
なぜ、気候変動をテーマに選んだのか？ 

伊勢です、 

今日の朝8時から 
仮免の実技試験です。 

一発試験というやつで 
走ったことがない鮫洲の試験場で 
試験を受けます。 

合格率は2割ぐらいだそうです。 

走ったことがない場所なので 
かなり不安です。 

結果は、いかに、、、 

ということで、また報告します。 

・・・・・・・ 

さて、 

明日の夜は、 

デンマークから生中継のライブで 
お届けします。 

テーマは、気候変動です。 

===================================== 

・気候変動の現状と適応 

・地域やそれぞれの国でできること 

・これからどう気候変動に向き合っていくのか？ 

===================================== 



について、 

市議会議員で、環境政策の専門家の 
レオさん、 

そして、前回にひき続き 
北村ニールセン朋子さんにお話し頂きます。 

しかも、今回は、 

ビジュアル気候センターという 
国立の施設を借りて生中継でお届けします。 

私は実際に訪れた事があるのですが、 
過去の海外視察で一番感動したのが 
このビジュアル気候センターです。 

これを見て欲しくて 
海外視察をしていた、 

というくらい素晴らしいのです。 

オンラインで利用するのは始めてなので 
どこまであの迫力が伝わるかですが、 

リアルで見た人は、 
一生忘れられない映像と 
なっています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
気候変動をライブテーマに選んで理由 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

気候変動をテーマに選んだのは 
私たちにとって避けることができない 
問題だと思っているためです。 

私が思うに、今の世界の大テーマは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

1.デカップリング（米中冷戦） 



2.気候変動 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

だと思っています。 

この2つが世界を動かしている 
テーマです。 

デカップリングについては 
このサロンでも解説をしてきました。 

今も日々、デカップリングの影響で 
色々な事が世界で起きています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2022年北京冬季五輪をボイコット？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

先日も、アメリカの上院議員が 
2022年の北京冬季オリンピックへの 
参加ボイコット決議案を提出しました。 

「人権を尊重しない中国でオリンピックは 
開催すべきではない」 

という理由です。 

前回のボイコットは、米ソ冷戦時代の 
モスクワオリンピックです。 

それ以来のボイコットが議論されています。 

このことからも、今の時代は 
完全な冷戦状態に入っている事が 
分かると思います。 

冷戦状態になると、 

・人とお金が国境を超えにくくなる 

・第三地帯で代理戦争が起こる 
（現在はミャンマーのクーデターと 



シリアでの爆撃） 

ということが、起きてきます。 

人も企業も国家に自由が 
制限されるようになります。 

振り返ってみると、2年前から比べれば 
人も企業もかなり色々と制限されている事が 
分かると思います。 

コロナよりも、冷戦の方が 
長期的には、大きな影響を与えます。 

身近なところでいえば、 
気軽に低料金で海外旅行ができるような 
時代はしばらく来ないかもしれません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
冷戦は日本にとっては 
チャンスでもある 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

逆に、それが、日本にとっては、 
チャンスでもあります。 

再び日本の時代が来る可能性が 
高くなっていると考えています。 

どういう事かと言えば、 

米ソ冷戦時代、 
日本は、重要な役割を 
担っていました。 

まずアメリカ軍の基地がある 
最前線です。 

西側諸国としては、絶対に自分たち側に 
巻き込んでおくべきは、日本でした。 

そうなると、 
色々と優遇されます。 



アメリカは巨額の軍事費が負担となり 
経済成長が鈍るなか、 

日本は、軍事面をアメリカに頼り 
経済の発展だけに集中することが 
できました。 

結果、世界一の経済大国に 
なったわけです。 

それだけが原因とは言いませんが 
優遇されていたのは間違いありません。 

しかし、その後、ソ連が崩壊後し 
冷戦が終了します。 

それと同時に日本も沈みます。 

30年間も沈み続けました。 

1990年代初頭、ソ連崩壊とともに 
アメリカの支援先が日本から中国へと 
変わりました。 

結果、日本が沈み続けた間、 
中国は成長をし続けました。 

そして、 

再び、今、日本は米中戦争の 
最前線にいます。 

韓国を米中がとりあっていますが、 
現在のところ、中国寄りとなっています。 

そうなると、日本は最前線です。 

もちろん、アメリカ側も韓国を 
抱き込むために今後はそうとう 
優遇していくと思います。 

そして、日本はトランプ政権のときから 



色々と優遇されてきました。 

現実として、日経平均は30年ぶりに 
3万円代を一時は回復しました。 

バフェット氏を始め外国人投資家が 
日本株を買いまくっています。 

それだけが理由ではないですが、 
色々と優遇された結果 
それが株価に反映されていると 
見れます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日本の時代が来るのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

30年ぶりに日本の時代が再び来る可能性が 
高まっていると私は思っています。 

あとは、このチャンスの時期を 
日本がどれだけモノにできるかです。 

「どうモノにするのか？」 

ということについては、 
一つは金融だと思っています。 

眠っている個人資産の活用は、 

年金2000万円不足問題から始まり、 

つみたてNISAの推進、 

そして、来年の4月からは高校の 
家庭科の事業で「投資の授業」が 
スタートします。 

つまり個人投資家の育成は 
国の方針でもあります。 

日本が復活するには 
投資と金融のリテラシーを 



どれだけの数の国民が持てるかに 
かかっていると思っています。 

私たちの会社で、投資スクールを運営して 
いるのにも、そういう想いがあります。 

きちんとした金融リテラシーを 
広める事で貢献していきたいと思っています。 

そして、個人投資家の育成だけではなく、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アジアの金融センターの 
地位に日本は返り咲けるか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国の政策としても金融センターを 
狙いにいっています。 

長年、アジアの金融センターは 
香港とシンガポールが争ってきました。 

しかし、香港からは、多くの金融企業が 
拠点を移しはじめています。 

移転先の第一候補は、シンガポールでした。 

しかし、シンガポールは 
中国、アメリカ両方と 
対等に付き合う方針です。 

今年の1月には、シンガポール海軍が 
中国と合同で軍事演習を行いました。 

アメリカの中国包囲網に 
諸手を挙げて賛成していないのは 
明らかです。 

その理由は、中国との繋がりの強さや 
中国の圧力などもありますが、 

シンガポール自体が小国で 
国外に出て勝負し、 



同時に海外のお金を呼び込むことで 
発展してきた国ですから、 

現在の流れであるグローバリズムの 
終焉は、完全に逆風なのです。 

繰り返しになりますが、 
冷戦時代は、お金も人も動きが 
悪くなります。 

グローバリズム時代は、 
平和だからこそ、世界中を人もお金も 
移動することができるのです。 

お金と人の動きが弱くなり 
対立が激化するほど、 

小国で、軍事力と製造業がない国は 
厳しい立場に立たされます。 

なので、おそらくですが 
グローバリズムが失われる 
冷戦には基本的に反対の立場なのです。 

このような理由で中国と軍事演習を 
していますが、同時に、去年の12月には 
アメリカとも演習をしています。 

つまり米中両方と付き合おうと 
しています。 

今後は、米中がともに、シンガポールを 
抱き込むために必死に動いているはずです。 

結果、どちらからもお金が流れ込んで 
シンガポールは良い思いをするかもしれません。 

しかし、安定感がない場所とも言えます。 

そのため、 

金融各社と、メディア各社は、 
香港からの移転先として、 



シンガポールではなく韓国や 
日本に拠点を移すところも 
出てきています。 

となると、 

うまくすれば、日本は、アジアの 
金融センターになれるチャンスが 
出てきました。 

国も東京や大阪を金融センターにしようと 
色々な政策を打ち出しています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
EUは、ロンドンから 
アムステルダムへ？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

長らく世界の金融センターとして 
発展してきたイギリスのロンドンですが、 

EU離脱により、現在はアムステルダムに 
多くの企業が拠点を移しています。 

企業上場拠点としての実績と 
ユーロ建て金利スワップ市場で 
ロンドンを抜き欧州トップとなりました。 

日本もアジアトップとなる日が 
来るかもしれません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
次の日本の課題は、 
金融のサービス、フィンテック技術 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

1.金融リテラシーのある個人投資家の育成 

2.金融センターとしてアジアトップになる 

という2つで現在動いていますが、 



最後のピースは、 

「金融サービスやフィンテック分野で 
世界に出るサービスを作り出せるか？」 

になってくると思います。 

金融だけに関わらず、 

製造業以外のサービス、IT、 
AIなどで世界に出る企業が出てくるかが 
日本の最後の課題だと思います。 

日本は、トヨタ、ホンダ、ソニー、 
島津製作所、村田製作所、 
その他、部品工場などは 
世界でも輝いています。 

しかし、製造業の次のサービス業や 
金融の分野では、ひとつも世界に 
出ている企業がありません。 

金融でいうと、ソフトバンクが 
近年頑張っていますが、 
投資会社でサービス業ではありません。 

ここが日本の最大の課題です。 

この日本の未来を担う 
製造業の次の産業については、 

思うところがあるので、また、機会が 
あれば、お伝えしていこうと思います。 

・・・・・・・ 

長くなりましたが、 

以上がひとつめの大テーマ 
「デカップリング関連の話」でした。 

そして、 



今回の本題であるもうひとつの 
世界のテーマ、 

「気候変動」 

についてです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
気候変動が世界経済の原動力 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

気候変動が、これから数十年の 
世界経済の原動力になることは 
決定しています。 

2月8日にアメリカで約200兆の 
経済対策案が通りました。 

その中には、グリーン環境関連の 
予算も多く含まれています。 

日本でも、菅総理になってから 
グリーン関連で2兆円の 
予算がついています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ESG投資ブーム 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ESG投資のブームについては、 
サロンでも度々ふれてきました。 

もはや、世界中の企業が 
ESGスコアを無視できなく 
なっています。 

ESGとは、 

環境、社会、統治の略です。 

環境に良くて、 
社会に良くて、 
企業統治の透明性がある 



それこそが、企業活動にとって 
重要な事だという考え方です。 

投資家は、株を買うという行為によって 
間接的に世の中を良くすることに貢献している 
それが、ESG投資です。 

20世紀は、とにかく株主に利益を 
還元することが正義だったのですが、 

ようやっと、株主への利益還元だけではなく 
環境や、社会を良くすること、 
従業員や地域にとっても良い事をすること、 

それが企業の責任である、 

という考え方に変わってきました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ESGを無視していると 
株価が下がる状況 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本でもESGに取り組まないと 
株価が下がったり、 

銀行がお金を貸してくれなく 
なってきています。 

それだけの強制力が 
働いていますので、 

「環境、気候変動は無視できない」 

となっています。 

ということで、 

気候変動は、経済の分野でも 
もはや無視できない議題になっています。 

自分でビジネスをするにしろ、 



投資をするにしろ、 

気候変動の実態を知らないというのは 
時代遅れになりつつあるのです。 

ということで、 

今回は、気候変動について 
詳しく、学ぶ機会を持とうと 
企画をしました。 

ところで、 

気候変動というと、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
気候変動は本当なのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という話が必ず出てきます。 

色々な説があるのですね。 

それについては、 

以前のメールでお伝えしましたが 
どちらの陣営も科学者を使って 
印象操作をしています。 

お金が絡む問題でもあるので 
色々な思惑があります。 

ただ、 

実際のところ、 

「地球はどうなっているのか？」 

これを、NASAと、アメリカ海洋大気庁の 
公式データを見ながら、 

視覚的に学んでいこう、 



というのが今回の思惑です。 

最終的に、 

どう判断するかは、自分の自由です。 

ただ、 

「NASAと海洋大気庁のデータだと 
こんな変化が起きているよ」 

という事をフラットに学んで 
みましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
子供たちにこそ見て欲しい 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私自身の本当の願いを言うと、 

若い世代にこそ、今回のライブは 
見て欲しいと思っています。 

というのも、 

アメリカやヨーロッパの若い世代、 
Z世代の感性の根本には、 

気候変動を学んでいる事が 
影響していると思っているからです。 

気候変動を学ぶなかで、 

これからの時代の生き方や 
新しいビジネスを考えているのが 
アメリカ・ヨーロッパの若い世代です。 

感受性の強い世代なので、 

日本の若者も気候変動について 
学ぶことで、 

新たなアイデアや発想を持って 



くれるのではないか？ 

と、思っています。 

ということで、 

ぜひ、可能な方は、お子さんと 
ご覧になってください。 

今回は、ご家族や、知り合いなど 
どんどん遠慮なく見ていただければと 
思います。 

・・・・・・・・・・ 

今回も驚いてもらえる自信はあります。 

本当にかけがえのない時間に 
なると思います。 

ぜひ、生でご参加ください。 

レオさんも、朋子さんも 
生で参加くださる方が多いほど 
喜んでくれると思います。 

彼らにも日本人のファンに 
なって欲しいと思っています。 

タブーなしがデンマーク式ですので、 
何でも聞いてください。 

レオさんに質問をしてもらったり、 

朋子さんに質問をしてもらったり、 

一緒に、楽しい時間を過ごしましょう。 

明日20時～、ご参加を 
お待ちしております。 



明日20時から会場はこちらです 
https://us02web.zoom.us/j/86459095216 

それでは、明日お会いできるのを 
楽しみにしています。 

伊勢隆一郎 

https://us02web.zoom.us/j/86459095216

