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【論点】金融バブル崩壊とその後

市場経済
（自由経済）
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【論点】いま私たちが抱える課題

資本制社会の限界

官僚主義の先へ

世界共通の課題 日本独特の課題

資本主義の先へ

「銀行家」 が
「お金」 で
「労働者」 を
支配する

「官僚」が
「権力」 で
「国民」 を
支配する

「贈与者」 を
「経済」から
「排除」 する

「個」 を
「ムラ」 から
「排除」 する

どうやって どうやって

官僚制社会の拘束
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歴史は繰り返す（1/5）

みなさんは、何のために歴史を勉強するのでしょうか。

学生ならば、成績を上げるため、受験に合格するためといった理由でしょう。 過
去を生きた人間の営みを知るのが楽しいという人もいれば、NHK の大河ドラマが
面白かったので、その時代のことをさらに知りたくなったという人もいると思います。

教養を身につけるためという人も多いでしょう。

あなたがビジネスパーソンならば、もっとも重要な基礎教養の一つは世界史であ
る、と私ははっきり申し上げます。

なぜか。

世界史は強力な武器になるからです。

ヒト・モノ・カネが国境を越えてめまぐるしく移動する現在、ビジネスパーソンには
国際的な感覚が求められています。 そのためには、外国語を身につけるだけで
は十分でありません。 現下の国際情勢が、どのような歴史の積み重ねを経て成
立しているのかを正確に認識し、状況を見通す必要がある。 若いビジネスパーソ
ンには、過去に起きたことのアナロジー （類比）によって、現在の出来事を考えるセ
ンスが必要なのです。

いま、「アナロジー （類比） 」 と書きました。 これは、似ている事物を結びつけて

考えることです。 アナロジー的思考はなぜ重要なのか。 未知の出来事に遭遇し
たときでも、この思考法が身についていれば、「この状況は、過去に経験したあの
状況とそっくりだ」 と、対象を冷静に分析できるからです。

『世界史の極意』 （2015.01.10 佐藤優）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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歴史は繰り返す（2/5）

『やがてアメリカ発の大恐慌が襲いくる』 （2004.04.10 副島隆彦）より

ピカイチ生活経営塾 2022

④キチン・サイクル 3 ～ 4 年周期
在庫循環

③ジュグラー・サイクル （カール・マルクスの波） 10 年周期
設備投資の波

②クズネッツ・サイクル 20 年周期
建設循環、建設投資

①コンドラチェフ・サイクル 50 ～ 60 年周期
シュンペーター流では技術革新の波。 物価・金利の波だともとらえる

⑤ヘジェモニー・サイクル 100 年周期
政治・外交・軍事まで含めて考える世界覇権の移動の波

５つの波動の性格づけ
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歴史は繰り返す（3/5） ピカイチ生活経営塾 2022

④キチン・サイクル 3 ～ 4 年周期
在庫循環

③ジュグラー・サイクル 10 年周期
設備投資の波

②クズネッツ・サイクル 20 年周期
建設循環、建設投資

①コンドラチェフ・サイクル 50 ～ 60 年周期
シュンペーター流では技術革新の波。 物価・金利の

波だともとらえる

⑤ヘジェモニー・サイクル 100 年周期
政治・外交・軍事まで含めて考える世界覇権の移動

の波

５つの波動の性格づけ
2009年

新型インフルエンザ

2003年
イラク戦争

1971年
ニクソンショック

1914年
第一次世界大戦

10年前

20年前

50年前

100年前

1944年
ブレトンウッズ体制

覇権交代
（英国→ 米国）

2008年
リーマンショック
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歴史は繰り返す（4/5）

■ローマ帝国と肩を並べるまでに巨大化したアメリカ 【船井】

帝国といえば、アメリカは 20 年前の時点で高速道路が 8 万キロに達して、最盛
期のローマ帝国とほぼ同じくらいになったらしいですね。 いまではこれが 9 万キロ

近くにまで延びたからローマ帝国を超えたんだと、竹村健一さんがある著書で書い
ていました。

日本はその植民地というか、副島さん流に言えば属国ということになります。 で、
日本もアメリカ帝国の一部だとみなせば、この 2 国だけで世界経済の約 40 ％を動
かしているわけですから、考えてみればこれは途方もなく大きい数字です。

しかしこうして歴史上で最大の帝国を超えたということは、逆に言えば、アメリカは
巨大になりすぎたとも言えます。 極限まで巨大化したら、後は衰退しかありません
からね。

この観点からも、アメリカ崩壊が引き金となる世界秩序の再編というのは、十分に
考えておかねばならない範囲内のことだと思います。

■帝国崩壊のシナリオはすでにスタートしている 【副島】

はい。 その通りですね。 私はこの 10 年間くらいかけて、アメリカを帝国と見立
てて、その衰退を予測する理論を自分なりに構築してきました。 私の理論は 「す
べては帝国と属国の関係である」 論です。 それの日本国への当てはめが 『属
国・日本論』 （五月書房、1997 年刊）です。

帝国は周囲に属国群を抱える。 そしてその内側に世界各国からものすごい数
の移民や難民が流れ込んでくる。

『日本壊死』 （2005.03.01 船井幸雄、副島隆彦）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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歴史は繰り返す（5/5）

外側に対しては世界秩序を維持・管理しなくてはならないので、属国や反抗国の
反乱に対して戦争をする。 そのために、どうしても莫大なお金がいる。

いまのアメリカを見てもわかるように、帝国というのは 10 年に 1 度くらい定期的

に戦争をすることで国内を刺激し、これで経済運営をやっている。 そうするしかな
いという宿命を背負っています。 これが 「戦争刺激経済」 です。

つまり、戦争で経済を刺激する。 戦争をすることで国内にたまったそれまでの古
い在庫品を燃やし尽くして一掃し、そしてまた新しく作り直すことで成り立っていく経
済になっている。

在庫一掃は、兵器などの軍需・国防産業だけに限りません。 その他の民需製品
や、他の経済部門でも大きな在庫一掃となる。 ですから、定期的に世界のどこか
の国を選んで戦争を仕掛けては、その国のあらゆるものを破壊し、その後ですべ
てを一から再構築していくと考えるのが彼らの 「ビジネス」 ということになります。

むしろ、アメリカはそういう 「スクラップ・アンド・ビルド」 の帝国だというのが、私の
考えです。

エドワード・ギボンの言葉通り、帝国というのは 「内部から腐敗する」 ことで徐々

に崩壊していきます。 先ほどから触れてきたように、すでにアメリカではこの内部
腐敗が相当進んでいて、早晩、ローマ帝国と同じような衰退を経験する運命にある
でしょう。

そのアメリカが衰退する流れの一環として、ここまで言ってきたドルの暴落が起こ
ります。

『日本壊死』 （2005.03.01 船井幸雄、副島隆彦）より

ピカイチ生活経営塾 2022



- 10 -

資本主義の法則性（1/4） ピカイチ生活経営塾 2022

波の合成

『歴史の波動 経済覇権は循環する』 （加藤雅著 読売新聞社）

『やがてアメリカ発の大恐慌が襲いくる』 （2004.04.10 副島隆彦）より
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資本主義の法則性（2/4） ピカイチ生活経営塾 2022

コンドラチェフ・サイクルとクズネッツ・サイクルを組み合わせたモデル

大きな波と小さな波が重なるときに同じ向きにあるときは増
幅し、互いに逆向きのときは力を打ち消し合う。

『やがてアメリカ発の大恐慌が襲いくる』 （2004.04.10 副島隆彦）より
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資本主義の法則性（3/4）

■両サイクルの混合から現れる 4 つの局面

60 年周期のコンドラチェフ・サイクルに加えて、これよりも短期のクズネッツ・サイ
クル （ 20 年周期）を組み合わせると、新たに次の 4 つの局面に分類できる。

（1） 「インフレ成長期」

コンドラチェフ・サイクルの初期の上昇局面にクズネッツ・サイクルの上昇局面が
重なった状況。

ここでは、物価が緩やかに上昇していくなかで安定的な経済成長軌道をたどる。

（2） 「スタグフレーション期」

コンドラチェフ・サイクルの後期上昇局面にクズネッツ・サイクルの下降局面が重
なった状況。

ここでは物価上昇が激しくなりインフレ的な過熱感が強まる。 その中で実質ベー
スの成長率は、物価上昇率が大きいためにむしろ低下する。

『やがてアメリカ発の大恐慌が襲いくる』 （2004.04.10 副島隆彦）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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資本主義の法則性（4/4）

（3） 「デフレ成長期」

コンドラチェフ・サイクルの初期下降局面とクズネッツ・サイクルの上昇局面が重
なった状況。

ここは、それほどデフレ圧力が強くない、いわゆる 「ディスインフレ期」 である。
この 「ディスインフレ期」 のなかにあって、景気が下押しする圧力をなんとか緩和し
ようとして、政府は金融緩和策 （金利の引き下げと通貨発行量の増大）を推進する。

そうすると、余剰資金が一般財ではなく、資産市場の方に流れやすくなり、ここで
バブルを生成・発展させることになる。 すなわち 「過剰流動性」 が猛威を振るい
出す。 やがて資産効果 （不動産価格の高騰）から、高成長となり、実質ベースの成
長率は、（1） の 「典型的なインフレ成長」 の局面に匹敵する。

（4） 「デフレ不況期」

コンドラチェフ・サイクルの後期下降局面と、クズネッツ・サイクルの下降局面が複
合して重なった最悪の状況である。

（3） の 「デフレ成長期」の局面で生じたバブルが破綻し、資産価格が急落する
（不動産価格の下落）なかで、多くの経済主体がバランス・シート調整に苦しむ。 こ
のあと、さらにデフレが激しくなって、やがて恐慌に見舞われやすくなる。

『やがてアメリカ発の大恐慌が襲いくる』 （2004.04.10 副島隆彦）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「近代資本主義」を超えて（1/3）

市場経済
（自由経済）

統制経済
（官僚制経済）

物々交換

戦争 革命

70年前、太平洋戦争 140年前、明治維新

恐 慌社会統制

金融統制

ピカイチ生活経営塾 2022
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「近代資本主義」を超えて（2/3）

■デフレ局面からの脱却

日本では自律の時代に入って以降、ずっと続いているデフレですが、資本主義社
会において一番まずいのは、このデフレが起こることです。

いっぽう同じようにデフレ局面に向かっているアメリカでは、「ヘリコプター・ベン」
の異名を持つバーナンキ FRB （米連邦準備制度理事会）議長がデフレを阻止するた
めに、ヘリコプターで札束をばらまくように市場に紙幣を供給しています。

「歴史は繰り返す」 と言いますが、色々な 「波」 を見ていると、世界に起きる出来

事、特に近代における出来事は、最初からある計画の下に動かされているように
思えてなりません。

日本の 「自律の時代」の初期では、前回の大正デモクラシーや今回のバブル景
気によってそれまでの高い倫理観が否定され、「お金がすべて」 というような社会

風潮が広まることから始まります。 しかし、こうした作られたバブルは必ず崩壊す
るようにできています。 そしてやがて （計画どおりに）バブルは崩壊し、デフレスパ
イラルに入って経済的に行き詰まる、というパターンを取ります。

また、日本国内のみならず、今の世界の経済状況をみると、世界的なデフレ局面
からの脱却は、大恐慌が起こる以外に道はないように思えます。

そして、過去の歴史から言えば、大恐慌は戦争という一部の支配層のみが恩恵
を受ける 「創造的破壊」 につながる可能性が極めて高いのです。 2025 年ごろと

予測される下降局面のボトムに向けて、大激変が起きることは避けられないと私は
考えています。

『生き方の原理を変えよう』 （2010.09.30 船井勝仁）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「近代資本主義」を超えて（3/3）

■強欲資本主義を超えて

「強欲資本主義」 というのは、神谷 （みたに）秀樹氏の造語で、1990 年代以降の
資本主義を指します。

強欲資本主義とは 「今日の得は僕のもの、明日の損は君のもの （株主はもちろん、

株主で吸収できない損は納税者を巻き込んでもよい）という、極めて利己的なバンカーた
ちによってもたらされた、倫理観を喪失した拝金主義」 だと言います。

その背景には、強欲資本主義者が巣食う投資銀行が 「大きすぎてつぶせない」

ことがあります。 こうした強欲資本主義者が国際金融というフィールドで見せる行
動は、現在のゆきすぎた金融システムを変えない限り止められないと私は考えま
す。

来るべき 「天律の時代」 を実りあるものにするためには、高い倫理観に裏打ちさ
れた企業家や政治家の出現がどうしても必要です。

神谷氏は、「強欲資本主義未だ死なず」 と嘆きつつも、現在の状況を 「リーマン

ショックで潮目は変わった。 壇ノ浦の戦いで貴族の政治が終わって、武家の政治
が始まった時と同じことが起こっている」 と表現しています。

そして、世界の随所に新しい時代の芽吹きがあることも伝えています。 時代が
大きな潮目を迎えていることは明らかなのです。

『生き方の原理を変えよう』 （2010.09.30 船井勝仁）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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創造的に破壊する（1/6）

市場経済
（自由経済）

統制経済
（官僚制経済）

物々交換

金融統制

ピカイチ生活経営塾 2022

創造的破壊

金融崩壊

地
球

の
私
有
化

地
球

の
共
有
化

囲い込み
（民営化）

解 放
（オープン化）

社会統制 恐 慌
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創造的に破壊する（2/6）

いま私たち一人ひとりが問われているのは、手放すこと、それも既得権益を手放
していくことだと思います。

船井総研という会社は、大きな流れで言うと流通革命を推進することをテーゼに
してきた会社でした。 ここで言う流通革命とは、流通の主導権をメーカーや問屋さ
んから小売業に移動させていくことです。 会社の設立当時からしばらくは、量販店
を中心にとした大手の小売業に主導権を移すことを試み、見事それが成功しまし
た。

ところが、それが原因で第一次産業に限って言えば、生産者も消費者も本質的に
は問題を抱えてしまう事態に陥ってしまっています。

生産者は競争が激しくなる小売業のあおりを受けて価格は叩かれる、規格は統
一しなければならない、量の確保は求められるということになり、本来の食が命を
育んでいるという視点で生産ができなくなってしまいました。

消費者は、安い値段で全国のおいしいものが手に入るようになったのだから、メ
リットを享受しているという意見もありますが、反面、安全が確保されていない食べ
物しか手に入らない、産地偽装などの問題が意図的というよりは構造的に起こって
しまうようになっている、さらには食べ物が自分たちの身体をつくっている基本的な
ものだという認識をなくしてしまうようになったことなど、本質的に見ると明らかに問
題を抱えるようになってしまいました。

『未来から考える新しい生き方』 （2011.09.13 船井勝仁）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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創造的に破壊する（3/6）

自分たちで勉強することから始めて、自分の健康や安全を自分たちで考え、つく
り上げることは、何も生産者たちだけの仕事ではなく、どちらかというと消費者に責
任があることを自覚しなければなりません。 そこから始めていかなければ、真に
豊かな生活は送れないことを自覚するべき時がきたのではないでしょうか。

この時に問題になるのが、流通主導権を握ることで利益を得てきた小売業者たち
がその既得権益を手放してくれるかどうかです。 小売業者にしても、いまのような
不毛な競争を続けるために、そのしわ寄せを生産者や卸業者、あるいは消費者に
押し付けている現状を続けるうちに、いつか破綻することは目に見えています。

ここで叡智を出し合って、みんなが幸せになれる根本的なシステムを築いていく
覚悟をしないと、日本という国は立ち上がれないのだと思います。

既得権益を棄てることはとても大変なことですが、いまがその時なのではないで
しょうか。

■若者たちの明るい未来を創造する

昨年 （ 2010 年）の 11 月に、大阪で開かれた 「ワールドシフト大阪」 というイベン
トで、ミニレクチャーをさせていただく機会がありました。

私がその時に若い人たちに伝えたかったことは、君たちの明るい未来をつくるた
めには大人たちから既得権益を手放してもらう必要があるということでした。

『未来から考える新しい生き方』 （2011.09.13 船井勝仁）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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創造的に破壊する（4/6）

大人たちはズル賢いので既得権益を手放せなければ、戦争をしてでもそれを守
ろうとするかもしれないし、歴史を調べてみると、いまのような社会情勢になれば必
ず戦争で解決を図ろうとしている。 だから、若者たちが声を大にして、絶対戦争は
嫌だと叫ばないといけない。 そして、大人たちに既得権益を喜んで手放してもらえ
るような社会を、若者たちが創造していかなければいけないということでした。

考えてみれば簡単なことですが、日本のような先進国では経済の成長は望めなく
なりました。 しかし、いまのシステムは経済の成長を前提に設計されているので、
大人たちが年金などの既得権益を自らの意思で手放してくれなければ、戦争なの
か、天災なのか、ハイパ－インフレなのかその手段はいろいろ考えられますが、暴
力的なやり方でそれを強制的に放棄してもらわないと社会は持続できなくなります。

引退した親世代の年金のほうが、一生懸命働いていて、なおかつ子育てにお金
のかかる子ども世代の収入よりも多いような構造は、システム的に持続可能なわ
けはないのです。 自らその既得権益の放棄をするようなことを、既得権益を持っ
ている大人からは絶対に言い出さないので、若者たちが対立を煽るのではなく、対
話を重ねることで訴えていかなければ変わっていけないのです。

若者たちが夢と希望を持って働けない社会では、それに頼って生きていかなけれ
ばいけない引退した世代の明るい未来もないことは、ちょっと考えれば誰にでもわ
かる当たり前のことです。

年金問題が表面化してきた時に、お役所のことを責めるだけではなく、こういう現
実に気がついて、そのことをきちんと考えられるような社会をつくっていくことを私た
ちは求められているのだと思います。

『未来から考える新しい生き方』 （2011.09.13 船井勝仁）より

ピカイチ生活経営塾 2022



- 21 -

創造的に破壊する（5/6）

■すべての責任は自分にある

私たちは、昨日までは、誰か遠くにいる偉い人が考えてくれた生き方を守ることで
幸せに暮らしていました。 日々大変なことはありますが、とにかく与えられた課題
を一生懸命やっていれば、両親の愛に守られて育ち、異性と愛を育み、家庭を持
ち、子どもを育てて、やがて静かに死んでいくという平穏無事な人生を送ることが
保証されていました。 正確に言うと保証されていると思ってきました。

この大激変期にあたって、その保証が幻想であることが明らかになってきました。
いままでの社会システムは機能不全に陥っているのです。 自分の人生を自分の
手に取り戻して、自分の責任で生きていくべき時がいよいよやってきました。

まず、自律 （自立）することが大切です。 自分の人生に起こることはすべて自分

に責任があります。 その証拠に誰かのせいにして、文句を言ってもそれでは何も
解決しません。 原発の事故は、政治家や東京電力に対していくら文句を言っても、
何も解決しません。 批評家になるのではなく、自分のこととして考え、自分が何を
できるのかを考え、それを仲間と共有することではじめて、叡智が生まれ、解決の
道のりが見えてくるのです。

自分の行動を決定する時に、誰かに決めてもらうことはもうできなくなりました。
アドバイスを聞いたり、情報を収集することは大事ですが、自分の感性を磨き、本
性を磨き、自分で責任を持って意思決定しなければ何の意味もないのです。

そのためには、さまざまな考え方やり方を自分で消化して、自分の言葉で他人に
説明できるところまで持っていって、それを仲間に伝えていけばいいのです。

『未来から考える新しい生き方』 （2011.09.13 船井勝仁）より
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創造的に破壊する（6/6）

もしかしたら、私たちの人生は、私たちが生きていると思い込んでいるだけの幻
想なのかもしれません。 でも、その幻想を一生懸命生ききることで、この宇宙全体
が進化していくとすれば、それはとても意味のある価値のあることなのです。

自分の人生を変えられるのは自分しかいません。 逆に言えば、自分が変われ
ば人生は一変します。 その自覚を持って、すばらしい人生を十分に生ききってくだ
さい。

いままでの社会は、誰か特定の人のためにできているおかしな社会だったことに
気がつき、その人たちと対立するのではなく、そのシステムから離れて、自分の人
生を取り戻して生きることがアセンション （次元上昇）です。

そうすると、いつの間にか新しい存在になっています。 天がそれを加速させてい
ますし、気がつき始めた人の背中をあと押ししてくれています。

互いに手と手を取り合って、万物との平等性をしっかり感じながら、万物の霊長と
しての責任を果たすべく、未来からのメッセージを自然を通してしっかりと受け取り、
それを実現していくための新しい生き方を日々一緒に実践していきましょう。

一人でも多くの仲間をつくって、その人たちと共に競争のない、策略のない、騙し
合いのない、一人ひとりがそれぞれの天命をしっかり果たしていけるようなすばら
しい世の中を共に築いていきましょう。 アセンションしたあとの新しい世界で、皆様
とお会いできる日が来るのを楽しみにしています。

『未来から考える新しい生き方』 （2011.09.13 船井勝仁）より
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「新しい物語」を語る（1/4）

市場経済
（自由経済）

統制経済
（官僚制経済）

物々交換

金融統制

ピカイチ生活経営塾 2022
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「新しい物語」を語る（2/4）

■おわりに

実は、「このままだと日本は、財政の行き詰まりから、経済や社会のガラガラポン
にまで行ってしまうよ」 とまで書こうか、すごく悩んだ。

一度そうなってしまった方がいいのかもしれない。 国民も日本社会もシャキッと
なって、日本の大復活も早くなる。

決められない、決まらない政治で、問題の先送りばかり。 そんな中、安易に拡大
できる金融緩和政策でもって、無理に無理を重ねてきた。

その無理だが、そういつまでも許されない。 インフレの襲来や金利上昇といった、
経済の現場からの逆襲によって、人為の限界を思い知らされよう。

人為の限界？ そう、金利をゼロにして資金を大量に供給すれば、経済は成長す
るといってきた。 経済は生きものであることを無視して、カネさえバラ撒けばで
やってきたことの限界である。

経済が生きものである以上、人にも企業にも 「その気にさせる」 ことが大事であ
る。 なんとも皮肉なことだが、ずっと長いこと国民に 「将来が不安だから預貯金し
ておこう」 とさせてきたことが、唯一の 「その気にさせた」 ことだったといえよう。

『インフレ不可避の世界』 （2022.03.24 澤上篤人）より
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「新しい物語」を語る（3/4）

日本はどこへ向かっていくのか、どんな経済社会を築いていくのかを、日本の指
導層は具体的にわかりやすい表現で打ちだすべきである。

その上で、「国民に動いてみようかという気にさせる」 ことだ。 抽象的な言葉の
羅列やべき論は、もうたくさんである。

一度ガラガラポンになれば、ひどい混乱の中から飛び出してくるであろう、新しい
指導層に期待もできよう。 ただ、それも期待でしかない。

それよりも、民間でやれることは、どんどん進めていくことだ。 その第一歩が、自
助自立の気概と精神でもって、まずは動ける人からどんどん動きだすのだ。 いっ
てみれば、まずは民間が 「その気」 になることだ。

ガラガラポンとなっても、人々の生活がなくなるわけではない。 企業の生産供給
活動も一時として止まることはない。 それが経済というものである。

であるならば、そういった実体経済の中で、どう働いて飯を食っていくか。 どんな
風に、自分のお金にも働いてもらうかを考え、実践していけばいい。

まさに、いつでも実体経済から一歩も離れずの立ち位置を守り、生活者にとって
大事な企業を応援していこうとする長期投資の世界である。 ようやく、普通の経
済に戻っていくのだ。 大歓迎である。

『インフレ不可避の世界』 （2022.03.24 澤上篤人）より
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「新しい物語」を語る（4/4） ピカイチ生活経営塾 2022

波の合成

【バブル１】

たとえばドイツのような低金利の国にお
いても、商品の値段に占める金利の割合
は 20 ％を超えるのではないかと言われ

ており、金利コストは決してバカにならな
いものなのです。

『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』より

【バブル２】
日本の人口 1 億 2600 万人のう
ちの 3000 万人ですから、実に 4 人
に 1 人が公務員でご飯を食べてい
るわけです。

『日本壊死』より

バブル崩壊


