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世界と共に生きる、よりスマートでより美しい日本

―

今のままではこの国は衰退をしていく

健

飛岡

総裁選を見て

―

（株）人間と科学の研究所 所長

世 界 と 共 に 生 き る 、よ り ス マ ー ト で よ り 美 し い 日 本
した。人によっては、この言葉は適切

たもや首相ポストを再度投げ出し辞任

「桐一葉落ちて天下の秋を知る」

〈はじめに〉

竹下、石原が続き、自民党７派の内、

氏支持を表明し、続いて麻生、細田、

め、何と総裁選開始前から二階派が菅

を鈴木俊一総務会長の下に総務会で決

避け、両院議員総会で総裁選を行う事

い石破ハズシの為に、党員会員投票を

候補したが、明らかに党員に人気の高

い新しい視点からの政治は見られない

しているからに他ならず、より望まし

という前安倍政権の政治的立場を肯定

菅政権が「コロナ対策と経済の回復」

して打ち出している事である。それは

が「安倍政権の政策の継承」を政策と

何よりもガッカリするのは、菅政権

ので、もう少し長いタイムスパンの考

家全体の責任でもあり、問題でもある

位置〟を捉えられていない現在の政治

るので、根本的に〝世界の中の日本の

かけることになるであろうと考えられ

の低迷は更に進み、日本沈没へ拍車を

してみる。そして今のままでは、日本

価をすると共に、次の菅政権の予測を

本稿においては、まず安倍政権の評

でないと語るかも知れない。何故なら、
５派が菅氏支持を決め、事実上総裁選

のだ。

のだ。これでは国の将来は暗い。

次の説明に対し、エクスキューズを認
は終わってしまった。何とも凄じい権

２０２０年８月 日安倍首相は、ま

めているからだろう。

様々な政治的条件を自らの身体的条件

まえば、選挙民の事よりも派閥力学の

議士とは言え、彼らは議員になってし

議員制度で国民の忖度を受けている代

る。

である。加えて評価の時間間隔が異な

自賛の評価と違い、もっと厳しい評価

マスコミや一部政治家や評論家の自画

本の明日を真剣に考え、自からの政治

は政権闘争の為の政治であり、真に日

「国民の○○○」と言いつつも、実体

察を行う。

を配慮し、このタイミングしかないと

中での決定の方が優先で、国民の声は、

私はそもそも安倍政権への評価は、

の判断の下に決断したとの事であっ

〝声なき声〟として都合の良いように

力闘争であることか！そこには間接代

た。何よりも体調の不良が原因と語る

それは前回の如くに突然ではなく、

が、潰瘍性大腸炎という奇病で、まだ

利用するだけになってしまうというい

岸田、石破の両名は、何とか次回以

迷を招いているとの判断をしているの

事が、今日の日本の世界での立場の低

因なのである。仮に日本人が日本を考

日本の状況であり、日本を救えない原

の明日を考えた改革意識の欠如が今の

とする政治家は少ない。何よりも国家

生命を賭けて、その為に政治をしよう

現在の政治家の行っている政治は、

原因が判らない病気の一つであり、今

つものパターンが再現されている。

戦後の日本の政治において、日本の

までは治療薬の投与によって何とか活
動出来ていたが、突然悪化し入院とい

降のチャンスの芽を潰したくないこと

えているとしたら、現況を顧みると余

経済復興の最後あたり １( ９８０年代
後半 か) らの自民党政権の行ってきた

う事態が想定されるので、政治的空白

で、安倍政権も今度の安倍路線継続路

立場を捉えていないと言わざるを得な

と、プライドの為に立候補したが、全

いだろう。

が生じる可能性があり、それを回避す

ダメにしている自民党の政権の延長な

〝日本低迷継続政権〟であり、日本を

りにも時代の変化と世界の中の日本の
そして菅氏支持の背景は、表向きは

線の菅政権も、日本の歴史においては、

〝安倍政権の方向の継承〟の選択であ

く大勢は決着してしまっている。

したという。この言葉にエクスキュー

いる」とか様々な憶測も流れているが、

いかに保持するかの立場での支持であ

そして他の支持派閥も自派の影響力を

までは自分達の将来が大きく損なわれ

長の状況を肯定的に見ており、今のま

大半は、今の日本の１％以下の経済成

８月 日の首相辞任の報道がなされた

梓中に、安倍首相が健康上の問題で、

たまたまコロナについての原稿を上
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る為に、このタイミングを諮って辞任

ズを認めた人は納得したのであろう。

ここではそれには触れない

り、真に〝明日の日本を国民の為〟を

ていく事に思いを馳せられない。

（１）安部政権の政治の分析

るが、二階氏は幹事長の座を確保し、

そしてその辞任発表後に、自民党の

考えての大義のある総裁選挙では無い

のである。しかし幸せボケの日本人の

もち論裏では、
「検察の手が伸びて

総裁選が発表され、３人の候補者が立
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：見通しさえつかず
〇ロシアとの関係の改善

：むしろ悪化
〇韓国との関係

：最悪の状態
〇北朝鮮問題

：全く断絶状態
〇 etc.

決定したのであるが、さぞかし無念で
あったことであろう。しかし安倍首相

題を生ぜしめた。

になっても、今の日本の状況を大きく

改善出来る事にはならないだろう。コ

ロナを収束させ、日本経済を再興させ

られ、日本の文化的レベルを上げ、日

本人の精神を向上させる能力を有する

その為にも、日本をもう少し全ての

人物が登場して欲しいものである。

国民が活躍出来るように、地域重視の

政治体制にせねばならない。それはま

た別の機会に論じる事にして、ここで

は先ず安倍政権の評価を詳しく行って

みよう。

安倍首相の親密関係に、一定の評価を
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ます」と何度も語ったが、実際に何も

う。だから平気で、
「責任を感じてい
ます」と公に言ってしまうのである。
やはり真のトップになるには、十分に
自分の口から発する言葉に深い意味を
与えられる能力と責任感が必要であ
る。それにより実行度が高まり、人々
の信頼を得る事になる。安倍政権が成

日米関係の強化の評価

評価能力を先ず評価しなくてはならな

私は安倍政権を評価するマスコミの

１―１

すべきであろうか？資本主義陣営の今

いと考える。それはＴＶ局としての評

これらをどのように全体として評価

の日本の状況は一首相の任期中での行

価基準が固まっておらず、その場その

し遂げた事も確かにある。しかし功罪

動で功罪を論ずべきであろうか、ある

場の雰囲気で、その場の出来事の評価

は相反するか、むしろ悪い結果を招い
ている。

いはこれからの自民党政権全体を考え

日本の多くのマスコミは安倍政権の

をしている。今回はこの事については

成果の１つとして外交を上げるが、私

て判断するべきであろうか。とは言っ

の中での立場が表面的な外交上の成果

また別に回すことにする。

を別として、政治、経済、社会等多く

は全く納得がいかない、何故か？

ても、私は安倍政権の間に日本の世界

の面で著しく低下したものと判断して

おそらく今のところ誰が次期の首相

これには少し微妙な議論が必要とさ

が、同時に次のような、より多くの問

いる。無論、これは一政権のみでなく

言葉には責任感が無く、
「責任を取り

れる。何故なら世界的に見た時のア

〇 etc.

自民党政権全体の問題と捉える事の方

〇日米関係の良好さの強化

めているとは思えない。任期中に安倍

〇失業率の低下（４％台～２％台）

メリカとの関係は、トランプ大統領―

１万を切るまで）
図2

が重要である。

〇株価の上昇（元々 3 万数千から、

等々若干の政策の実現を果たした

〇安保破防法

図3

〇消費税上げ

首相が実行した事は次の如くであり、

の表情を見る限り、それ程深く心を痛

〇学校の承認化問題（モリカケ問題）
〇財務省を始め、公文書改ざん問題
〇多くの政治家の問題の輩出 ( 任命問題 )
〇役人の退廃（官僚主導）
〇桜を見る会 公の私物化
〇国民の平均所得の低下
〇１９９４年以降、１％以下の成長のまま
〇 etc.
・韓国との関係の悪化
・ロシアとの実質的関係の悪化
・拉致問題の困難化

ので、やはりここで筆を取らねばと思
しなかった。実に言葉に与える意味の
薄さと、それを守る意志が全く感じら

い立った。
日本の首相としての在任期間最長を
れないのである。きっと言葉を深く学

〇拉致問題の解決
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記録したので、安倍首相は体調を優先

：全く達成出来ず

ぶ努力をし、ひとつひとつの言葉の重

：借金の増加
〇２％のインフレターゲット

したのである。しかし次に示した如く、

〇プライマリーバランスの悪化

みを感じ取った経験が無いのであろ

：見通し立たず

やり残した課題は多い。

〇憲法改正

これらをやり残したままでも引退を

図1

世 界 と 共 に 生 き る 、よ り ス マ ー ト で よ り 美 し い 日 本

ば、アメリカのトランプ大統領になっ

来を考えた時、実に問題が多い。例え

本の将来を見据えてアメリカとの関係

相として、ある一時期のみでなく、日

違った評価が出て来る。要は日本の首

るべき論」から事態を考えると、少し

しかし少し目線を変えて「本来のあ

いてもおかしくはない。

かったと評価するメディアや専門家が

させただけでも安倍政権の寄与は大き

れた筈であるから、その厳しさを緩和

厳しい条件をトランプから突き付けら

係が構築され無ければ、日本はもっと

確かに安倍 ― トランプの良好な関

て対応していくべきなのである。

国家間の対立よりも、全世界が協力し

しい異常気象を視野に入れるならば、

てもらえなかったであろう。今日の厳

どしなかった。仮にしても、耳を貸し

メリカに留まるように説得する事は殆

に、トランプが離脱すると言ってもア

ても、日本はまだそこに残っているの

ある。パリ協定にしても、ＷＨＯにし

残りを日本が良く纏めたという評価で

かった。むしろアメリカが抜けた後の

どこもそうした視点を持つところは無

言うべきであろう。しかしマスコミは

れなかった事は、安倍政権の失態と

何よりもＴＰＰからの離脱を止めら

そして、この評価をする際に視界に

りの半分位が戻っただけとも言えるの

が深かったから、反撥してやっと下が

分を回復したのみであり、下がりの谷

付けている事から考えると、やっと半

元々日本の株価は３万８０００円台を

確かに２・４倍位の株高と言えるが、

台まで持ってきた事のみを考えれば、

そこから、２万３０００～４０００円

安倍首相の就任時の株価１万円そこ

― どこを基準にして見るのか？―

１―２

従っているだけの関係なのである。自

てから行われた次の点はどう評価され

をどうするのかとの判断が私にはまず

そうした事のみか、経済的にもアメ

入れておかねばならないのは、何と

くが、長期的にみると問題山積みとい

るのであろうか？

大切と思えるが、どうも今の人達は、

リカの要求に屈して、多くの要求をの

その間にアメリカのＮＹＳＥの株価

視眼的な考え方である。

本来、中国の一帯一路に対し、ＴＰ

政治家にしても、経済人にしても、短

んだ。例えばトヨタもかなりの投資を

は、数１００％以上の伸びを示してき

与えられるが、もう少し日本全体の将

Ｐは有力な資本主義陣営の対抗馬とし

期的にしか見ない。特に今の自分に

アメリカにし、軍事費の増額にも応じ、

た点である。そして世界の多くの株も

分で自分の国を自力で守る意志の無い

ての機能を持ったと考えられるが、そ

とってどのような評価が下されるとい

大豆や牛肉の輸入量に関しても大幅に

うことになる。

れをトランプ大統領が止めさせた事に

う極めて短い時間での評価が主となっ

輸入を増やし、トランプの要求に応え

ないのだろう。

株価の上昇

しかし極めて不本意である。

である。

私は大きな歴史の流れを捉えると、

大きく最高値を更新しているのだ。と

風にも判断出来るのである。

国民である限り、その程度でしょうが

対し、安倍政権は何の歯止めもかけら

てきてしまっている。

目先の事だけを考えれば、そういう

れなかった。個人的にゴルフをやって
親しくなるのは良いが、対等に議論の

るといった形で、アメリカの無理難題
の時代が〝パックスチーノ〟が来ると

これでも日米関係の強化と言えるの

私は１国の首相というのは、自分が

る。

１万５０００円程も下がったままであ

ころが日本の株価はまだ最高値から

やはりいずれここ ～ 年で次の中国

さえて、世界の他の国よりは、少し良

判断している。そうであるとすれば親

であろうか？アメリカの無理のごり押

出来る関係ではなく、日本の主張を押

い条件で〝２国間経済交渉を行った〟

米親トランプである事は、今の時期の

を飲んできたのである。

という程度である。ある人達はそれが

しの強まりであって、日本は大人しく

30

みを考えれば日本にとってプラスに働

20

〇ＴＰＰからの離脱
〇パリ会議からの脱退
〇ＷＨＯからの脱退
〇国連の非重要視
〇軍事費の増額
〇中国の洋上進出に有効な手を打てず
〇輸入額の増加
〇日本の産業の米国化
〇 etc.

凄い成果だと評価するが、余りにも近

2020. 11
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図4

日本は本当に貧しい人々が増えている

であり、食事も十分ではないという。

後ろの両方に責任を持つ人がなるべき
のだ。

にどうして今のような記事にしかなら
ないのだろうか？

ど姿を消しているのである。その事実

を問題視しないで、僅か１％前後の成

長を評価しているのである。しかも戦

を、その時のトップの業績に帰するの

復基調の一翼をになったかの如き状況

のか？誰も取っていない。逆に僅か回

１万円も落下した責任を誰が取った

みに上げていく事が本当に出来るので

そうした就業者の給与を正規労働者並

やしていく段階だ」という。果たして

ていく政策もある。今は就業者数を増

就業者を増やし、それから給与を上げ

持続型の選択をしたとしか捉えられな

日本が世界の中での成長を諦め、低位

活が出来たとの説がある。これ等は、

は経済に打ち込め、人々は安心して生

なった事によって政局は安定し、国民

安倍政権は２期８年弱の長期政権に

ろうか？「追い付け、追い越せ」のス

何故、そうした状況が生じるのであ

いのである。

せただけではないかと言わねばならな

で、日本の世界的立場を著しく低下さ

期政権だけど結局その間何もしない

こうしたデータを元に考えると、長

後最長の経済成長との自慢まで行って

は何ともつじつまが合わないと考えて
あろうか？むしろ欧米のように景気の

い。それ故、これも全く納得がいかな

ローガンも消え、それは日本人の生活

長期政権による安定の功

いる。それ故に株価の回復を安倍政権
変動に応じて雇用者を切る事が自由に

い。何よりも対抗馬が自民党内にも、

が、ある一定以上のレベルに到達し、

事と年代的には一致するのである。戦

数字のみを見ると、とても望ましい

いる。そして、他の多くの大企業もフ

ション化していくとの方針を発表して

計を変え約 兆を入れた寄与分がある

干の増加分があるが、それはＧＤＰ統

なったところで、それ以上の成長への

済状態から世界と肩を並べるまでに

働者の就業が多いのである。そして

何よりも女性、高齢者等の非正規労

政権の功とは考えにくいのである。し

４％台から２％台になったことが安倍

そのように考えると単純に失業率が

るし、世界の中でのＧＤＰ比も、 ％

から 位まで低下しているのが良く判

日本の一人当たりＧＤＰが世界第２位

長している。その複利で計算すると、

その間に、世界平均は３～４％で成

界の中の位置の相対的水準の両方を考

責任なのである。

に更なる未来を示さなかった政治家の

のであろう。その責任の一端は、国民

程度なのである。

年々労働者の平均給与が下がり、年収

かし多くのマスコミは、まさに数字の

から数％レベルまでに低下し、世界の

えねばならぬのに、日本人は自らの絶

であろう。日本経済の絶対的水準と世
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トップにいる間のみでなく、その前と

ポジションであると考えている。

１―４

の手柄とは捉えないのである。日本

出来る体制に移行しているように見え

民主党にも現れなかったので、長期化

人々は物質的生活の価値よりも、心の

これに対し、一部の評論家は「先ず

人の多くは下がったのは、リーマン

るのである。出来るだけオートメー

したのみであり、日本経済は１９９４

豊かさを１９８０年代から求め始めた
てきて、その間に日本のＧＤＰは殆ど

後の奇跡の復興を通じて、どん底の経

数字に見えるが、就業者の実質的内容

ルオートメーション化への努力を強め

２００万以下の労働者が１０００万人

表面のみを見て、評価している。マス

企業１００社の中から、日本企業が殆

と同様に日本人の〝世界観の欠如〟

以上いるのが、今の日本の実情である。

コミにも数字の判る人材はいる筈なの

国民的エネルギーは停止してしまった

を見て見ると、見掛けだけの数字の減

ている。

30

そして小学生の６人に１人が貧困家庭

17
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日本の株価が３万８０００円台から

ショックであると捉えているが、日本

ション化し、それ以外は本当に必要な

年４月からの低落傾向を約 年間続け

いるのではなかろうか？京セラは国内

成長していないのである。数字上は若

いる。

の株価は、１９９０年以降不調そのも

専門家を除いては、雇用調整のし易い

罪

のなのである。

非正規労働者を増やす方向に向かって

１―３

にある 工場の殆どをフルオートメー

失業率の４％台から２％

台への減少

30

りとは全く異なる様相が見えて来る。

16
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対的水準のみで考え始め、世界の平均
的経済成長率よりも低いところでの成

間は、安倍首相の責任なのである。
今や世界はグローバル化と共に、資
本的、情報的に、有機的につながり、
昔のように１国単位で閉鎖的に自国経

年間甘んじてきたのであ

る。本来安倍政権が優秀であれば、そ
済を考えられなくなっているし、更に

長にここ

れに気づいてもっと思い切った成長戦

治的に関わってくる時代なのである。

行等が連携して、１つの国の経済に政

ワールドバンク、世銀、各国の中央銀

アベノミクスは不合格

略を描き出すべきであったのである。

１―５
そうした状況の下で、安倍政権の経

を見てきたが、安倍政権の８年弱の中

の数値のみを見るならば、上がった数

値は多いとも言えるが、元々の日本の

戦後の動きの中で見た時、実質的には

殆ど日本の回復を図れていないのが事

これは安倍政権のみでなく、ある時

実である。

期からの日本の政権の能力の低下であ

り、日本経済を世界の中で輝かすこと

的には全く成果を挙げていない。私の

を余り配慮する事無く行い、結局結果

その後軍人が訪れ、その素晴らしさを

アに行った時に「かつての日本は武士、

る国々が増えてきている。インドネシ

代と違い、日本の衰えと劣化を実感す

ているようなものである。

のである。実質ゼロ成長を 年間続け

大半は統計の改定による増加寄与分な

年間で数 兆のＧＤＰの増加、それも

30

のが無かったと

ｈｅ Ｂｅｓｔと評価する事にしてい

めたサラリーマンが、経済的利益のみ

よって、８年間近くの長期政権になり、

結果的に対抗馬の出なかったことに

歴代１位の在任期間となり、菅官房長

で来るだけだ！」と何となく非難めい
た発言を政府高官の人から聞かされた

官も、二階幹事長も同じように在任１

る。その面から全くアベノミクスは評

が、否定出来ない事実であった。

評価するが、私

の３つが有機的

位になっている。確かに政権の安定に

あった筈であるが、少なくとも国内景

要は安倍政権のみでないが、ここ

気の底上げは出来ず、しかも外交的に

に連動して運用

の没落を糊塗するような見掛け倒しの

語る菅氏の総裁指名である。次にこの

そして今度は安倍政権を引き継ぐと

てしまった。

関係は悪化させてしまい、固定化させ

は現状固定よりも、むしろ大陸側との

以上安倍政権の業績のひとつひとつ

（２）安倍政権の評価

ていないのである。

えた本質的、抜本的、根本的議論になっ

よるプラスは国民にも国家にとっても

日米関係の良好さは、ある立場から

議論ばかりであり、世界と未来を見据

明らかに安倍政権を含めて、ここ

～ 年間の自民党政権の政治は、日本

されなかったこ

は評価出来るものの、以下の点を見て

日本のＧＤＰの

年間の日本は、かつてのマハティール

は言えない。

見ると、全く日本の立場を改革したと

１―６ 安倍外交は失点だらけ

価出来ない。

30

10

とに問題がある

20

と 捉 え て い る。
年 間、

成長を阻んでき

首相が「ルック・イースト政策」の中で、

それが

た の で あ る し、

日本をお手本と掛け声を掛けていた時

30

だ！

評価は最低世界平均年率３～４％以上

示してくれたが、現在はネクタイを締

が出来ないどころか、落ちていくのを

かなりの人が

のＧＤＰで普通、中国並みの６～７％

済運営は、国内政治を世界との連動性

①と②に関して

でＢｅｔｔｅｒ、そして ％以上でＴ

止める事も出来ていないのである。

は功をなしたが、

〇日韓関係は最悪の状況
〇拉致問題を硬直化
〇ロシアの領土問題の憲法での固定化
〇マレーシアのマハティール首相の
「日本のだらしなさ」発言
〇国際的に何も建設的発言と政策を打
てず
〇中国の洋上進出に有効な手を打てず
〇 etc.

③は見るべきも

何よりもアベノミクスは次の３つ

①金融政策
：金融超緩和 → ２％インフレターゲットの未達
②財政政策
：借金の積み上げ → プライマリーバランスの先送り
③産業復興政策：目立つことは無し

図6

は何よりも、こ

11

その最後の８年
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30

30

30

からなっていた。

図5

是非を論じていく。

（ ３） 菅 総 裁 候 補（ 首 相 候 補 ）

日本の状況で、今一番必要なモノであ
る。同時に、戦略目標達成の為には難
題もあるが、
それが達成された時の「国

菅氏にはそれが足りないように見える

るという。

や日本のデフレは、先進国全体のデフ

レと連動しており、その原因の１つは

発展途上国経済の追い上げと価格の引

き下げ圧力とが、グローバル化により、

強く先進国経済へ作用しているからで

ある。世界全体の動きに連動した政策

でしかインフレターゲットは成功しな

いのである。

んだ経験が少ないようである。必ずし

も経済の専門家である必要はないが、

経済動向への嗅覚は鋭く、それに相応

国のリーダーとしてではない。その下

は望ましい人間像でもあるのだが、１

価は大変に高く、アベノミクスの３本

総裁の評価であるが、菅氏の彼への評

チェックしてみよう。第１の黒田日銀

以下でひとつひとつをもう少し

達成なのか？それは明らかである。今

レターゲットの未達成である。何故未

い。例えば黒田氏の掲げた２％インフ

政策のみでは効果を生じる事は少な

考えるならば、庁ではなく、省として

本のこれからの発展を意図して政策を

４次産業革命の内容を良く理解し、日

く、５Ｇ、ＡＩ、ＩｏＴ、さらには第

しい人物を味方に出来るかどうかが１

で働く人物にとっては、
「明日の日本

柱の１つの金融政策をそのまま踏襲す
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民の嬉び」を呈示するのが、
１国のトッ

のだが、首相になって「君子豹変す」

の政策発表
安倍首相辞任発表を受け、総裁選が

プの役割である。私はそう考えるが、

始まった９月５日のブログに実質的
が生じるのか？しかし優秀な事務処理

だが今１度言うが、人間はどんなに

に、総裁決定の菅氏は自らの政策を７

この黒田日銀総裁の政策を単純に延

いくと、菅氏の認識の中には、
「世界

苦労しても、人生で夢を実現する努力

国の首相の資質である。黒田氏を選ぶ

能力を持っているので、現状の日本の

の中の日本の位置付け」と「日本丸を

をしたい生き物なのである。その夢を

ようではダメである。

項目にわたって下図の如く発表した。

長するとの発言は、菅氏が上述の如く、

どこの港に向けるために荒波を乗り切

国民に提示し、それへのチャレンジの

第２にデジタル庁の新設とデジタル

課題を処理する中継ぎ内閣としては望

るのか」と言った戦略目標が欠如して

機会を与える事こそ、トップの仕事で

これは菅氏が国際感覚を余り持たな

行政の１本化である。これは大賛成

これを見る限りは、今の日本の課題を

余り国際経済のメカニズムを深く知ら

いるように見えるのである。戦略目標

あり、責任であろう。もち論、夢の実

いのではとの疑問を感じてしまう。何

であるが、今回のコロナの件で日本の

ましいかも知れない。特に行政改革を

無くして、戦略が立案出来るのであろ

現には厳しい困難を伴う事もある。そ

よりも今日の世界、それ故日本も含む

遅れが白日に露さらされたことに弥縫

個々にはしっかりと捉えていて結構だ

うか？そして戦術に落とし、戦闘を出

れを恐れず国民に語らねばならない。

が、そこではグローバル化が〝産 官

ない事を物語っていると言えよう。と

来るのか。

しかし今の政治家は、良い事のみしか

学〟の全てで進んでおり、１国経済は

しっかりやって欲しいものである。

菅氏を概観すると、余りにも現実的

言わない。実際には多くの苦労が介在

と思う。しかしこの全体像を検討して

に政治と現実の日本の処々にどっぷり

策としての政策を作成するのみではな

同時に経済のメカニズムも余り深く学

とつかって、そこでまじめに生きてき

１国の経済政策のみで、しかも単一の

の国の形」こそが、この混迷を深める

た人物と映るのである。ある面でそれ

するのだが！

１．日銀総裁の手腕
：アベノミクスを継承
２．デジタル庁
：必要な法改正、最優先でやる 1 本化
３．中小企業の再編
：足腰を強くしないと立ちいかなくなる
４．オンライン診療、教育 ：恒久化
５．経済対策
：スガノミクス V 字回復より徐々に
６．供給網
：サプライチェーン リスク分散
７．携帯電話料金
：３社の寡占の検討
〇財政
〇金融
  ここで新機軸を出せるか！
〇産業育成

図7
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国民に人気の無いマイナンバーカー

立ち上げるべきであろう。まさに今回
ように法や制度、そして支援を改善し

て、新しい時代の中小企業が興隆する

本発のＳＴＡＭＰＥＲとすべきであ

取り組んでいるが、私はＳＴＥＭを日

１０００兆～２０００兆のスケール感

る借金をしてもすぐ取り戻せるので、

上の実行国家として１番優れている手

で、経済政策を策定する事である。幸

本は日本である。日本の個人金融資産

り、それこそ日本が世界をリードして

ＳＴＥＭが文明の発展が主体なのに

残高は約２０００兆円近くあるのであ

ていくべきである。これがスガノミク

対し、ＳＴＡＭＰＥＲは文明に文化を

ドを押し出していこうとの考えである

加え、文明と文化の調和した人間の営

る。これを活かさない手は無いのであ

いにもＭＭＴ（現代貨幣理論）の実際

してはこのデジタ

みによって、人類社会を調和した世界

る。その為には大きな政治的指導力が

いくベースとなると考えている。

ル化を推進してい

としようとする日本発の教育システム

必要である。その指導力を発揮して欲

スの３番目を有効にする上で極めて重

この世は全て「０・１」のデジット
く中で、必然的に

である。何よりも輸入学問教育から日

しいものである。スガノミクスは器用

が、もう少し日本的ＩＴとは何かをマ

で記述され、動いているのである。そ
活性化していく内

本人が自ら行ってきた事を自らの理論

さよりも、大胆な抜本的改善策として、

要なポイントになるであろう。

の「０・１」から、どのように今日の
容であり、一過性

として確立し、それを教え、実践する

もっとラジカルなものして欲しいもの

イナンバーを含めて議論すると共に、

世界がデジタル的に築かれているかを
の 政 策 で は な く、

ように今後の教育はなされていくべき

である。

らその定義まで変えていこうとの事で

れも賛成である。人口数と資本金とか

第３の中小企業の再編であるが、こ

良き点を取り込ん

で、しかも日本的

界をリードする形

吟味した上で、世

スとスガノミクスとして成果あるもの

中身である。何よりもこのアベノミク

題目はそれでも良いとして、３本柱の

クスを踏襲するという事であるが、お

第５の経済政策であるが、アベノミ

ジタル省を考えるべきである。

第４に、オンライン診療、教育に関

キチンと理解してこれからの時代の政
第四次産業革命と

なのである。

未来志向としての機能を発揮出来るデ

策を主導していかねばならないのであ
しての脳業社会を

あるが、それは１つの方法として良い

だ形のものとして

これはきめ細やかにやるべきである。

第６番目は、供給網の再編であるが、

る。

と思うが、何よりも大が中小を吸収す

レベルの維持では、実は思い切った

と同時に、何よりも現状程度の経済

動している事が重要である。

の矢」の如くに、各々が他と密接に連

にするには、その３者をバラバラに出

今日世界的にデ

展開していくべき

ジタル教育の一環

るような再編はしてはいけない。今日

面も拡大しており、ある面でこれから

動させるのではなく、毛利元就「３本

の時代は、ベンチャーの時代であり、

としてアメリカ初

であろう。

中小企業を形式的に分類して、その再

のＳＴＥＭ教育が

（イ）に関しては、今日の環境問題

（ハ）基本的生活インフラの国
  内での充実
財政出動が出来ないが、 ～ 年の間

（ロ）世界の地域ごとの実状に
  合わせた再編
こ２～３年間の大規模な国債発行によ

に大きな成長を計画出来るならば、こ

レベルでのエネルギー輸入チェーンを

等を考えた時、日本にとっては世界的

20

編を狙うのではなく、中小企業がこれ

中国も必死でそれ

注目を集めている。

ｋ Ｓｏｃｉｅｔｙ）で、どのような

を実体化するべく

からの頭脳社会（Ｂｒａｉｎ ｗｏｒ

役割りを狙うのかをしっかり議論し

（イ）世界的サプライチェーン
  の拡充

図9
10
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多様化の時代であり、小が大を使う側

図8
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て、この国の将来は堕ちると直感した

との話しがあるが「アリの１穴」の如

ていない。しかし日本のトップになっ
た時、日本はトップ以上の国にはなら

公的支援をいかにするかも問題となる
だろう。中国のように国が圧倒的に支

く、僅かの切れ目から、大きな亀裂が

考えねばならないし、環境技術等は世
界的レベルでの供給チェーンを考える

ないのである。何よりも日本のトップ

菅氏が日本の落ち目になる事を見過

配力を持つ体制は否定するにしても、

史と伝統を愛し、再び世界の中の日本

ごさないで明確な処置を講じる事を祈

べきである。その一例として水素ガス

いる携帯電話は、その機器と通信網と

として世界中の人々からの尊敬を勝ち

生じる事になるのは世の常である。

る。これは既に一部ブルネイ国からの
共に、そこから出てくる情報も、どの

念する。

として日本と日本人、それ故日本の歴

輸入実験がなされている。
ように取り扱うかが重要となるので、

には「国家百年の計」は

取る政治をやって欲しいと思う、それ

いまや我々の生活の中心機器となって

（ロ）に関しては、やはり地域の特
公共と民間との区分を十分に考えて政

在任期間で何かをするの
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Ｈ２の世界から輸入を考える事であ

産品やその地域の能力に応じたものが
策を考えるべきであろう。
以上菅氏のブログに掲載された内容

でなく、これからの数代

重要であり、自分１人の

あるので、それら実状に合わせたきめ

についてコメントを述べたが、何より

細やかなサプライチェーンが不可欠で
ある。

かつて、
「見一葉落、而

の日本のトップが協力し

知歳之將暮、睹瓶中之冰、

も日本人に夢を与える事と、日本丸を

実際にブログの言葉の行間を読む

而知天下之寒。以近論遠。

（ハ）に関しては今回のパンデミッ

と、かなりの人々がそこに参画して作

以近論遠」
（
『淮南子』
）
。桐

てする為の下地を礎石と

いかに国内でのサプライチェーンを展

成したものと思えるが、おそらく官僚

一 葉 が 落 ち る の を 見 て、

どこに着けるのかに対しての提示がま

開出来るかを精査して、実行すべきで

主導の作文であろう。今の日本の改革

天下の傾くを知ると語っ

クにおけるマスクや手袋のように、国

あろう。

には、過去のデータと今生じている事

たし、フランスを追われ

して築いて欲しいと思う

７番目の携帯電話に関しては、現在

のみでなく、未来の描像が重要であり、

て、ロンドンへ行ったモー

次第である。

国内３社の寡占体制となっているが、

そこには統計データの無い事が入って

パッサンは、公園のベン

だ見られないので戦略目標無き戦略の

寡占の良さを十分に配慮しつつ、寡占

いなければならないのである。政治家

内での供給体制と備蓄とが必要であ

による弊害を、料金、サービス、技術

は学者ではなく、学者を使うのが仕事

チで貴族の館からの女中

り、もう１度国家安全保障を防衛面と

等々全ての面で考えていく事が望まれ

である。その為には時代の嗅覚と国民

達が髪を整える姿を見て

ように見えるのである。

る、余り小さく分けてしまうと、地方

に語る力、そして実行する力が必要で

食糧自給面、そして資源面から考え、

の弱いところには、５Ｇが十分に届か

いて、その女中達がピン
を無駄にしている姿を見

ある。
個人的には菅氏には悪い印象を持っ

ないという欠点が生じてしまう可能性
も否定出来ない。寡占を考えると共に、
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