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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

２０２０年の総括と
２０２１年の展望

（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

世紀初頭から中盤にかけてのこの１

２０２０年という語呂合わせの良い

２０２０年

統 領、 習 近 平 に 振 り 回 さ れ た

コ ロ ナ ウ イ ル ス、 ト ラ ン プ 大

大のものと言えるだろうし、世界史に

イベント（シーン）としては、戦後最

染への恐怖と死への危険を実感させた

大きいが、地球上での全ての人々に感

数の方が１００万人以上の単位となり

一部での民族同志の対立による死者の

者の数で言えば、アフリカやアジアの

なってしまったと言えるであろう。死

から疎への転換にとまどってしまっ

た。そこで人々は、全ての場面での密

に工夫する事は全く意識してこなかっ

ので、人と人との間隔が疎になるよう

るか、デザインする形で成長してきた

人類の文明活動は人々の距離を密にす

的には呪いの言葉である。これまでの

は、重要なキーワードであるが、経済

いう言葉が登場した。コロナ対策上

の予兆の形成の一年～

～Ｇｒｅａｔ

１

ろう。

とっての注目すべき総括ポイントであ

る。それこそが地球社会に棲む人間に

ｎｇｅ〟として浮かび上がってきてい

〈はじめに〉

年は、まさに得体の知れないコロナウ
残る出来事であろう。

Ｃｈａｎｇｅ

文明、文化の大転換点へ

イルスと唯我独尊のトランプ大統領、
そして１人天下の習近平中国国家主席

波、あるいは第３波が押し寄せ、世界

更に２０２０年の末になって、第２

そうした内外の状況であるので、コ

そして。それにより生活を阻害され

２０２１年がどうなるかに関して、少

年 を し っ か り と 総 括 す る と 共 に、

文化、特に文明は人と人との間隔をい

冒頭で述べた如く、今までの文明、

きく変えてきた！

類社会を情報的に密にする事で、大

１―１

（中華人民共和国最高指導者）の３つ

各地でロックダウンをせざるを得なく

ロナウイルス、トランプ大統領、習

た。まさにトフラーの語った〝未来衝

に大きく振り回された１年であったと

なったり、かなり厳しい規制を様々の

近平の三つ巴が中心となった２０２０

コミュニケーション手段の発展が人

いえるであろう。コロナウイルスは、

形で敷かねばならなくなっている。

擊〟を浴びたのである。

中国の武漢で発生し、世界レベルのパ

る人々や、文化的考え方の違う人々が

ンデミックとなり、世界最大の感染者
と死亡者を出したのがアメリカであっ

てきた。そしてグローバル化が進展し、

かに密にするかを前提としてデザイン

しくは新年号で語るが、２０２１年の

地球は密になった。それを社会学では

し皆さんが自らの計画を立てる上で役

粗筋だけでも掴み取る試みをすること

距離という概念を用いて、時代の変化

激しく反発し始め、テロも発生し始め

目を日本に転じてみると日本でも

にする。

距離の概念の中でも常に密へ密へと

た。アメリカはそれで中国を厳しく批

第三波が押し寄せ始め、様々に経済

まず考えねばならぬ２０２０年の総

することで、その活動が繰り広げられ

その中国とアメリカが、パンデミッ

活動を厳しいものにしている。更に

括のテーマは、一見するとコロナ騒動

立つように展望してみようと思う。詳

クや貿易を始め多くの場面で、厳しい

２０２１年にこのパンデミックがまた

ている。

対立関係を醸成したのが２０２０年で

がる事は確実である。２０２０年の日

いう方向での発展、努力がなされてい

判し続けている。

あり、２０２０年の最大のイベントと

に見えるが、実はその背後に人類の今

る事が判るであろう。

1

を図１のように記述してきた。

言えるであろう。

本の経済は多くが、営業収入と利益で

そしてこのコロナウイルスによるパ

まで築き上げてきた諸々が大きな転換

あるいは人と人との間のコミュニ

前年度比を大幅に下げると共に、失業

ケーションでも、心身共々密になるよ

ンデミックは、米中のみでなく世界

はその事がかなりはっきりと、人々の

うに様々な工夫がなされてきた。今回

期に来ている事がある。２０２０年に
零細企業も次第にその数を増やしてい

意識のなかに、
〝Ｇｒｅａｔ Ｃｈａ

者を 万人弱生み出し、倒産する中小

そらく、第２次世界大戦後の地球上で

る。そうした中で何よりも〝３密〟と

の政治、経済を大きく揺さぶった。お

の出来事としては、最大のイベントと

10
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なくば人道的には問題であるが、現状

貧富の懸隔の拡大をもたらす資本主

１―３

をして、その使用量を減らすか、さも

すること自体が喜びであった。

で困っている人々の更なる困窮を見過

密の状態で大声を上げ応援を

観光地もまた人混みこそが繁

義自由市場原理への懐疑

成されている不平等の是正が、人類社

じって、交歓の雰囲気を形成する形で

待の場等も、お客と従業員とが密に交

特にクラスターの発生し易い、夜の接

％いるので、そこでは物質的

必要カロリーを十分に取れない人々が

ている。しかし今日の地球社会は未だ

を見出さなければならない状態になっ

よる物質的成長から、別の成長モデル

源、エネルギー消費量の拡大に

者は、過去のデータからの帰結を、１

が出来ない人が多過ぎる。多くの科学

を考察する為には不可欠なのだ。それ

に自分の頭で考えることこそが、未来

で直視し、未来を生ぜることを直感的

が、何よりも起きている事を自分の目

まさに科学者の限界を示しているのだ

歯止めがかからない。特にその中でも

理が組み込まれており、富の集積には

しそこには今のところ無制限の競争原

との認識の下になされてきた。しか

人々が豊かになる上で最も望ましい形

自由市場原理は人々の自由な競争を、

が必死で守ろうとしてきた資本主義

が現状である。少なくとも今まで我々
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ごすか（自然減少するのを待つのか）
、
そして何らかの形で、この地球上の人

そうしないと、この地球環境の搾取

会にとって不可欠であり、やらねばな

ている。それでも、全ての人々が文化

ビジネスモデルが出来ているし、多く

成長がまだ不可欠である。その為には

つのソリューションとして提示する

世界の金融システムを支配する金融資

30

2021.

栄 繁( 盛 の) 象徴であった。

今日の〝Ｇｒｅａｔ Ｃｈａｎｇｅ〟

は、人類が地球上で安全に生活をする

らない事であろう。

にとって、何よりも、現在地球上に形

そしてこれまでの文明は、地

限界を超える程に地球生態系を疲弊さ

その不平等の１つとして、今日の地

口を減らすかの３つの選択肢から選ぶ

球生態系を収奪する形で破壊

せてしまっている。いや既にＮＡＳＡ

球上の貧富の懸隔の拡大は、許容量を

しかないのが実情である。

を続け、人間中心の開発がなさ

等の発表では、ＣＯ ２の蓄積は、そう

超えており、僅かの人類が世界の富の

１―２

れてきた。その結果人間が地

した限界点を超え、即時にＣＯ ２排出

数 ％を支配している事がはっきりし

環境問題の大転換点

球のガン細胞のような事態に

をストップしなければならない状況に

いが、生活困窮者 貧( 困層 が) 全世界

的最低限の生活が保障されていれば良
限られたモデルの使用により出された

で ％（ 億人：２０１９）位いるの

しかし未だ環境問題は大丈夫だと、

達していると報告されている。

なってしまっているのである。
ガンは自分の母体を犯して、結
果として自分も死んでしまう
存在である。

結果だからと反論する科学者もいる。

が肩をぶつけ合う位まで濃密に観客動

どうすべきか。資源エネルギーを多消

が、それらが未来に延長しても語れな

本家達の巧みな金融システムの構築に

～

員をし、密な雰囲気の中で、人々が大

費している国家が、今よりかなり低い

い事も多いのだ。

の大衆相手のコンサート等も人と人と

声をあげ、自らの興奮を高めていくよ

レベルに、最大資源エネルギー量制限

13

うな場となっていた。スポーツも然り、

そろそろ今までの成長を、資

10

23

距離の概念
図1
20

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

界的レベルの原理として組み込んでい

み重ねていくレバレッジシステムを世

よって、資本が更なる資本の蓄積を積

別のところで詳しく述べたい。

ロールであった。これについてはまた

通しての現在の世界システムのコント

に出てこないし、あくまでも代理者を

て、その市民による多数決であれば民

意志のある市民（シチズン）が存在し

という時に、自らが武器を取って戦う

会を自ら守る為に、税金を払い、いざ

主主義が唯一絶対のものではないので

人々の意識に上ったのは、必ずしも民

効性が示されてきたが、２０２０年

確かに今までの歴史は民主主義の有

で、その衆愚政治に入り始めている。

明であろう。実際今日多くの集団（国）

２０２０年の総轄の中で忘れてなら

り前の思いやり

人々の絶えざる発展への疑問と当た

１―５

はないかとの疑念の強まりであった

次に２０２０年に人々の意識に強く

その１つはポピュリズムであろう。自

ぬのは、我々を取り巻く物質的環境の

主主義は有効であるが、税金は払いた

残ったのは、民主主義への懐疑である。

分の権利の主張や欲求からの大衆運動

出来事のみでなく、人々の心の中に生

しかし余りにも一般大衆にとって

その収奪システムの１つは、レバ

少なくとも世界史の中で、この地球上

であり、義務や自己犠牲の考え方は、

じた意識の変化も極めて重要である。

り、それへの修正策の構築であった。

レッジをＢＩＳ規制（バーゼル合意）

の多くの国や組織において、民主主義

そこからは消えてしまっている。

くない、いざという時には、その社会

のような形で恣意的に決める事の出来

の考え方は、若干のマイナス（例えば

何よりも〝３密（密閉 密集 密接）の

を自らの手で守る意志の無い人々によ

る世界銀行や、困っている国に高金利

決定に時間が掛かるし、下手をすると

次に今日生じている民主主義に関し

１―４

で金を貸し、その国の国民の取り分を

てのもう１つの疑念は今日の社会の変

禁止〟により、ダメージを受けた産業

民主主義の価値の見直しのニーズの

減らして返済資金を出させる為にその

衆愚政治に陥る等）はあるものの、意

化スピードが著しく速くなり、優れた

の１つは、輸送業界である。人々が移

は、巨大な世界的システムなので、日々

国の政治への干渉を行い、実質上の搾

思決定をする最善のシステムと考えら

トップの独裁的意思決定により動く方

動を禁じられたり、自らが〝Ｓｔａｙ

の生活レベルでは、その事を認識出来

取をするＩＭＦや、更には何段階もの

れてきたし、それを発展させ維持する

が有効のようだとの判断が、中国や、

Ｈｏｍｅ〟を心掛ける事によって、公

る多数決では、衆愚政治に陥るのは自

保険のシステムと保険コストを任意に

事が人類社会を安全に発展させると考

フィリピン、あるいはトランプの動き

共交通へのニーズは激減した。それも

強まり

決められるシステムになっている保険

えられてきた。そして今日地球上で多

等、そして経済分野においても、強力

前年度比 ～１００％という死活レベ

ずに、彼らの収奪に無意識の内に加担

業界のエンドの引き受けシンジケート

くの国や組織がその考え方を採用し、

なリーダーのいる企業が今日成長を遂

していたのが今までである。

の支配等、世界的金融資本家の支配は、

守ろうとしている。

に少しその有効性に翳りが生じている

しかしその民主主義が、今日の時代

である。実際政治のみでなく、世界中

で大丈夫なのか？」の疑念が生じるの

げているのを見ていると、
「民主主義

る。一例を見てみよう。

中にも、様々に意識の変化が生じてい

ルのものであった。そこで働く人々の

15

1

貧富の懸隔の許容範囲を遥かに逸脱し

いは根本的改革が求められている。実

ように見える。それは２つの立場から

の成長する企業を観察してみると企業

で、全日空の運搬担当者がレポートさ

たレベルになっていて、その改正ある

はその背後には、巨大な金融資本家と

である。１つは民主主義のベースとし

活動においても、独裁者型の経営者が

れていたが、海外渡航便の激減で、ど

日（日）のＴＶ

してのロスチャイルドグループが控え

ての社会の構成員の質と意識である。

業績を上げている。

月

ていると言われる。実際には〝Ｄａｒ

特に民主主義の前提としての、その社

２０２０年

ｋ Ｓｔａｔｅｓ〟と称され、直接表

11
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90

の便を激減するのか？そしてアフター
そして多くの芸術家、芸能人、スポー

そのように今日の地球上は、まさに

図２に示したようにコミュニケーショ

ベントが、いかに世の中の平和や、多

れ多用されているのだろう。

ｔ Ｃｈａｎｇｅ〟という言葉が生ま

求められている。それ故に〝Ｇｒｅａ

し遂げたドイツの宗教改革家マルティ

の発明、普及を活用し、宗教改革を成

に対し反撥し、折からの活版印刷技術

のカソリックの強制的なドグマ主義

ン技術の発達に合わせ、人類社会の多

その中で「今まで便数や路線の増加や
くの人々の努力で成り立っていたこと

２０２０年はまさにそうした〝Ｇｒ

今までの支配的な存在であった考え方

追加で余り考えることなく仕事をして
を知らされ、自分がその仕事が出来る

ン・ルターである。それまで圧倒的に

ツマン、あるいは観衆や、観光客を動

きたが、今回の事で１つの便を開拓す
事がいかに社会全体と関係していて、

ｅａｔ Ｃｈａｎｇｅ〟を人々が強く

大衆へのコミュニケーション手段を独

コロナの時にどのように回復していく

る事がいかに大切であり、その価値を
仕事が普通に出来る事の有難さを強く

意識し始め、新しい生活や生き方が交

占的に保持した権力者に、ローカルな

くが歴史的な大変化を遂げてきた。

生み出す為に、いかに努力を尽くさね
知らされたのが２０２０年であった。

錯し始めた年ということが出来る。そ

一指導者や変革を志す者がいても、そ

や制度、法律、組織、国、企業等々全

ばならぬのかを知らされた」という担
そして人々はそうした中で、
「人間と

れでは何故そうなったか？それを次に

れを大衆に伝達する手法を持たなかっ

員してその業をなりわいとする人々

当者の言葉が紹介されていた。まさに

は」
、
「死とは」
、
「社会とは」
、
「仕事とは」

考えてみよう。

のか、そして新規に開拓する術がある

今までの時代は成長のみの追求で、時

等々について悩み、考え、結果として

我々が良く知っている例は、その当時

の流れの中に身を委ね、我々自身が今

デカルト、カント、ショウペンハウワー

てと言って良い程に、何らかの転換を

何気なく行っている事の有難さ、大切

ｇｅ〟２０２０年に強まった

〝Ｇｒｅａｔ
の〝デカンショ〟を読むようになり、 （ ２）

も、今まで当たり前に行われていたイ

さを見失って過ごしていたようだと気

それらの本が売れたのが、２０２０年

理由

大きな運動にすることは権力者以外で

は難しかった。

し か し マ ル テ ィ ン・ ル タ ー は、

１５１７年に『 ケ条の論題』をヴィッ

るものには、それを合理的にするため

る」の一文があるが、既に存在してい

くなり、自殺者等々が経済的理由のみ

える子羊〟となり、そのさ迷いが激し

と、
『聖書』が指摘する如く〝さまよ

会変革の一大要因

コミュニケーション手段の発達が社

２―１

会の新しい解釈の仕方として一般大衆

内容を、更に活版印刷術で印刷し、教

テンベルグ市の教会に提出した。その

売れた１年でもあり、２０２０年は単

またカミュの印した『ペスト』等が

達する事によって生じている。

コミュニケーション手段が革命的に発

の著しい大転換期は、いずれも人々の

何よりも我々の知っている地球文明

プツィヒは今でも印刷の街として知ら

れたのであった。そのルターの街ライ

の支持に回り、宗教改革が成し遂げら

れにより事実を知った大衆は、ルター

催されている。
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のか、真剣に悩む姿が報道されていた。

付かされたのが今回である。

なのである。しかし忘れていけないの

た。それ故に大衆の関心を生じさせ、

ヘーゲルの言葉に、
「存在するもの

は、こうした事を本質的に考え始める

に涙ぐましい先人達の努力が隠されて

でなく増えていくのも、人類の背負っ

Ｃｈａｎ

は合理的であり、合理的な物は存在す

いるのである。急成長している時には、

が、こうした事態に至って初めて人と

に物質的に厳しくなっただけでなく、

の努力への敬意が失われがちである

いうものはより深い認識に至ると同時

心の中の動きも混乱させられた１年で

たのは「言葉」を持った時であった。

れ、年に１回大きなブックフェアが開

に、普通の事に感謝する事の有難さに

あった。

例えば、人類が最初に大変化を遂げ

気付いたりするものである。

へコミュニケートしたのであった。そ

なかなかそれが判らないので、先人達

た原罪のようである。
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や組織に独占されてきた情報、知識、

活版印刷術により今まで一部の人

かを人々は強く実感したのも２０２０

会そのものが未来の衝突にいかに脆弱

人々に印象付けたのが今年であり、社

た。特に１９６０年代は〝ゴールデン

の実権を握る中で成功裡に展開してき

わせ、アメリカ市場の搾取を、ＦＲＢ

に向かって動き出しはじめていたの

政策を打ち出し、しゃにむに経済発展

主義から考えると、訳の判らない経済

産主義的自由市場〟という本来の共産

なレベルで生まれると更に、それらの

刺激し、多くの情報の発信者が、様々

スによるパンデミックが余計に人々を

そして２０２０年は、コロナウイル

時代は私の予告通りの方向に動いてい

をその本の中で予告している。まさに

様々な社会変革が生じざるを得ない事

を得ない事を先見し、それに伴わない

会では社会全体が透明化していかざる

述べていた事で、情報化が発達した社

たのである。これは私が今から 年以

システム等を〝怪しい？〟と思い始め

し、多くの人々が今までの体制や制度、

諸々が白日の下に露される状況が到来

権や、販売等に関しての情報を含め、

ブリッシュが握っていた利権や、人事

糊塗する為に様々な演出を行った。

ピールし、武漢ウイルスのイメージを

の立場を世界の人々と中国人自身へア

よりも、コロナ退治の支援者として

ルスの発生による問題を、自身の責任

強固にする為に、武漢でのコロナウイ

ションを行い、習近平も自らの立場を

プ氏は大統領選挙に向け、様々のアク

に敏感になった。そうした中でトラン

人々の耳目は今まで以上に米中の動き

国の米中が厳しく対立した年であり、

そして２０２０年は世界の２大大

悪い情報を与える事も多い。

報の質がチェックされないので人々に

れはある面で良い事があるが、その情

者が続々と登場しているのである。こ

私も参加出来る」と考える素人の解説

で白日の下に露し出され、
「これなら

としての能力がコロナウイルスの議論

持つ当時〝眠れぬ獅子〟と呼ばれる中

て目を付けたのが、 億以上の人口を

そこで金融資本家は、次の市場とし

りにならなかった。

カの意図、それ故金融資本家の意図通

事態は動いてしまった。従ってアメリ

撤退し、北ベトナム側の勝利のように

リカ国内の反戦ムードでアメリカ軍は

が、見事にその目論見ははずれ、アメ

市場を巧みに収奪する予定であった

に目を付け、ベトナム戦争を起こし、

ＡＣＥＡＮの当時の優等生のベトナム

ジアに新しい市場を求め、その一つに

れ故に別の市場の必要性が生じ東南ア

しても儲からなくなってきていた。そ

は、第２次産業としての製造業に投資

１９７４年以降、アメリカの産業構造

位制を金不足で実行出来なくなった

ニクソンショックが生じ、金：ドル本

盛期であった。しかし、１９７１年に

には、アメリカを抜いて世界１になろ

き、世界第２位のＧＤＰ大国となった

２０１０年には日本を５００兆円で抜

の資本の援助を受け、大発展を遂げ、

そこで様々な企業を興し、金融資本家

で、悪く言えば盗んで、中国へ帰国し、

多くの先端科学技術を良く言えば学ん

留学し、その後その国の企業に就職し、

日本、ドイツ、フランス等の先進国へ

と同時に中国人が大挙して、アメリカ、

洗脳しつつ育てていったのであった。

学に寄付口座を作り、産業の担い手を

は、中国の清華大学を始め、多くの大

タンレー等を始めとする証券会社等

を育てるべく、アメリカのモルガンス

に巨大な資本の投入を始め、その先兵

子〟を目覚めさせる為には、中国市場

まさに金融資本家達は、
〝眠れる獅

あった。

で、巨大な金融資本家の進出は容易で

ニュース等が大衆の手に渡るように

ｓ〟と語られる如く、アメリカの全

不安定な情報を受信して懐疑に陥り、

この米中の対立に関し、次のような話

国市場であった。折から文化大革命で

うとしている。

年であった。そうした専門家の専門家

今までの社会に対しての不信感を強め

しが登場している事を紹介しておこ

混乱していた中国に多くの事を仕掛け

なった。従って、従来の様々なエスタ

ている人々が増えている。コロナウイ

う。

上前に印した『生命体経営学』の中で

明らかに金融資本家達は、第１次世

平が登場し、経済復興を優先して〝共

るのは、かなり楽であった。特に鄧小

あるが、それに歯止めかけるべく〝Ｍ

まさにアメリカのマッチ・ポンプで

る。

判っていない事によって、そこでの既

界大戦以降アメリカ市場の拡大に合

のである。更に２０３０～２０３５年

ルスが未だ完全に人類の中で詳しく
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30

たことも２０２０年の激動の１つの要

因としてカウントすることが出来るで

ａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｆｉｒｓ
ｔ〟をスローガンとするトランプ氏の

いないが、そうした事を考える人々が

あろう。２０２０年は余り表立っては

既存権力にとって恐怖になっていくで

の事は現状まだ力は小さいが、次第に

かとの願望までを生み出している。こ

出来る新しいシステムが可能ではない

ると既存の権力から自分達の力が結集

はかなりの大きさであり、ひょっとす

テムが登場した事の心理的インパクト

権威から離れた世界レベルの通貨シス

のものの価値もさることながら、既存

Ｃｏｉｎ〟の登場は、ビットコインそ

でのブロックチェーンによる〝ＢＩＴ

ル札と違い、何の権力も存在しない形

とって、日銀券やＦＲＢの印刷するド

者の反応は遅れたが、特に若い人々に

存のエスタブリッシュメントや年配

このＢＩＴ Ｃｏｉｎの影響は、既

あろう。

の席巻という野望を砕く正義の騎士と
して登場したというのである。私には
そうは思えぬが、トランプ氏の支持者
の多くはそう考えているという。トラ
ンプ氏の今回の大統領選での動きに
は、金融資本家が加わり、バイデン氏
を当選させるべく不正投票を行い、バ
イデン氏を勝たせたいとの動きがなさ
れたとトランプ陣営は語っている。こ
の話は語り始めると、何冊もの本にな
る程の内容を有しているので、本稿に
おいては、まさに今日の世界の多くの
動きに、何らかの形でその背後に金融
資本家の動きがあるという点に留めて
おこう。

２―２
ブロックチェーンシステムの与えた

の裏付けのないＢＩＴ Ｃｏｉｎが

ここ暫く静かになっているが、権威

ステムの登場により、中央集権的な権

証という従来では考えられなかったシ

こでは参加する人々の中での信用の保

られる。２０２０年に、そうした考え

更に重大なインパクトを与えたと考え

ムを肌で知った事により、考え方の変

Ｃｏｉｎ〟というグローバルなシステ

人々の増加

貧困者の増加と生命の危機を感じる

２―３

密かに育っていった１年でもあった。

〝Ｂｌｏｃｋ Ｃｈａｉｎ〟という技

威付けシステムへの懐疑を持ち始め、

方の人達の活動がかなり表面化してき

人々への意識

術の下に登場した。これが人々、特に

特定の権威の裏付けではない〝ＢＩＴ

何よりも２０２０年は貧者をより貧

若い人々の意識に影響したようだ。そ
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人類の大転換期におけるコミュニケーション手段の発達
図２
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者にした年と総括出来るであろう。
祖国の政治的不安定、あるいは内戦

すます不確定さを高めている。世界は

るであろう。日本政府も本来は、オリ

努力をした振りをする事をせざるを得

めたり、あるいは転売したり等々を繰

ないであろう。いや実際に開催出来る

ンピック開催は不可能であろうと判っ

２０２１年の３つのキーワードを挙

ことに一抹の望みを託しているのかも

２０２１年にはどのようになるであろ

いつの世でも、貧困が一定のレベル

げるとすると、相変わらずコロナウイ

り広げる事になっているし、その傾向

に達すると暴動が生じたり、内戦状態

ルスは入る。他の１つは、
〝Ｇｒｅａ

ていて、中止を断言したいであろうが、

の生命の危機と覚え、必死の覚悟で難

に至るのは常である。２０２０年はこ

うか？それを以下で少し考察してみよ

民になり、新しい希望の天地を求め、

うした状況に陥った人々を沢山生み出

しれない。

はかなり強まる事になるだろう。

移動してきたのに、元々受け入れ先の

ｔ Ｃｈａｎｇｅ〟の言葉で語られる

ＩＯＣは、２０２０年のオリンピッ

状態から避難民となった人々が、自ら

国々の国民感情が厳しくなってきてい
し、同時にその種を蒔いた年であり、

世界の再編努力の年であり、もう１つ

ク開催を２０２１年にし、その開催決

諸般の事業を考えると、ぎりぎりまで

るところにもってきて、２０２０年は
２０２１年に大問題となって発芽する

は、その変革の実態を担う手段として

う。

コロナウイルスのパンデミックもあ
事になるだろう。

定の限界は 月と明言していたが、そ

り、人の移動に対しての寛容さがなく

のデジタルトランスフォーメーション

そこで先の見えないまま過ごさざるを

ていて、多くの貧しい人々が苦しんで

者が一層貧しくなっていく時代になっ

クは、２０２０年 月時点で、既にヨー

りもコロナウイルスによるパンデミッ

（ＤＸ）ではないかと推察する。何よ

ピックに関わる全ての人々の苦悩の姿

ない所にＩＯＣを始め、東京オリン

の明言が期日を過ぎても実行されてい

日本国内においても同様に、貧しい

得ないより厳しい生存状態となってい
いる。

なり、難民キャンプは仮の宿ではなく、

る。あまり一般の人々は、この事を意

10

い状態に露されており、より厳しい状

識しないが、抑圧された民がより厳し

なのである。

まさに〝Ｇｒｅａｔ Ｃｈａｎｇｅ〟

以上が２０２０年の総括であるが、

今後も世界各地でその姿を変えて流行

異したコロナウイルスであるように、

ロッパの第３波はスペイン型に突然変

せたく無い事と、コロナ対策を必死で

中止の決定はより国民に目標を失わ

を拡大していく可能性を強く持ってい

進める上でも、オリンピック開催は物

を見るのである。

態を迎えているのが２０２０年であっ
た。

それ故、２０２１年中に、完璧なワ

ミックで中止の歴史を残したくないの

東京オリンピック２０２０のパンデ

なる。更にオリンピックの歴史の中に、

質的にも、精神的にもバックアップに

クチンが完成して、感染が沈静化する

であろう。

る。
３―１

とは考え難い、従って東京オリンピッ

２０２１年の展望

りも、生活困窮者をより厳しい状況に

２０２１年もコロナウイルス蔓延

クは不可能と考えるべきであろう。

３

追い込んでいる。それは仕事がなくな

し、オリンピックは中止の可能性大

またコロナパンデミックは金持ちよ

る事、収入が低下する事、医療費がか

おそらく第３波の到来により、更に多

くしているのである。失業率は高まり、

なる事、そのように様々に問題を大き

不透明さから先行きを描像出来なくな

ベントであり、世界はそれらの動きの

ンプ、習近平の３つが世界の３大イ

２０２０年はコロナウイルス、トラ

催は１００％不可能であると断言出来

状況から判断すれば、客を入れての開

が、今日の世界のパンデミックの拡大

るとの意思決定がなされれば別である

仮にオリンピックを無観客で実行す

世界の政治的再編と対立

３―２

かるが支払えないので、病気がひどく

くの人々が倒産したり、あるいはしな

り、より一層の混乱を深めている。ま

～ここでも米中が主役～

い前に店を閉めたり、工場の稼働を止

1
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チャイルドの世界支配に関しては、い

予想している人がいる。何故ならロス

軍事的にも自立して生きていける体

ずれ詳しく論じるが、ここで現在ロス

核装備をし、経済的にも、政治的にも、

大きく変わるであろ

制を築かない限り、日本は中国と対立

ロイヤル・ダッチ・シェル
（石油）

カーギル
（食品）

フィリップ・モリス
（米最大の夕バコメーカー）

モンサント
（バイオ化学）

デビアス
（鉱物会社＝ダイヤモンドを独占）

IBM（情報）

ネッスル
（コーヒー）

GE（電機）

ユニリーバ
（食品）

GM（自動車）

ブルックポンド
（紅茶）

ボーイング
（航空機）

コカコーラ
（食品）

ベクテル
（建設）

ハリウッド
（映画）

三菱財閥

フォード
（自動車）

ルイヴィトン
（服飾）

ロッキード
（航空）

デュポン
（化学）
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よって。世界地図は

う。

チャイルドに対抗しているのか、その

ロックフェラーの存在がある。ここで

ブリティッシュペトロリアム
（石油）

ペプシコーラ
（食品）

1

する事も決別する事も自力では出来な
い。それはアメリカとも同じである。

はロスチャイルドとロックフェラーの

日本銀行
（日本中央銀行）

2021.

バイデン氏と民主

仮にバイデン氏の当選が確実になる

J・P・モルガン・チェース

傘下なのかは十分に判断出来ないが、

与党が勝つと、民主

と、相変わらず、旧体制が復活し、次

ゴールドマン・サックス

党の実質的スポン

ソロモン・ブラザーズ

スティール・パートナーズ

サーとしてのロス

UBS

リーマン・ブラザース('08年9月倒産）

支配している企業を示し、彼らがいか

香港上海銀行

シティーバンク

第にパックスチャイナ（チーノ）の動

BNPパリバ銀行

ギャランティ・トラスト

チャイルドの支配が

イングランド銀行
（イギリス中央銀行）

チェース・マンハッタン銀行

に巨大なコングロマリット以上の存在

メリルリンチ('08年9月BofAに買収される） フランス銀行
（フランス中央銀行）

きが徐々に強まっていく事になる。と

を形成しているロスチャイルドにア

AT&T
（通信）

強まるし、トランプ

メリカが歯向かう事が、何故どのよう

ワシントンポスト

氏が勝つとロスチャ

２０２１年アメリカの大統領選の結

に出来るのかを知りたいものである。

ABC・NBC・CBS放送

読売新聞

イルドを中心とする

果、バイデン氏が選挙人を２７６人

元々今のアメリカはロスチャイルドが

ロイター通信

CIA

金融資本家との対立

押さえたので、実質的に決まりと思え

タイムズ

AP通信

が 生 ま れ、 そ れ 故、

るが、トランプ氏の裁判攻勢で、まだ

造り上げてきたと思えるのだが。実際

民主党
（日）

ウォールストリートジャーナル

中国企業と中国にテ

１００％決定している訳ではないよう

日本としても中国との貿易量が最大で

自民党
（日）

コ入れをする企業と、

だ。基本的にアメリカの憲法を中心と

あり、中国との関係を薄めるには重大

ロスチャイルド
ロックフェラ—

トランプのアメリカ

する法律とそれを守る司法や警察とが

な覚悟をしなければならない。現状の

三井財閥

は激しく対立する事
になる。

判断すれば良い事であるが、トランプ

状況においては、経済力を縮小して、

FRB（米中央銀行）
FRB（米中央銀行）

既に巨大な支配力

氏とバイデン氏のどちらかがなるかに

エクソン・モービル
（石油会社）

産業

モルガン・スタンレー銀行

金融

民主党
（米）

報道

共和党
（米）

政治

２０２１年のキーワード
図３
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であるかを示しておこう。何故なら
活発化するであろう。それは〝原油価

そして２０２１年に再び中東問題が

が、トランプ氏が何らかの形で復活

も協調の道を採っていくであろう

ておくように国民に勧めている。これ

特に中国は習近平が食糧の準備をし

事情を考えて、少しでも余裕のある時

〝Ｄａｒｋ Ｓｔａｔｅｓ〟の議論が、

に中国国内に溜めておきなさいという

は一見すると戦争を始める前の兆候で

しつつも強めていくことになるであ

ことであろう。確かに世界のそうした

すれば、逆に中国との関係を厳しく

ろう。トランプ氏は現実主義者であ

格〟次第であり、イスラエルの動き方

ひょっとすると、２０２１年は仮に

り、原理主義者ではないからだ。

２０２１年はもっと活発になる事が予

コロナウイルスが治まると株式が高騰

あるが、そうではなく世界全体の食糧

いてきた世界は巨大であり、それを壊

する可能性があるし、逆に大盤振る舞

動きを反映して、日本においても確実

しつつも、中国との経済関係は対立

し、新しい秩序を作り上げるには一筋

また、
ＲＣＥＰがインドを除いて（５

に食料品の値上がりが生じている。収

次第である。

縄ではいかない。多くの戦いが必要と
いの政府の資金援助が焦げ付いて不良

ケ国）で締結し、実行に動き、ＴＰ

入が減少し、物価が上昇するのは、本

想されるからである。しかし彼らの築

なるであろう。
債権が増加し、今のところ安泰な金融

Ｐもバイデン氏が就任すれば、何ら

当に生活にとって厳しい。

ナウイルスによる様々な仕事の規制に

そして２０２１年の年頭には、コロ
機関も傷つく可能性も秘めている。

かの形で、交渉再開になる可能性を
３―３

ＥＵを含め、地

帯 び て い る し、

対し、世界各地で暴動、テロが発生す
る確率が高まっている事を指摘してお
世界の経済的再編

域間経済連携は
２０２１年更に

策は死活問題であり、コロナウイルス

であっても、経済市場の大きく変わる

２０２１年はアメリカの大統領が誰

いずれにして

～主役は中国か？～

く。多くの人間は生存が危うくなると、
理性的ではなくなるようだ。現実的に

対策の為に、自分達の生活が奪われる

年になるであろう。何よりも中心とな

も、２０２１年

自らの生存がかかっている事業の抑制

のには納得がいかないと考えてもしよ

るのは、
〝中国市場の回復とその影響

は〝 食 糧 問 題 〟

強まっていくで

うがないとの考え方も存在しているの

力〟である。

あろう。

が事実である。仮にコロナウイルスが

がかなりの話題
を生むであろう。

中国の逸早い景気回復とその市場

既に世界の国々

一国で治まっても、いつ他国からの余

の大きさは、中国との関係を求める

は、これからの

国が拡大していく傾向を示しており、
２０２１年はイタリアのみでなく、先

時代の重要政治

波が及んでくるか判らないので、コロ

く有効なワクチンが出るか、社会免疫

進諸国から中国へ顔を向ける国が増え

ナの抑制と経済の問題は、ここしばら

が広がるまで続かざるを得ないであろ

課題として食糧

いる。

の調達を掲げて

ていかざるを得ないであろう。

れば、何らかの形で中国と対立しつつ

そして仮にバイデン氏が大統領にな

う。それまでは不合理な行動が生じる
可能性はかなり高いと考えるべきであ
ろう。
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世界の市場

図４

た傾向がメガトレンドと

して社会に広がり、まさ

人達には、それが無いと考えられるが、
農業社会を２０００年以上定住民族と

２０２１年は緊急事態として、国債
の発行が一段と増えるであろう。税収

に脳業社会（Ｂｒｉａｎ

ｙ）が展開する時代となっ

してやってきた社会的遺伝子は、そん

ている。注意をせねばな

そのものは不景気で一段と減少するの

う。そして２６９年以上も鎖国をして

ら ぬ 事 は、 Ｄ Ｘ（ デ ジ

Ｗｏｒｋ Ｓｏｃｉｅｔ

いた珍しい国なのでる。あるいは社会

なに簡単に消えるものではないであろ

にならない位の規模で行わねばならな

インフラの整備でも問題はあるが、他

どれ位収穫出来るのかの

耕 作 業 〟 の 結 果 と し て、

即ち〝脳産物〟を〝脳

事である。

がより厳しくなっていく

貧しい人と豊かな人の差

性 の 差 が 著 し く 拡 大 し、

を奪うと共に、労働生産

ション）が人々から仕事

そうした状況に対し、ニューヨーク

くなるであろうからである。

仮に菅政権が外国人に対し、特に中

タルトランスフォーメー

ｒｎ Ｍｏｎｅｔａｒｙ Ｔｈｅｏｒ
国人のように日本人が土地を買えない

国と比べてもかなり充実していると言

ｙ：現代金融理論）の議論が強まって

国の人々には、借地権とか、利用権の

州立大学のステファニー・ケルトン

くる可能性が高い。日本は、ＭＭＴが

みに制限するとなると、土地の価格は

えるからである。

提案される前から実質的なＭＭＴのモ

大きく下がる可能性がある。

教授の提唱しているＭＭＴ（Ｍｏｄｅ

デル国であり、更に個人金融資産残高

３―４

にしても、企業の内部留保にしても、
海外資産にしてもまだまだ大きな余力

ＤＸ（デジタルトランスフォーメー

差が人々の間で大きく

ない。現在様々な形で企業が〝Ａｆｔ

も一番うまく展開し得る国かも知れ

タルで処理する形態へのアクセス〝デ

技術の著しい発達により、全てをデジ

今日の指数関数的社会変化は、科学

ランスフォーメーション（ＤＸ）の対

療、教育等々全ての分野をデジタルト

３―５

ション）

があるからである。
そ し て 日 本 社 会 は、
〝Ａｆｔｅｒ

ｅｒ Ｃｏｒｏｎａ〟でのビジネスモ

ジタルトランスフォーメーション（Ｄ

宇宙開発と地球外生命とＵＦＯ論議

なっていくからであろう。

デルを開発しつつあるが、元々第２次

Ｘ）
〟を招いている。既に殆どの人が

象として発達していっているのが今日

Ｃｏｒｏｎａ〟の生活様式を世界で

世界大戦前までは、日本人の殆どが農

耳にしている言葉である。
それはＣ＆Ｃ革命をベースに、大衆

特に２０２１年は、コロナウイルス

常に人間という生き物は、自分の所

なるであろう。

一段と成熟していく事に

２０２１年は脳業社会が

村での定住生活をしていた訳であり、
一ヶ所から余り動かない生活をするの

的にＳＮＳの時代を招集し、企業サイ

によるパンデミックの余波で、そうし

の活性化

は歴史がある。もち論第２次世界大戦

ドはテレワークで行い、更に交通、医
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で、財政出動をこれまでとは比べもの

ＤＸへの流れ

図５
である。

後 年以上経っているので、今の若い
70

世 界 と 共 に 生 き る 、よ り ス マ ー ト で よ り 美 し い 日 本
人類の棲家としての地球社会に閉塞感

まう習性を有している。まさに今日、

意識を自分の生存環境からずらしてし

属する環境に閉塞感が漂うと、自分の

していくであろう。

宙開発が民間レベルを含めて活性化

えてくるし、実益を兼ねた形での宇

れと関連する形で、ＵＦＯ論議が増

球外生命の論議が盛んになるし、そ

語ったアリストテレスの〝ニコマコ

がある。人間は社会的動物であると

サンスの期待が強まってくる可能性

マニズム、あるいはヒューマンルネ

からの〝人間の復権〟を掲げるヒュー

２０２１年の展望」を選んだが、何よ

テーマとして「２０２０年の総括と

２０２０年最後の『月刊公論』の

賢い宇宙人が居て、地球を助けに来て

より広大な宇宙や、人類以外にもっと

よる閉塞感は、地球上に棲む人々に、

環境破壊による異常気象、災害等々に

ａｒｋ Ｓｔａｔｅｓ〟による支配、

的宇宙論へと発展したことも背景に

科学技術の進歩という宇宙論が多元

感が招いている事であろう。そして

が増えている。これまた地球の閉塞

り、ＵＦＯに関する報道や、サイト

てＵＦＯに関する関心が強まってお

くるのが２０２１年であろう。そし

くビジネスがかなりリアルになって

特に一般人を宇宙観光に連れてい

じる可能性を否定出来ない。またそ

つの契機として人間復権の動きが生

場の如く、このコロナウイルスを１

始めとする建築、絵画の巨人達の登

チ、ミケランジェロ、ラファエロを

ツの『戦争論』が生まれ、ダヴィン

らダンテの『神曲』やクラウゼヴィッ

によるアカディミアの建設、そこか

支えたメディチ家の新プラトニズム

ア、そしてイタリアのルネサンスを

ス倫理学〟やプラトンのアカディミ

努力したいものである。

上、後者のエリジウムに行き着くべく

が、この世に人間として生を受けた以

に行けるのか？どうなるかは判らない

ベートーベンの語るエリジウム 楽( 園

なのか、それとも人類が戦い抜いて、

ている。それが『聖書』の告げる終末

返しながら、確実にある方向に動い

しかし人類は同じことを何回も繰り

いくかの考察は難しい時である。

時であり、どのように社会が転がって

りも〝Ｇｒｅａｔ Ｃｈａｎｇｅ〟の

〈おわりに〉

が漂っている。核の恐怖、コロナウイ

くれるというＳＦ的期待感も生み出し

あるようだ。

うなって欲しいとの著者の願望もあ

ルスによるパンデミック、そして〝Ｄ

てしまっている。

３―６

る。漫画やアニメで展開している
『鬼

宇宙には炭素ではなくシリコンを核

セーガン氏と対談をした時に、この

私も若い頃に宇宙学者カール・Ｅ・

としての生命体の存在が考えられる

哲学の復権の時代となるか

楽観論もダメだし、悲観論もダメ、

との話をしたことを思い出す。

２０２１年は２０２０年以上に大変

唯一許されるのは主体論、即ち自らの

な年になる可能性が強いが、出来るだ

滅の刃』の大流行なども、今若い人
２０２１年は、コロナウイルスの

そうした意味で〝哲学の復権〟が

２０２１年は、イトカワからはや

もたらした〝静の時代〟でもあり、「智

生じて欲しいと思う。しかし限りな

努力で局面を切り拓いていくとの思い

ぶさが戻ってきて、収集した岩石の

は山の如く静かなり」の言葉の如く、

達が心に飢えを感じている事の証在

中にアミノ酸の一部でも発見されれ

人々は改めて、自分なりに自分の仕

と活動である。

ば、生命合成の可能性が存在するこ

であろう。

との証明の１つとなるし、それらが

けの努力をして良い年にしたいもので

１年間のご愛読に感謝すると共に、

ある。

く分化した科学と、未だ十分に有効
でない社会科学を統合して、今日の

事を見つめ直す作業を行う事が多く
なるであろう。前述の如く実存主義

時代に花咲く哲学を形成する事は今

地球に到達していれば、それらから
生命の合成がなされたことの可能性

哲学〝デカンショの時代〟が次第に

新年の皆様のご健勝とご健康を祈念し

が 出 て 来 る 事 に な る。 そ の 意 味 で

て筆を置くことにする。

までのどの知の巨人の成し遂げた事
よりも困難を伴うのであろう。

色濃くなっていくかも知れない。
そ れ と 共 に、 今 一 度〝 人 間 疎 外 〟

２０２１年は、中国も加わり、米中
露の激しい競争となるであろう。地

)
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