２０１４年２月２日
最近の韓国・中国・台湾経済情勢について
[今週のチェック・ワード]
［国際金融情勢について］
私は、実体経済を大きく上回る資金供給が成されている現状の世界経済情勢にあって、今後、
「強い米国」が標榜され（この過程では、多分、
「覇権」ではなく「均衡」政策姿勢をその Nature
とするオバマ大統領は Lame Duck 化する。）、「強い基軸通貨・米ドルを基にした世界経済システム
が再認識される。」という前提で世界は動き始め、国際的な投資家たちは、
「リスクに対して神経質
な投資スタンスよりもリターンに対して関心を示す投資スタンスに転じてくる。」と見ており、こ
の結果として、余剰となっている世界的な資金は、投機性資金として、人々が生きていく為に必要
なものがある市場、即ち、食糧、原材料、エネルギー資源等にその資金が回り、一般的、相対的に
はその価格が上昇していく、或いは高値維持されるであろうと見ています。
そして、そうした中で、当然に、株式市場も、「上値」を探る動きを、年間を通しては、示すの
ではないかと見ています。
更には、ＴＰＰに関しては、この強い米国を背景にして、今年は米国スタンダードを反映した形
で、妥結に向かって大きく前進するのではないかとも考えています。
しかし、こうした一方で、
米国は世界の中で本当にリーダーシップを回復できるのか？
強い米国を具現化できるのか？
新興国経済に懸念はないのか？特に中国本土経済やインド経済などに向けられている懸念は払拭
できるのか？
米国が金融引き締めに転じた場合に、投機性の資金はどのような動きを示すのか？
といった声に見られるように、懸念材料も出ています。
こうした中、最近、アジア市場では各国・地域の主な株価指数が総じて下落するという状況が見ら
れました。
市場のことであり、「一喜一憂」することはいけませんが、それでも今回の下落の背景が、
アルゼンチンペソの急落を受けた新興国経済の減速懸念
中国本土景気の後退
米国・連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）における量的金融緩和縮小観測
などがあったと見られており、「投資家が一時的かもしれないが、リスク回避姿勢を強めた。」
ことにあると見られています。
まだまだ不安定要素が残る世界経済、様々な角度から、分析をしていくことが肝要であり、また、
その分析が難しいことを前提にしながら、ビジネス判断をしていかなければならないようです。
そして、このような市場の動きに右往左往しないような経営姿勢を、少なくとも、実体経済にい
らっしゃる経営者の方々は取らなければならないのではないかと考えています。

[台湾・中国・その他]
―今週の台湾・中国―
［台湾］
台湾では旧正月連休（１月３０日～２月４日）前最後の取引となる２７日の台北株式市場に於いて、
欧米市場の大幅な株価下落を受けて平均株価指数が、８，５００ポイント台を下回り、前週末終値
比１３５．７４ポイント（１．５８％）安の８４６２．５７で取引終了となった。
旧正月連休前の最後の取引ではこの１５年連続で株価が上昇していたが、今年は、下落となり、こ
うした記録はストップとなった。
金融関係者はその原因として、当面の利益を確保する売り注文が広がったためと分析している。
しかし、世界的に見ると、リスクに対する安心感が広まる中、投機性資金も含めた投資資金の株式
市場回帰が見られ、２０１３年に於ける台北株式市場の平均株価指数も前年と比べて５５５．９２
ポイント高となり年間上昇率は７．０３％を記録した。
また、時価総額は昨年の旧正月前の最終取引日だった２月６日対比で２兆１，０００万ニュー台湾
ドル増の２４兆１，２００億ニュー台湾ドルとなり、台湾の総人口２，３００万人で計算すると、
国民１人あたり約９万ニュー台湾ドルの収入増となったと見られている。
［中国］
中国本土の李克強首相は、今年の中国本土経済に関して、
「厳しい状況になる。」との見方を示唆し
ている。
そして、その上で、景気拡大を意識しつつ、物価の安定にも努めるとの政策姿勢を示し、
「成長と安定」のバランスをきちんと取りながら、政策運営をしていくとの姿勢を改めて強調して
いる。
―今週のニュース項目（見出し）―
中国本土、最低賃金について
ベトナム情勢について
中国本土、財政収入について
インド情勢について
中国本土、経済政策姿勢について
マレーシア情勢について
―今週のニュース―
中国本土、最低賃金について
筆者はインフラ・コストも上がり、通貨・人民元も切り上げ圧力にさらされ、人件費も上昇して
いる中国本土は、一般的・相対的に見れば、国際競争力を低下させてきていると見ている。
こうした状況下、中国本土政府・人事社会保障部は、
「２０１３年は北京市、上海市、広東省など２７の主な地方政府が法定最低賃金を引き上げ、平均
上昇率が１７％となった。」
と発表している。
２５地方政府の平均で２０．２％上昇だった２０１２年に比べてその伸びは鈍ったと見られている
ものの、人件費の高騰は続いていると認識しておきたい。

ベトナム情勢について
ベトナム政府・統計総局は、
「１月のベトナムの消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は前年同月対比６．７７％増となった。」
と発表している。
例年、旧正月（テト）を控えて物価が上がりやすいが、１月の上昇率としては２００７年以来の低
さとなり、特に庶民生活に直結する、食品・食材類の上昇率も５．８９％と安定しているとベトナ
ム政府は評価している。
中国本土、財政収入について
中国証券報は、中国本土政府・財政部が発表したデータを引用し、
「２０１３年の中国本土の財政収入が１０．１％増の１２兆９，１４３億人民元なったことが分か
った。」
と報道している。
この財政部発表によると、２０１３年の全国の公共財政収入が１２兆９，１４３億人民元で、前年
と比べて１兆１，８８９億人民元増加し、伸び率は１０．１％となっている。
一方で、全国の公共財政支出は１３兆９，７４４億元で、１０．９％増加している。
こうしたことから、赤字基調となっている点、改めて注視したい。
インド情勢について
２０１３年９月にインドの中央銀行であるインド準備銀行の総裁に就任したラグラム・ラジャン総
裁は、金融政策決定システムの全面的な改革に乗り出すと見られている。
具体的には、新たに物価目標を明示し金融政策決定に合議制を導入することなどを検討するとして
いる。
インドは景気減速と並行する物価上昇に苦しんでおり、国際標準に近い透明な政策運営を採り入れ
て金融政策の実効性を高める狙いがあるとも見られている。
中国本土、経済政策姿勢について
中国本土の李克強首相は、
「中国本土は今年、幅広い改革の推進に注力し、安定成長を維持する。」
と表明、
「改革の推進が新年の中心課題になる。」とコメントしている。
マレーシア情勢について
米国金融当局の更なる金融緩和姿勢が強まり、新興国通貨の切り下げとそれに対する利上げの傾向
が世界的に見られる中、マレーシア中央銀行は金融政策委員会を開催し、政策金利を現行の年３．
０％で据え置くことを決めている。
マレーシア中銀は２０１１年５月に利上げに踏み切って以降、政策金利を動かしていない。
そして、今回の決定の背景には、消費者物価には上昇の兆しもあるが、悪影響は限定的みなし、現
時点での金融引き締めは必要ないと判断したものと見られている。

［韓国］
―今週の韓国―
韓国では、その経済社会発展の過程で、「公機関」の果たしてきた役割は小さくない。
こうした中、民営化が予定されていた韓国産業銀行（ＫＤＢ）と中小企業銀行（ＩＢＫ）が再び公
機関に指定された。
即ち、韓国企画財政部は、公機関運営委員会を開催し、「２０１４年度公機関指定案」を審議、
議決した。
韓国の公機関は、
「公機関の運営に関する法律」に基づいて、公企業（市場型・準市場型）、準政
府機関（委託執行型・基金管理型）、その他公共機関に分類されている。
そして、ＫＤＢ、ＩＢＫ両行はいずれもその他公機関に指定されたのである。
最近、政府が公営企業革新の一環として、その他公共機関に対する管理監督を強化しており、今年
から賃上げや予算編成などで韓国政府の様々なコントロールを受けることになりそうである。
韓国社会の底辺での一つの変化として、密かにこうした動きを注目したい。
―今週のニュース項目（見出し）―
三星ＳＤＩ、中国本土展開について
１月の消費者心理指数について
対中輸出の比率について
三星電子、業況について
現代自動車グループ動向について
対韓投資状況について
経常収支動向について
鉱工業生産について
金融政策姿勢について
―今週のニュース―
三星ＳＤＩ、中国本土展開について
リチウムイオン電池で世界最大手と言われている三星ＳＤＩは、中国本土・陝西省西安市に電気自
動車用バッテリー工場を合弁で建設する内容の覚書を陝西省政府、現地企業の安慶環新集団と結ん
だと発表している。
安慶環新集団は、中国本土で自動車のエンジンピストン、シリンダーで業界首位の自動車部品メ
ーカーであると伝えられている。
両社は今後６年間で約５億米ドルを新工場に投資していく予定となっている。
建設地は三星電子西安工場の半導体生産ラインに近く、今年下半期に着工予定であり、来年上半期
には操業開始を見込みである。
三星ＳＤＩは、
「安慶環新集団の自動車部品事業のノウハウと三星ＳＤＩのバッテリー分野の技術力で相乗効果
が生まれる。」
と期待している。
三星ＳＤＩは既に、ＢＭＷなど主要自動車メーカーに電気自動車用バッテリーを供給しており、
中国本土に生産拠点を設けたのは、中国本土が今後、世界最大に電気自動車市場に浮上する可能性
が高いと判断したためであり、筆者もそうした見方に賛成する。

即ち、中国本土政府は、米国メーカーとも連携しながら、２０２０年までに電気自動車を５００
万台普及させる「新エネルギー自動車育成計画」を発表しており、今後はますます、市場は拡大し
ていくものと予想されている。
１月の消費者心理指数について
中央銀行である韓国銀行が発表した１月の消費者動向調査の結果によると、経済状況に対する消費
者の心理を総合的に示す消費者心理指数（ＣＳＩ）は１０９となり、前月から２ポイント上がって
いる。
２０１１年２月の１０９以来、２３カ月ぶりの高水準となった。
ＣＳＩは基準値１００を超えると景気が上向くと見る人が多いことを意味し、１００を下回るとそ
の逆となる。
部門別の指標もおおむね上がっており、６カ月前と比較した現在の暮らし向きに関するＣＳＩは前
月より１ポイント高い９３、６カ月後の暮らし向きの見通しＣＳＩも２ポイント高い９９となって
いる。
収入の見通しＣＳＩは１０３、消費支出見通しＣＳＩは１１２で、１ポイントと３ポイント上昇
している。
現在の景気判断ＣＳＩは前月比横ばいの８４、今後の景気見通しＣＳＩは９９で３ポイント上が
っている。
また、就業機会の見通しＣＳＩは９４で、前月から変わっていない。
今後１年の予想物価上昇率を示す期待インフレ率はこの５カ月、２．９％を維持している。
物価に影響を与える要因（複数回答）としては、公共料金（７０．３％）や工業製品（３８．１％）、
家賃（３３．６％）が挙げられている。
今後の消費者心理の動向を注視したい。
対中輸出の比率について
韓国政府・産業通商資源部によると、韓国の昨年の輸出額５，５９７億米ドルのうち、中国本土
市場が占める割合は過去最高の２６．１％となっている。
中国本土の割合は２００５年に２１．８％と初めて２０％を超え、２０１０年に２５．１％まで高
まっていた。
２０１１年は２４．２％、２０１２年は２４．５％に下がったが、昨年は大幅に上昇したことにな
る。
昨年の対中輸出は携帯電話部品、半導体、自動車部品、自動車などがけん引、貿易収支は６０６
億米ドルの韓国の黒字で、韓国輸出全体の黒字額４４２億ドルを大きく上回っている。
しかし、先行きについては、今後、中国本土の経済政策が量的成長から質的成長にシフトしてい
るのに加え、成長率も鈍化するとの見通しが多く、先行きは不透明となっている。
中国本土政府が経済成長の軸を輸出製造業から内需拡大に変えており、以前のような「中国本土
特需」は見込めないとの分析も最近では出てきている。
三星電子、業況について
韓国を代表する企業である三星電子は昨年、売上高２２８兆６，９００億ウォン、営業利益３６兆
７，９００億ウォンという実績を挙げたと発表している。

売上高・営業利益とも過去最高の実績となっている。
しかし、昨年１０～１２月期だけを見れば売上高５９兆２，８００億ウォン、営業利益８兆３，１
００億ウォンとなり、同年７～９月期より売上高は０．３％増えているものの、営業利益は１８％
も減っている。
１０～１２月期の営業利益下落の最大の原因はスマートフォンを扱うＩＭ（ＩＴ・モバイル）部門
の不振と報告されている。
こうしたことから、スマートフォンの伸び悩みが三星電子にとって最大の課題であることがあらた
めて確認されたと見られている。
現代自動車グループ動向について
韓国を代表する企業グループの一つである現代・起亜自動車グループは来年、韓国で初となるプラ
グインハイブリッドカー（ＰＨＶ）を投入する予定であると発表した。
起亜自動車はソウルの電気自動車モデルに続き、早ければ今年５月にも準中型車クラスの電気自動
車を発売する見込みである。
また、現代自動車はエコカーの開発費用を大幅に増やし、既存のハイブリッドカー、水素燃料電池
車に続き、ＰＨＶ、電気自動車などを来年以降順次発売する見通しである。
更に、３月に発売される現代自動車の新型ＬＦソナタは、ハイブリッドモデルも同時に発売される。
来年には初のＰＨＶを中型車のソナタ、Ｋ５で発売する計画となっている。
同グループでは、戦略的に積極的な仕掛けに動いていると見られており、注目したい。
対韓投資状況について
韓国政府・産業通商資源部は、
「２０１３年の海外から韓国への直接投資（ＦＤＩ）は申告ベースで１４５億５，０００万米ドル
となり、前年対比１０．７％減少した。」
と発表している。
申告ベースＦＤＩは２００９年の１１４億８，０００万米ドルから２０１０年には１３０億７，０
００万米ドル、２０１１年には１３６億７，０００万米ドル、２０１２年に１６２億９，０００万
米ドルと３年連続で増加したが、昨年は４年ぶりに減少に転じたことになる。
また、実行基準で海外から韓国に投資された金額は前年対比９．４％減の９６億８，０００万米ド
ルで、３年ぶりのマイナスとなった。
そして、外国人投資の減少は円安で日本からの投資が萎縮したためと分析されている。
実際に、昨年の日本からの投資は申告ベースで２６億９，０００万米ドルとなり４０．８％減って
いる。
米国からの投資は３５億３，０００万米ドルでやはり４．１％減少したが、欧州からの投資は４
８億米ドルと７６．９％増と大幅回復となっている。
業種別では、サービス業が９８億５，０００万米ドルで２．６％増加したが、製造業は４６億５，
０００万米ドルと２３．８％減少した。
尚、韓国政府は、
「米国の量的緩和縮小や円安など不安要因があるが、景気回復と政府の投資誘致活動で今年のＦＤ
Ｉは多少増加するだろう。」
と予測しているが、厳しい見方も残っている。

経常収支動向について
中央銀行である韓国銀行は、
「２０１３年の韓国の経常収支は前年対比４７．１％増の７０７億３，０００万米ドルの黒字とな
り、過去最高を更新した。」
と発表している。
経常黒字の拡大は、米国が追加的な量的緩和縮小の動きを見せ、新興国に金融危機の兆しが見え
る中にあって、韓国経済を下支えする役割を果たしていると韓国政府筋はこれを高く評価している。
即ち、最近の国際金融市場で集中攻撃対象になっているアルゼンチン、トルコなどは慢性的な経常
赤字に苦しんでおり、通貨が米国に対して切り下げられていることを意識してのコメントと見られ
ている。
こうした結果として、韓国の金融市場は、過去最高の経常黒字など韓国経済の他国とは異なる競争
力によって、一応安定を取り戻しつつあると見ておきたい。
鉱工業生産について
韓国政府・統計庁が発表した２０１３年１２月の産業活動動向によると、鉱工業生産は製造部門が
好調で、前月対比３．４％増加している。
一方、年間の鉱工業生産は前年対比０．１％減少し、２００９年以来４年ぶりのマイナスとなって
いる。
１２月の鉱工業生産の増加率は、２００９年９月（３．２％）以来初めて３％台を回復した。昨
年は１月から３月までマイナスを記録した後、増減を繰り返してきた。
統計庁は、「半導体と自動車生産の好調を追い風に、１２月の鉱工業生産が増加した。」
と分析している。
そして、２０１３年の「全産業」の生産は前年比１．３％増加している。
鉱工業生産は半導体および部品、化学製品などが増加した半面、映像音響通信や機械装備などが
減り、前述したように前年対比０．１％減少した。
サービス業生産は保健・社会福祉、協会・修理・個人、出版・映像・放送通信・情報などの好調に
より１．３％増加した。
そして、設備投資は一般機械類や電機・電子機器などが減り、５．０％のマイナスとなっている。
金融政策姿勢について
韓国では米国の金融政策による国際金融市場に対する悪影響を危惧する傾向が強い。
アジア通貨危機の経験をしているからでもあろう。
こうした中、韓国の玄オ錫経済副首相（企画財政部長官）は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
が量的緩和の追加縮小を決めたことについて、
「韓国経済の基礎体力などを踏まえると現時点での影響は限定的だろう。」
とコメントしている。
ＦＯＣＭの決定について、韓国政府の予想の範囲内だったとした上で、韓国の株価などの指標は
決定発表後、ほかの新興国に比べ安定的な動きを見せていると説明した。
しかし、アルゼンチンやトルコで市場不安が見られ対外不安要因が続いていると指摘し、グローバ
ル市場の不確実性拡大の可能性は排除できない、ともしている。
そして、 玄副首相は、短期的に市場不安の兆しがあれば、コンティンジェンシープラン（緊急時
対応計画）に従って必要な措置を取るとしながら、

「金利引き上げにより個人負債の負担が拡大することを勘案し、『経済革新３カ年計画』にこうし
た部分も反映させる。」
と発言している。

［トピックス］
今日は経済のお話ではありません。お許しください。
私は理科系ではなく、数学や物理は苦手でありましたが、生物と地学は何となく好きでした。
カエルやフナの解剖も得意でありました。
一方、私は足の生えていない長い生き物は大の苦手で、生物でも嫌いな部類です。
これが目の前に現れると、たとえ、愛する人が危なくても、私の方が先に逃げてしまうかもしれ
ないほど、実は大嫌いです。
特に蛇という生き物は苦手なのですが、それよりももっとずっと小さく、にょろにょろとしてい
る、ミミズ、という生き物も決して好きではありません。
梅雨時になってくると、ときどき市内の公園にも湧き出ており、そして、時に、彼らは逃げ遅れ
たのか、コンクリートの道路の上で、干からびていることもあります。
さて、そのミミズ、
「ミミズは、環形動物門貧毛網（Oligochaeta）に属する動物の総称である。」
と定義されています。
よく見ると、ミミズには目がなく、手足もなく、ひも状の動物であり、名称は「目見えず」からメ
メズになり、ミミズになったとも言われており、西日本にはメメズという所もあります。
多くは陸上の土壌の中に住み、生活をしています。
何とも、原始的な生き物でありましょうか？！
しかし、そのミミズは、大変、役立つ働きを私たちの地球に対して行っています。
ミミズは土を食べ、そこに含まれる有機物や微生物、更には小動物を消化・吸収した上で粒状の糞
を排泄します。
この糞こそが、土壌形成の上では、特に植物の生育に適した団粒構造の形成に大きな役割を果たし
ているのであります。
こうした自然界での役割を果たしていることから、一般にはミミズは益虫として扱われ、土壌改造
ためにも利用されているのであります。
尚、ミミズと言っても種類は多く、同じミミズとは言ってもシマミミズのように腐敗有機物を主食
とするものと、フトミミズ類の多くのように腐植を含んだ土壌を主に摂食するものでは、土壌との
関係も異なっており、土壌の環境によって出現するミミズの種類も大きく異なってくることは意識
しておかなくてはなりません。
また、ミミズは１日あたり体重の半分から同量程度の餌を摂取し、その糞が良質な肥料や土壌改良
剤として利用できることから、積極的に生ごみ等の有機物をミミズの餌として与え、その糞を肥料
として利用する、
「ミミズ堆肥化」
という手法があり、環境・リサイクル的視点から見ると、ミミズは一種のヒーロー（ヒロイン？！）
かもしれません。
更に、かの有名なダーウィンは、晩年、ミミズの研究も行っており、私が嫌いであると言っても、
天才的科学者たちの注目を集めたこともある生き物のようです。

そして、ミミズの土壌形成に果たす役割は人類社会において古代から知られていましたが、それを
最初に学術的に研究したのは何とこのダーウィンなのです。
しかし、最近は、サクラミミズのように、糞として排泄した土塊が稲の苗を覆って機械による稲刈
りに支障を与えたり、ゴルフ場の芝生を汚損することから、害虫として扱われるものも出てきてい
ます。
また、北米の北部では、ミミズの増加による森林地帯の土壌荒廃が問題となっています。
一方、動物界の食物連鎖の最下位に属し、昆虫やモグラなどの小動物から鳥などの中型種、更には
イノシシのような大型のものまで、多くの動物の重要な食物として大きな役割を果たしています。
更に、ミミズは、農薬などの薬剤に汚染された土壌に生息すると、それらの汚染物質を生物凝縮し、
捕食した生物が中毒を起こす場合があると言われています。
ミミズ自身は、捕食者が死ぬような汚染濃度にも極めて強い耐性を示して生存し、毒ミミズ化する
ことがあるそうです。
このため、野生のミミズを捕まえて人間が食べることはもちろん、このようなミミズを食べた鳥や
魚の体内でさらに生物濃縮が進み、人間に害が及ぶこともあるそうです。
ミミズ、下等な生き物かもしれませんが、面白い、でも時には、やはり怖い生き物かと思います。
じっくりと見ていたくはありませんが、ミミズにも注目したいと思います。
［今週の“街角のお話”シリーズ］
各地で講演をしていると、
「為替相場は一体どうなっているんだ？！」
といったご質問をよく受けます。
最近の相場展開では、
「購買力平価に代表される理論値の範囲内で相場は動いており、“異常なし”の展開をしている。」
というのが市場の受け止め方ではありますが、それでも、円安・米ドル高に行くかと思えば、直近
では再び円高・米ドル安に動くなど、実体経済の皆様方には、為替相場は分かりにくい動きを示し
ているかと思います。
私は、
「オバマ大統領の早期レームダック化と強い米国の復活を前提として、２０１４年全体の動きは、
理論値の範囲内とはいえ、基本的、相対的には円安・米ドル高で推移するであろう。」
と見ています。
特に、これまで「円高」を支えてきた「日本の経常収支の黒字基調」が崩れる中、円安には振れ
やすいと考えていますが、それでも最近は円高に振れています。
そこで、今日はまたいつもの為替のプロに最近の動向についてコメントを戴きました。
ご覧ください。
「年明けから金融市場は波乱含みだ。
新興国市場の資金流出懸念は当該国の通貨安にとどまらず世界の株式市場を揺らしている。
マーケットとリスクオフ・モードとなっており為替市場では投機筋の円売りポジションの巻き戻し
が進行、年初の高値から米ドル／円は３．２％、ユーロ／円は３．６％の下落となった。
投機筋のポジションを反映しているとされるシカゴ・マーカンタイル取引所のＩＭＭ非商業ポジシ
ョンにおける円ショートは昨年末には“円キャリートレード最盛期の２００７年以来という水準に
なっていた。

投機筋だけではく、市場関係者の多くが円安見通しとなっており、マーケット全体では極めて大き
な円売りポジションがあると推測できる。
アルゼンチンは２００１年にデフォルト(債務不履行)となったが、いまだに債務問題は解決してい
ない。
通貨当局はペソ買い米ドル売りで対応してきたが、外貨準備がピーク時の４割減となっており、さ
らなる通貨防衛が困難との観測が支配的だ。
投機筋の円売りポジション、新興国不安の継続を考慮すると米ドル／円はもう一段の下げ余地があ
る。
今週は今月末に任期が終了するバーナンキＦＲＢ議長にとって最後のＦＯＭＣが実施される。
前回のＦＯＭＣでは量的緩和縮小(Ｔａｐｅｒｉｎｇ)の開始が決められたが、今回も前回同様に債
券購入額１００億ドルの削減が予想されている。
年明けからのリスクオフ・モードを考慮して削減が見送られるようなことがあれば米ドル売りとな
る可能性が高い。
なお、テクニカル分析では相場の方向性を示す一目均衡表(日足)基準線が下向きとなっており、下
方圧力が強い。
昨年１０月の安値９６．５５から年初来高値１０５．４５の半値戻しとなる１０１．００が今週の
ターゲットとなる。」
とのことであります。
［英語で一言］
ここでは、英語を母国語としない私が英語を母国語としない多くの人々にも伝わるように、
「短文、
平易な英単語」を使って、気になる言葉、出来事を、短歌のように数行で示していくことを毎週ト
ライするものであります。
Democracy=民主主義
世界は、正しいか正しくないか、良いか悪いか、好きか嫌いかに関わりなく、「民主主義」を正
義とし、これを志向して動いているように思えます。
相対比較に於いて、この志向性は多分間違いないのでありましょう。
しかし、その民主主義の根幹の一つである、「多数決の論理」があまりにも尊重され過ぎ、悪用
されているのではないかとも、最近では感じることがあります。
そこには、「数を支配する力の論理」が働き、「力を持つ者が正義であり、法である。」その結果
として、現象的には、例えば、「国際金融を軸とした弱肉強食型原始資本主義を正当化しているの
ではないか？」とも感じられ、実は誤った社会を生みつつあるといった懸念があるからです。
真理、宇宙の法理、自然の摂理にあった、「真の民主主義」を求めて私たち人類は、今、正に精
進しなければならないのではないでしょうか。
Democracy is a form of government in which all eligible citizens participate equally, either
directly or through elected representatives, in the proposal, development, and creation of
laws.
It encompasses social, economic and cultural conditions that enable the free and equal
practice of political self-determination.

It is said that the term originates from the Greek "rule of the people".
As you may be aware, one of the basic system and/or logic of democracy is to accept a majority
decision.
I believe this is good for the reign by the people.
However, this majority decision system leads the society that majority itself is justice
and fairness without any conditions.
Moreover it leads the people’s way of thinking that “Power≒Majority is everything” and
from my point of view, now establishments in the world intend to support the “Primary
Capitalism with the logic of “The strongest”.
In that sence, I am worrying that;
In societies that emphasize survival of the strongest and allow social and economic resources
(such as income, status, educational opportunity, etc.) to become concentrated in the hands
of the few, one sees a decline in morals and an increase in rule breaking.
［主要経済指標］
1．
対米ドル為替相場
韓国：１米ドル／１，０８０．３６（前週対比－０．２６）
台湾：１米ドル／３０．３４ニュー台湾ドル（前週対比－０．１１）
日本：１米ドル／１０２．４３円（前週対比－０．２４）
中国本土：１米ドル／６．０６００人民元（前週対比＋０．０１１４）
２．
株式動向
韓国（ソウル総合指数）：１，９４４．１５（前週対比＋３．５６）
台湾（台北加権指数）：８，４５２．５７（前週対比－１４５．７４）
日本（日経平均指数）：１４，９１４．５３（前週対比－４７７．０３）
中国本土（上海Ｂ）：２，０３３．０３０（前週対比－２１．３６２）
以上
草の根の辻説法師を目指す
真田幸光

