサンドリアオカシオ） 
を代表とする、若者から絶大な支持を得ている 
勢力です。 

結論ですが、 



現在のところ、バイデン政権の政策に 
大きな影響を与えてはいません。 

なので、当面は全く問題ないと思います。 

当面というのは、5年後や10年後は 
もしかすると、アメリカも民主社会主義に 
なっていく可能性もあると思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
極左は中国共産主義と違いのでは？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

サンダースらの社会主義を 
中国共産党の社会主義と混同している人が 
多いのですが全く別物です。 

サンダースを筆頭とした彼らの 
社会主義は、民主社会主義です。 

一言でいうと、 
北欧と同じ社会システムです。 

「高税金、高福祉で、誰でも安心して 
生きていける社会」です。 

若者たちが望んでいるのは 
中国型社会ではなく 
北欧型社会です。 

Tik Tokのときも思ったのですが 
多くの人は、レッテルを貼ってしまうので 
中身を見ずに拒否します。 

民主社会主義＝中国共産党と 
レッテルを貼ると何も中身が 
見えなくなります。 

中国共産党の影響を受けている 
という人も多いですが 
全く別物と考えた方が良いです。 



サンダースはもともと外交に興味が 
ないので、2019年までは中国との関係で 
不安が挙げられいました。 

つまり、中国に対して弱腰なのでは？ 
という疑念です。 

詳しくは、こちらにかかれています。 
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3096 

しかし、2020年の選挙戦以降は 
トランプ大統領の中国への対応を 
支持しています。 

台湾の防衛についても同様です。 

そして、なにより、 
アメリカは議会全体が 
反中国でまとまっています。 

バイデンだろうとサンダースだろうと 
個人の思想がどうであれ 
ここまで議会がまとまっていると 
何の心配もないレベルです。 

なので、極左勢力の台頭が 
中国寄りの政策を意味するわけでは 
ありません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
バイデン大統領の中国政策は？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これについては、去年の大統領選後から 
繰り返し言ってきました。 

ビデオでも言い切りました。 

「何の心配もない」と。 

メールで、たくさん違う意見も 
もらったのですが 
やはり何の心配事も起きていません。 

https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3096


トランプだろうと、バイデン 
だろうと、実は、そんなに 
変わらないんです。 

政策を見ても、大差はありません。 

税金や気候変動や予算の枠については 
違いますが、大きな流れはほぼ同じです。 

先日、バイデンさんが 

アメリカの製品を買おうと 
いう政策に署名してましたが、 

トランプさんがやってきた 
工場をアメリカに戻す動き 
そのままです。 

細かい部分では違いはありますが 
大きな流れは変わらないです。 

習近平が、ダボス会議で 
「世界の分断を辞めよう」と 
白々しい事を言っていましたが、 

即座に、「辞めません」と 
アメリカの高官がコメントを 
出していました。 

中国のウイグルでの行いを 
ジェノサイド認定したことも 
そのままです。 

これに関しては、日本は 

「ジェノサイドとは 
認識していない」 

と、言っていましたが 
この発言はどうなんでしょうね？ 

刺激したくない気持ちは分かります。 



ただ、認定まではいかずとも 
懸念ぐらいは表明しないと 
国際社会的からの見られ方が 
良くない気がします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
バイデン政権で台湾はどうなる？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

台湾に関しても、バイデン政権は 
かなり積極的に保護を打ち出しています。 

沖縄に住んでいるから 
感じたことがあります。 

バイデン就任の日から 
米軍の動きが活発です。 

就任日は、かなりの戦闘機が 
飛んでいました。 

大統領変わったので 
仕切り直しかなと思って 
いたのですが、 

2日後には、今まで見たことがない 
量のオスプレイが早朝から夜まで 
ずっと飛んでいました。 

うちは、キャンプ・ハンセンと 
キャンプ・シュワブの近くです。 

海兵隊の基地ですね。 

とにかく活発です。 

さて、台湾ですが、 

「中国が軍事行動を起こすのか？」 

ということが盛んに 
言われています。 



私の意見としては、 

「それをやったら中国は終わり」 

です。 

普通に考えたらできません。 

なぜなら、世界中を敵に回して 
制裁をくらうからです。 

ロシアがクリミア併合をした結果、 
経済制裁をくらって、 
ずっと経済成長が止まったまま 
という現実があります。 

さすがの中国も軍事的な行動で 
台湾を併合するのは無理な話です。 

常識的に考えるとです。 

ただ、ゼロではないと 
思えてしまうのが 
怖いところです。 

なぜ、普通に考えて 
デメリットしかないのに 
それでも中国はやる可能性があるのか？ 

についてです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
高まりすぎた自尊心の暴発 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

軍部と民衆のエネルギーを 
抑えられないので 

やりたくなくても 
やらないと許されないムードに 
押されてやってしまう、 



そういう可能性はあるなと 
思います。 

可能性は低いですが。 

この問題なのですが、 

中国国民の高まりすぎた 
自尊心が問題になってきていると 
見ています。 

中国は、アヘン戦争後に 
植民地にされた恨みを持っています。 

なので100年前の仕返しを 
現在しているという国民の 
共通認識があります。 

100年の恨みをすすげと 
なっているわけですね。 

習近平政権になってから 
そのようにして 
国民も軍部も煽動して 
まとめてきたわけです。 

そして、扇動しすぎて 
引くに引けなくなっている 
可能性があります。 

ただ、繰り返しですが、 

普通に考えたらデメリット 
しかないのでやりません。 

なので、局地的な小競り合い 
発砲、漁船の拿捕などは 
ありえますが、 

大規模な作戦はほぼないと 
思っています。 

そして、沖縄を狙われている 



日本についてです。 

このような中国に対抗するために 
日本でまず何が行われるかというと、 

歴史認識の修正だと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
歴史認識の修正で気をつけたいこと 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

確かに歴史認識を見直すことは 
自尊心を高めるために有効です。 

ただ、やり方を間違えると 
中国と同じことになります。 

やり方とは、 

他国に遺恨や恨みを抱いてしまうような 
歴史認識の修正をかけるのはまずいと 
私は思っています。 

恨みを生むような歴史認識の 
修正は長期的にみると危険です。 

今の中国と同じことになります。 

恨みが育ち、恨みの連鎖が 
続くことになります。 

なので、 

愛国心、自尊心を高めるために 
他国への恨みを煽るべきでは 
ないと思います。 

ここがセットになった歴史教育は 
辞めたほうが良いと思います。 

一時期は良くても育った恨みが 
最終的に暴走し、国を破滅に 
追い込むことになります。 



暴走する自尊心は国際社会からの 
孤立へと走ります。 

まさに今の中国です。 
戦前の日本です。 

そんな事は、勇敢に戦って 
亡くなっていった先輩たちは 
望んでいないと私は思います。 

歴史認識の修正という 
教育は、そうとうな人格者でないと 
難しいと思います。 

一方的な視点だけではなく 
良かった事も、悪かったことも 
両方の視点が必要です。 

愛国心を植え付けるために 
恨みを利用するのは良くないですし、 

一方的にやられただけ 
外国のせいと決めつける 

歴史教育ならやらないほうが 
良いと思っています。 

何より後世を考えれば 
恨みを後に残さないフォローが 
必要です。 

私たちは、恨みや遺恨を後世に残す 
べきではないのです。 

私たちが、残さなくてはならないのは、 

今日という一日は 
誰かが生きたかったけれど 
生きれなかった明日なのだ 

という認識だと思います。 



今日という一日に 
生きれなかった人たちの 
思いをのせて生きること、 

その認識こそが、 
私たちの人生に力を 
与えてくれます。 

その今日という一日の 
認識こそが、 

歴史教育の常に到達すべき場所 
なのだと思います。 

沖縄という複雑な歴史を持つ場所で 
戦後に育った70近い先輩たちと、 
仕事をし、酒を飲む機会をもらう中で 
歴史認識については色々考えさせられます。 

さて、最後に、話が戻るのですが 

資本主義のアメリカ型社会と 
民主社会主義の北欧型社会との違いについてです。 

ちなみに北欧ほど 
民主主義を大事にしている 
国はないと思います。 

話を聞いていても 
うるさいくらい民主主義が 
連呼されます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Z世代が支持する社会とは 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

民主資本主義と、 
民主社会主義の違いですが、 

北欧の社会システムを勉強して 
実際に現地にいくとかなり 
イメージできるようになります。 



便利な社会は、アメリカの資本主義です。 

あらゆるサービスが民間企業で 
行われています。 

時間を問わず、お金さえ払えば 
どんなサービスも受けられます。 

ただし、お金がかかります。 

北欧の民主社会主義は、 
最低限のものは全部国が運営します。 

民間が運営してもお金は国が出します。 

なので、誰でも無料で 
サービスを利用できます。 

ただ、サービスの質は低くなり 
（深夜営業がないなど） 
バリエーションも少なくなります。 

ある意味、東京やアメリカの大都市に 
なれていると、北欧は、不便に感じると思います。 

しかし、北欧の人たちは 
不便でも良いという 
価値観を持っています。 

不便が楽しいという感覚すらあります。 

一方で、北欧の民主社会主義では、 
飛び抜けた天才は生まれにくいです。 

飛び抜けたお金持ちも生まれにくいです。 

それは、北欧の政治家たちも 
認めていました。 

アメリカや資本主義といえば 
飛び抜けられるという夢があります。 



それは、大きな夢です。 

どちらも、良いところが 
あるのですね。 

ただ、貧乏人の子供は貧乏という 
貧乏が遺伝するところまで 
格差が開いたアメリカだと、 

飛び抜けられるのは 
そもそも生まれの良い 
一部の人だけということに 
なってしまいます。 

なので、 

所得に関係なく、最低限の教育と 
サービスは受けられる社会にしよう 
と、サンダース旋風が巻き起こっています。 

・・・・・・・ 

今日はここまでにしたいと思います。 

次回は、今、民主主義の世界で 
起きている大きな変化を 
お話しようと思います。 

それでは、 

本日20時からのライブで 
お会いしましょう。 

お好きなドリンク片手に 
リラックスしてご参加くださいね。 

/////////////////////// 
20時スタート： 
「自然農業オンライン体験セミナー」 
https://us02web.zoom.us/j/83477371683 

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

https://us02web.zoom.us/j/83477371683


お会いできるのを楽しみにしています。 

伊勢隆一郎 

　 
　 
　


