
【テキスト】けじめ（世界編） 

伊勢です、 

今日は、世界情勢まとめです。 

これだけ、押さえておけば世界の動きが 
理解できるようにまとめてみます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
投資：S&P500が4万円突破！ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

世界で最も多くの人が注目する株価指数、 
米国S&P500が4万円を突破しました。 

コロナショックで、2020年3月16日に 
2万3,016円を付けてから、約一年、 
2021年4月2日に4万19円となり4万円の 
大台を突破しました。 

およそ1年で、1.7倍になっています。 

史上最高値を更新し続け 
バブルバブルと言われる株式市場が 
今後どうなっていくのか？ 

詳しくは、来週13日に予定している 
お伊勢さんライブで解説したいと 
思います。 

一方で、最も重要な経済指標である 
雇用統計が4月2日に発表されました。 

失業率が0.2%回復で予想を上回り 
再び長期国債の価格低下、利回り 
上昇が起きています。 

長期国債の利回りが上がると一番影響を 
受けるのはハイテク株なのでナスダック指数が 
どうなるのか？注目です。 



ハイテク株関連に投資をしている人は 
少し気を揉む展開になるかもしれません。 

一方で、バイデン大統領の発表した新たな 
経済政策によるとインフラ投資が含まれて 
いたので4月1日の時点ではハイテク関連銘柄が 
大幅なプラスとなっています。 

などなど、今週も探せば、注目ポイントは 
色々あります。 

が、 

実はこれらのニュースと株価にはさほど 
関連はありません。 

元も子もない話になるのですが、 
投資を学べば学ぶほど、ニュースは 
ほぼ影響力を持たないことが分かってきます。 

ニュースは、チラ見の流し読み 
で十分です。 

ちなみに、日経平均はここ最近 
3万円を割り込んでいますが 
シカゴの先物市場では既に 
3万円を回復しています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
経済：本気を出した米国に戦々恐々の世界 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アメリカの経済対策がエグい事に 
なっています。 

つい先月、コロナで200兆の追加対策が 
決まり全国民に大量のお金がばらまかれました。 

それにも関わらず、今度は300兆の 
経済対策予算が出るようです。 



バイデン政権の動きを見ていると 
アメリカの超本気を感じます。 

脇目も振らずに、アメリカ経済の復活に 
邁進しています。 

トランプ大統領のアメリカファーストの比では 
ありません。 

経済分野でも、覇権は中国に渡さない 
という強い意思を感じます。 

今の状況を簡単に説明すると 
基軸通貨「ドル」のメリットを使って 
極限までアクセルを踏んでいる状態です。 

これだけの勢いでアメリカがアクセルを 
踏めば、世界の数カ国はクラッシュする 
可能性が高いです。 

下手をすれば、3分の1ぐらいの国が 
打撃を受ける可能性もあります。 

なぜ、アメリカがアクセルを踏むと 
世界各国がクラッシュするのか？ 

ですが、、、 

こちらも詳しくは、次回のライブで 
解説しようと思います。 

… 

軽く説明すると世界の債権の3分の1は 
ドルで発行されています。 

ドルの金利が上がりドル高になると 
各国の通貨が下がるので、結果的に 
返済額が大きくなります。 

日本円に置き換えて説明します。 

1ドル100円の時に借りていた1ドルを 



期限が来たので返すとします。 

その時に1ドル110円になっていたら 
同じ1ドルを返すのに110円かかります。 

つまり、10円返済が多くなってしまう 
のです。 

エライことです。 

これがこれから起きてくる事です。 

更に利子分もドルで支払うので 
更に支払い金額が大きくなってしまいます。 

そして、国債の支払いができなくなり 
デフォルト、もしくは、通貨危機と 
なります。 

詳しくは、ライブで話しますので 
今、理解できなくても大丈夫です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
経済2：コロナショックはバブル崩壊ではない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナショックは、コロナが原因で 
株価が大きく下げましたが、 

経済がクラッシュしたわけでは 
ありませんでした。 

リーマンショックのように金融システムが 
破綻したわけではないですし、ITバブルの 
ように株式市場が破綻したわけでもありません。 

しかし、 

今回のバイデン政権のアクセルにより 
世界経済がクラッシュする可能性が 
出始めたと個人的には感じています。 

ソフトな成長ではなく 



ハードな成長を目指しているので 
クラッシュも大きく激しくなりそうです。 

もちろん、今すぐではありません。 

クラッシュするのはまだまだ先の話です。 

しかし、世界経済が不安定な状態に 
なりそうな可能性が出てきてはいます。 

今のやり方は、リスクはある、 

それでも、リスクをとってでも、 
対中国対策と、アメリカの経済回復を 
やり遂げるためにアクセルを踏もう 

というアメリカの本気を感じます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中国：中国経済いよいよ崩壊寸前か？！ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というニュースが盛んに出て来ています。 

これについてですが、三峡ダムのときも 
あれだけ騒いで、大きな崩壊はなかったので 
今回もプロパガンダの可能性があります。 

車の販売台数や、携帯電話の販売台数が 
年々減っている事を根拠としているようです。 

経済崩壊が、プロパガンダかどうかはさておき 
一つ可能性がある分析が存在します。 

中国元が何をもって世界に信頼されて 
いるかという話です。 

中国元の信頼は中国が保有している 
米ドル、そして米国債などのドル資産が 
担保になっているという分析です。 

中国自体の信頼ではないのです。 



ドルを持っているから中国は信頼されて 
いるにすぎないという話です。 

そうなると、中国はどう立ち回っても最後は 
アメリカの圧力に屈してしまう可能性が高いです。 

理由の1つは、米国債の没収。 

没収はさすがにできないと思いますが 
一時トランプ前大統領がコロナの賠償金として 
最悪、中国の保有する米国債を没収すると 
発言していました。 

なぜ、さすがにできないのか？ 

ですが、 

中国が沈めばアメリカを含めて世界の経済が 
沈むからです。 

なので、自分の身を守るためにやれるけど 
やらないのです。 

が、 

本気を出して潰す事だけを考えればやれる 
というのも事実です。 

実際にはもっと真綿で首を 
締めるように、ソフトに崩壊させていくことを 
アメリカ政府は考えているはずです。 

もう1つの理由は、 

中国元が米ドル資産を担保にしているなら 
中国は、好き放題には、お金を 
ばら撒け無い可能性があるということです。 

中国は、今、海外資本が撤退を続けています。 

デカップリングの影響です。 
（デカップリングって何？という方は 
ぜひ、過去のビデオをご覧ください） 



アメリカ企業も徹底が続いています。 

そのため海外から中国国内への投資が 
減っているます。 

イコール、ドルが中国に入ってこなく 
なってきているのが現在の状況です。 

今までは、海外資本がドルを持ってきて 
中国に進出してきました。 

そして、中国国内に投資をするときに 
ドルを中国元に変えます。 

その両替時に、ドルが中国国内に 
蓄積されていきます。 

それが無くなってきているということです。 

中国元の信頼が、ドル資産で担保されて 
いるとするなら、ドルが入ってこないと 
中国は元（お金）を刷れない、となります。 

なぜなら、ドル資産が入ってこないのに 
お金を刷れば、元の通貨価値が下がって 
しまうからです。 

ドルが入ってこないので、 
お金を刷れない。 

だから、アメリカのように 
500兆円ばら撒いて経済を急成長という 
手段を取れない。 

すなわち、景気の超回復ができない、 
というのが起きているのでないか？ 

という事なのですが、その線は 
確かに考えられます。 

現在ですが、 



中国は、ドル資産を確保するために 
米国債を購入量を増やしているようです。 

実際に、最近の中国は米国債をかなり買っています。 
日本を抜いて、再び世界一に返り咲いたようです。 

結果、アメリカとしては、米国債をいくら発行しても 
中国が買ってくれるので助かります。 

中国としては、敵に塩を送っている状態です。 

ドルの強さがここでも際立ちます。 

これも一つの仮説でしかありません。 

が、 

本当に中国元が、米ドル資産を担保にしていると 
するならば、やはり米中戦争は、経済では圧倒的に 
アメリカ有利ということになります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
政治：米中戦争とデカップリングが加速 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

バイデン政権になってから米中戦争は 
かなり激しさを増しています。 

ヨーロッパとアメリカが完全に手を組みました。 

中国攻撃の切り口は、ウイグル地区での 
ジェノサイド（大量虐殺）です。 

ウイグル地区でのジェノサイドを 
辞めさせるために、 

アメリカ、カナダ、イギリス、EUが 
経済制裁を共同で発動しました。 

日本は、この経済制裁に参加していません。 

中国も制裁に対抗して、イギリス、カナダ、EU 
への報復措置を乱発しています。 



また、H&Mが中国国民の攻撃対象となり 
不買運動、ECサイトからの削除などの 
攻撃を受けています。 

H&Mは謝罪をして、中国に寄り添う姿勢を 
見せています。 

日本が参加していたらユニクロが 
やられていたのでしょうか？ 

・・・・・・・ 

デカップリングについては、昨年からの 
ひとり語りビデオを見て頂きたいのですが、 

当時の予測通り、むしろ想像以上の激しさと 
速さでデカップリングが進行しています。 

トランプ前大統領時代は、中国の人道問題は 
消極的で、経済のみにフォーカスしていました。 

バイデン政権は、経済で中国を凌ぐために 
人道問題もきちんと利用してきています。 

もともと人道問題にうるさいヨーロッパと 
完全に手を組んで、人道問題で中国を攻撃 
していき包囲網をつくっています。 

アメリカ＆5アイズ VS 中国＆EU 

だったのが、 

アメリカ＆イギリス（5アイズ）＆EU  

VS 

中国＆ロシア 

という形になってきています。 

今、中国とアメリカが取り合っているのは 
東南アジアのASEANになっています。 



この流れに対して、日本の対応ですが、 
どっち付かずの対応に終始しています。 

「ジェノサイドとは認定しない。 
しかし、ウイグルへの懸念はしている。」 

軍事的にはアメリカが唯一の同盟国、 
でも、経済的には中国にスリスリです。 

日本は、経済界が中国依存ですし 
政府にも中国派閥がありますので 
お決まりの玉虫色の回答であります。 

それに対して面白い動きがありました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
政治：アメリカは安倍前首相を利用するのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アメリカの有力財団（appeal of conscience foundation)が 
毎年選出する世界の政治家に安倍晋三前首相を 
選出しました。 

面白いなと思ったのは、安倍前首相が選出 
された直後の講演会で 

「日本は米中両国対立のフロントライン 
（最前線）になってきた」 

と、言っていた事です。 

その2日後、今度は麻生財務大臣が 

「米ソ冷戦時のフロントライン（最前線）は 
欧州だったが、米中となった場合はアジア、日本だ。 

その覚悟がなければ、私たちは政治家 
として対応を間違える」 

と、麻生派の会合で述べています。 

面白いと思いませんか？ 



私は、アメリカ経由で、安倍さんに 
メッセージが届いて、 

麻生さんもそれに呼応している 

と、見えました。 

中国へのジェノサイド宣言に、EUも 
カナダも加わって共同声明を出しました。 

そこに日本は入りませんでした。 

その後、安倍前総理が世界の政治家に選ばれて 
日本は最前線と発言しています。 

それを受けて、麻生財務大臣も 
日本が最前線と発言し、 

------------------------------------------------------- 
「その覚悟がなければ、私たちは政治家 
として対応を間違える」 
------------------------------------------------------- 

とまで言っています。 

これは、誰に言っているのでしょうか？ 

二階幹事長を始めとする中国系議員に 
言っているのは間違いないでしょう。 

つまり、菅政権に対して 

「玉虫色もいいけれど分かってるよね？」 

というアメリカからのちょっとした 
メッセージだったのではと思っています。 

日本が最前線というのは、塾長が2019年から 
ずっとおっしゃっていることで、 

そこからの予言の流れで日経平均3万円回復 
となっています。 



塾長のおかげで、私も1000万円以上の 
利益の上乗せができました。 

塾長の薫陶を受けてお伊勢さんサロンでも 
デカップリングと日本が最前線となること、 

それにより、どのように日本が変わって 
いくのか？というのを繰り返し伝えてきました。 

そして、今回、政治家の口から同じ言葉が 
出てきたのは、いよいよ予測が現実の 
ものになってきたと思っているところです。 

思い返してみると、バイデン政権に 
なったときに多くの人が 

「バイデンは中国に脅されて 
言いなりになって、日本は終わる」 

と言っていました。 

しかし、サロンでは 

「脅しとは強いものが 
弱いものに対してすること。 

世界一強い米国大統領が 
脅されることはないので問題なし。 

むしろ、対中政策は厳しくなり 
日本の時代がやってくる可能性が高い。」 

と言ってきました。 

どうやら、その流れが日々強まっていると 
感じています。 

最初のトピックに戻りますが 
米国政府がエグいです。 

本気を感じます。 



そして、日本の人道問題に対する取り組み姿勢の 
弱さは、将来的に日本の信頼を失墜する可能性が 
あるので、 

日本政府、日本企業、日本人、全てが 
考えていかないといけない問題だと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ミャンマー：米中の関与がより鮮明に 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ミャンマーの状況の悲惨な状況は改善 
されていません。 

軍と警察は、一般市民を銃殺するだけではなく、 
強盗、放火、強姦など、非道の限りを尽くしています。 

怪我をして倒れている一般市民を火の中に 
放り込み焼き殺すなど信じがたい行為が続いています。 

軍政権は、これ以上抵抗するなら至近距離で 
頭部を撃ち抜かれる事になることを知るべきだ 
と表明を出しています。 

毎日、100名近い人が虐殺される中、それでも 
ミャンマーの若者たちが命をかけて戦っています。 

このミャンマーの若者になにかできることは 
無いだろうか？ 

という事を日々考えさせられます。 

具体的な行動については、前回のミャンマー 
音声の通りです。 

これに対して、アメリカ、イギリスを中心に 
世界各国が、毎日、制裁を加えています。 

ドイツは、ミャンマー政府が紙幣を刷れないように 
ドイツ製の機械を停止させたとの事です。 

一方、中国はと言うと、 



さすがに軍の暴走が酷く、世界からの反発が 
強まりすぎたので、 

「軍は無差別殺人を辞めるべきだが 
制裁には反対」 

と、さすがに全面的に軍を肯定する発言は 
控えるようになってきました。 

また、中国の動きとしては、アメリカを 
牽制するために、ＡＳＥＡＮ諸国と連絡をとり 
ミャンマーの今後の方針について話し合いを 
はじめました。 

つまり、中国は、 

「ミャンマーに対してのリーダーシップは 
自分たちがとるのでアメリカは口を出すな」 

ということです。 

ここでも、ASEANが米中戦争の 
綱引きの場になっています。 

アジア、日本が最前線という 
麻生財務大臣の発言の通りです。 

最近だと、フィリピンがアメリカ側に少し 
体重をかけてきていて、シンガポールは 
行ったり来たりの中立、 

マレーシア、インドネシアはどうでしょうか？ 

ベトナムは、資本が入って欧米よりか、 
というような感じです。 

もう一国についても、触れなければ 
なりません。 

ロシアです。 

ロシアは、完全に軍を支援しています。 



中国は、先程触れたように、発言を 
少しソフトにしていますが、ロシアは 
全面的に軍を支持する表明になっています。 

一時、やややりすぎというコメントも 
出たのですが、最終的に支持で統一 
されたようです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ミャンマー：問題だらけの日本の対応 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

さて、日本の対応についてです。 

まず、日本のお金が軍に渡っていることが 
分かりました。 

------------------------------------------------------------------ 

［東京　25日　ロイター］ - ミャンマーで 
総額300億円以上の不動産開発事業を進める 
日本の官民連合が、ホテルやオフィスなど複合施設を 
建設する用地の賃料を支払い、それが最終的にミャンマー 
国防省に渡っていたことが分かった。 

ロイターが取材した複数の日本企業、政府関係者が認めた。 

賃料は50年間に渡って支払らわれ、金額は年平均200 
万ドル（2億2000万円）とみられる。 

------------------------------------------------------------------ 

フジタ、東京建物、海外交通、都市開発事業支援機構、 
政府系の国際協力銀行、三井住友銀行、みずほ銀行 

が、本件には関わっています。 

これに対してですが、 

加藤幹事長は、「軍と直接取り引きはしていない」 
と談話を出していますが、軍管轄の国防省への支払いは 
軍への支払いですから、何を言っているのでしょうか？ 



世界にロイターが発信しているニュースです。 

日本政府は、人権問題への取り組みに真剣でなく 
ロシア、中国と同じレベルと思われてしまいます。 

各企業も 

「協議して対応を検討する」 
「悩ましい問題」など、 

中途半端な対応になっています。 

お伊勢さんサロンで学ばれている方は 
分かると思いますが、 

今、世界は、ESGスコアや、企業の社会的責任 
地域住民や働く人たちを大切にすること、 
環境への配慮をすること… 

などが、重要な価値観になってきています。 

そして、企業であっても、環境、人権、 
社会への貢献がみられない場合は、 

融資もつかない、株価も上がらない 
お客さまも購入しないという状況に 
追い込まれるような時代です。 

そんな時代に、この対応は、凄まじいです。 

どれだけ古臭い感覚で経営しているのかと。 

唯一、日本企業で素早かったのはキリンです。 

すぐに軍傘下企業との合弁を解消しました。 

キリンは損失覚悟で動いたわけですが 
私たちは、そういう企業の姿勢をきちんと 
今後覚えておかなければなりません。 

私たちが、注意を払うことが 
企業の姿勢を変えていきます。 



それにしても、日本国政府には絶望します。 

日本に住むミャンマーの人たちが 
日本の大使館前やリモート会議で 
号泣しながら「軍にお金を渡さないで」 
とお願いしています。 

そんな中、 

日本政府の対応ですが、 
「経済制裁はしない」そうです。 

お得意の「軍との独自のパイプを活用して 
働きかける」そうです。 

全く機能していない軍との独自の 
パイプにしがみつくそうです。 

正直、ミャンマー軍からしたら 
日本政府などただのATMです。 

港区女子にとっての港区おじさん 
のようなものです。 

なめられています。 

それで悔しくないのかと思います。 

日本が制裁に動くと軍が中国に 
頼みになって、今後日本の入り込む隙きが 
なくなるので、できないそうです。 

「は？？？」 

です。 

何を言っているのか分かりません。 

日本の言っている事は、結局のところ 
軍の政権が続く前提です。 

もし、民衆が勝つと考えているなら 
軍とのパイプなんて、いらないと 



考えるはずです。 

それよりも、ミャンマーの人たちの 
心象を良くすることを考えるはずです。 

軍政権が続くという前提で動いているのが 
日本の凄まじいところだなと思います。 

こんなに空気が読めない 
人権無視の国があることに 
驚かされます。 

ミャンマーの苦しんでいる 
国民をみていないのです。 

その心象を考慮していないのです。 

これ以上書いているとイライラの 
ボルテージがぐんぐん上昇しそうなので 
伝えたいことを書いてくれているこちらを 
紹介します。 

ミャンマー虐殺､日本政府の対応に広がる失望： 
https://toyokeizai.net/articles/-/420565 

・・・・・・・・・・・ 

以上、最近の世界の動きを 
一通り説明しました。 

次回のライブは、4月13日（火） 
20時を予定しています。 

投資と経済について 
お話しようと思います。 

お楽しみに。 

伊勢隆一郎 

https://toyokeizai.net/articles/-/420565


追伸： 

最近配信したものをまとめておきます。 
ぜひ、お聞きください。 

4月2日：【動画】デンマークFINAL 
https://rise-land.com/oise/content/210402delast.pdf 

デンマークの教室が仕切りなし 
地べた座りになっている話で 
盛り上がりましたが2年前に訪れた 
アイスランドの公立校もそうでした。 

… 

4月1日：【音声】黒歴史 
https://rise-land.com/oise/content/210401black.pdf 

男女のパートナーシップについて 
興味深いと反応を頂いております 

… 

3月29日：【音声】コミュニティーの作り方と運営ノウハウ 
https://rise-land.com/oise/content/210329community.pdf 

私と同じタイプの人はついてく人を 
間違えると人生が破滅するという話です。 

… 

3月26日：【音声】人嫌いでもなぜか好かれるコミュニケーション術 
https://rise-land.com/oise/content/210326communication.pdf 

他人と繋がりたければまず自分と繋がり 
自分とコミュニケーションをとること。 

自分を知って、そのまま受け入れた上で 
他人とつながるというのが極意のようです。 

聞いてくださった方の感想で一番多かったのが 
上記のような分析でした。

https://rise-land.com/oise/content/210402delast.pdf
https://rise-land.com/oise/content/210401black.pdf
https://rise-land.com/oise/content/210329community.pdf
https://rise-land.com/oise/content/210326communication.pdf

