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急拡大する感染者 日本
•ＧＯＴＯキャンペーンの取り扱い

•政府と医療関係者の意見の違い

•なぜ、このような差が出るのか

•オリンピック開催との駆け引きか？

•最初東京を対象外にしたのは政府

•今回の規制は自治体からの希望でという姿勢

•小池都知事はここに怒っているのではないか

•日本政府の指導力は？



緊急事態宣言
•４月７日から５月２５日に出されたもの

• この時の東京都の感染者数

• ４月５日 141人

• ４月17日 206人

• ８月１日 472人 ＞ 第二波

• 11月21日 539人

•この数字で判断

•本当に大丈夫なのか？

５月２日 死者 15人

９月８日 死者６人
11月17日 死者 ４人

５月28日 重症者 105人

11月26日 重症者 60人





命を支える 経済を支える
•アメリカは感謝祭での移動
について抑制呼びかけ

•止まらない感染者増 世界
最多の死者

•1週間で1000万人以上

•バイデン氏はマスク着用を
呼びかけ

•未だに風邪の一種と信じ
る人々



経済を支える
•各国の更なるロック
ダウン

•経済の停滞

•非正規社員の失業

•移動が十分にできず

•新たな職を得られず

•貧困対策をするが

•財政負担増加



•感染防止と経済
•どうﾊﾞﾗﾝｽとるか
•罰則付き規制
•効果はあった

•段階的に緩和
•宗教行事尊重
•ｸﾘｽﾏｽ 大晦日
は規制なし

ロックダウン効果



• イギリス 最大33517人 11/12 

• 11344人へ 11/24 

• フランス 最大125414人 11/7.8

• 10186人へ 11/24

• スパイン 最大55019人 10/31‐2

• 12228人へ 11/24

• ドイツ 最大31480人 11/4

• 16370人へ 11/24

• ベルギー 最大15672人 11/4

• 1901人へ 11/24

• イタリア 最大40902人 11/13

• 23227人へ 11/24



楽天がＰＣＲ検査キット販売
•企業や学校等を対象

•唾液で検査 3日90％

•プーリング方式

•複数を混合して検査

•費用を安く

•もし陽性なら再検査

•個人検査料は３～４万円



イギリス アストラゼネカのワクチン
•他の２社のワクチンとの違い

•ウイルスベクター型のワクチン

•開発番号 「AZD1222」 効果は平均70％

•チンパンジーの持っている風邪のウイルスを利用

•低価格で作成できる

•アストラゼネカ 400円

• ファイザー 2000円 モデルナ 3750円

•保管も冷蔵庫程度で大丈夫



ウイルスベクターワクチンは、無害なウイルスを使用して、コロナウイルスに対する免疫応答を引き起こす遺伝物質を運搬します。

コロナウイルスのスパイ
クタンパク質遺伝子が無
害なチンパンジーウイル
スに挿入されている

チンパンジーウイルスは遺
伝的に変化しているため、人
間では増殖できません

ワクチンが到着すると、
細胞は遺伝子配列の情
報を読み取り、スパイク
タンパク質の何百万も
のコピーを生成します

タンパク質の断片は免
疫系に働きかけ、実際
のウイルスが体内に
入ったときに保護できる
抗体を生成します



アストラゼネカ社が量産すると
•2021年中には 30億回分を生産可能

•日本には1億2000回分を供給

•これも２回接種

• １回目は半量 ２回目は１か月後に普通量が良い

•治験数は11600人

•重症化したケースはないという

•※一時治験中断したが、ワクチンに関連無いと判断



新型コロナウイルスを克服するには
•今、世界で新型コロナとの対応に懸命である

•その時にどのように対応するか？

•フランスのマクロン大統領 新型コロナとの戦争

•ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞのアーダーン首相 新型コロナとの団結

•この２つの対応をどのように感じますか？

•マクロン

•アーダーン

•生活に密着した、生活感を感じる政策が必要

＞犠牲者

＞チームの一員 ＞一緒に対応しよう

＞罪悪感＞仕方がない

指導力
牽引力



ワクチン配布方法
アメリカは自国を最優先
ロシアは人命優先
中国は協力国優先

＞世界への影響力重視

＞バイデン政権では？

＞勢力拡大







財布は不要？
•進むデジタル化

•皆さんは使ってい
ますか？

•○○ペイ ○○コ
イン など

•これを使いやすく

•日銀もデジタル通
貨実験を





•Alipay（支付宝）やWeChatPay（微信支付）が普及
•利用率 86％
•どこが違うか？





簡単に説明すると

中央銀行

個 人

民間銀行

商 店企 業

基本的には日本銀行が発行
する銀行券や補助硬貨を使う
ことによって経済が回っている



簡単に説明すると２

中央銀行

個 人

民間銀行

商 店

仲介業者

企 業

現在はクレジット
会社やPayPayな
どの業者がカード
やスマホを使って
決済の代行をして
いる
基本は日本銀行
券の移動

実際には銀行券の移動はなくオンライン上でデータの移動が行われている



簡単に説明すると３

中央銀行

個 人

民間銀行

商 店

仲介業者

企 業
実体のある紙幣や
硬貨を発行するこ
となく、全て電子
データのやり取り
で行われる 問題はデータの安全性をどう担保するか



玉虫で飾られた馬具





魏志倭人伝伊都国
⇓

金印出土地
⇓



•玉虫厨子

•法隆寺







香港で民主活動家が収監される
•香港国家安全維持法の適用はなし

•最高刑は５年

•香港の民主主義は死なない

•生まれた町の自由を守るため

•海外の応援も大きい



一国二制度崩壊
•香港行政長官が施
政方針演説

•国家の安全に危害を
与える行為は罪悪

•国家安全維持法で沈
静化

•議会議員に忠誠を

•公務員にも忠誠を



安倍氏問題
•桜を見る会について

•東京地検が捜査

•900万円以上負担か？

•会費不足分の補填

•安倍氏は国会答弁で支
出した事実はない

•政治資金収支報告書に
記載なし



忖度優先？
•安倍政権の積み残
した問題が噴出

•それを支えた菅官
房長

•首相となった今どう
説明する

•答弁しない

•行政の問題点打破
をうたったのに



今 政府・国会は正常に機能しているのか
•過去が良かったというわけではないが

•戦後の民主主義は５５年体制が作ってきた

•自由民主党と日本社会党の対立構造

•93年に細川護熙内閣の誕生まで続く

•利点もあったが官僚による政治や癒着をもたらした

•ソ連の崩壊から社会主義政党も崩壊していく

•革新政党が色あせていく 日本共産党

•保守政党が分裂して二大政党をねらったが失敗



何時解決できる？
•日韓関係がもつれている

•慰安婦少女像 徴用工問題

•韓国の印象は悪い

•韓国ではどう教えている？

•日韓請求権協定に言及無し

•十分な賠償や謝罪なし

•課題 日本の首相に手紙を

•どのようにして溝を埋める？



韓国政府が動き出す
•駐日大使に知日家

• 姜昌一（ｶﾝﾁｬﾝｲﾙ）氏

•韓日議員連盟会長

•東大大学院卒
•テーマ：近代日本の朝鮮侵略と大アジア主義

•硬直した韓日関係改善に努める

•しかし、かなり強硬派

•前進するためにはどうする？

国後島訪問で
非難される

「親日派」の
子孫を糾弾す

る運動



韓国の100ウォン硬貨

•李舜臣（ｲｽﾝｼﾝ）という将軍
•政府標準遺影としている
•この絵を描いたのが親日家であったということ
で刷新することになったという

チャン・ウソン
画伯



エチオピア内戦の続報



政府軍攻勢
•ティグレ人民解放戦
線に降伏要求

•一般人を人質

•人道的ではない

•戦車隊で包囲

•徹底抗戦を表明







入間川



調布の地下に出来た穴
•10月18日 調布市東つつじが丘で道路陥没

• 付近の住民は一時避難

•東日本高速道路が外環自動車道
建設中

•直ぐに埋め戻しをする

•原因究明のために付近の地盤調査
を行う

•11月4日 新たな空間を発見と発表

•11月21日 さらに空間があると発表



新たな空洞は
•地下５ｍの所

•３×４×30ｍの穴

•直ぐには影響な
いと判断

•掘削機は40ｍ下

•この位置は所有
権が及ばない









今回の事故があった場所の断面図

•地下40ｍ～50ｍ

•内回り 外回り ２車線

•幅40ｍ 高さ18ｍ

•この工事の準備作業中

•原因不明

•ＮＥＸＣＯ東日本は緊急
事態とはとらえず







政権移行へ
•トランプ大統領は敗北
は認めずも政権移行
への協力を指示

•ＧＳＡがバイデン氏に
書簡

•資金供与を開始

•政権移行へ一歩前進

脅されていたので
安全のため



バイデン新政権の顔
•24日 新政権の主要メンバー候
補を公表

•人種、性別など多様

•トランプ大統領の近親者起用と
は大きく違う

•経験を重視

•実働部隊という感じがする



今回の人事のポイント
•今回は外交・国家安全保障を中心にした人材発表

•国務長官ブリンケン氏 長い外交経験

•補佐官サリバン氏 イラン核合意で尽力

•特使ケリー氏 パリ協定交渉で尽力

•安全保障長官マヨルカ氏 ヒスパニック系

•国家情報長官ヘインズ氏 初の女性長官

•国連大使ﾄｰﾏｽｸﾞﾘﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ氏 黒人女性

•財務長官イエレン氏 元ＦＲＢ議長 初の女性長官

復帰の方向

スーザン・ライス氏



今後どうなるのか
•バイデン次期大統領が一部の閣僚人事案を発表

• 議会で承認されなければならない

• 上院での過半数は無理と見られる

•ここでのポイントは左派の起用があるか

• バーニー サンダース氏 労働長官？

• エリザべス ウォーレン氏 ？

• ⇒共和党から社会主義と批判される

•難しい舵取りになる

途中降板



トランプ大統領
•Ｇ２０の会議に出席

•パリ協定を批判し、アメリカの脱退を確認

•その後の会議には出席せずゴルフに

•大国の指導者としてどうなのか？

•自分の政治ができないからか？

• 選挙結果に対する裁判を仕掛けている

• 多くの州で上手くいっていない

• 弁護団が手を引く ＝証拠を提出できない

偽証したら
資格はく奪



トランプ大統領
•Ｇｏｏｄ Ｌｏｓｅｒ ＝ 潔く負けを認める人

•大統領として、選挙に負けた時にこうあるべき

•ニクソンとケネディーが争った時

•最終的にケネディーが勝利

•ニクソンは選挙に不正があったと裁判へ向かう

•共和党内から反対意見多数

•次に出るためには潔く負けを認めよ

•実際にその後大統領になった



トランプ大統領
•政治の玄人ではない

•ビジネスマンであるという姿勢が強い

• ディール（取引）を重視

• 朝８時から毎日ＣＩＡの報告を受けるのが一般的

• トランプ氏は昼に出てきて週に１・２回しか受けず

• 世界情勢を十分に把握していなかった

•2024年の大統領選挙への出馬を考える

• トランプ氏に異を唱えること =出来ない



共和党がトランプ党に？
•共和党の中で次期大統領を狙う人

•今対立すると、中央から遠ざけられてしまう

•例 国連大使 ニッキー・ヘイリー

• サウスカロライナ州初の女性知事

•2017年１月～2018年10月

•トランプ大統領の対応に苦慮

•両親がインド人（シーク教徒）

•もし立候補すればハリス氏との女性一騎打ちに





トランプ離れが出始める
•アメリカ第一次主義

• 地球温暖化はまやかしである ＝ パリ協定脱退

• 排気ガス規制の緩和 ＝ 内燃機関車存続

•ＧＭはＥＶ車へのシフトを明言

•他の自動車会社にも変更を示唆

カリフォルニア州の環境規制裁判 自動車会社は政府側を支持



世界の趨勢はＥＶシフト

•ノルウエー 2025年

•スウエーデン 2030年

•ドイツ 2030年

•イギリス 2030年

•カリフォルニア州 2035年

•中国 2035年

•フランス 2040年


