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２０２２年１月 

講演・お持ち帰り資料 

  

講演担当：真田幸光 

１．はじめに 

（１）今回のお話の背景、そしてお話の目的 

（２）鳥になり、虫になり、魚になる。 

（３）世界は人々が作ったシステムの中で動いているが、そのシステムは宇宙の法理、自

然の摂理、否、真理に基づいて運営されていないと混沌、更には混乱を引き起こす遠因と

なりかねない。 

また、我欲の強いリーダーが増える中、世界は混沌が深まるばかりである。 

 

２．お話しのポイント 

－新型コロナウイルスについて－ 

 今年いっぱいは、完全収束は無理？！ 

 しかし、オミクロンによる致死率の低下が

見られれば改善の可能性も？！ 

 日本の鎮静化状況については専門家も原因

不明とコメント。結局まだまだその実態が

よく分からないのが新型コロナウイルス 

 治療薬の開発には注目。 

－２０２２年経済は？－ 

 前提条件が不確か、従って、予測は緩い？！ 

 不確かな前提条件は、 

 コロナの見通し 

 インフレの予測と米国の金融政策の行方 

 そして、 

 中国本土リスク 

 

［経済協力開発機構の世界経済見通し］ 

例年、国際機関は定期的に当該年と翌年の経済成長率見通しを発表する。 

そうした中、ここでは、比較的客観的、科学的、中立的とされる国際機関の一つである「経

済協力開発機構ＯＥＣＤ」の Economic Outlookを取り上げる。 

以下は、ＯＥＣＤレポートの内容を骨子として、必要に応じて、筆者が簡単にコメントを

加えたものである。 

ご参考になれば、幸いである。 
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ＯＥＣＤは、米国は６．０％から５．６％に、中国本土は８．５％から８．１％に、日本

は２．５％から１．８％に下方修正するなど、２０２１年の成長率見通しを下方修正して

いる。 

 そしてＯＥＣＤは、世界経済全体については、２０２１年には５．６％成長し、２０２

２年は４．５％、２０２３年は３．２％成長すると予測した。 

 詳細を見ると、以下のようなコメントがなされており、筆者のコメントも加えて以下の

ようなご報告したい。 

 

ＯＥＣＤ、最新の経済見通しの中で、先ず、現在の高インフレが予想よりも長く続き、更

に上昇することが主要なリスクと指摘している。 

そして、世界経済の２０２１年の成長率は５．６％と予想し、２０２２年は４．５％、２

０２３年は３．２％へ徐々に減速するとの見通しを示した。 

２０２３年の予想を示すのは今回が初めてとなるが、全世界基準での経済成長率見通しと

してはやや低く、また２０２１年に関しては、前回予想の５．７％から小幅下方修正され

るなど、景気回復の勢いが鈍化する可能性を示唆していると言えよう。 

しかし、トレンドとしては、世界経済は回復しているとの認識の下、しかしまた一方で、

企業は新型コロナウイルスの感染拡大後の反動需要に対応しきれず、供給網が目詰まりを

起こし、インフレが高進するとの思わぬ副作用に悩まされている点も指摘されている。 

 

また、ＯＥＣＤは、大半の政策当局者と同様、現在のインフレ高進は一時的で需要と生産

が正常化すれば緩和すると見ており、筆者も、そうした見方には、原油価格が落ち着くな

どの条件が整うということを前提にして、基本的に賛同している。 

但し、ＯＥＣＤは、 

「現在の高インフレが予想よりも長く続き、更に上昇し、主要国中銀が想定よりも早めに、

より積極的な金融引き締めを迫られることが起こる可能性はあり、これは一つの主要なリ

スクとなり得る。」 

とも改めて、指摘している点を付記しておきたい。 

 要するにインフレによる混乱の不安を明確に予測することは現状難しいと見ているよう

であり、リスクは残ると見ているようである。 

しかし、そのリスクが顕在化しなかったと想定すると、ＯＥＣＤ加盟国全体のインフレ率

は５％近くでピークを打ち、２０２３年までに３％程度に低下するとの見方を示している

のである。 

 

更に、こうした背景を踏まえて、 

「現在、主要各国の中央銀行が成し得る最善の策は、供給面の緊張が緩和するのを待ち、
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必要なら行動するというシグナルを発信することである。」 

とも指摘し、行き過ぎた金融緩和や金利引き上げには注意を払うようにコメントしている

点は注目され、特に、テーパリング、そして２０２２年には二度ほど政策金利を利上げす

るのではないかと見られている米国の金融当局がどのような反応を示すのか、注目したい。 

 

 国別にみると、以下のようになる。 

ＯＥＣＤは今回、米国の成長率を、２０２１年が５．６％、２０２２年が３．７％、２０

２３年を２．４％と予想し、２０２１年（６．０％）と２０２２年（３．９％）という予

想を引き下げている。 

中国本土については、２０２１年が８．１％、２０２２年と２０２３年は５．１％と予想

し、従来予想の２０２１年８．５％、２０２２年の５．８％をやはり下方修正している。 

ユーロ経済圏については、２０２１年が５．２％、２０２２年が４．３％、２０２３年は

２．５％と予想し、従来予想の２０２１年５．３％、２０２２年は４．６％から下方修正

されている。 

そして、我が国、日本については、２０２１年が１．８％、２０２２年３．４％、２０２

３年は１．１％と、２０２１年の予想は従来予想の２．５％から下方修正されたものの、

２０２２年については２．１％から上方修正されている。 

 

以上、前提条件付きの見通しであり、筆者からすると、 

「緩い見通し」 

とも思われるが、これを参考にして、今後の２０２２年以降の世界経済を予測していきた

いと考えている。 

 そして、オミクロン株の今後の感染拡大状況と貧富の格差拡大問題は大きな変化を齎す

ものとして、留意をしていくべきであろう。 

 

［アジア開発銀行（ＡＤＢ）の経済見通し］ 

比較的客観的、科学的、中立的であるとされる国際機関であるところのアジア開発銀行は

来年のアジア発展途上国・地域の経済成長予測を引き下げました。 

新型コロナウイルスの新たな変異株となるオミクロン株は、中国本土と東南アジアを含む

このアジア地域に新たな不確実性を齎していると結論付けています。 

そして、その結果として、ＡＤＢは、２０２２年のこの地域の経済成長率を５．３％の成

長と予測しました。 

これは、２０２１年９月の前回の予測から０．１ポイントの下方修正となっています。 

尚、このアジア発展途上国・地域には、日本やオーストラリアなどの先進国は含まれてい

ません。 

個々の国を見ると、ＡＤＢはインドの見通しを７．５％に据え置き、中国本土は０．２ポ
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イント引き下げられて５．３％になりました。  

韓国の予測は３．１％と前回同様となっています。 

また、ＡＤＢは、新型コロナウイルスを完全に封じ込めるという中国本土のゼロコビッド

政策は新たな課題を生み出す可能性があるとも述べています。 

ＡＤＢはまた、タイやカンボジアなど観光に依存している国々の回復が、より厳しい入国

制限によって遅れる可能性があることを恐れているとコメントしています。 

参考にしておきたいと思います。 

 

－価値観の変化、消費行動の変化を意識した

ビジネス展開、ピンチはチャンス－ 

－実体経済と金融経済－ 

－為替、株、金利、原油の見通し－ 

－中国情勢と米国情勢、そして米中関係－ 

ＲＣＥＰやＴＰＰを巡る米中の駆け引き、そ

して、恒大集団の破綻懸念と米国債に見られ

る市場の動揺 

―サプライチェーンをどう考える？－ 

 いざとなったら鎖国できる国造り？！ 

―民主主義 VS専制主義― 

―日本の目指すべき姿― 

 

ワクチンの接種拡大により、改善が期待されるものの、新種の変異株拡散の問題もあり、

依然として、新型コロナウイルスに対する懸念は残り、世界は現状、先行き不透明さを残

したままとなっています。 

新型コロナウイルスの本格的な収束までにはまだ向こう一年以上の時間がかかるというこ

とを一応、覚悟しておく必要があるとの声も出てきています。 

 

ここでは、既に、 

「価値観」 

というキーワードが注目されてきており、 

「価値観の共有ができるか否か？」 

と言う視点から、米中の正面衝突の兆しも見られ、 

一方で、 

「価値観の変化」 

に伴う消費活動の変化の可能性から、 

「ビジネスモデルの変化」 
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についての動きも見え始めています。 

そして、そうした大きな、 

「価値観の変化」 

が生まれるとすると、 

「地域紛争、或いは国際紛争」 

の拡大によって、それが導かれるかもしれません。 

新型コロナウイルスの問題は、死の恐怖と共に「疑心暗鬼」と言う心を犯すウイルスとも

なり、様々な視点から世界に変化を齎すかもしれません。 

 

また、新型コロナウイルスの問題を脇に置いて考えたとしても、現行の世界秩序を支える

英米の相対的な力の低下が見られる中、世界的な、 

「覇権争い」 

は更に拡大する可能性を孕んでいます。 

先ずは、米中対立、そして、最近では特に、欧州情勢の複雑化、更にイラン情勢やシリア

情勢、更には突然に大きな動きを示したアフガニスタン情勢を中心とした中東情勢の緊張

の高まりとこれに関与するロシアとトルコの背後の動き、欧州情勢の変化に向けられる懸

念などが、そうした私たちの懸念を更に強めます。 

そして、 

「ポピュリズムに基づく過激な動きの世界的拡散」 

が、経済的な混沌の深まりのみならず、軍事的な混沌の深まりをも予感させます。 

米国・バイデン政権としては、中国本土との関係改善を模索してはいるものの、「情報覇権

争い」を中国本土との間では継続、制宙権と５Ｇ開発を背景とした、更には、「通貨覇権」

例えば、中国本土政府がアリババグループなどを利用したデジタル人民元拡大の動きなど

を押さえ込もうとする、 

「中国本土に対する圧力」 

を強化しつつ、先ずは、中国本土を封じ込め、朝鮮半島に対する押さえも行った上で、 

「イラン包囲網の強化」 

を軸に中東情勢の安定化を図ってくる姿勢を示しています。 

特に中国本土に対しては、米国一国だけではなく、英国やオーストラリア、ニュージーラ

ンド、カナダ、そしてインドなどとも連携する、 

「対中包囲網」 

を更に強化してくる可能性はあります。 

一方、そうした中での、イスラエル情勢の混乱は、米国の戦略に狂いを生じさせる可能性

もあります。 

また、米国自身も、中国本土との関係改善について、現実との折り合いをつける姿勢を示

す可能性も出てきています。 
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欧州では、ドイツの新政権の動き、新型コロナウイルス感染拡大の可能性は否定できず、

更に、 

「英国の欧州連合離脱問題のその後」 

の情勢には依然としてリスクを孕んでおり、場合によっては、 

「英国の国際社会に於ける相対的な立ち位置の低下」 

が顕在化する可能性が出てきます。 

そして、一応は堅調に推移しているかに見える欧州情勢にあって、フランスの混沌やドイ

ツの不確実性、ウクライナ情勢などに端を発した欧州全体の混乱の可能性もまだまだ水面

下では囁かれ、更には、ＮＡＴＯ対ロシアの対立構図もあり、欧州経済の混乱が、日本や

米国の経済混乱に繋がる、最悪の事態としては、世界同時株安の可能性も今後もまだ否定

できません。 

これに、アフガニスタン情勢の変化から起こる難民の更なる流入の危険性にも欧州は危惧

をし始めています。 

 

更に、こうした影で、大国ロシアの動きも気にかかるところです。 

ロシア自身の内乱の可能性に加え、ロシアは中東、特にシリアに加えてトルコとの連携を

深めつつ、中東から再び、 

「覇権」 

の旗を掲げる可能性もある一方、プーチン大統領の権力掌握力の低下を指摘する声もあり

ます。 

そして、経済的メリットを意識し、プーチン・ロシアは、中国本土や韓国も参画の機会を

狙っている北極海開発に余念がありません。 

 

日本にとっては、朝鮮半島とその延長線上で動く韓国の対日政策、更に来年三月に発足す

る予定の韓国の新政権の対日政策を予測すると、 

「日韓関係」 

にも関心が集まります。 

また、日本自身の金融システムの混乱によるリスクも一部では囁かれています。 

そして、日本の政局動向に対する厳しい目の存在、そして財政状況を背景とする日本に対

する不信感の目も忘れてはなりません。 

 

尚、米国は、 

「トランプ再選」 

の中、 

「トランプ大統領は全く新たな世界秩序の構築に向かう。」 
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との声もありましたが、バイデン氏勝利後の混乱、米国の金融経済の好調も、金融緩和を

背景とした、見せかけの成長ではないか？よって、場合によっては、リーマンショックレ

ベルの経済混乱の再発もあるのではないかとの見方も一方で出ていましたが、現状では、

バイデン新政権の経済政策はいよいよ本格始動し、リスクの顕在化は取り敢えずはなさそ

うでありますが、水面下の懸念もあります。 

 

いずれにしても、新型コロナウイルスと言う新たな不確定要因を如何に読み込むかでも

世界経済の見通しは変わります。 

 

そして、直近では、国際金融市場の潮目が変わる可能性もあるかと思います。 

トレンドとしては、 

「不穏な方向」 

にあると思います。 

基本的には、 

「先行き不透明感」 

が漂い、 

「方向感のない市場動向」 

であり、 

「変動の大きい、ボラティリティの高い市場動向」 

にあることに変わりがないとは思いますが、 

「不安感」 

が募り、 

「不穏な方向」 

に向かい始めたと思われます。 

このように、 

「潮目の変化」 

が見られ始めた背景には、世界的に見られる、 

(１) 新型コロナウイルスの先行き不透明感 

をベースとして、 

(２)半導体不足による世界的な自動車産業などの低迷 

(３)SDG's推進を背景としているにも拘らず LNG価格高騰、不足とそれによる原油価格の

高騰と言う矛盾、景気回復と原油需要の回復、それに対する原油生産増加見込みが弱いこ

とによる原油価格の高騰 

(４)原油を中心とする化石エネルギー不足、化石エネルギー価格の高騰とそれに伴う中国本

土の電力不足 

(５)そもそもは新型コロナウイルスの感染拡大を背景として、米国での荷役労働者の感染拡
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大、荷役業務の停滞から始まったコンテナの滞留とコンテナ不足、コンテナ価格の上昇に

よる物流コストの増加傾向 

(６)先進国を中心とする製造業分野などの人手不足 

(７)新型コロナウイルス感染拡大対策として出された財政出動を伴う景気対策を背景とし

た財政不安の拡大と先進国を中心とする長期市場金利の上昇傾向の兆候 

(８)同じく財政出動を伴う景気対策により市場に流された大量の資金により、通貨の価値の

下落リスクが背後にありながらも、先進国通貨が相対的には安定しており、過剰資金が金

融市場に流れ出し、その資金が株式市場、債券市場、一部不動産市場、更に仮想通貨市場

などにも流れ込み、金融市場を支えてきたが、先進国通貨を中心に通貨そのものに対する

不信感が芽生えはじめたことによる金融市場の動揺傾向 

(９)中国本土恒大集団の債務不履行リスクの高まりと米国債に対する不安などを背景とし

た金融市場に対する不信感の拡大 

(１０)米国の BNPL に代表される、借金をして消費をする、更には借金をして投資をする

動きもある中、金利上昇傾向が見られはじめ、それに伴う、各国国内の債務不履行リスク

が高まり、各国国内金融市場に対する不信感の拡大 

などがここにきて一気に顕在化しつつあり、これに食料価格の高騰も加わり、これらを象

徴的に表現する、 

「インフレリスク」 

更には、最近では、不況下での物価上昇と言う、 

「スタグフレーションリスク」 

まで指摘され、国際金融市場には潮目の変化が見られようとしています。 

そして、 

「不安定の中の安定状態」 

から転じ、 

(１)株式市場では、良い材料は買い、悪い材料は売り、と言う動きが強まり、更に株価は乱

高下する可能性が出てきている。 

(２)市場不安が強まる中、為替市場では相対的に強い基軸通貨、そして米国金利の上昇を背

景に米ドル買いの傾向が見られ、他通貨に対する米ドル高傾向が見られ始めており、先進

国通貨同士の通貨安定が崩れる可能性が出てきている。 

日本にとっては円安が起こり、輸入インフレや国際金融社会の日本に対する信頼の低下に

繋がる危険性も出てきている。 

(３)原油市場では、価格変動はあってもWTI基準で１バーレル６０~７０米ドル水準に収束

してくると見られてきたものが、当面は原油高の９０〜１００米ドルに向かうのではない

かと見られはじめている。 

(４)国債の不安などを背景として、各国の長期市場金利が上昇傾向を示し、また、インフレ

懸念を背景として、短期市場金利も上昇する可能性が出てきている。 
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(５)究極の投資先とも言われる金 GOLD の価格は、市場が落ち着けばもう一段の下落傾向

には転じると見られているが、金融市場の不安によって再び更に上昇する可能性が出てき

ている。 

と言ったことになりましょうか。 

年末に向けて、 

「国際金融市場の潮目の変化」 

に留意していきたいと思います。 

 

講演では、こうした国際情勢全般を、 

「俯瞰」 

した上で、世界経済の見通しを申し上げた上で、日本経済の見通しを加えて申し上げてい

きたいと思います。 

そして、ピンチはチャンス、日本が果たすべき対応策、乗り越えなくてはいけない課題

などについても、講演の中で、私見を示させて戴きたいと思います。 

宜しくお願い申し上げます。 

 

日本について 

 賃上げの行方と物価、物価高で可処分所得

は減る？！ 

機械と人の共存がキー。 

 

日本のあり方、そして日本企業のなすべき

道 

 （コストは意識した上で）売上高拡大に全

力投球を！！ 

 しかし、量を追わず、質を追う経営姿勢も

意識すべき！！ 

 混沌の中でも生き残れる経営姿勢を！！ 

 

［日本のあり方］ 

[基本姿勢] 

1.我々は常に真理を求めなければならない。 

我々は地球上の生物として自然の摂理の中で生きているが、自然の摂理の根底の一つに、

生きながらえたいとする「欲」から生じる、 

「弱肉強食」 

がある。 
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しかし、この弱肉強食と言う摂理はややもすると強者の論理を生み、真理をも侵す要因と

なる。 

人間は、欲から生じる弱肉強食の誘惑に勝つために、真理を求めなければならないのであ

る！！ 

 

[人間としてのあり方] 

2.真理を求める為には、我を、そして、私欲を捨てなければならない。 

その為の心の支えとして、 

「自らが自らを強いと思う者は他者に優しくならなければならない。 

一方、自らが自らを弱いと思う者は他者を頼らず自らの力で生き抜く心意気を持たなけれ

ばならない。」 

と言う意識を常に持ち、遮二無二生き抜くのである。 

 

3.そうした中、リーダーとなる者は、慎重に、論理的に、鳥瞰図的に、複眼的に現状を見つ

め、現状を客観的に認識しなければならない。その上で、その現状認識によって導き出さ

れた課題を克服する為の戦略を立て、どの課題をどのような順番で処理し、また如何なる

戦略をいつ実行するかを決断する勇気を持たなくてはならない。しかし、決断するだけで

はいけない。その決断したことを、魚が水の流れを読みながら生きるように、適切なる「時」

と「場」を図りながら、一気に、果敢に行動に移さなくてはならない。  そして、こう

した分析、決断、行動の全てに対して、「責任を取る=腹を切る覚悟=」を持たねばならない。 

こうした素養と意識、そして意思のない者はリーダーとなるべからず。 

 

4.真理を求める為には、決して他者を肉体的に傷つけてはならない。 

即ち、暴力は如何なる要因があろうとも否定すべきであり、特に強者が強者の論理を以て、

他者を肉体的に傷つけることは絶対に許されない。 

そして、可能な限り、他者の心も傷つけてはならない。しかし、これは難しい。何故なら

ば、人の心の傷は見えず、また、何を以て、他者の心が傷つけられたかを判断することは

難しいからである。 

この辺が自然の摂理の中で生きる人間の限界であろう。 

 

[現実の生き方に関する基本姿勢] 

基本姿勢と人間としてのあり方は、「理想論」である。しかし、人は理想を高く掲げない限

り、その極みを知り、そこに到達することは叶わない。 

従って、理想を求めて生き抜くしかない。 

しかし、我々には厳しい現実がある。そこで、 
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5.理想と現実の折り合いをつけなければならない。 

現状に対して、理想との格差はどの程度あるのかを先ずは知らなくてはならない。その上

で、当面、どこまで理想に近づけられるか、その目標を設定していかなければならない。

その目標を達成する為の詳細なる具体的戦略を立てなければならない。これを実行する。

そして、その成果、効果を見極め、成果が上がれば、更なる理想へ、成果が上がらなけれ

ば、戦略の見直しを図り、しつこく、しつこく、しつこく理想に向けて挑戦をし続けなけ

ればならない。 

 

[日本が求めるべき理想の姿] 

我々日本人、一人一人が人 、人としてすべきことの理想は上記に掲げた通りである。 

それでは、そうした日本人一人一人の行動と努力を現実との折り合いをつけながら、如何

にして具現化していくのか、その未来像に関する私見を提示したい。 

少しずつ変化、敢えて厳しく表現すれば、悪化しているとはいえ、日本人には、そして日

本には、総じて、 

☆他者を思う優しい心がある。 

☆その他者を思う優しい心が気配りを生み、人々が使いやすいものやサービス、人々が安

心出来るものやサービスを提供すると言う心に繋がっている 

☆こうした結果、日本には、世界が必要とするものやサービスを量と価格を安定させなが

ら供給していくと言う土壌がある。 

☆幸いなことに、こうした特性を民族全体として持ち合わせているところはない。そして、

日本人は、これを、「おもてなし」の心、「三方良し」の精神などと自らも認識し、これに

誇りをも持っている。 

と言える。 

従って、こうした現状、特性を意識すると、日本が求めるべき理想の姿は、次のようにな

ろう。 

 

「世界がもの凄く強く必要としているものやサービスの中で、日本人しか、日本企業しか、

日本しか出来ないようなものやサービスに出来る限り絞り込み、それを正当に評価してく

れる相手に対して、量と価格を安定させながら供給していく。 

その結果として、日本は世界に必要とされ、きちんと尊敬までされなくとも一定の評価を

受けながら、存在していく国民、企業、国家となることを目指す。 

尚、この際に、意識的には、質を重視し、量を第二順位とすることを前提とする。」 

 

具体的には、第一次産業も含めたものづくり、きめ細かい心配りのある第三次産業を意識

しつつ、 

6.可能な限り、大量生産大量販売型の「規模の経済性」を追うビジネスを目指すものの、敢
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えて、量には拘らず、先ずは量よりも質に拘るビジネスを展開する。 

 

7.上述したことが可能な分野は、核心部品、高度の量産試作も含めた製造装置、高度素材、

安心安全の飲食料にあり、更にグローバルメンテナンスの分野に日本の活路はある。 

 

8.こうしたものやサービスのビジネスを展開するに際して、日本は、「マニュアル化出来な

いものづくりやサービスの提供をむしろ大切にしつつ、しかし、それらに対してマニュア

ル化していく努力を加えながら、「産業」としてきちんと定着させていく。マニュアル化出

来ない技術を持つことが日本の特性であるとともに、そのマニュアル化出来ない技術をマ

ニュアル化しようと努力する民族であることが日本の最大の特徴であり、これを最大限生

かして、国際社会から一目置かれる国家となるべきである。 

 

9.このようにすれば、日本人しか、日本企業しか、日本しか出来ない技術をベースとしたも

のやサービスの提供と言うことになり、それを提供する場は日本になるはずである。結果

として、日本に居ながらにして外貨を稼ぐ人、企業が日本を支え、ここに、日本国内にも

雇用が残り、そして稼ぎ、稼いだ上で適正な税金も払い、その税金で日本国内を更に住み

良い世界に高度化し、その余剰資金がもし、生まれれば、さらにそれを海外の社会安定の

為の基金として供出して行けば、日本は一層世界から尊敬される、少なくとも評価をされ

る国となろう。 

 

10.これらの根幹となるのは、人材育成であり、以上の方針に合わせて、教育制度の抜本的

改革を図る。 

 

そして、これらは、決して目立たず、粛々清々と行い（即ち、覇権争いを決してしない！！）、

謙虚な中で日本の良さを世界に浸透させていくことがポイントとなる。 

その具体策としては、 

1.新・日英同盟の締結。これにより、表の秩序の管理人は、歴史と経験、ノウハウを持ち、

日本が敵にしては決していけない国である英国に任せ、日本は実体経済で、汗を流して世

界にお役に立つ立場を貫く。 

 

2.見た目は小国ながらも技術力と資金力を持ち、また、情報戦も含めた軍事力では世界有数

の国々である、スイス、イスラエル、シンガポールと緩やかな連携を取り、ディールバイ

ディール、ケースバイケースでこれら 3カ国のいずれか、或いは全てと連携をする。 

 

3.米国や中国本土、或いはロシアと言った、所謂大国とは決して戦わない。しかし、一定の

距離を保ちつつ、日本のアイデンティティを守る。 
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ということになるのではないか。 

 

 混沌深まる世界の中で、 

「真理を求める日本」 

が世界の浄化に向けての触媒となっていくことを目指していくことが、日本にとっても世

界にとっても有益であると筆者は確信している。 

 

[目指すべき国家像] 

「仙（専）人国家を目指せ！！」 

「必ずしも規模の経済性だけを追うな！！」 

世界に貢献するための高い専門性を持ったほんもののプロ＝一騎当千の職業人＝が結集

する企業が各種分野で多くの存在する国家となり、世界から「世界に対して幸せを供給す

る対価」を得て、発展する日本を目指せ！！ 

日本が守るべきは技術力に支えられた「少量（可能な限り大量）、変量・多品種・高品質・

高利潤」の中堅・中小企業であり、これら企業が日本全国各地・一次産業も含めた様々な

業種にパッチワークのように存在する国家を目指していくべきである。 

そして、これら企業に外貨を獲得してもらい、日本に不足する食糧やエネルギー資源、

原材料を輸入する体制を確保していくべきである。 

大量生産・大量販売型のいわゆるマス・ビジネスを志向する大企業は生産最適地・ビジ

ネス最適地を求めて世界各地にビジネス展開する無国籍企業化をしていく、従って、中堅・

中小企業は日本 Originのそうした無国籍企業も含めて、自社の製品を最も正当に評価して

くれる企業に販売していくことを志向し、高利潤を確保していく努力をしていくべきであ

る。 

そして、こうした戦略を具現化していくための人材育成を国家レベルで推進していく、

即ち、俗に言う「金太郎飴」型人材教育からの脱却を図らない限り、日本の将来は見つか

らない！！ 

「真のものづくり大国」の維持 

「ものづくり奴隷大国」とならぬ為の、資源、エネルギー確保の必要性、川上から川下ま

で、一貫したものづくり大国を目指すべきである。 

その為にも、ひと、もの、金、情報の根幹を握る国際戦略を打ち立てる。 

 

［資料］ 

 以下資料は、講演者が作成した各所での資料の抜粋であり、内容や文体がきちんと統一

されていない点、或いは一部に重複もある点、ご了承戴ければ幸いです。 
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［１．ＢＮＰＬと米国金融］ 

アメリカと言う国は、活気があると言えばあって良いのですが、良い欲も含めて欲が深い

人々がたくさんいる国であります。 

そうした中、私が見るところ、アメリカ人の典型的に見られる欲深は、 

「人々が借金して消費をしてしまう」 

と言ったことに見られると考えています。 

日本人であれば、資金に余裕があまり無ければ、まずは、 

「節約をする、消費を我慢する。」 

と言うことをまずする人が多いのでしょうが、アメリカ人は、 

「貸し手責任というものもある。」 

などと言いながら、 

「貸し手が貸してくれるなら、借りて消費をしてしまう。」 

と言う考え方を持っている人が多いようで、借金をすることに対する抵抗感が少ない人が

多い、よって、借金をして、消費をすることにも抵抗感が少ない、しかし、行き過ぎた借

金が結局は返済の滞りに繋がり、 

「サブプライム・ローンからリーマン・ショック」 

へと繋がった金融危機に向かうことは今後もあり得ると考えられるのであります。 

 

さて、今、米国経済は比較的堅調に推移していますが、米国からの情報では、 

「今再び、借金をして消費をする、消費が拡大する、消費が拡大するから、ビジネスを仕

掛ける側、生産サイドなども拡大する、結果、米国経済は堅調に推移する。」 

と言う状況に入っていると聞いています。 

そして、こうした状況に対して、米国金融当局の現在のトップであるパウエルＦＲＢ議長、

そして、現在は財務長官であり、前ＦＲＢ議長であるイエレン財務長官は、上述のような

形で再び、米国が金融危機に陥ることを懸念し、テーパリングの議論をはじめました。 

 

ところが、こうした中、アメリカでは、 

「ＢＮＰＬ」 

なる、新たな決済サービスが広がっているのであります。 

即ち、これは、 

「Buy Now Pay Later」 

の頭文字を取った決済サービスであり、 

「今買って後で払う。」 

という文字通り、分割後払いサービスのことであります。 

今、これが米国ではクレジットカードと並ぶ一つの決済手段として確立しはじめているの

であります。 
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このＢＮＰＬは、販売側、購入側双方にメリットがあり、今、大きく普及し始めています。 

例えば、販売側となる、新型コロナウイルス禍で需要が高まっているショッピングサイト

は、ＢＮＰＬを導入することで、平均注文額が８５％増、リピーターが２０％増えるとい

った事例が出ているとされています。 

また、購入側のメリットも明確であり、クレジットカードのような厳格な審査なく利用出

来る、この際にＢＮＰＬ運用会社は、利用者のスマホ決済履歴などを基にして瞬時にコン

ピュータ審査をして与信審査を行う、こうして、簡単な審査を経て、購入者が、今、お金

がなくても商品などを購入できるようになるので、所謂Ｚ世代などと呼ばれる若年層には

特に人気になっているそうです。 

そして、ほとんどのＢＮＰＬサービスが、銀行口座情報があれば登録でき、クレジットカ

ードとは異なり、厳格な与信審査が必要ないので利用は非常に気軽に出来、上述のＺ世代

は今１００米ドルを超える買い物の場合はＢＮＰＬを積極的に使い始めているようです。 

尚、ＢＮＰＬはサービスによりビジネスモデルが異なり、利息、手数料、延滞料が発生す

るものもあれば、しないものもあるとのことです。 

 

さて、皆さま、如何でしょうか？ 

ＢＮＰＬは確かに便利ですよね。 

しかし、私は、今のアメリカは再び、借金をして消費をする貪欲な人たちが増えて、金融

危機に陥る危険性、その兆候が見え始めているのではないかと危惧しています。 

要注意です。 

 

［２.真田の思い］ 

世界には、 

「情報覇権争い」 

「通貨覇権争い」 

が顕在化していると私は認識しています。 

米中は大人の対応をしてくるのではないかとの思いがあった中、覇権争いが顕在化してい

る背景には、中国本土の文民政権に対して影響力を強める人民解放軍の公安の影響力拡大

があると私は見ています。 

軍人は、私たちとは行動の思考回路が異なるので、何をしてくるか分かりません。 

そこで、こうした覇権争いの中では、裏の裏をかく必要もあり、また、その前提では、ま

ずは、 

「隙」 

を作ってはなりません。 

こうした中、情報覇権争いの主役となる産業界の動向にも関心が集まり、中国本土の情報

覇権争いの先兵となっている、 
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「ファーウェイ」 

やその延長線で通貨覇権争いに影響を与える、 

「アリババ」 

に対する国際社会、特に、 

「英米の監視の目」 

は強まり、それに対して、日本や韓国、台湾の企業動向にも関心が高まっているものと思

われます。 

総じて言えば、韓国勢は中国本土寄りとなっているように見られ、台湾勢は英米寄りにな

っているものと見られます。 

そして、体力を落とした日本勢に対しては、中国本土の、 

「魔の手」 

が及ぶのではないかと見られているものと私は理解しています。 

 

そうした厳しい状況にある中、日立製作所は３月３１日、米国のシリコンバレーのソフト

ウエア企業であるグローバルロジックを約９６億米ドルで買収すると発表、年商の１０％

を超える金額を投じて、日本の電機業界で過去最高の合併・買収（M&A）案件を実行、日

本の産業界からは、 

「日立製作所グループ創業１１０年の企業の死活を懸けたギャンブルである。」 

と言われながらも、国際金融筋の一部からは、 

「日立グループは英米寄りの姿勢を明らかにしたと見られる。」 

といったコメントも聞かれています。 

 

また、その日立と共に日本の電子業界の看板企業であるパナソニックは、安定収益源で９

０年の歴史を誇っていた乾電池事業のうち、欧州での事業を売却、そして、約７，０００

億円を投じ、サプライチェーン関連のソフトウエア大手である米国のブルーヨンダーの買

収競争に参入しました。 

流通や物流施設用の監視カメラやバーコード読み取り端末で高いシェアを持つパナソニッ

クは、ブルーヨンダーの人工知能（ＡＩ）物流分析技術を融合し、物流サービス市場に進

出する戦略であり、それを通じ、家電など製造業に偏った事業構造をＩＴサービス中心に

転換するという動きを示し、やはり、英米寄りの姿勢を示唆しました。 

 

更に、直近では、軍事技術を持つ東芝も英国ファンドの資本参加を模索しています。 

 

日本は、こうした情報覇権争い、通貨覇権争いの中、産業界も英米寄りの姿勢を深めつつ

あると見られ、私はこれで良いと考えています。 

但し、もちろん、中国本土の反応とその虎の威を借る韓国と動きには警戒しなくてはなり
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ませんがーーー。 

 

［３．日本は海洋国家、その強みを生かせ！！］ 

真田の家では、 

「義」 

を守りながらも、 

「現実との折り合いをつける。」 

と言うことをしながら、 

「死ぬまで生きる！！即ち、生に固執する。」 

ことをモットーとせよと教えられてきました。 

 そして、私は日本の一国民として、今、統一国家となった日本が、世界の中で、日本の

立ち位置をしっかりと認識して生き延びていくことを考えていかなくてはならないと思っ

ています。 

 そう考える時、日本の世界に於ける強みは、 

「島国としての海洋国家性」 

にあると私は考えています。 

 

さて、先ず、その海洋国家とは、 

「その隔離された環境から他の地域の影響が及びにくく、国内の団結力を維持し、海上交

通力と制海権を握ることで、貿易によって国家の発展と存立に必要なエネルギーを取得で

きるとされる。」 

と定義されており、明治維新後の一時期と、第二次世界大戦後は、正に、米国との連携の

中で、その強みをしっかりと示して、世界の中で存在してきたと思います。 

日本は、強大で強固な海軍力を今は有していませんが、米軍の力を借りながら、外敵を防

ぎ、エネルギー供給の妨害を排除するとともに海上交通路（シーレーン）の要衝（チョー

クポイント）を押さえているとも言え、その結果、今や、領土を拡大する必要はないと思

われ、条件付きではありますが、 

「平和国家」 

としての要素を満たしていると思います。 

更に日本は、海洋国家に於ける防衛上の利点となる海洋を天然の城壁とし、常に外敵の脅

威を受けやすい大陸国家に対して外国からの領土侵攻の危機も少ない状況を構築していま

す。 

他国の領域を通過することなく比較的自由な交易が可能であり、必要な物資や文化を導入

することが出来ることも、日本の今の繁栄の礎となってきているものと思います。 

こうした基本要件を持つ日本は、国家戦略として、 

＊海洋交通の要衝における戦略的な姿勢や、海軍基地の戦略的展開、国民の海洋民族性、
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政権の海洋戦略を構築する。 

＊国際的な関わりの中で国民的生存・繁栄を手にする国家戦略を構築する。 

＊その為にも、何よりも、国際的な協調体制を構築する。 

こうした結果、日本の平和と繁栄が確保されると私は考えます。 

私は、こうした海洋中心の海洋戦略を改めて、国家の指針として構築することにより、地

政学的に島国であり、資源のない日本としての、現実的な国家安全保障政策を構築すべき

であると考えています。 

 

 そこで、現実との折り合いをつけながら、日本が取るべき国家戦略というものを眞田な

りに考えてみると、日本は、何よりも、先ずは、 

「いざとなれば鎖国出来る国作り」 

を推進すべきであると考えています。 

 誤解無きように、ここで強調しますが、 

「鎖国するのではありません。」 

 究極の対応姿勢として、 

「鎖国をしても生き残れる国を未然に構築しておく。」 

という意味であります。 

そして、その為に、日本としては、 

「人々が生きていくために必要な最低限のもの」 

であるところの、 

「水、食糧、原材料、エネルギー」 

の自給自足、国内調達可能体制の確立をまずは急ぐことを必要とします。 

 具体的には、 

「食糧自給を高める為の、善意ある品種改良、養殖、畜産の拡大等」 

「自然エネルギーを主とし、補助電力として、化石エネルギー、その中でも日本周辺で調

達できるメタンハイドレートを利用した火力発電の拡大等」 

「日本にある素材をもとにした新素材の開発等」 

に向けて、産官学・金融が連携した研究開発と商品化推進を何としても図っていくことが

最初の作業となります。 

その上で、 

「世界が必要とするモノやサービスを、世界の競合相手を調査した上で、出来る限り日本

からしか提供出来ないような分野に焦点を絞り、その分野、産業、業界、企業を育てるべ

く、 

“人、モノ、金、情報” 

を民間企業や研究機関などに提供する政策支援を拡大して、 

“日本を、世界が生きていく為に必要な国” 
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に仕上げていく、 

そして、世界に必要なモノやサービスを、 

“量と価格” 

をなるべく安定化させて、世界に提供する国家として日本は再び変身し、その結果、日本

は欲張りすぎず、世界から、 

“適正利潤を戴く国家” 

となる、 

さすれば、世界は日本を殺せないはずである、そしてそれを、担保として、 

“最低限の抑止力としての国防体制” 

を整える。 

こうして、いざとなったら鎖国出来る国作りに邁進し、しかし、世界が必要としてくれれ

ば、世界と仲良くお付き合いする、こうして、世界と平等に生きていける国、世界と共存

できる国、そして世界から信頼してもらえる国に仕上げていく。 

また、その為に、先ずは、 

“価値観の共有が出来る国” 

と連携する、即ち、日米同盟だけではなく、英国連邦をコントロールする英国との間で、 

“新日英同盟の締結” 

を図った上で、日本と同様に、小国ながらも経済力、技術力があり、更に、日本以上に、

情報戦も含めた国防力の強い、 

“スイス、イスラエル、シンガポール” 

と Deal by Deal, Case by Case で緩やかな、かつ総合的な安保連携を構築していくべきで

ある。」 

と私は考えています。 

そして、その為にも、 

「島国日本」 

の優位性を活かしていくべきではないかと考えているのであります。 

 

［４．日本の７～９月の国内総生産（ＧＤＰ）成長率］ 

日本の最新のＧＤＰの数字を見ると、残念ながら、日本経済は本年７月から９月の期間

に縮小したことを示しています。 

新型コロナウイルスの感染第拡大が個人消費を圧迫したため、２四半期ぶりの景気後退

を誘導し、輸出も総じて不振となったと解説されています。 

こうした内容は、日本政府・内閣府が１１月１５日に暫定統計として発表したものであ

り、国内総生産がインフレ調整後、過去３か月から０．８％減少、年率に直すと３．０％

縮小したと発表しています。 

こうした景気減速の主たる背景は、個人消費の減少と見られ、４～６月の四半期から、
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日本のＧＤＰの約６割を支える個人消費は１．１％減少したと報告されています。 

東京、大阪、その他の県で非常事態宣言が発生する中、人々は旅行や外食を減らし、消

費者の家電製品購入なども相対比較で減少した結果と分析されています。 

また、景気減速をカバーすることが期待されていた輸出も同２．１％減少しました。 

世界的な半導体、就中、車載半導体の不足により、自動車メーカーは減産、東南アジア

のサプライチェーンの混乱が輸出減速の背景となり、円安傾向となった為替のメリットも

享受できない状況となっています。 

但し、日本政府当局者は、昨今の新型コロナウイルス国内感染状況なども勘案しながら、 

「日本のＧＤＰは本年末までには新型コロナウイルス発生前の水準に戻る。」 

と予想している点、付記しておきたいと思います。 

 

［最近の米中関係］ 

 ２０２１年は米国でバイデン政権が誕生する中、米中関係が改善するかと期待されたが、

実際には中国本土に対する、米国をはじめとする先進国の警戒感は緩まなかった。 

 

 こうした中、２０２１年年末になり、民主主義サミットなるものが開催されたのはご高

尚の通りである。 

米国のバイデン大統領は、大統領就任前から実施するとしていた民主主義サミットを、公

約通り開催したのである。 

最終的には世界約２００カ国中、半数を超える国々が参加した、また、民主主義に疑問の

ある中露は招待もされなかった、ということはご高尚の通りである。 

一方、参加した国の中には、積極的に参加した国もあれば、 

「お付き合い程度」 

で参加した国もあり、更に、 

「米国の圧力を恐れて参加した国」 

もあったと見られている。 

いずれにしても、今回の民主主義サミットは、統制国家的色彩を強める、専制主義国と見

做されている中露の権威主義の拡大に対する米国の危機感によって開催されたとの見方が

世界では主流となっている。 

そして、正にバイデン大統領が明言した、「民主主義(Democracy)ＶＳ専制主義(Autocracy)

と言う視点を軸として、 

「価値観の共有が出来るか否か？」 

が今後、米中の狭間で踏み絵のように使われてくる可能性、危険性があることを我々は注

意しなければならない。 

尚、中国本土政府は、この民主主義サミットが始まる直前に、世界に向けて、 

「今般の民主主義サミットは世界の民主主義を守るものではなく、米国の覇権を守るもの
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である。 

米国が民主主義の旗の下に政治ゲームをやっても、国際社会に反対されるだけである。」 

と米国を強く牽制、そして、中国本土がこうした強気の姿勢を示す背景には、 

「世界の中には、まだまだ、米国の言う民主主義の水準には至らず、国家発展の為には、

一定の統制国家的、社会主義的な国家運営が適していると考えている国の方が多い。」 

と中国本土自身が確信していることにあると筆者は見ている。 

 

 こうした一方、米国政府は、中国本土・習近平政権が中国共産党創立１００周年記念の

一つのビッグイベントとしても位置付ける、北京冬季五輪に対して、 

「外交的ボイコット」 

なる姿勢を示している。 

 五輪には、政治を関与させないとの基本姿勢から、米国政府は、 

「選手団の覇権を中止することはない。」 

とはしているが、いずれにしても、政治的判断、即ち、中国本土が統制国家色を強める中、

人権を侵害しているとの背景から、このような動きが出ていると見ておくべきであろう。 

 しかし、筆者の認識では、これまでも、世界では人権侵害の事態は発生しているのに、

何故、今回はこれほど強烈に米国が中国本土を対象に批判をしているのかということを考

えると、やはり、 

「中国本土の権威主義の世界的拡大を警戒している米国の対中圧力の表れ」 

と見られても仕方ないと考えている。 

 更に、こうした米国の方針に対して、直ぐに、 

「英国、豪州、カナダ」 

が追随していることを考えると、今後、 

「アングロ・サクソン連携ＶＳ中国本土」 

という構図がより鮮明になるかもしれず、不穏な雰囲気を感ぜざるを得ない。 

 そしてまた、こうした構図が顕在化する中、大陸欧州を軸としたロシアに対する警戒感

が、ウクライナ問題などを契機に高まれば、そのロシアが、パワーバランスの視点から、

中国本土に近づき、 

「アングロ・サクソン連携ＶＳ中露」 

といった構図になる危険性もある。 

 そうして考える時、民主主義サミットには参加しているものの、北京五輪の外交的ボイ

コットには参加しないとの姿勢を示す、 

「フランスやドイツ」 

による中和の動きは大切になるであろうし、日本の岸田政権としても、是非、お得意の、

世界のリーダーたちの考えに対する、 

「聞く耳」 
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を十分に発揮して戴いた上で、更に、 

「世界平和に向けたメッセージを世界全体に向けて発信する。」 

という、 

「発信する力」 

を岸田首相には発揮して戴きたいものである。 
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