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【論点】「新しい物語」を語る

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

『新しい政治体制 』

ピカイチ生活経営塾
2023
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【論点】「米国政治」の立ち位置
ピカイチ生活経営塾

2023

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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【論点】「政治」と「経済」と「宗教」
ピカイチ生活経営塾

2023

経 済

「損」 「得」
で分け

「得」 を行う

宗 教

「正しい」 「正しくない」
で分け

「正しい」 を行う

政 治

「敵」 「味方」
で分け

「敵」 を倒す

対
立
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【論点】「民主主義」と「資本主義」

民主党 共和党

金融資本

献金

投票

軍需産業

政治

労働者

資本

資本主義

民主主義

ピカイチ生活経営塾
2023
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「米国政治」の立ち位置（1/6）

■なぜ共和党は 「小さな政府」 を選ぶのか？

アメリカ人は、大きく 2 種類に分けられます。 新大陸の大地を切り拓き、アメリカ
合衆国という国をつくってきた本来のアメリカ人と、19 世紀以降に大陸に入ってき
たアメリカ人です。 後者は、いわゆる 「移民」 です。

このようにいうと、「アメリカを建国した人たちも含めて、みんな移民だろう」 という

声が聞こえてきそうですが、ここでは便宜上、アメリカ合衆国の建国前後にアメリカ
大陸にやってきた人たちと、19 世紀以降にアメリカに移住してきた人たちを分けて
考えてみます。

そもそも 1776 年にアメリカ合衆国を建国したアメリカ人は、どこの国から来たの
でしょうか。

そう、イギリスですね。 イギリス系の白人が最初のアメリカ人ということになりま
す。 彼らの言語は、もちろん英語で、宗教はキリスト教のプロテスタント。 民族的
にはアングロサクソンです。 そんなアメリカを建国したイギリス系白人を 「WASP」
（ワスプ）といいます。 「W」 がホワイト （白人）、「AS」 がアングロサクソン （イギリス

系）、「P」 がプロテスタントを意味します。

アメリカ大陸の東海岸にやってきたイギリス人は、新しい土地を求めて西へと向
かいます。 いわゆる 「西部開拓」 です。 「インディアン」 と呼ばれた先住民から
土地を奪い、その勢力を拡大していきます。

一方で、本国のイギリスは、そんな移民たちにどう対応したのでしょうか。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ２』 （2017.09.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023
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「米国政治」の立ち位置（2/6）

あまりにも遠いものだから放っておいたのです。 西部開拓を進めていった移民
たちは、過酷な自然や先住民との戦いを通じて 「自分の身は自分で守る」 という自
主独立の精神を育んでいきました。 これを 「フロンティア・スピリット」 といいます。

そうした自主独立の精神がベースにあるイギリスの開拓者たちは、その後、イギ
リスからの独立戦争を経て、アメリカ合衆国を建てました。

しかし開拓民たちは、アメリカ政府にも従いませんでした。 「自分の身は自分で
守る。 だから、余計なことをするな」 と。 国防や安全保障は政府に任せるけれど、
それ以外のことは勝手にやらせてほしい、というわけです。 彼らは 「福祉などは

いらない。 その代わり税金をまけろ。 自分の身は自分で守るから武器をもたせ
ろ」 と主張しました。 アメリカが銃社会になったのは、こうした歴史的背景が関係
しているのです。

このように 「自分の身は自分で守る」 という自主独立に富んだアメリカ人を、アメ
リカの大地に根をおろしているという意味で、「グラスルーツ （草の根）保守」 ともい
います。

アメリカの政治は共和党と民主党の二大政党制ですが、そのうち共和党の支持
母体となっているのが、「草の根保守」 （WASP）なのです。

こうしてアメリカ合衆国を建国し、西部開拓に励んだ人たちは、新天地で成功を
遂げます。 たまたまやってきた新大陸は、あれだけ土地が広大で、しかも資源が
豊富だった。 一文無しでイギリスからアメリカにやってきても、西部開拓で成功す
れば自分が地主になることができた。 まさに、「アメリカンドリーム」 をつかんだの
です。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ２』 （2017.09.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023
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「米国政治」の立ち位置（3/6）

■なぜ東海岸にはユダヤ系移民が多いのか？

アメリカ開拓民の成功を聞きつけたヨーロッパの貧困層は、「それなら、俺たち
も！」 と、アメリカンドリームを求めて、続々とアメリカ大陸にやってきました。

最初は同じイギリス人の貧困層がアメリカに渡り、ドイツ人や北欧の人たちが続
きました。

ドイツ人や北欧の人は、見た目がイギリス人に似ています。 背が高くて金髪で、
イギリス人と同じ、いわゆるゲルマン系の民族です。 話している言葉もあまり違い
はありません。 オランダ語やドイツ語、デンマーク語などは英語の方言のようなも
ので、すぐに英語をマスターできます。 だから、ドイツや北欧からやってきた人た
ちは、違和感なく、アメリカに溶け込んでいきます。

しかし、同じヨーロッパでも、南ヨーロッパや東ヨーロッパの人は、民族や宗派が
異なります。

まず、19 世紀の後半にアメリカに渡ってきたのはイタリア人。 イタリアという国は

明治維新の頃に統一されたのですが、北と南で大きな経済格差があって、北が豊
かで南が貧しい。 南の貧しい農民たちが 「アメリカに行けば金持ちになれる！」
とばかりに大挙して押し寄せたのです。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ２』 （2017.09.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023
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「米国政治」の立ち位置（4/6）

ところが、イタリア人は英語がまったくできません。 イタリア語と英語は言語が違
いすぎるからです。 イタリア語はもともとラテン語ですから、発音も英語と異なりま
す。 たとえ英語をマスターしても、どうしてもなまりが残り、独特の英語になってし
まいます。

イギリス人との違いは言語だけではありません。 見た目に関しても、イタリア人
は小柄で髪が黒い。 しかも、宗教はプロテスタントと敵対するカトリックです。

イタリア人の次にやってきたのが、ユダヤ人です。

19 世紀の終わり頃は、まだイスラエルの建国前で、ユダヤ人の多くはロシアに住

んでいました。 ロシアでは、たびたびすさまじいユダヤ人の迫害が行われました。
この集団的迫害行為を 「ポグロム」 といいます。 虐殺をはじめ、略奪、破壊、差

別など、のちのナチスと同じような迫害を行っていました。 そのため、ユダヤ人は
虐殺を逃れて、遠くアメリカまでやってきたのです。

イタリア人にしても、ユダヤ人にしても、ヨーロッパからアメリカ大陸に来るには、
大西洋を船で渡ってくるので、アメリカの東海岸に多くの 「移民」 が住むようになり
ます。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ２』 （2017.09.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023
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「米国政治」の立ち位置（5/6）

■なぜ西海岸にはアジア系の移民が多いのか？

アメリカンドリームを夢見てアメリカにやってきたのは、ヨーロッパ人だけではあり
ません。 アジア人も、次々とやってきます。

最初に太平洋を渡ってきたのは、中国人です。 1840 年に勃発したアヘン戦争で、

清朝はイギリスに負けて経済が混乱、大量の経済難民が生まれました。 その難
民が太平洋を渡って、アメリカにやってきたのです。

次にアメリカにやってきたアジア人が、日本人です。 19 世紀、明治時代の日本

は開国したばかりで、まだ国が貧しく、地方の農民は困窮していました。 そんな中、
とくに東北地方、長野、沖縄の人たちが土地を求めて、ハワイやカリフォルニアに
渡っていきました。

この結果、アメリカ西海岸のカリフォルニアには、中国系と日系が多く住む結果と
なりました。

そこですでに生活をしていたアメリカ人は、いい顔をしません。 アメリカ人からす
れば、イタリア人やユダヤ人以上に、アジア人は見た目や言語がまったく異なりま
すから、「なんだ、こいつらは」 とよそ者扱いするのは自然な反応です。

しかも、アジア人は総じてよくはたらきます。

「俺たちの仕事を奪うとはけしからん！」 --- とりわけ労働者層のアメリカ人の反
発を買う結果となり、アジア系移民の排斥運動が起こることになったのです。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ２』 （2017.09.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023
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「米国政治」の立ち位置（6/6）

■なぜ民主党はリベラルなのか？

こうして、最初にイギリスから大陸に移住して成功を遂げていた 「アメリカ人」 は、

あとから海を渡ってきた南ヨーロッパ、東ヨーロッパの移民たち、あるいはアジアか
らやってきた移民たちと対立関係となりました。

アメリカは、共和党・民主党の二大政党制です。 南北戦争までは、北部を基盤と
する共和党と、南部を基盤とする民主党の対立でした。 ところが南北戦争で北部
が圧勝すると、南部や中西部の 「草の根保守」層にも共和党が浸透していきます。

すると、万年野党に転落した民主党が、党勢回復のため、新しく入ってきた移民
労働者を支持母体にしていったのです。

アメリカの東海岸には、ユダヤ系、イタリア系が根を下ろし、そのほかにも、イタリ
ア系と同じカトリックであるアイルランド系も東海岸に定着します。 アメリカの西海
岸は、中国系や日系の移民たちが移住してきました。

要するに、アメリカの両サイドが民主党の支持基盤となっていたのです。

そして、古くからアメリカに住んでいた WASP の白人たちは、国の中央、おもに中
西部と南部に根を下ろし、共和党の支持基盤となりました。

ちなみに、黒人は民主党の支持基盤です。 黒人は奴隷としてアフリカから連れ
て来られ、長らく参政権がなかったのですが、1960 年代にキング牧師が指導した

公民権運動の結果、黒人の参政権が認められました。 黒人は、自分たちを奴隷
扱いしてきた白人への反発から、民主党に票を入れることになります。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ２』 （2017.09.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023
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「米国政治」を動かすのは誰？

中国の軍事的、経済的な台頭とは対照的に、国際的な存在感が薄れつつあるア
メリカ。 今、アメリカに何が起きているのでしょうか。

アメリカは一枚岩ではありません。 アメリカの行動原理を理解するには、大きく
分けて 5 つの担い手を知る必要があります。

①軍需産業
②金融資本
③草の根保守
④福音派
⑤移民労働者 （労働組合）

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より

①軍需産業

②金融資本

③草の根保守

④福音派

⑤移民労働者 （労働組合）

担 い 手 手 段

献 金
（資本主義）

投 票
（民主主義）

要 望

在庫の一掃

投資の機会

小さな政府

世界へ布教

福祉の拡大

階 層

資 本

中間層

貧困層

ピカイチ生活経営塾
2023
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「軍需産業」と「金融資本」（1/4）

■アメリカは、なぜ戦争を繰り返すのか？

今のアメリカを支配している最大の利益集団のひとつは、「軍需産業」です。

アメリカの軍需産業は、第二次大戦のときに急成長しました。 たとえば、ボーイ
ングやロッキード、ダグラスといった飛行機メーカーは、当時、戦闘機や爆撃機をつ
くって大企業へと成長していきました。

第二次大戦が終わって冷戦が始まると、軍需産業は、ソ連がいつ攻めてくるかわ
からないと喧伝し、核ミサイルをどんどんつくって莫大な軍事費を政府 （国防総省）

から引っ張り出したわけです。

冷戦の初期に大統領を務めたアイゼンハワーは、第二次大戦を指揮した軍人出
身で、軍需産業と太いパイプをもっていました。 そのアイゼンハワー大統領が退
任の演説の中で、国民に向けてあえてこんなことを言い放ちました。

「今、アメリカでは軍部と軍需産業が一体化していて、とてつもないパワーをもっ
てしまっている。 アメリカ国民は、その事実を知っておくべきだ」

アイゼンハワー大統領が指摘したようなシステムを 「軍産複合体」 といいます。

軍産複合体のもとでは、軍部からの受注で軍需産業がうるおう一方、軍需産業
に退役軍人が顧問などの肩書で天下りするといった、癒着が頻繁に行われます。

アメリカの軍人たちは軍需産業の意向を無視することはできません。 さらに軍需
産業の下には、下請けの中小企業がいっぱいあるので、何百万人もの雇用が生ま
れます。 こういう構造が冷戦期に生まれ、今も変わらずに存在するのがアメリカな
のです。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023
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「軍需産業」と「金融資本」（2/4）

日本の場合は建設会社と政治がつながって、むだな道路をいっぱいつくりました。
アメリカの場合は、軍需産業と政治がつながっている。 だから、ほぼ 10 年ごとに
戦争をやって、軍需産業に儲けさせるのです。

ベトナム戦争のときは民主党政権でしたが、基本的に軍需産業は共和党とくっつ
いている場合が多い。 冷戦末期に大軍拡をやったのは共和党のレーガン政権で
したし、湾岸戦争もイラク戦争も、共和党のブッシュ親子が戦争へとかじをとりまし
た。 冷戦終結で閑古鳥が鳴いていた軍需産業は、イラク戦争によって息を吹き返
すことができたのです。

息子のブッシュ政権がイラク戦争を長期化させ、アメリカ国民の厭戦 （えんせん）

気分が広まったときに登場したのが民主党のオバマ大統領です。 彼はイラク戦争
から手を引くことを公約にして選挙に勝ちました。 現地の戦場で死ぬのはアメリカ
人の兵士ですから、「なぜ、うちの息子や夫が、中東で死ななければならないの
か」 というのが、イラク戦争後のアメリカの世論です。

しかし、軍需産業から見れば、イラク戦争が終わってからずいぶん経って、ミサイ
ルの在庫もたまっているはずです。 「在庫一掃したい」 というのが彼らの本音で
しょう。 I S （イスラム国）の台頭による中東の不安定化や中国の海洋進出は、彼ら
軍需産業が望むところなのです。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023
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「軍需産業」と「金融資本」（3/4）

■アメリカ政府と巨大銀行はどんな関係か？

アメリカには、軍需産業に匹敵するもうひとつの巨大勢力があります。 ニュー
ヨークを中心とする巨大銀行、すなわち金融資本です。

ニューヨークの金融資本が勢力を伸ばしたのは、19 世紀末のこと。 JP モルガン
という巨大銀行が台頭し、国を動かすほどの力をもつようになりました。

ちなみに、アメリカの二大財閥として有名なのは、この JP モルガン銀行と、石油
財閥のロックフェラーです。JP モルガンとロックフェラーから枝分かれした銀行が
ひしめいているのが、ニューヨークのウォール街 です。

19 世紀、アメリカ政府と金融資本とは敵対関係にありました。 アメリカは 「草の
根の民主主義」 の国なので、政府としては銀行家のような一部の特権階級に国を

支配されたくないという意識が強くありました。 しかし、結果的にお金をもっている
ほうが勝つのが世の常です。

ウィルソン （第一次大戦時の大統領）のとき、ニューヨークの金融資本が共同出資
する形で、FRB （連邦準備制度理事会）をつくりました。

FRB はアメリカの国営ではありません。 ニューヨークの金融資本 （JP モルガンや

ロックフェラー）が共同出資した、純然たる民間銀行 です。 民間銀行が中央銀行
の仕事をしているのです。 アメリカ政府は財政難になると国債を発行して、FRB 

に引き受けてもらいます。 当然、政府は金融資本の言いなりになってしまいます。

FRB の出資者である金融資本＝民間銀行がアメリカ政府の 「お財布」 を握って

いる状態なので、政府は銀行の意向を無視できないのです。 ウィルソン政権以来、
金融資本と特に強いつながりをもっているのは 「民主党」 です。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より
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「軍需産業」と「金融資本」（4/4）

■アメリカの軍需産業と金融資本の関係は？

では軍需産業と金融資本の関係性は 「対立しているのか」 と問われると、必ずし
もそうとはいえません。

利害が一致したケースとしては、イラク戦争が挙げられます。 共和党のブッシュ
政権は、イラク戦争を仕掛けて、イラク国内をミサイル攻撃で徹底的に破壊しまし
た。 戦争が終わったら、今度は再建しなければなりませんから、アメリカの金融資
本がイラクの戦災復興に当たる企業に融資をします。 イラク復興を請け負って莫
大な利益を上げたベクテル社はアメリカ最大の建設会社 （ゼネコン）。 同社の幹部
は、アメリカ政府の国務長官や国防長官として抜擢されています。

戦争によって軍需産業が儲けたあと、戦争後に復興と称して金融資本が投資で
儲ける。 壊しては儲け、再建してはまた儲ける。 マッチポンプです。 軍需産業
にとっても、金融資本にとっても、イラク戦争は 「おいしい話」 だったのです。

イラクとは逆のケースが中国です。 中国とアメリカの緊張が高まれば、アメリカ
の軍需産業は儲かるはずです。 しかし、中国の場合、中国共産党政権が非常に
賢くて、東シナ海や南シナ海で軍事的な挑発はしても、アメリカを決定的に怒らせ
るところまでは踏み込まない。 その一方で、「中国に投資しませんか」 とアメリカ
の金融資本を誘い込んでいます。

ニューヨークの金融資本は、すでに莫大な投資を中国にしているので、米中関係
が悪化して戦争になれば、大損害を被ることになります。 だから金融資本は米中
友好を唱え、顧客には対中投資を呼びかけるのです。 結果的に中国の脅威を
煽って稼ごうとしている軍需産業とは利害が一致せず、対立関係にあるように見え
るのです。
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「草の根保守」と「福音派」（1/4）

■アメリカの中間層 「草の根保守」 って何？

アメリカを動かしている集団の 3 つ目は、「草の根保守」 です。 草の根っこのよ
うにアメリカの大地に根をおろしている保守層 （経済的には中間層）のことです。 彼
らはおもにアメリカ南部や中西部の農村地帯に多く住んでいます。

草の根保守は、歴史的には 19 世紀の 「西部開拓農民」 にまでさかのぼります。

開拓農民は、政府からまったく支援を得ることなく、自分の努力と才覚だけで先住
民 （インディアン）と戦って、荒野を切り開いてきた人たちです。 正当防衛のために
個人が銃をもつのは当然の権利と考え、銃規制に反対するのもこの人たちです。

基本的に国家を信用しない。 自分の身は自分で守るので福祉もいらない。 税
金も払いたくないという極端な個人主義、自由主義の思想をもっています。 彼ら
のような立場を リバタニアン といって、リベラルと区別します （リベラルも「自由主義」で
すが、弱者救済のため福祉の充実を求めます。 こっちは民主党の考えです） 。

そもそも国家というものを信用しない草の根保守の立場からすれば、国のために
外国で戦って死ぬのは、ナンセンスです。 敵がアメリカへ攻めてくるなら戦うけれ
ど、なぜ海の向こうまで行って戦わなければならないのか・・・・と。

こうした草の根保守の気持ちを反映したのが、「孤立主義」 （モンロー主義）という

政策です。 ヨーロッパや中東、東アジアで戦争が起きようが関係ない。 アメリカ
はアメリカの道を行く。 その代わり、外国からの干渉も一切受けない。

実は彼らこそ、共和党の最大の支持基盤なのです。 ロン・ポールという共和党
の下院議員が 2012 年に大統領候補として予備選挙に出馬し、「海外の米軍基地
はすべて撤収すべきだ」 と訴えました。
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「草の根保守」と「福音派」（2/4）

■アメリカで力をもつ 「福音派」 って何？

アメリカ合衆国は基本的に移民によってつくられた国なので、アメリカ大陸に渡っ
てきた順番によって階級があります。 最初にアメリカに渡ってきた人たちが最も威
張っていて、権力を握りました。 それが、イギリス系移民の 「WASP」 （ワスプ）と呼
ばれる人たちです。

もともとは、イギリスの ピューリタン といわれる新教徒がイギリス本国で迫害され
て大陸にたどり着いたのが、アメリカの始まりです。 メイフラワー号で渡った 102 

人を 「ピルグリム・ファーザーズ」 （巡礼の父祖）といいますが、彼らはアメリカに自
分たちの信仰を実現する理想国家 （＝神の国）をつくりたかったのです。

「正しいキリスト教を、アメリカにあまねく広めなければならない」

ここでいう 「正しいキリスト教」 というのは、プロテスタントの信仰です。 「欲望を
避けて質素に暮らし、一生懸命働くことが、神のご意思である」 という信仰です。

したがって、彼らは神のご意思を実現するためにピュアに暮らし、アメリカ大陸を清
めるため、先住民を 「一生懸命に」 追放したのです。

このピューリタンがさらにいろいろな宗派に分かれていくのですが、それらに共通
するのは 「聖書 （福音書） 」 の教えを絶対と考え、これに反するものを排斤 （はいせ

き） しようとするメンタリティです。 彼らは妊娠中絶を罪と考え、同性愛を罪悪視し
ます。 このような人たちを 「福音派」 とか、「宗教右派」 と呼びますが、彼らも共和
党の強固な支持基盤です。
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「草の根保守」と「福音派」（3/4）

■アメリカはなぜ 「世界の警察」 をやりたがるのか？

アメリカが外国に出て戦争をするのは、実は、福音派の思想が大きく影響してい
ます。 彼らはまず、アメリカという理想国家 （＝神の国）をつくりました。 しかし、ま
わりを見渡してみると、世界には 「間違った信仰」 --- カトリックやイスラム教、多神
教の国がいっぱいあることに気づきます。 これらは 「正すべき存在」 ということに
なります。

今のアメリカ人にも、アメリカ型の価値観、つまり 自由、人権、民主主義を世界中
に 「布教」 すべきだ という考え方があります。 もし相手の国がアメリカ型の価値

観を認めない独裁政権である場合には、武力を使ってもかまわないと考えるので
す。 実は、アメリカが行ってきた戦争は、みなこうした考え方によって正当化され
てきたのです。

最初にアメリカが侵略した国は、メキシコ。 メキシコはカトリック教徒のスペイン
人が、先住民と混血してつくった国です。 アメリカが侵略する前は、今のアメリカ
の西側 3 分の 1 、つまり、ロッキー山脈より西側はメキシコ領でした。 だから、今
のカリフォルニアやテキサスも、もともとメキシコのものだったのです。

最初は、メキシコ領テキサスにアメリカ人が移民として移住します。 もともとテキ
サスは荒れ地が多い土地だったので、メキシコ人 （カトリック）の人口は多くありませ

んでした。 そこに、大量のアメリカ系のプロテスタントの移民が入ってきたのです。
その結果、メキシコ政府と対立することになり、アメリカの移民たちは、「テキサスは
メキシコから独立する」 と一方的に宣言したのです。

この 「テキサス共和国」が、アメリカ合衆国に編入を申請すると、アメリカ政府は、
テキサスをアメリカの州にしてしまったのです。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023



- 20 -

「草の根保守」と「福音派」（4/4）

テキサスを奪われたメキシコは怒ります。 テキサスの帰属をめぐってメキシコとア
メリカの間で戦争が起こりますが、アメリカが圧勝しました。 そして、テキサスだけ
でなく、西海岸のカリフォルニアまでをメキシコから奪い、現在のアメリカ合衆国の
形ができあがったのです。

スペイン植民地だったキューバを侵略したときも、「スペインの暴政に苦しむキュー
バを救え。 自由と民主主義の旗のもとにキューバ人民を開放すべきだ」 という建
前で戦争を始めました。 「解放」の名目で国を奪ってしまうのです。

ウィルソン大統領も、「独裁政権を倒し、民主主義を広める」 という名目で中米諸
国への干渉を繰り返し、「ドイツの軍国主義を打倒する」 という名目で孤立主義を放

棄し、第一次世界大戦に参戦しました。 アメリカがヨーロッパの戦争に派兵したの
はこれが最初です。 こういう発想を、「宣教師外交」 「ウィルソニズム」 といいます。

第二次大戦のときは、「ドイツと日本のファシズムを打倒し、民主主義を守れ」 とい
う名目でしたし、冷戦期は 「共産党独裁に対抗して自由と民主主義を守る」 という
名目でソ連や中国とにらみ合いました。

そして、冷戦が終わったあとは 「イラクの独裁政権」 あるいは 「テロリスト」 から
「自由と民主主義を守る」 と言って戦争を続けてきました。

イラク戦争に勝利した後もテロが止まらず、ついには I S （イスラム国）が出現しまし

た。 疲れ果てたアメリカ人は、オバマを大統領に選びました。 だからオバマ外交
は孤立主義に回帰し、紛争から身を避けようとしたのです。

草の根保守の 「孤立主義」 と、福音派的 「介入主義」。 アメリカ外交はこの間を
振り子のように揺れ動いてきたのです。
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「移民労働者」のユダヤ人（1/3）

■ユダヤ人がアメリカに渡った理由は？

アメリカで大きな影響力を持っている集団の 5 つ目は、移民労働者 （労働組合）で
す。

WASP が移住したあとも、アメリカには、次々と移住者がやってきます。 ドイツ人

やアイルランド人、イタリア人も多かったのですが、アメリカ外交にいちばん影響を
与えたのは、ユダヤ人です。

ユダヤ人がアメリカに渡る以前、彼らの多くが住んでいたのはロシア帝国でした。

中世以来、ユダヤ人の多くは差別が少ないポーランドに住んでいました。 ポーラ
ンドは、ユダヤ人の避難所だったのです。 ところが、そのポーランドをロシア帝国
が併合したのが 18 世紀の 「ポーランド分割」 でした。

ロシア帝国は、1853 年にクリミア戦争でイギリスに完敗します。 ちょうど日本の

江戸幕府が、ペリーの黒船を見てびっくりしたのと同じ年です。 日本人がペリーの
黒船を見てショックを受けたように、クリミア半島に攻め込んだイギリス軍の蒸気船
を見て、ロシア人も仰天しました。 それをきっかけにロシア帝国は、近代化に力を
入れ始めるのです。

ところが、鉄道を敷いて蒸気船を所有したくても、肝心の資金や技術がない。 国
内になければ、国外から調達するしかありません。 外資導入ですね。

そこでロシアは、当時ヨーロッパでいちばんお金をもっていたユダヤ系財閥・ロス
チャイルドから投資をしてもらったのです。 今でいう 「経済自由化」が起きたロシ
アには、急速に外資が入り、発展していきました。
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「移民労働者」のユダヤ人（2/3）

一方で、問題も起きます。 ロスチャイルドの資本と結びついたロシアの皇族や貴
族は私腹を肥やし、豊かになりましたが、その富が一般民衆に行き渡らなかったの
です。 ロシアは憲法も議会もない独裁国家だったので、貧富の差がますます広が
り、民衆の不満がたまっていく結果となりました。

そこで、民衆の不満が政府に向くことを恐れたロシア政府は、情報操作をします。
「富の不均衡の原因は、ユダヤ人にある」 と喧伝したのです。 ユダヤ人の長老た

ちがひそかに秘密会合を開き、カネの力で世界征服の陰謀を企てている、というわ
けです。 この陰謀計画を 「シオンの議定書」 といいます。 シオンとは、ユダヤの
都エルサレムのことです。

「秘密権力の世界征服計画書」 という触れ込みでロシアからヨーロッパ各国へ広
がっていった 「シオンの議定書」 ですが、実は反ユダヤ運動を煽るためにロシアの
秘密警察がでっちあげた偽書でした。 日本でも 「ユダヤの陰謀」 本はたくさん出
ていますが、元ネタは 「シオンの議定書」 です。

ユダヤ人への風当たりが強まる中、1881 年に時の皇帝が暗殺される事件が起き

ます。 犯行グループの中にユダヤ人がいたことから、ロシア全土で民衆がユダヤ
人を襲撃する事件が起こり、多くの犠牲者を出しました。 これを 「ポグロム」 とい

います。 このとき、ユダヤ人が命からがら逃げ延びた先が、ヨーロッパとアメリカ。
今アメリカに住んでいるユダヤ人のほとんどは、ロシアからやってきた人たちなの
です。

ちなみに、パレスチナ （現在のイスラエル）へユダヤ人が移住するようになるのは、
第一次世界大戦でオスマン・トルコ帝国が崩壊したあとのことです。
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「移民労働者」のユダヤ人（3/3）

■アメリカがイスラエルを支援するのはなぜ？

アメリカに移住してきたユダヤ人には、大きな強みがありました。 「集金力」 です。

ヨーロッパでしたのと同じように、ユダヤ人はニューヨークで金融業を始めます。
ゴールドマン・サックス、ソロモン・ブラザーズ、リーマン・ブラザーズといった大手金
融機関の創業者は、ユダヤ系移民です。

ニューヨークの金融資本として成長したユダヤ人たちは、お金の力によってアメリ
カで影響力をもつようになっていきます。

ユダヤ人がアメリカで強い影響力をもつのは、強烈な民族意識にも理由がありま
す。 彼らは 「自分たちはユダヤ人である」 という意識を捨てないので、なかなかア
メリカ人に同化しません。

ユダヤ人は 「私たちはアメリカに住んでいるユダヤ人だ」 というスタンス。 ユダ
ヤ系アメリカ人ではなく、「アメリカ在住ユダヤ人」 として生きることを選んだのです。

そして、1948 年にイスラエルが建国されると、アメリカに住むユダヤ人たちは、イ
スラエル国籍を取得しました。 アメリカでは二重国籍が認められているからです。

当然、アメリカ在住のユダヤ人たちは、自分たちの魂の祖国であるイスラエルを
応援したい。 そこで豊富な資金力をバックに、アメリカ政府に対してイスラエルを
支援するように働きかけます。

これまでアメリカがイスラエルを一貫して支援してきた裏には、金融資本を握って
いるユダヤ人の存在があったのです。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023



- 24 -

「共和党」と「民主党」（1/5）

■共和党とはどういう政党か？

アメリカの行動原理には 5 つの担い手があって、その力関係によって国家として
の行動が変化する。 もう一度、整理しておきましょう。

①軍需産業 （武器メーカー）
②金融資本 （大銀行）
③草の根保守 （南部や中西部の中間層）
④福音派 （南部）
⑤移民労働者 （東海岸や西海岸）

これらの担い手が、アメリカの 2 大政党である 「共和党」 と 「民主党」 のどちらを

支持するかによって、アメリカの外交戦略や政策は変わってくるのです。 時の政
権は、これらの集団を無視した政治はできない、ということになります。

大雑把に言えば、
共和党を支持しているのは、① 軍需産業 と③草根の保守、④福音派。
民主党を支持しているのは、② 金融資本 と⑤移民労働者、それにアフリカ系
（黒人）です。

ピューリタン的理想主義は、共和党へ受け継がれると福音派 （同性愛や妊娠中絶

反対） 、民主党へ受け継がれるとウィルソニズム （「自由と民主主義」の輸出）となりま
す。
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「共和党」と「民主党」（2/5）

「草の根保守」 は政府を信用していませんから、福祉も年金もやめて減税してく

れ、老後の面倒は自分で見るという立場です。 福祉というのは、国民からお金を
集めて、それを再分配することで成り立ちます。 しかし、その過程で政府の官僚
たちがお金を自分のポケットに入れてしまうのではないかと 「草の根保守」 は疑う
のです。

オバマ政権誕生の 2009 年以降、「ティーパーティー」 という政治運動が起きまし

た。 アメリカがイギリスの植民地だった時代、イギリス政府による貿易制限に抵抗
し、独立戦争の契機となった 「ボストン茶会事件」 に由来します。

金融危機の中、オバマ政権が医療保険制度で政府の支出を増大させて、課税を
増やす路線を打ち出したことに、反対・抗議するのがティーパーティー運動の目的
でした。 こうした運動の主体となっていたのがまさに 「草の根保守」 なのです。

共和党の支持基盤は分裂しています。 国防費で利益を得る軍需産業は常に戦
争を望みます。 逆に 「草の根保守」 は 「国外のごたごたに介入するな」 という立
場です。

しかし 「草の根保守」 はただの平和主義ではありません。 アメリカでは、一般人

が銃を所持することが憲法で認められています。 西部開拓時代からの伝統で、
「武装して民兵となるのはアメリカ国民の権利である」 と規定されているわけです。
国家による命令があろうがなかろうが、「自分の身は自分で守る」 という立場です。

ですから、アメリカの自由を脅かす 「敵」 に対しては、ためらうことなく銃をとりま
す。 冷戦中の 「共産主義者」、9・11 テロ以降の 「イスラム過激派」 は、明白な敵
に見えました。 だから彼らはイラク戦争に熱狂したのです。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より
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「共和党」と「民主党」（3/5）

■なぜオバマは保険制度改革にこだわったのか？

民主党の強固な支持基盤は、⑤移民労働者と黒人 です。 アメリカを建国した
WASP よりもあとにアメリカに渡ってきた移民たちです。

比較的初期に渡ってきたイタリア系やドイツ系、アイルランド系、ロシアからの迫
害を逃れてきたユダヤ系、アジアから来た中国系、韓国系、日系、インド系、スペイ
ン語圏の中南米から入ってきたヒスパニック系など多岐にわたります。 黒人 （アフ

リカ系） と先住民が参政権を得たのは 1964 年の公民権法からです。

こうした移民労働者の特徴は、一部のユダヤ系を除いて低所得者層が多い点で
す。 民主党のオバマが大統領選で揚げた医療保険制度改革、いわゆるオバ
マ・ケアの目的は、民主党の支持基盤である低所得者層を救済することでした。

富裕層は民間の保険会社に毎月高い保険料を支払っていざというときに備えて
います。 しかし貧困層は保険料を払う経済力がない。 そこでオバマは、日本の
ように全国民を強制的に保険に入れさせようと 医療保険制度改革を掲げました。
いわゆるオバマ・ケアです。

当然、政府の財政負担が増えますし、健康なアメリカ国民も保険料の負担を強い
られます。 共和党を支持する 「草の根保守」層は、「俺たちのお金を吸い上げて
貧乏人にばらまくとは、けしからん」 と猛反発し、儲けを失うことになる 保険業界も
抵抗しました。

結局オバマは妥協し、全国民を 民間の保険に強制加入させ、政府が保険料の
一部を負担する、という形で法案を通しました。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023



- 27 -

「共和党」と「民主党」（4/5）

■ユダヤ票を無視できないのはなぜか？

移民労働者の中でも、政治的に大きな影響をもっているのがユダヤ人です。 ユ
ダヤ人は、アメリカの人口の割合で 3 ％にも達しません。 しかし、その 3 ％が、非
常に政治意識が高いのです。

必ず投票に行くのはもちろんのこと、政治献金をはじめとして、さまざまな政治運
動を積極的に行います。 イスラエルに好意的な候補を徹底的に応援するのです。
逆に反イスラエル、反ユダヤの立場をとる候補に対しては、容赦ないバッシングを
あびせます。 電話やファクス、メール、インターネットなどあらゆる手段を尽くして
落選運動します。

だから、本来ユダヤ票とは関係のないはずの共和党議員も 「ユダヤ人は敵に回
したくない」 というのが本音です。 イスラエルのネタニヤフ首相が訪米し、アメリカ
の議会で演説をすると、全議員が総立ちで拍手 （スタンディング・オベーション）をする
光景も、アメリカの選挙に与えるユダヤ人の影響力を物語っています。

なお、ユダヤ人は基本的に民主党寄りですが、共和党を支持する人もいます。
民主党は共和党と比べて外交に消極的で、国内の福祉などに力を入れる傾向が
あるので、「民主党の中東政策は、なまぬるい」 と反発するグループがあるのです。
このグループのことを ネオコン （新保守主義）といいます。

冷戦期にソ連に対して弱腰だった民主党政権から、共和党のレーガン政権に乗
り換えて、ソ連を叩きつぶすことを支持したのもネオコンです。 冷戦終結後、彼ら
はブッシュ Jr. 政権の閣僚としてイラク戦争を強力に支持しました。 イラク戦争が
泥沼化すると、本来の共和党支持者である 「草の根保守」 の反発を受けて、ネオ
コンの勢いは急速にしぼみました。

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より

ピカイチ生活経営塾
2023



- 28 -

「共和党」と「民主党」（5/5）

『ニュースの “なぜ？”は世界史に学べ』 （2015.12.15 茂木誠）より

民主党

労働組合

投票

＝

貧
困
層

＝

移
民
労
働
者

金融資本

献金

共和党

草の根保守
福音派

＝

中
間
層

軍需産業

献金
中国は
投資先

福祉拡大
医療保険改革！

中国に
警戒を！

孤立主義
銃規制反対
福祉は無駄
減税せよ！
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