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東京都の死亡者数と感染者数



日本が激減している理由
•確固たる研究はまだなされていない

•カタストロフィーという考え方

•突然の大変動 大きな破滅 悲劇的な結末 破局
大詰めという意味

•COVID19 のウイルスが変異していく中で自己破壊を
していっているのではないかという考え方

•日本は島国なので、陸続きの国とは感染・変異に差
があるのではないか



先週取り上げたドイツの状況

９月



やっとで決まった
•９月の選挙よってメルケル首相の
政党が敗れる

•次期政権担当で連立するための
調整に時間がかかる

•12月に第一党社会民主党から
ショルツ首相

•３党による連立

•その間政治空白



政治空白が招いたCOVID19拡大
•ここに来て感染者最大に 68049人 11月23日

•ワクチン２回接種 68.0％

• 8月26日 60％を超える その後の伸びが鈍い

•ここに来てワクチン接種や被感染者等のみ行動制
限なしとする

•空白の間 政策を決定施行することができず

•中央アジア等からの出稼ぎ者が多く来る

•まだワクチン接種が進んでいない

＞国内の反対が多い

＞感染拡大へ



昨日のニュースから ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ
•ドイツの政権交代時のトラブル

•ﾒﾙｹﾙ首相は次期政権担当者となるｼｭﾙﾂ氏に新型ｺ
ﾛﾅの感染拡大に対して十分対応する要提言

•シュルツ氏はこの提言を無視

•各州にﾒﾙｹﾙ氏の要請に応じない様指示

• ⇒匿名を条件に複数の関係者が証言

•社会民主党はこれについてノーコメント

•ﾒﾙｹﾙ氏はそれ以上の働きかけを止めた



脅威再び
•香港で２人確認

•南アフリカで変異
した新型コロナ

•深刻な変異

•高い感染力

•免疫回避力大

•新たな感染拡大

•株価下落



シリアとアフガニスタンについて



シリア内戦を告発する



収容所は最悪の環境
•2011年 アラブの春を受けてシリアでも自由化の動き

•自由化の動きを政府は武力で弾圧

•ブカイ氏は拘束されて15㎡の部屋に 70人押し込む

•ナジャ・ブカイ氏が描いた収容所内のイラスト

•膿と血液の非衛生的な部屋

•１日２回のトイレタイム

•拷問や天井から縄で吊るされた収容者

•毛布にくるまれた死体と運ぶ半裸の収容者



歌を届ける
•イスラム法で芸
術が抑圧される

•その文化を伝え
たい日本人

•この冬飢饉の可
能性大といわれ
る中で

•収入は寄付





国境でのせめぎ合い



ポーランド国境
•ベラルーシ側に難民が
終結

•国境には有刺鉄線

•イラクから来たクルド人

•夜中にベラルーシ兵が
無理やり国境を越えさ
せる

•ベラルーシの戦略か



新ルート
•イラクやシリア、アフ
ガニスタンからの難民

•仲介業者が勧誘

•今まではトルコから海
を渡ってギリシャへ

•危険性が高い

•陸路で安全という事で
新ルートとなる



なぜポーランドに？
•ベラルーシの思惑

•ルカシェンコ大統領の圧政に対してEUが経済制裁

•これに対抗する意味がある

•同時期、ベラルーシは難民に対してビザを発給

•入国した難民をポーランド国境に送る

•ベラルーシ兵が入国を支援

•費用は20万円ほど 60万円出せば先の逃亡も支援

•ポーランド側は阻止に動く

今年６月





考え方の多様性







「生きる」という権利は誰にもある
•死刑廃止論も同じ考え方から

•基本的な人間の権利を根本から否定する刑罰

•1977年 ストックホルム宣言 死刑廃止

• ほぼ同時期に

•アニマルライツ 動物の権利 という考え方

•苦痛を感じる能力があること（そのための感覚器官
や神経組織、脳を備える）をはじめとして、感情や欲
求を持つこと、知覚、記憶、未来の感覚があること

ノンヒューマン・パーソンズ



政局は今後どうなるか？



予想外の自民党圧勝の衆議院選
•安定多数の議席を得た自民党

•公明党との連立を今後続けていくのか

•岸田首相は憲法改正に意欲を見せる

•公明党は憲法改正には積極的ではない

•日本維新の会が野党第二党

•憲法改正に意欲的

•自民党はどのような対応をしていくのか

•国民民主党も日本維新の会にすり寄っている



派閥を見ると
•今回議員数を減らした

•全体的に減少

•石原氏は代表辞任

•石破氏も影響力低下

•細田派の会長安倍氏

•甘利氏の小選挙区×

•３Aの目論見失敗

•岸田氏への影響力低下



ポスト岸田氏はどうなる
•岸田氏が長期政権を築くのか

•安倍氏は直接の後継者はいない

•今回は高市氏を強く押し河野氏より上に行く

• 高市氏は無派閥（以前は町村派に所属）

•安倍氏は高市氏を細田派に入れたがっている

•細田派の中では稲田氏、下村氏が狙う

•高市氏が入る余地はあるのか

•⇒こう見ていくと勢力争いしか見えてこない



立憲民主党の代表選挙も注目
•枝野体制からどう変わるのか？

•共産党との閣外協力をどう考えるか

•４人の候補は基本的には変更しないが再考部分アリ
というスタンス

•国民の意見を汲み上げて国政に反映するという

•野党としてのインパクトをどう有権者に与えるか

•ただ政権批判だけしてもダメ

•対立する法案をもっと提出していく必要がある



日本の実力低下



日本は世界からどう見られているのか
•日本の政治力はどうなのか

•G７（先進7ｶ国）の一員 世界経済の動向を監視する

•1970年代にスタート

• 1968年に西ドイツを抜いてGDP2位 ＝経済大国

•勤勉な国民 ウサギの家でコマ鼠のように働く

•技術力が高い

•労働生産性が高い

•JAPAN AS NO1 1979年に出版 世界経済を席巻

＞政治力は注目されず



日本は経済力・技術力で評価
•MADE IN JAPAN SONY TOYOTA HONDA

•これがもてはやされたのは過去の話

•日本は技術開発を先行してもガラパゴス化

• βビデオ ハイビジョン 携帯電話 等

•世界で共通化できずに終わってしまった

•世界標準に合わせるようになり、先進性を失う

•バブル景気が後退してから浮上のきっかけがない

•暗黒の30年といわれてしまう



20
19

0.5％

高度経済成長期

オイルショック

バブル景気

＜ 失われた３０年 ＞



物価変動
•プラス

• インフレ

•市場が活発に
なり物価上昇

•マイナス

• デフレ

•市場が不活発
で物価が低下



GDPの成長度
•日本 1995年から横ばい

•アメリカ、EU、中国は上
昇している

•日本が一人負けしている

•原因は低賃金労働

•派遣やﾊﾟｰト ｱﾙﾊﾞｲﾄ

•外国人労働者



価格高騰
•2020年１月１日

•この時点を100

•石炭 LNG 石油
2021年から上昇

•ｴﾈﾙｷﾞｰ源が高
いと輸送費等が
上昇

•商品価格が上昇



日本へ観光に来る人の感想
•日本は物価が安い

•たくさん色々なものを買える

•旅行者はそれだけたくさんのお金を持っている

• ⇒所得が多い

•自国での生活実感で日本を見るから安いと感じる

•日本は経済成長をしていないともいえる





OECD 世界の平均賃金 2020年



日本の賃金水準
•2020年の日本の平均賃金 38500ドル

•アメリカは69500ドル

•OECD（経済開発協力機構）の平均 49200ドル

•平均値の78.3％

•アメリカの55.4％

•アジアでは韓国に次ぐ２位（OECD加盟はアジア２）

•日本は長い間賃金が上がっていないのが現状



韓国に2015年に抜かれる





BMI という指数をご存じですか
•一般的にはBody Mass Indexの略

•肥満度を示す指数

•今回は経済を知るための指数です

•Big Mac index

•1986年 イギリスのエコノミストによって考案

•全世界でほぼ同一品質のものが販売

•原材料費や店舗の光熱費、店員の労働賃金など、さ
まざまな要因を元に単価が決定





BMIでその国の経済力を知る 2021年７月







中間層が拡大している
•1970年代 日本は急速な経済成長をしていた

• 「総中流社会」という言葉が出現

•今年、岸田首相は「中間層の拡大に向け、成長の恩
恵を受けられていない方々に対して、国による分配
機能を強化します」と発言

•バイデン大統領も This country wasn’t built by 
Wall Street bankers, CEOs, or hedge fund managers. 
It was built by the American middle class. と発言

•周近平も「共同富裕」を推進すると宣言



中間層を意識している
•これだけ首脳陣が言葉に出しているということは

•中間層がまだ十分に育っていないという事の証左

•日本の社会は現在二極化しているという

•それは日本だけでなく世界で進行している

•理由は低金利などの金融政策にある

•日本ではアベノミクスが代表

•低迷した経済を立て直すために市場に資金を供給



デフレーションとは



アベノミクスは
•０金利にする

•企業は銀行から資金を
借りやすくなる

•設備投資や雇用に＋

•生産が盛んになれば消
費も伸びる

•経済が回り始める

•景気回復へ



アベノミクスの結果
•大企業や資産家にとっては満足いくもの

•大企業では新しい事業を展開したりする

•資産家は銀行の金利ではもうからない

• 金融商品を利用して資産を増やそうとする

• 株価の高騰につながる

•大企業は株価の上昇によって資産価値が上昇

•収益を上げるために海外展開

•中小企業は業績低下

サプライチェーン化



日本銀行 低金利 ０金利政策

A 社 B 社

C 社

アジア

下請け 下請け下請け

合併

新工場建設

新規採用

工場進出

下請け切

大企業は収益上げる

大企業従業員は給与上がる

中小企業は収益下がる

中小企業従業員は給与下がる 無くなる

※住居費 教育費 医療費などは共通 ＞二極化



一方でこんなことも



なぜ高騰している
•2021年４～９月の首都圏の新築マンション平均価格

• 6702万円

•東京23区の新築マンション平均価格

• 8686万円

•ダブルインカムノ-キッズ という言葉は古くなった

•現在はパワーカップルと呼ぶ

• 夫婦２人で1400万を超す収入がある

＞ 昨年同時期より17％増

＞ 過去最高



日本の今後を考える
•経済大国と言われ
たのは過去の話

•第３位の経済大国

•このグラフを見ても
分かる通りインドに
抜かれている

•もう少しでドイツにも
抜かれる



日本はじり貧状態
•今のままで行くと世界的にも経済的な優位はなくなる
•岸田首相 新しい資本主義の実現
•（1）科学技術立国
•（2）デジタル田園都市国家構想
•（3）経済安全保障
•（4）人生100年時代の不安解消に向けた社会保障改革

•アジアでの優位性が低下
•日本から出稼ぎ労働者が出現する社会


