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連載 コラム
　エイゾウ
　
週休 3日制について　
2023.3.14

　
　経済競争や国際競争などと言う。その国の輸出品を増やして、収益を高めるという競
争である。これが行き過ぎると、どこも、たくさん輸出品を作って、儲けようとなる。そ
うすると、供給が増えて、価格が安くなる。そして、給料が下がる。昔のある教派のヨー
ロッパ人は、質素にしつつよく働いたという。ウェーバーよれば（『プロテスタンティズ
ムの倫理と資本主義の精神』）、Arbeite hart in deinem Beruf（汝の職業に熱心に働け）
と言われていたらしい。たくさん働けば、給料は下がるが、物価もまた下がる。デフレと
言うが、豊かといえば豊かだ。ただ、競争に勝つところと負けるところがでてくる。そ
ういうわけだから、働きづくめの国際競争は、労働戦争と言えるかもしれない。
　もし、それが始まっても、財産のある人は、それに参加せずに済むだろう。das Ausruhen

auf dem Besitz「財産による休息」とウェーバーは言う。前に書いたように、お金がたく
さんあるほど、自由にできる。そういうわけで、そういうなかで、休みたきゃ、お金を
使って休めとなる。zeit ist geld「時は金なり」とも言う。
　それはどうかと（労働戦争を続けるのは）、ヨーロッパ人は、本来週に 1日休みだった
ところを 2日に増やしたのだろう。日本も真似をしたが、1つ問題がある。ある程度お金
を持っている人は、休みが増えても問題はないが、お金を持っていない人が多く休むと、
その人は豊かになれない。強制された悲惨な休日となる。貧しい人は、休みが増えるこ
とよりも、お金を稼ぐことを大事にすると思う。
　そういうわけで、今、週休 3日制が検討されているというが、それをそのまま取り入
れてはいけない。強制された悲惨な休日が増えるからである。年収 1000万円の人は、週
休 3日で、年収 500万円の人は、週休 2 日、年収 200万円以下の人は、週休 1日と、そ
れぞれの経済事情によって、決めれば良いと思う。国際的には、一人あたり gdpなどが
高いところから、週休 3日制を取り入れれば良い。そうやって、労働戦争を緩和できる
のでないか。日本人は、週休 2日を取り入れてから、給料が上がらなくなった。これを
緩和するのも大事かもしれない。
　

電気自動車よりガソリン車の方がエコだ。
2023.2.22

　
　音の大きさは、運動の大きさを示すと書いた（● 2024年発表予定の随筆を参照）。飛
行機などが音が大きい。かなりの運動ということだ。車は、それなりに大きい音がする
が、せいぜい１０ワットぐらいの音ではないか。この１０ワットは、ステレオで聞く音
楽を目安としている。音楽は、ｃｄプレーヤーなどから、音を増幅する装置（アンプ）に
接続し、さらには、スピーカーに持っていき、音が出る。１０ワットというのは、この
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アンプの出力である。ワットは、電力をあらわす単位だ。自動車が１０ワットで動くと
したら（sov［音の大きさ］= l［運動］）、家で音楽をそこそこの音量で聞くのと同じだけ
の力となる。さて、１つ問題がある。
　最近は、「電気自動車が良い。」などと言う。その電気自動車は、何ワットで動くだろ
うか。私の推測では、１００ワット以上の電力を使っているのではないか。私が小学生
の頃、おもちゃの車に電池をいれて走らせたことがある。３ボルトで動いた。それで１
ワットくらいだったのではないか。それが１００グラムくらいの重さだったから、普通
の車の重さと比べると、車が５００キログラムとすると、５０００倍の差がある。だと
すると、もし、１ワットでおもちゃの車を動かしたとすると、普通の電気自動車は、５
０００ワットが動かすのに必要かもしれない。
　なんとなく１００ワットと言ったが、もしそうだとしても、ガソリン車の１０ワット
と比べると、１０倍のエネルギー効率の差があるとなる。言ってみれば、ガソリン車の
方が、電気自動車に比べて、１０倍エコなわけである。それでも、電気自動車に代えろ
というのか。馬鹿らしい気がする。
　
　

2050年、2080年の各国 GDP推計
2023.1.26

　
　マルクス主義は、労働者を第 1に考えるゆえに、製品の品質が悪くなる。私は、前にそ
う言いました。言い換えると、生産性が低くなる。国際競争力がなくなる。です。90年代
にマルクス主義の国家ソ連は終了しましたが、日本では、マルクス主義の遺産が残って
います。それは、労働者を保護する規制などです。簡単に解雇ができないことなどです。
　これができないと、外国の企業と価格競争になった時に、人件費の多さで負けてしま
う。これは、半導体やテレビなどでもみられた例です。
　だから、解雇規制を緩和や撤廃することは、国際競争力を高める上で大事だと思う。
　さて、これまでの 30年間は、「失われた 30年」などと言われます。日本経済の成長が
失われた 30年でした。生産性、国際競争力を高めないと、また「さらに失われた 30年」
になるでしょう。その規制改革が行われない前提条件で、各国の GDPを推計してみまし
た。これは、2010年から 2019年の GDP成長率で 2050年の GDPを線形で推計したも
のです。
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　中国は、成長が鈍化しましたので、合衆国を抜くかは不透明ですが、この 2国が 1位、
2位だろうと。3位はインドです。日本の経済規模の 3倍になります。そして、ドイツが
4位。日本は 5位に後退します。それでも、この場合は、日本は、まだ経済大国に近いと
言えるでしょう。30年は、規制改革なしでもまぁまぁその地位を保てるかもしれません。
　

　つづいて、同様に 2080年の GDPを推計したものです。これも同様に、「失われた 30

年」が続いた場合です。
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gdp-s-２０８０.png

　

　 1位、2位、3位は変わらず。韓国が 4位になります。日本の経済規模のおよそ 3倍に
なります。5位がインドネシア。6位がサウジアラビア。7位がドイツ。8位がイギリス。
日本は 9位になります。こうなると、G7の他に、新しい経済会議が作られるようになる
でしょう。60年かけて、日本やフランスといった、労働者保護規制が強い国が没落しま
す。それならもっと早い時期から規制改革をすれば良い。ただ、今すぐしなくとも、多
少なんとかなるようです。
　
　

新年の挨拶
2023.1.6

　
　「失われた 30年」と言っても、実際に失われたのは 10年分だから、10年間 3倍働け
ば、「失われた」は解消される（「失われた 30年」に 80年代のような経済成長をしてい
たとすると、gdpは 1000兆円ほどになる。その差を計算すると、10年分失われたと言
える。）。これを労働の面から言うと、今の人は、昔の人に比べて 70%くらいしか働かな
いから、基本 1.5倍働かなくてはいけないとなる。時間の長さではなくて、量と質をで
ある。
　金額の面で言うと、「失われた 30年」で、5000兆円の gdpが失われたとなる。だいた
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い 5000兆円の売り上げが失われたということだろう。これでは給料は上がらない。この
時期には、円高があった。要するに、輸入品に押されて、日本人があまり働かなかった
（70%の労働）という話だろう。単純に言うと、輸入品を買うと、その分給料が上がらな
いということでしょう。市場を海外企業に奪われたとも言える。それを今後もまだ続け
るのかという問いがある。
　できれば、その 5000兆円の（1年あたりでは、166兆円の）市場を取り戻した方が良
い。そうすれば、給料は上げられる。そのために努力できることはあるだろう。
　
　

2023年 年頭所感
2023.1.4

　
相手が 1億円でミサイルを 2個作って、日本人が 1個しか作れないのでは、負けてしま
う。価格競争にも果敢に挑むことが大事だと思います。
　

資本主義の国に対して、社会主義では勝てないのです。しっかり価格競争しなければな
りません。
　

そのためには、雇用の自由化が大事だと思います。勿論、強欲な資本主義は防がなけれ
ばならない。
　

相手の国との製品の価格差を見れば、どちらの国が勝つかはわかるでしょう。　
　
戦争とは、つまるところ、人間と人間の戦いです。どちらが生産力が強いかで勝負が決
まる。だから、どこどこの国と戦うではなくて、どこどこ人と戦うということなのです。
　

「戦う」のではなくて、競争と言えば良いかもしれない。そういうわけで、生産力を高
める、よく働くことが重要なのです。
　
　

核融合の 2つの問題
2022.12.21

　
　核融合ができ、なおかつ、いくらかのエネルギーを増やせたという（）。しかし、それ
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には、2つの問題があると思う。１つは熱の問題で、もう１つは、環境破壊の問題である。
　１つ目は、熱の問題だ。熱の問題というが、増えた分のエネルギーが問題になり、もっ
と言えば、熱自体が問題となる。エネルギーが増えるということは、外部から、物質を
その分集めたということであろう。つまり、システムが開いている。例えば、20パーセ
ントエネルギーが増えた（集めた）ということは、そこでは、20パーセント熱が増えた
ということである。ということは、その熱の分だけ、地球温暖化が進む。もっと言えば、
そもそも熱を上げるということは、その分地球が温暖化する。これが 1つの問題である。
　もう 1つの問題は、システムが広がる影響である。システムが広がるというか、原子
の体積が増えると言っても良いだろう（熱の分）。もし、システムが広がれば、その上位
のシステムも広がると思われる。上位のシステムとは、太陽系などだ。風船を考えれば
わかりやすいだろう。入れ子の風船を膨らませれば、外側の風船も膨らむ。だから、宇
宙も広がるわけである。宇宙が広がって大丈夫なのか。宇宙と別の宇宙の核融合を誘発
するといういいかたができる。自然に広がるのであれば、しかたがない。しかし、人工
的に広がらせる必要はない。別の宇宙と核融合して大丈夫かが問われる。また、そうな
れば、やはり、20パーセント、宇宙の温度が上がるだろう。
　この 2つの問題をどう考えるか。
　
オトデジシンヲユルヤカニデキルノデハ
2022.12.12

　
オト（エスオー）トウンドウ（エル）ハ、ヘンカンカノウダトカイタ（●ニセンニジュ
ウサンネンハッピョウヨテイノズイヒツジュウヨンサクメヲサンショウ。）。ダトスレバ、
ジシンハウンドウデアル。コレヲ、オトデフセグコトガカノウダトオモウ。プラスノウン
ドウニ、マイナスノオトデ、ユルヤカニサセルトイウコトダ。マエハ、デンキデコレヲカ
ンガエタガ（●物質の中和による地震防止 2021.4.23）、オトノホウガイイカモシレナイ。
　

賃金を減らさないために
2022.12.6

　
　労働者は、賃金をもらって、何かを買う。何かを買うと、それが別の労働者の賃金の元
になる。だが、賃金の元で、賃金そのものではない。利益をだすからである。その利益
が株主に配当される。ようするに、初めは、ダブリュ（賃金）であるが、次は、ダブリュ
ヒク　ピーとなり、労働者の賃金が少しずつ減っていくということである。　それを防
ぐには、ピーの部分を労働者がもらえば良いだろう。つまり、勤めている企業の株を持
てば良いということだ（ダブリュ　ヒク　ピー　タス　ピー）。それなら配当が得られ、
大きく見た給料は下がらない。それは、勤めている企業の株式に限らなくても良いかも
しれない。これを株式主義といっておく。合衆国ではわりとこういう考え方がとられて
いるかもしれない。　もうひとつ、今の日本のやり方がある。これは、ジーアイ（政府
の公共投資）を足すやり方である（ダブリュ　ヒク　ピー　タス　ジーアイ）。政府が給
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料が減る分を穴埋めするというやり方だ。これでも良いかもしれないが、財政が難しく
なる。もしくは、インフレになる。国債発行の分だけ円が新しく刷られるからだ。だか
ら、個人が、株式を持ったほうが良いと思う。いや、株式でなくとも構わない。
　
　

立体根
2022.11.1 2022.1.21

　
体積ガ 2 になるような各辺の長さはいくつか。大体 1.26 である。面積が 2 になるよう
な各辺の長さは、ルート 2という便利な数字がある。これと同様に、体積が 2となる各
辺の長さを立体根（図、3 回かけたら、2）2、と書くことにする。体積ガ 3 となる各辺の
長さは、立体根 3 である。
　

立体根の記号

　

7



目次

ｒ１-２.png

　

日本人とマルクス主義について
2022.10.27

　
日本の戦後世代がマルクス主義に走ったために、（90年代から）日本は経済成長しなく
なったと書いた。
　

「日本が経済成長しなかった理由について」
2022.10.27

　
昔は、マルクス主義（左派）の社会党という政党があった。1回だけ政権をとったことが
あるが、基本的に自民党と拮抗し、なおかつ、自民党には選挙で勝てないという政党だっ
た。自民党と拮抗するということは、日本人の半分は、マルクス主義者（支持者）だっ
たということである。さすがに、マルクス主義のソ連が終了してからは、社会党のよう
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な左派政党は流行らなくなっていったが、それでもまだ、マルクス主義者が半分くらい
いると思った方が良い。
　

それは、日本人の住宅の構造に表れている。昔は、全部屋畳敷きだった。「〇ザエさん」
の住宅を見ればわかるだろう。それが、90年代くらいには、畳敷きの部屋が 1部屋だけ
作られることが多くなった。そこは、おじいちゃんや、おばあちゃんの部屋として使わ
れたとも聞く。また、そこには神棚や仏壇が置かれた。おじいちゃんやおばあちゃんは、
基本的に戦前世代だから、マルクス主義者ではない。だから、神棚や仏壇を大事にした。
　

マルクス主義は、無宗教が基本である。無宗教というよりも神を否定する面がある。お
とうさんやおかあさんがマルクス主義者だとしたら、その神棚や仏壇は引き継がれない。
多分捨てるのではないか。神も仏も、マルクス主義者にとってはないのだから。だとす
ると、そのおとうさんやおかあさんが、新しく住宅を建てる時は、神棚や仏壇のない家
となる。神棚や仏壇に触れないわけだから、その子どももマルクス主義者同様になる。
そうやって、今、マルクス主義の住宅が増えている。（戦前世代の）おじいちゃんやおば
あちゃんがいないわけだから、神棚も仏壇もないし、畳敷きじゃなくてよいとなる。そ
ういうわけだから、今、畳敷きの部屋が辛うじて 1部屋あった住宅から、「畳コーナー」
と、部分的に畳の居間（リビングと言った方が良いかもしれない。）になったり、畳が全
くない住宅になってきている。そういう住宅は、上に述べたように、おおかたマルクス
主義だろう。
　

一回神棚や仏壇を捨ててしまうと、マルクス主義がその後の世代で続く。神棚や仏壇を
もう一回置くという人もいるだろうが、それは珍しいかもしれない。そういうわけで、日
本人の半分はやはりマルクス主義者なのである。あなたが、まだ神棚や仏壇を捨ててい
ないというなら、大事にした方が良いと思う。
　

日本が経済成長しなかった理由について
2022.10.27

　
90年代から日本が経済成長していないことについて、森嶋通夫さんは、「日本の戦前世代
は優秀だったが、戦後世代は優秀じゃない。」と言い方をしている。要するに、マルクス
主義や労働運動に走ったのが悪かったとも言える。残念ながら、教育を変えるのは難し
い。抵抗する大人がいるからだ。しかし、学習は変えることができる。それは個人で取
り組むものだからだ。良い本を読み、良い人に会いというのは、個人でコントロールで
きたりする。そういう風に、個人ベースで良い人材となることに取り組んだらよいと思
う。先にも述べたように、人しだいなのである。
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倍速の生き方について
2022.10.27

　
「なぜ今の若者たちは「映画を早送りで観る」のかほめられたくない「いい子症候群」との共
通項も」（https://news.yahoo.co.jp/articles/a2e940a1b2f91dfad126c02e49dd9bae4026679f?page=2）
　

　この話をみて、そういえばと思った。私は 2015年にこういうことを書いている。　
　
ヒャクロクジュウイチ
　
しゃべるはやさが はやいホウがしごとがはかどっているといえないか。セツメイなんか
も、しゃべるはやさがニバイなら、ニブンのイチのジカンですみ、ほかのしごとができ
る。ながいといわれるカイギもサンバイのはやさのしゃべりなら、サンブンのイチのジ
カンでおわる。それなのになぜ ガッコウに、ニバイソクコースとかサンバイソクコース
がないか。おしえられるひとが いないのかもしれない。
　エイゾウ『アルクカラ　カンガエル』
　
　これは、労働生産性を上げることを意識している。8時間の間に、16時間分の仕事を
すれば、労働生産性が 2倍になるということだ。もし、現在の労働生産性が倍になれば、
世界一の労働生産性になるだろう。それなら、教育の段階から 2倍の速さに慣れさせて
しまえば良い。それが、この議論の言うところである。
　

　速読など昔からその手の方法は昔からあったが、若者の間でそれが実践されていると
いうのが興味深い。ただ、残念ながら、大人にはうけていない。2倍速で授業をするとい
う学校ができたとは聞かないからだ。ただ、それができれば、世界一の線が見えてくる。
　

　速さとは別に、仕事の多重化というものもある。これは、パソコンの cpuのような話
だ。以下、また同じ著書からの引用である。
　

ニジュウヨン
　
サイキンのデンサンキ（モジをうったり、ブンショウをおくったり、インサツしたり、か
いものをしたりする あれである）はふたつのサギョウをドウジシンコウさせるらしい。
それがすごいのかというと、まぁ、しごとができる、はやい、ということなのだろう。
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しかし、ジュウキュウセイキの エイコクでは、みっつの しごとができるひとがシツギョ
ウしていたらしい。だから、タンジュンにいえば、ふたつのサギョウでも、みっつのし
ごとでも だめなんだろうと。だめじゃないんだけど、それじゃ シツギョウシャのなかま
いりと。
じゃあ よっつか なのだがそういうデンサンキもあるようだ。だから　よっつのしごとは
いまのキホンといえそうだ。ただ、いつのダンカイで、ふたつのサギョウをするデンサ
ンキを、シツギョウさせるかはわからない。
　

ニジュウゴ
　
さきに、みっつのしごとができるじゃあまいとかいた。ゲンザイは よっつのサギョウが
できるデンサンキがあり、また、ニンゲンも よっつのしごとをできるぐらいがジュウ
キュウセイキの エイコクのキホンだったようだ。たしかによっつのしごとはできなくな
い。しかし、よっつのサギョウができるデンサンキに、ぼううで（ロボットアーム）を
つけたら、ニンゲンのロウドウシャがシツギョウしかねない。だってユウシュウなんだ
から。ガッコウでまなぶジョウホウもちいさいキロクブヒンに おさまってしまうし。
エイゾウ『アルクカラ カンガエル』（「アルクカラカンガエル」というのは、デカルトを
多少意識している。デカルトのは、「cogito ergo sum」である。）
　

　 15年くらい前から、cpuに 2つの仕事をさせたりするのが流行ってきた。パソコンは、
そんなことをしなくても、いくつもの仕事ができるが、それだと、単線で、順番に処理
するということになる。そうではなくて、並列処理するということだ。いまでは、8つの
仕事ができるというのが普通になりつつある。これは、聖徳太子が、8人の話を同時に聞
いたというのと同じ感じだろう。私は、まだそこまでできていない。
　

　 19世紀のイギリスで 4つの仕事ができたというのは、例えである。3つの、例えば、
経理、営業、販売の 3つの仕事ができる人が失業していたということである。だから、そ
れなりに能力開発しないと、失業しかねないということである。
　

90年代、私が学生だった頃には、ラジオを聴きながら、勉強をするというのが流行って
いた。つまり、2つの並列処理である（完全に並列とは限らない。）。当時私は、勉強をし
なかったので、この並列処理を学び損ねた。しかし、大人になってからできるようになっ
た。これは 2つの仕事。10年前くらいから 4つの仕事ができる cpuがでてきたから、こ
れではまだ甘い。だから、4つの仕事ができるように、たまに練習している。
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この倍速と並列処理を組み合わせると、2Œ2の労働生産性が見込めるようになる。つま
り、4倍だから、ぶっちぎりの労働生産性である。ただ、世界の若者に倍速が取り入れら
れているなら、多重化の部分で勝負することになる。アメリカで、日本の労働生産性の
1.6倍ある（やや古いデータ）。つまり、海外でも倍速で仕事をする人が多ければ、この
1.6倍の差はうまらない。
　

3倍速にチャレンジする手もあるが、それは高度であろう。ところが、この並列処理をす
ると、1.6Œ2Œ1=3.2倍、1Œ2Œ2=4倍とその差をひっくり返せる。ただ、2つの仕事を
どちらも倍速にするのは訓練が必要だろう。3.2倍を覆すのには、2倍（倍速）と、1.7倍
が必要である。つまり、2個の仕事の 1つを倍速で、もう一つを 1.7倍にしてやる必要が
ある。または、1Œ2+1Œ2=4倍と、倍速の仕事 1つと 2つの普通の速度の仕事で（つま
り、3つの並列処理）勝負するようだ。
　

　なぜ、私が労働生産性にこだわるかというと、これで、経済を測れるし（gdpœ総労働
時間）、労働者の力も測れるからだ（つまり、売り上げが多くなる。売り上げが少なけれ
ば、賃金も少ない。）。これで、アメリカ人と対等以上に仕事すると良いと思っているから
だ。国際競争というのは、あると言えばあるし、ないと言えばないが、能力で負けるので
は面白くない。そういうわけで、本の編集をしながら、会議をし、音楽を聴いていたりす
る（3つの仕事。これに、報告を受けるを加えようと思っている。それで 4つの仕事。）。
　

　普通の日本人の大人は、食べられればいいと思っている。しかし、それでは面白くな
いから（国際競争に負けて）、国際競争にチャレンジしてほしいと思う。
　

カルビ、グッバイ。
2022.10.6

　
　私が中学生の時に、「これからは、中国の時代だ。」という先生がいた。当時は、それ
を気にせず、また仕事をしだしてからは、そんなことないだろうと思っていた。しかし、
その言葉をこう解釈することができた。「中国人がカルビを食べる時代」と。カルビを食
べるということは、相当努力したはずである。日本人も円高の間は、カルビを食べる人
がいただろう。残念ながら、その役割は、今は、中国人がやっている。
　ただ、その後、今度は、インド人が（牛肉を食べないらしいが）焼肉を食べるように
なるんだろう。日本には、残念ながら、もう戻ってこないだろう。ただ、個人が努力す
れば、カルビを食べることができる。私は、今、カルビにしばしの別れを告げる。よう
するに、日本人全員が良くなることは、ほとんどないだろう。ただ、他の日本人より努
力できれば、カルビを食べることができると。
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「日米同盟」では、戦争が大きくなる。
2022.9.29

　
　「ニチベイドウメイ」デナントカスルトイウヨウナハナシガオオイ。タダ、ザンネン
ナガラ、コレハヤクニタツノカワカラナイ。カリニ、ニホントドコカノクニガタタカッ
タトシヨウ。ソレデ、「ニチベイドウメイ」ヲハツドウサセレバ、アイテモ、ドコカノク
ニヲヒッパリコンデクルヨウニナル｡ソレダト、センソウガオオキクナル。ソレデハショ
ウガナイカラ（センソウハモウカラナイ。）、イッタイイチデタタカウヨウニスレバイイ
トオモウ。
　
　

デンパヲツカウリョウニシタガッテ、チキュウガオンダンカスル。
2022.9.21

　
　イマハ、ヨクムセンツウシンガオコナワレル｡ヨウスルニ、デンパヲトバシテ、ホカノ
バショノキタイトツウシンスルトイウモノデアル。デンパトハナンデアロウカ。デンキ
デアロウ。ソレハ、ワタシハ、ゲンシトカヒカリトカンガエル。ゲンシハ、ネツヲモツ
デアロウ。ゲンシカクガモエテイルダロウカラタ。トイウコトハ、デンパヲツカウタビ
ニ、ネツガトブトイウコトデアル。ソレダト、タイキガオンダンカスルトイウコトデア
ル。ソノママ、ゲンシヲツカワナイデモ、ゲンシハネツヲモツダロウガ、デンアツヲカケ
テ、トバストスレバ、ネツガオオキクナルデアロウ。デンアツニヨッテ、ネツガオオキ
クナルカラデアル（●『エルガクダイサンカンヒトリブツリガクノタンケン』ニヒャク
サンジュウ,『デンキノナイトコロニハ、オンドガナイ。』ヒャクキュウジュウ、『エサン』
ニヒャクニジュウヨン,『デ』ヒャクハチジュウニ、『エサン』ヒャクキュウジュウイチ,

『デ』ヒャクニジュウ、『エサン』ヒャクキュウジュウ,『デ』ヒャクジュウキュウ、『エサ
ン』ヒャクナナジュウキュウ,『デ』ヒャクナナ、『エサン』ヒャクゴジュウナナ,『デ』ロ
クジュウキュウ、『エサン』ヒャクゴジュウヨン,『デ』ロクジュウサン、『エサン』ヒャ
クヨンジュウイチ,『デ』サンジュウロク、『エサン』ハチジュウナナ,『モノノハイチハ、
ジュウリョクダケデカタレナイ。』ヒャクサンジュウニ、『エサン』ハチジュウロク,『モ』
ヒャクサンジュウイチ、『エサン』ハチジュウゴ,『モ』ヒャクサンジュウ、『エサン』ナ
ナジュウキュウ,『モ』ヒャクニジュウサン、『エサン』ナナジュウハチ,『モ』ヒャクニ
ジュウ、『エサン』ロクジュウハチ,『モ』ヒャクゴ、『エサン』ヨンジュウキュウ,『モ』
ナナジュウハチ、『エサン』ヨンジュウニ,『モ』ロクジュウナナ、『エサン』ニジュウキュ
ウ,『モ』ゴジュウイチ）。
ソウイッタオンダンカヲドウフセイデイクカガ、コンゴノカダイダロウ。ナルベクケー
ブルヲツカッテ、ケーブルヲヒヤセバヨイカモシレナイ。マタ、ジョウホウリョウヲヘ
ラスコトデモ、カイゼンスルダロウ。
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ウチュウハシゼンデンアツニミチテイル。
　
2022.9.4

　
ジュウリョクデハナクテ、アツリョクトイッタ（●セッチョサンショウ、2023.4ハッピョ
ウヨテイ）。コウセイニ、モノガヒッパラレルノハ、アツリョクガヒクイタメダトイウコ
トダ。コノアツリョクトハ、デンアツデハナイダロウカ。ウチュウノドコニデモ、ヒカ
リ（デンキ、ゲンシ）ハアルダロウ。ソレガスクナイトコロトオオイトコロハアルカモ
シレナイ。コウセイハ、ソレラヲトオクニトバスカラ、コウセイノトコロニハ、ヒカリ
（デンキ、ゲンシ）ガスクナクナル。
　ヒカリ（デンキ、ゲンシ）ガウチュウジュウニヒロガッテイルデアロウカラ、モハヤ、
「シゼン」トイッテモイイダロウ。コレヲ、シゼンデンアツトヨブ。チキュウニモ、シゼ
ンデンアツガフリソソグ。コレデ、ハツデンモデキルダロウ。ウチュウニ、シゼンデン
アツガミチテイルトイウコトハ、ウチュウデハ、デンキニコトカカナイトモイエル。ソ
レデコウコウスルウチュウセンモツクレルカモシレナイ。
　モットイウト、ヒカリ（ゲンシ）ガナゼトオクマデイクノカノセツメイニモナルカモ
シレナイ。ツマリ、シゼンデンアツ（コノバアイハ、ゲンシトワケテカンガエル。）ガア
ルユエニ、トオクマデトドクト。モシカシタラ、ゲンシ（ヒカリ）ノアイダデノデンア
ツコウカンガナサレルノカモシレナイ。
　
　

モノニジュウリョクガカカルノデハナクテ、「ケツゴウ」ニカカル。
　
2022.9.3

　
ワタシハ、デンキ（ゲンシ）ハ、ホカノゲンシトケツゴウスルマデススムト（ツマリ、ジ
シャクノヨウニダ。）カンガエテイルガ、ツギノヨウニカンガエルコトモデキル。ソレハ、
デンキハ、ソノゲンシカクノネツガレイニナルマデススムトイウコトデアル。ネツガレ
イトイウノハ、ウチュウクウカンデハナサソウダカラ、ウチュウノソトダロウ。タダ、ソ
ノバアイハ、ブンシモソウダロウトイウコトニナル。シカシ、ジッサイハ、ハンパツリョ
ク（●セッチョサンショウ）トジュウリョクノカンケイデ、ジュウリョクニヒキツケラ
レルダロウ。ナゼ、ゲンシノバアイハ、ジュウリョクヲウケナイノカトイウモンダイガ
ノコル。ダトシタラ、ジュウリョクハ、ブンシニカカルデアロウ。ゲンシトゲンシニジュ
ウリョクガカカルノデハナクテ、ケツゴウニジュウリョクガカカルノカモシレナイ。
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地球温暖化の原因、高分子について 2022.7.29

　
大変不名誉な観察だが、次のような観察を行った。風呂桶に水を張って、その水を取り
替えずに、１０回ほど水に浸かった（水である。）。その水には、私の垢や分泌物が混じっ
ていただろう。少し、透明度が小さくなっていた。その水に浸かると、新しい透明な水
に浸かるのに比べて、温かいようだった。
　なぜ、その私の分泌物が混じった水は温かいのか。私から出た垢や分泌物は、結構な
長さの化学式で表されるだろう。これを、今回は、高分子と言うことにする。高分子が
混ざった水は温かい。なぜか。
　私の家の風呂には、窓があり、日光が入ってくる。日光の熱、電気によって、風呂の
水自体も、多少温かくなったりするであろう。高分子は、水の分子より、体積が大きい。
ということは、水分子よりも、熱や電気を集めるはずである。その熱や、電気によって、
高分子が温まったために、高分子が入った水は温かいと。
　以上から言えば、高分子は、水を温めると。水だけではないないような気がする。空
気も温めないか。もし、高分子が水や空気を温めるとしたら、その存在は、地球温暖化
の原因になる。
　ただ、残念ながら、地球温暖化の原因であろう高分子を減らすことは難しい。なぜな
ら、人自体も高分子であるからだ。無理やり、それをやろうとすると、戦争になるだろ
う。それなら、多少温暖化しても良さそうな火星に、高分子を移動させれば、地球温暖
化は緩和されるだろう。これも、無理やりではだめだろう。惑星戦争をしてもしょうが
ないので、志願制などにするようだろう。特に、プラスチックのゴミが気になるところ
である。
　
　

ロシアによるウクライナ侵攻の経緯
　
2022.7.11

　
　ロシアによるウクライナ侵攻の経緯を説明すると、ロシアは、10年前くらいから、金
を買い増して、欧米との経済戦争の準備をしていた。1年前からは、兵士を国境近くに立
てて、緊張を高め、石油などの値段を上げさせた。そこで、欧米と交渉。「NATOを後
退させないと、お前らのところの物価が下がらないぞ。」「その要求は、断固拒否する。」
（拍手）ということになって、それなら、軍事力でそれを達成するということにしたので
しょう。だから、ロシアの侵攻は、ウクライナで止まるとは限らない。日本では、物価
が上がり始めたのは、最近になってだが、欧米では、ロシアが金を買い始めてから、上
がり始めた。それは、ユーロやドルが安くなったということである。つまり、ルーブル
が基軸通貨になり始めた。円は、最近は、ユーロやドルよりも安くなっているから、今
後、2段階で円安に、物価高になる可能性がある。通貨防衛を考える必要があると思う。
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ロシアは今後、ブレトンウッズ体制を壊せるかは分からないが、一つの経済主要国とし
てあり続けると思われる。
　
　

台湾への中国軍の侵攻で日本にミサイルが飛んでくるか。
　
2022.7.9

　
日本は、平和を第一とする憲法を持っている。また、中国と平和条約も結んでいる。そ
の条約には、「台湾は、中国の領土の一部であることを理解、尊重する。」とある。また、
「中国政府は、中国の唯一の政府であることを承認する。」とある。だから、日本政府は、
中国と台湾のいわゆる内戦には、関与すべきでない。だから、自衛隊を台湾に派遣する
というのは、とんでもない話である。
　しかし、一部では、台湾へ中国が侵攻した場合、日本にミサイルが飛んでくるという
予測がある。その場合は、中国がその条約を反故にし、交戦状態となることとなる。そう
すると、日本政府は、防衛出動を自衛隊に発令する選択肢がでてくる。普通の国であっ
たら、間違いなく軍がでるだろう。その中国との交戦状態は、中国が台湾侵攻を完了す
れば、終了するかもしれないが、それが長引くとすると、えんえん交戦状態が続く。だ
から、それなら、台湾に援軍を送って、早く交戦状態を終わらせたいという考え方もわ
かる。ただ、台湾での戦いが大きいとすると、自衛隊もかなりの数の戦力を失うだろう。
失った戦力を、交戦状態の前の段階の戦力の水準に戻すためには、かなりの時間とお金
がかかる。場合によっては、それで、本土の防衛が危なくなるだろう。だから、台湾に
援軍を送るというのは、リスクが大きい。単純に言えば、台湾が、中国に勝ち、また、早
く勝たなければ、援軍を送るべきではないと言える。
　日本人の中には、台湾に援軍を送れという人がいるが、以上のようにリスクが大きい。
台湾が勝つと明確に言えなければ、送らない方が良いだろう。その台湾が勝つ条件には、
米軍の支援があろう。それがどこまでなされるかを、しっかり分析する必要がある。そ
れができない、または、米軍のコミットメントが弱い場合は、日本は援軍を送る選択肢
を排除した方が良いだろう。
　なぜなら、日本は、かつて中国に侵攻して、損害を与えた。それならば、多少の日本の
損害を甘受するのも道理かもしれないからだ。多少の矢が飛んできても、城を堅く守っ
た方が得策ではないか。
　
　

時給 120円の時代がやってきた。
　
2022.6.8
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最近は、人間の労働者に加え、コンピューター労働者やロボット労働者が増えてきた。その
ロボット労働者の時給が 120円くらいと言う（https://news.yahoo.co.jp/articles/49dfa08bbc9d35f9892db44618acb38956f455f8）。
　

経営者は、より安い労働者を使おうとする動機がある。そうすると、人間の労働者の時
給が高ければ、ロボット労働者を使おうとする。人間の労働者が雇われるためには、ロ
ボットより時給が高い分だけ優秀か、同じくらいの優秀さなら、ロボットより時給が安
くなければいけない。そういうわけで、人間の労働者と、ロボット労働者の競争が始まっ
たということだ。
　

今は、まだ始まったばかりだから、影響を受ける人は少ないだろう。しかし、将来的に
は、この競争が顕著になるだろう。政策的に、例えば、最低賃金を高めにするなどの設
定は可能だが、その賃金が、高くなってしまうと、「ロボットの 1/10しか働かないのに、
10倍も賃金をもらいやがって。」というような人間の感情がでてくる。人間の感情は自由
である。それなら、自由主義の政策の方が良いだろう。社会主義だと、ソ連の失敗の例
がある。政策で賃金を決めずに、市場で決めれば良い。
　

勿論、高い給料をもらう人も居続けるだろう。しかし、末端はそういう過酷な競争にな
る。仮に、ロボット労働者と同じ賃金をもらうとして、シミュレーションしてみよう。
1日 8時間働いたとする。そうすると、時給 120円Œ8時間で、日給が 960円になる。
この時給では、外食はできない。日給 960円で月に 21日働くと、月給が 20160円にな
る。これでは、アパートも借りられない。1年働くと、241920円になる。10年働いても、
2419200円だから（これから食費、光熱費を出すから）、車も買えない。40年働いても、
9676800円だから（つまり、生涯賃金は、1000万円ほど。）、住宅も買えない。建て替え
もできない。
　

ここまでで、末端の労働者にできないこととして、外食、住宅を借りる、車を買う、住
宅を買う、建て替えるを挙げた。では、教育を受けるはどうだろう。1日の食費を 300円
に抑えるとする（ご飯と味噌汁は食べられるだろう。）。そうすると、40年で 4320000円。
残りの 5356800円で、光熱費と、必要なものを買うとする。こうすると、教育を受ける
余裕がないことが分かる。大学に行けば、4000000万円はかかる。もし奨学金を借りて大
学に行ったとしても、これでは返せない。だから、できないことの一つに、大学に行く
も加わる。
　

あと 20年で大人になるような子は、この競争の影響を受けると考えられる。その頃に
は、競争が普及していそうだからだ。だから、あまり贅沢をさせない方が良いと思う。ま
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た、影響を受けそうな人も、贅沢は慎むべきだろう。奨学金を借りて、大学に行くのも
やめた方がいいかもしれない。
　
　

ホントウニセンソウカ
2022.5.23

　
コトシニガツニ、ロシアグンガウクライナニセメコンダトイワレル。コレハ、センソウ
デアルトイウミカタモデキヨウガ、ホカノミカタモデキル。オウベイノメディアハ、ウ
クライナニアラカジメハイッテイタダロウ。ソレデ、ナンラカヲビデオカメラヤカメラ
デサツエイシテイタダロウ。トコロデ、エイガニシュツエンスルト、エンギシャニハ、フ
ツウフィーガシハラワレル。フィーガシハラワレナイエイガハトンデモナイエイガダロ
ウ。ヨウスルニ、ロウドウシャノケンリ（フィーヲウケトル）ガシンガイサレテイルモ
ノトナル。
　オウベイノメディアハ、ロシアグンニモ、カメラヲムケタダロウ。ソレナラソレデ、
ロシアグンニフィーガシハラワレルノガフツウダ。カレラハ、カナリハクリョクノアル
「エンギ」ヲシテ、ヒヨウモカナリカケタダロウ。エイガガイシャ（オウベイノメディア
［ニホンノメディアモサツエイシテイタダロウ。］）ハ、ロシアグンニ、ソウオウノフィー
ヲシハラウベキデアル。
　フィーガシハラワレナイトナルト、ロウドウシャガオコリダス。ロウドウシャガボウ
ドウヲオコスバアイモアルダロウ。ソレハ、ボウドウヲチンアツスレバヨイトイウハナ
シデハナイ。ケイザイノ、ケイエイノモンダイダカラダ。マタ、ジコモハッセイシタト
キク。タテモノノソンカイヤ、シボウジコデアル。コレハ、エイガガイシャガセキニン
ヲモツノカ、ロウドウシャガセキニンヲモツノカ、ギロンガアルダロウ。ソレヲカイケ
ツスルヒツヨウガアルトオモウ。
　
　

タンペンショウセツ:カルビノシュエン～ハンドウタイヲメグッテ
2022.5.11

　
センキュウヒャクキュウジュウネン、タイワンノアルトシデハ、「カルビ」ヲウタッタミ
セガフエテイタ。「カルビ」トハ、チョウセンハツノヤキニクデアロウ。ニホンノヤキニ
クヤデモ、ソノナノツイタショウヒンガアル。ソノミセノナカデハ、コンナカイワガサ
レテイタ。
　

「ニホンキギョウガツクッテイルイチメガバイトノロム（リードオンリーメモリー、テ
レビゲームヨウガ、ニホンデハオオキナシジョウダッタ。）ハドウデスカ。」
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「イヤ、アレネ。ウチハヤッパリヨンブンノイチノカカクデダセマスヨ。」　
「ジャア、モウショウブハツイタノデスネ。」
「マァ、ソウイウコオデスカ。」
ヨウスルニ、ニホンノハンドウタイセイヒンノエンドゲームガハジマッタトイウコトダ。
「カカクキョウソウデハマケラレマセンカラネ。」
タイワンセイノハンドウタイハ、ヒンシツモワルクナイ。
「ワレワレノカガヤカシイミライニ。」
「オット、ボトルデモタノミマショウカ。」
　
コノコロノロムブンヤデハ、ニホンキギョウデハナク、タイワンキギョウノセイヒンガ
カカクキョウソウリョクヲモッテイタ。ソレハ、モウショウブガアッタカノヨウダッタ。
ジジツ、サンジュウネンタッタイマ、マルシバカラドクリツシタマルクシアノセイヒン
シカキョウソウリョクガナイ。ソレハ、モウキュウジュウネンノジテンデキマッテイタ
トモイエル。ニホンキギョウガカカクキョウソウニマケタカラダ。マルデ、ショウリヲ
イワウヨウニ、タイワンデハ、「カルビ」ノミセガフエハジメタ。ニホンデモ、ヤキニク
ヤガフエタガ、ソレハ、「ナウサメ」ノヤキニクデアロウ。
　

センキュウヒャクハチジュウヨネン、エンダカガススミハジメテイタ。ニホンキギョウ
ノツクッタヨンジュウハチキロバイトノロムヲカウト、センゴヒャクエンハシタデアロ
ウカ。コレガタイワンノメーカーノモノダト、キュウヒャクエンダ。ナゼソノネダンデ
デキルノカ。ダイキギョウニクラベテ、ベンチャーキギョウノホウガカンリヒガカカラ
ナイカラデアロウ。サラニ、エンダカデ、ソノキョウソウハ、タイワンメーカーニユウ
リニカタムイテイタ。エンダカハ、センキュウヒャクハチジュウゴネンニ、キュウゲキ
ニススンダ。イチドルニヒャクヨンジュウエンダッタノガ、チョウキテキニ、イチドル
ヒャクニジュウエントナッテイッタ。
　

「ハンドウタイハ『サンギョウノコメ』」トモイウ。コレヲキチントホジシタカッタラ、
スデニ、コクサイキョウソウリョクガナクナッテイタワケダカラ、カイガイニコウジョ
ウヲウツシテ、キョウソウリョクヲキョウカシナケレバナラナカッタダロウ。センキュ
ウヒャクハチジュウゴネンニハ、ロムノカカクサガ、センゴヒャクエントゴヒャクエン
ト、カカクサハサンバイニナッテイタ。ソレハ、イクラカハ、エンダカデセツメイデキ
ル。トクニ、オウベイシジョウデノカカクノジョウショウノホウガモンダイデアッタダ
ロウ。エンダカハ、セイフガショウニンシタワケダカラ、ハンドウタイニツイテノセン
リャクモ、シッカリサクテイスルヒツヨウガアッタダロウ。ソノゴ、ニホンキギョウモ、
ニホンデツクッテイテハマケルトキガツイタノカ、カイガイデツクルヨウニナッタ。
　

ニセンネンノカルビヤデ。
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「イャー、マルニーサンハ、マダアレヤルキデスカ（マルリースティックヲサシテイル　
）。」
「ウチノニハカテナイトオモウンデスガネ（マルディカードヲツクッテイルキギョウ）。」
「ヤッパリ、カカクダトオモウノデガネ。」
「ソレハキョウソウシテイルキギョウニハカナイマセンヨ。マルニーサンノガサンゼンエ
ンダッタラ、ウチノハ、センエンデダセマスカラネ。」
「ツイカノサケヲタノミマショウカ。」
ソノゴ、ナンネンカシテ、マルニーハ、マルリースティックノセイサンヲヤメタ。　
　
ニセンジュウネンノカルビヤニテ。
「ソウイエバ、マルシバサンノチョウシハドウデスカ。」
「イャー、マルシバサンハネバリマスネ。」
「カレラハ、ウチノホウ（タイワン）デツクッタホウガイイコトヲワカッテイル。」
「デモネ、ヤッパリ、カカクデショウ。」
「カレラハヨクヤッテマスヨ。」
「マァ、ドレダケガンバリマスカネ。」
「ワレワレノショウリニハカワラナイ。」
「サァ、モウイッパイ。」　
マルシバハ、ガッシュウコクノゲンパツメーカーバイシュウノシッパイデ、キョガクノ
ソンシツヲダシ、メモリーブモンヲブンリシテ、シキンチョウタツシタ。ソノメモリー
ガイシャハ、ニホンシジョウデハ、マダマダ、ソレナリノソキュウリョクヲモッテイル。
　

キョウソウアイテト、エンダカニクルシメラレタニホンキギョウ。ザンネンナガラ、シ
ジョウヲダイタイウシナッテシマッタ。ソレハ、キョウソウスルタイセイヲニホンキギョ
ウガツクレナカッタカラダロウ。シカシ、イマハ、カガイデノブッカダカヤ、エンヤスガ
ススンデイル。ココデ、ギジュツガアレバ、ショウブニモデラレルダロウガ、ソレヲヤ
ルキギョウガアルカ。ニホンジンハ、「ナグサメ」ノヤキニクニナレテシマッタヨウナキ
ガスル。カナリシェイプアップシテ、カカクキョウソウガデキルヨウニナラナイト、ソ
レハムズカシイダロウ。コンゴノカルビヤデノカイワニモチュウモクシタイトコロデア
ル。「ショウリ」のヤキニクノホウガオイシイハズダ。
　

*コノハナシハ、ジッサイノカイワヲモトニシタモオデハアリマセン。
　
　
日米同盟では日本は守れないかも
2022.5.9

　
前に、日米同盟は、（gdp）3位と 5位の同盟と言った。gdpでいうとそうなる。1位は
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イーユー、2位は英連邦である。3位と 5位の同盟は、相手が単独の場合は、有効であ
る。例えば、4位の国と戦う場合である。3位と 5位の方が、生産力が高いから、ちゃん
と戦えば勝てる。しかし、4位と 6位の同盟と戦うとなると、日米同盟はあやしくなる。
これらの国と戦う場合は、どこが戦場になるかで、かなり先行きが変わってくる。日本
が戦場になったら、まず負けだろう。日本の gdpを 30位まで、ミサイル攻撃などによっ
て、落とされてしまえば、日米同盟は、3位と 30位の同盟になるから、もう勝てないだ
ろう。それをどう考えるか。方法はある。今のところ、日米同盟は、複数の国と戦う仕
様になっていないということだ。
　
　

10年後には、給料が今の 9割程度になる。
2022.3.22

　
　最近の貿易統計では、経常赤字がでました。これはどういうことかというと、日本に
入ってくるお金より、出ていったお金の方が多いということです。つまり、貧しくなっ
たということです。これまでは、年に 20兆円ほど、黒字が出ていました。つまり、給料
が上がらなかったと言っても、労働者一人当たり、年間 40万円ほど豊かになっていたと
いうことです（物価が下がったというのが、その表れ方だと思います。）。
　今後はどうなるでしょう。一つのありそうなシナリオは、経常黒字がでないというも
のです。これまでは、自動車メーカーなどが、黒字を押し上げていましたが、EVなどへ
の転換で、海外で売れなくなるかも入れません。そういった理由で、経常黒字がでない
シナリオはあり得るのです。ただ、経常黒字がでないといっても、それほどすぐに経常
赤字が膨らむわけではないでしょう。プラスマイナス 0かもしれません。
　ただ、プラスマイナス 0でも、10年前、20年前と比べて、労働者一人当たり年間 40

万円ほど貧しくなります。これはどういうことかというと、ちょっと前と比べて、今度
は急激に給料が下がるだろうということです（物価が上がるという表れ方もありますが、
いずれにせよ、買える量が減るということです。）。10年で 400万円給料が下がるという
ことです。今の平均給料は 400万円ほどですから、一律に 40万円下げると、平均給料は
360万円になります。そういうふうに考えると、だいたい、年収が今の 9割になるとみて
おけばいいかもしれません。それがもう始まっているのです。
　すぐにでもに給料が 9割になるのだから、今のうちから、年収の 9割で生活すること
も考えておいた方が良いかもしれません。ただ日本人労働者の国際競争力が増せば、給
料が下がらなくなる可能性もあります。とにかく、基本は下り坂なわけです。贅沢はで
きないでしょう。
　
　

生活レベルの調整
2022.3.9
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　団塊の世代の時は、大々的に「非正規労働者」というのがいなかった。新人類世代の時
にはあった（仮に労働人口の 1.5割とする。）。団塊ジュニア世代の時もそう（同 3割。）。
新人類ジュニア世代の時もそう（同 4.5割とする。）。
　そうすると、団塊の世代より、新人類世代は、1.5割生活レベルを落とした方が良いと
なる。団塊ジュニア世代は、新人類世代より、1.5割生活レベルを落とした方が良いとな
る。新人類ジュニア世代は、団塊ジュニア世代より、1.5割生活レベルを落とした方が良
いとなる。
　団塊の世代が 500円の弁当を食べていたとすると、新人類世代は、425円の弁当。団
塊ジュニア世代は、361円の弁当。新人類ジュニア世代は、307円の弁当を食べると良い
ということになる。残念ながら、親の世代や、先輩の世代より貧しくなるわけですから
しょうがない。
住宅も、団塊の世代が 1500万円で住宅を建てていたら、新人類世代は、1275万円で建
て、団塊ジュニア世代は、1083万円で建て、新人類ジュニア世代は、921万円で建てろ
ということですね。早い話が、中古住宅に住めです。これは平均の話。
　
　

日本経済は峠を越した。
22022.3.9

　
　日本人の給料が上がらなくなったと言われています。それから 25 年経つ。そ
の間経済成長をしていないのかといったら、477 兆円だった GDP が、2021 年に
は、537 兆円になっている。年率で 0.5% は成長していた（内閣府「国民経済計算」、
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2021/qe214/tables/gaku-

jcy2141.csv）。
　

　つまり、給料は、月給 40万円の人で、2000円は、毎年伸ばせたということです。しか
し、これが伸びなかったとすれば、市場には、労働力の需要がそれほどなかったという
風にも言えるでしょう。
　

　その労働力は、2007年の団塊の世代の大量退職で減るところでしたが、統計を見ると、
それほど落ち込みませんでした。これまで出ていなかった女性の労働者が増えたからだ
と思います（厚生労働省「令和 2年版　厚生労働白書－令和時代の社会保障と働き方を
考える－」、https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/）。
　

　 2019年で 6724万人が就業しています。これが将来的にどうなるか。
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　 2025年で（数が多い予測で）6490万人となります。GDPは、就業者の数が多い方が
高くでますから、2025年の GDPを就業者 1人あたりが、同じように働いたとすると、
518兆円になります。つまり、就業者が減り始め、GDPが減り始めるということです。
もうすでにそうなっているか、今後 3年でそうなるということです。
　 2040年には、同様に 481兆円になります。GDPが下がるということは、モノやサー
ビスの供給が弱くなるということですから、今後、物価などが上がる可能性があります。
そうして、物価などが上がると、GDPは、その分大きくなりますから、それで、GDP

は、横ばい程度になるかもしれません。しかし、もう人口的に、経済成長はできないと
いうことです。もう日本経済は峠を越したということです。
　経済成長しないということは、給料は上がらないということです。ただ、それは、平
均的な話であって、個々の企業の業績によって異なります。つまり、給料の上がる人と
上がらない人、下がる人が出てくるということです。
　
　

コンピューターやロボットが賃金を半分にする。
2022.3.5

　
　コンピューターヤロボットガシゴトヲスルトカイタ（●）。コノバアイ、コンピュー
ターヤロボットハ、ロウドウリョクデアロウ。ニンゲンモ、オオクノヒトハロウドウリョ
クダ。ロウドウリョクガフエルトドウナルカ。ロウドウリョクノキョウキュウリョウガ
フエレバ、ロウドウリョクノカカクハヤスクナル。ツマリ、チンギンガサガルワクダ。
ソウイウワケデ、ドウイウハヤサデ、コンピューターヤロボットノドウニュウガススム
カワカラナイガ、コンピュータートロボットト、ニンゲンノロウドウリョクノヒリツガ
イッタイイチニナッタラ、チンギンハ、ハンダンニナルトイエソウダ。ソノヨウニ、ス
スムノデハナイカトオモウ。チンギンノキセイガイマノトコロアルカラ、スグニハチン
ギンハサガラナイ。シカシ、ソレナラ、ケイエイシャハ、ニンゲンノロウドウシャヲヤ
トウノヲヤメテ、コンピューターヤロボットヲツカオウトスルカモシレナイ。ソウイウ
イミデハ、ニンゲンノロウドウシャトコンピューターヤロボットノアイダノチンギンカ
カクキョウソウニナルノデアル。ソレナラ、チンギンキセイヲテッパイシテオイタホウ
ガヨイトオモウ。シツギョウヨリマシダロウカラダ。トリアエズ、ショウライテキニハ、
チンギンガハンブンニナルワケダカラ、モットカノウセイモアル。ゼイタクヲセズニ、
チョキンヲシテオイタホウガイイダロウ。
　

円高か円安か
2022.2.24

　
https://news.yahoo.co.jp/articles/ceb53d491e02199fdc62a172bd6721075078c26c?page=2
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　欧米で牛乳が 400円（3ポンド）だとする。日本では 200円。物価ベースで為替を調整
すると、欧米から見れば、日本で 1.5ポンドで買える。ということは、ポンドの価値が倍
になる。しかし、日本から見れば、円の価値を倍にすれば、欧米で 200円で牛乳が買え
る。この緊張関係ですね。どっちに転ぶでしょうか。
　

　日本人が欧米人に牛乳を 400円で売れば、円安にはならない。日本人が欧米人に牛乳
を 200円で売れば、円安になるといったところでしょうか。
　

制電権が大事
2022.2.19

　
　現代戦においては、電子機器が多く使われる。例えば、レーダーを射撃する砲やミサ
イルに接続するし、そのレーダーを狂わしてしまえという電子戦もある。また偵察衛星
も電子機器と言えばそうだ。そこから、地上に映像を送る。これらが使えなかったら、戦
闘能力が低下するだろう。そういうわけで、これらの電子機器を使えるという制電権が
大事だ。前の戦争では、制空権が大事だったかもしれないが、現在は、制電権がないと、
制空権も確保できるかわからない。前の戦争では、通信が傍受解読されて、不利になっ
たという。その通信の安全も含めた、制電権は強化していくべきであろう。制電権がな
いと、鉄器にミサイルも当てられななくなるのだ。民間の企業活動にも支障が出る。
　

ただの「デジタル・トランスフォーメーション」では負けである。
2022.2.19

　
　米国では、オリンピック競技を観るのに、ストリーミング動画が利用されているという
（https://news.yahoo.co.jp/articles/6fefa3c36057cc2cd69a41ba34a92872a2cfaf81）。
日本では、あまりストリーミング動画では中継されていないようである。やっているの
は、「見逃し配信」だろう。なぜ、米国では、ストリーミング配信が利用されて、日本で
は、あまり利用されないのか。それは、人口の規模の問題だろう。
　ストリーミング配信の一般的な 1人当たりの費用は、1時間当たり 1円である。米国で
人口の 20％の 6000万人が見れば、その 1時間の中継は、6000万円の売り上げとなる。
これなら、オリンピックの競技の放映権を買えそうである。しかし、日本で、ストリーミ
ング動画は、人口の 20％が観ても 2000万人だろう。2000万円だ。これでは、放映権を
買いにくい。こういうわけだから、日本では、オリンピック競技のストリーミング配信
がなされないということだ。中国で、人口の 20％が観ても、2億人だから、2億円。だ
から、中国でもストリーミング配信ができるだろう。
　これは、ITサービス、つまり、SNSやウェブベースドアプリケーションにも言える。
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ビジネス用語では、「スケール」の問題である。つまり、顧客が多い方が、より安く、よ
り高機能なサービスを展開できるわけだ。米国の人口は 3億人程度だが、他の国の英語
が使える人に向けてもサーブされる。その数は 10億人を超えるだろう。だから、10億円
の費用で映画を作っても、十分に元が取れる。中国人もやはり、10億人を超える顧客を
持っている（中国国内にいる。）。だから、10億円を使って映画が撮れる。だが残念なが
ら、日本人は、1億円以上の映画は、ここでの単価を増やさずには撮れない。
　要するに、日本人だけを相手にする日本の ITサービスは、高いし、質が良くなくなる
のである。これで、国際競争をやれば、必ず負けるだろう。「デジタル・トランスフォー
メーション」をしようなどという人がいる。要するに、デジタル化を進めようというこ
とだ。しかし、上に述べたように、それで競争すれば、日本人は、だいたい負ける。それ
なら、日本でそういうサービスを開発しなくて良いのではないかとなる。そのうち、そ
の会社が買収されたり、なくなってしまうからだ。
　今、米国と中国は、どちらが標準を取れるか、より顧客を集められるかで競っている。
その 2者には日本は及ぼない。日本人は、そのどちらかを選ぶ方法もあるし、高くて、質
が劣る日本のサービスを使ってもよい。しかし、できれば、10億人の顧客に向けてサー
ビスできる、グローバル IT企業がでてきてほしいと思う。ただの「デジタル・トランス
フォーメーション」では負けである。
　

商業ができるかどうかは富裕層しだい
2022.2.11

　
　 90年代から、産業空洞化（海外に工場が移転してしまう）対策として、サービス業を
増やそうとした。ただ、限界も見えてきた。コロナウイルスで、観光、飲食が難しくなっ
たからです。また、モノにマージンを乗せて売れば、それなりの労働者が食べていける
が、残念ながら、庶民が、モノを高くした場合、買う余裕がない。そうすると、商業で
は、お金がある富裕層を相手に商売する以外に、業績は伸ばせないとなります。しかし、
富裕層が何でも買うわけではない。そこのところを工夫する必要があるでしょう。サー
ビス業の従事者が増えすぎてしまったわけですね。普通の商業は、大手の ecサイトとの
競争が激しいでしょうから、そう簡単ではないと思います。
　

太平洋経済や太平洋財政をやめよう。
2022.2.5

　
　「’40 年度の社会保障給付費は、’18 年度に比べ、約 70 兆円近く増える計算です。
裏側で GDP も 790 兆円まで増える試算なので、増税幅は抑制できるとしても、仮
に社会保障費の増加分を消費税で賄うとすれば、約 5 ％の増税が必要。～」とある
（https://news.yahoo.co.jp/articles/874d6fb43e22b03bc7560608cf048ba240a4f90e?page=1）。
　 70兆円支出が増えるわけだから、70兆円の税収増も必要だ。2040年には、gdpが約
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1.5倍になっているのだから、税収も約 1.5倍になっているのだろう。それで、今が 60兆
円くらいの税収だから、30兆円は増える。それと、消費税 5%アップで、税収が 7.5兆
円増える。これだと、増えた分合計は、37.5兆円。これだと、32.5兆円足りない。
　これで何とかなるんだろうか。有名大学を出た人が、こんな計算をしているようじゃ
しょうがない。高校生だったときは、まともに計算できたはずである。しかし、上司に
よってか、「空気」によってか、このようなとんでもない計算になる。まるで、勇敢に
戦った太平洋戦争に似ている。「勝てます。」という広報をしたいのか。○○が吹くかど
うかは分からないが、弾薬が足りなかったら負けるぞ。こういう太平洋経済を何とかし
たいと思う。
　

ブランド教育～リカレント教育の一つのあり方
2022.1.17

　
　家族持ちの教養娯楽教育費が「35000円」（　
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ebe5a6f60e17bfbab73e59870feeaec4c424d08 　
）、私の図書費が「2000円」。20倍近く開きがある。しかし、持ち時間は同じ。私が 1か
月に 3冊本を読んだとしても、家族持ちが 25冊読めるものでもない。それなら、ブラン
ド教育が良いかもしれない。量ではなくて質。ポスドクの人たちと対話できるような仕
組みを作ったら面白いかと思う。大学がやってもいいし、ポスドクの人たちが集まって
もいい。大人が大学の講義をまた受けたいと思っているとは思えない。オンラインで個
人授業がいいのでは。
　

アンモニアを燃料にするのは非効率かも
2022.1.16

　
　電子 1個の原子（水素）がある。電子 2個の原子もある。これらの温度を 1度高める
のに、どのくらいエネルギーが必要か。電子が 1個の場合は、1である。これは、原子核
と電子の距離を基準にしている。原子核と 1個の電子の関係でとらえている。電子が 2

個の場合はどうか。2必要ではないか。1だと、0.5度しか上がらないということである。
そうだとすると、電子 2個の物質を燃料にするのは、非効率となる。1/2の効率である。
低温で燃やすにはいいかと思うがどうだろう。
　

月は、上層「水素」の上層「電子」である。
2022.1.11(2022.1.10)

　
　地球のまわりには、月がまわっている。これは、どんな作用をもたらすか。先に、太陽
系は、上層酸素と言った（●「太陽系は、上層「酸素」だ。、http://eizo09.com/r029.pdf）。
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地球のまわりに一個の衛星がまわっている。これは、比喩的な話かもしれないが、水素の
ようではないか（水素原子）。要するに、太陽系は、化合物というわけである。酸素（太
陽系の基本）と水素（月）だから、水ができると（HOだが、余分に酸素分子をつくれ
ば、水［H2O］もできるだろう。）。この考え方が正しいとすれば、どこに水があるるか
は、離れたところからでもわかるだろう。
　

太陽系は、上層「酸素」だ。
2022.1.11

　
　太陽系は、一つの恒星と八つの惑星があるという。これが原子だったらどうか。一つの
原子核と八つの電子である。どうも、酸素と呼ばれるようである。私のこれまでの言い方
からすると、太陽系は、上層（レベルの高い）酸素である。上層酸素のあるところには、
酸素がある。これは、わかる話である。だから、このように、酸素があるところには、下
層（レベルの低い）酸素もあるのだろうとなる。調べるのは難しいかもしれないが。
　

「コト」消費では、生活が貧しくなる。消費主義ではよくない。
2021.12.24

　
　マエニ、タカイモノヲタベルト、キュウリョウガサガルトイウハナシッヲシタ（●）。
タカイモノヲカエバ、それはのこり、チュウコカカクデウレル。シカシ、タカイモノヲ
タベルト、ソレハキエテシマウ。ヨウスルニ、ソンシツガハッセイスルワケデアル。ソ
ンシツガハッセイスレバ、ソノブンケイエイシゲン（クニナドノ）ガワケダカラ、キュ
ウリョウガサガル。ナルベク、ソンシツガスクナイホウガイイダロウ。
　

平和侵害事態にどう対応するか。
2021.12.9

　
　中華人民共和国と中華民国（台湾）の内戦ないし、台湾独立戦争が起こった場合には、
合衆国軍がそれに参戦する可能性がある。日本がそれに参加する気はなくとも、合衆国
軍の基地が日本にあるわけだから、日本が戦場になる可能性がある。正確に言うと、在
日米軍基地には、治外法権があるだろうから、その基地の範囲は、「日本」であるとは言
えないかもしれない。日本と合衆国による交渉の結果生じた特別な区域ということ、企
業で言えば、合弁会社のようなものであろう。だから、日本と中国の関係が正常である
限りは、日本は戦場にならないと考えるのは、まぁまっとうだろう。しかし、その「特
別な区域」は、戦場になる可能性がある。「日米同盟」という考え方は、その「特別な区
域」を重視する考え方であろう。だが、普通の日本の領土は、日本人が守らなければな
らない。
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　その「特別な区域」が中国に狙われた場合、どうすれば良いだろう。通常の日本の領
土が狙われた場合は、中国が日中平和条約を守らずにというわけだから、中国に非があ
ることになる。その場合、日本の平和（もしくは、世界の平和）と条約（国際法規）が侵
害されるであるから、憲法のいう「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」が損傷す
るわけことになる。したがって、武力をもっての防衛、反撃（更に、「信頼」が損傷しな
いように）が可能になる。しかしながら、「特別な区域」への攻撃は、その管轄権が合衆
国にあると考えるか、日本にあると考えるかで、対応が変わってこよう。合衆国にある
と考えれば、それは、合衆国への攻撃である。それは、日本には関係がないという解釈
が可能だから、防衛、反撃は難しい（憲法上の武力行使可能な要件を満たさないため）。
しかし、管轄が日本にあると考えれば、それは、日本の領土の場合と同様に、防衛、反
撃するようだろう。だから、その「特別な区域」の管轄権の問題は重要である。また、先
に述べたように、管轄権を 2カ国が持つという考え方もできよう。その場合も、管轄権
の割合の分だけ、防衛、反撃することになろうかと思う。つまり、「特別な区域」が狙わ
れた場合も、日中平和条約を侵害したということになる可能性が高いということだ。
　そういうわけで、中国政府が冷静であるうちは、日中間は平和であろう。しかし、台
湾がらみで戦争が起こると、日本を防衛、そして相手国に反撃する事態（平和侵害事態
と呼んでおく。）になる可能性が高いのである。ただ、かつて、日本が中国を侵略したわ
けだから、その分、攻撃を甘受するという考え方もできよう。
　
　

「日米同盟」だけで日本を守れるか。
2021.12.6

　
　 80年くらい前の戦争後、「冷戦」が始まったとされる。イデオロギーで言えば、自由
主義と社会主義だろうが、もので言えば、「合衆国型」原爆と、その他のタイプの原爆で
ある。これを前者は、合衆国人が持ち、後者をソ連や中国が持った。特に、合衆国とソ
連は、これについて競り合った。これをそう呼ぶのだろう。
　しかし、もう 1つ「冷戦」があると思う。それは、通常の軍事力を使ったものである。
朝鮮戦争などだ。これは、合衆国と中国が戦った。つまり、合衆国は 2つの「冷戦」を戦
う必要があった。ソ連と中国は 1つずつである。ゆえに、合衆国は、スーパーパワーに
なる必要があった。
　しかしながら、これは難しかったようである。70年代に、合衆国は中国と和平をした。
これによって、合衆国は、1つの「冷戦」を戦うだけで済むようになった。やがて、ソ連
との「冷戦」も緩和した。
　しかしながら、今、合衆国が 2つの「冷戦」を戦うように求める声が出てきている。残
念ながら、これは難しいだろう。まだ、ソ連の後を継いだロシアと中国の GDPは、合衆
国にかなわないかもしれないが、これが逆転する可能性がある。つまり、2つの「冷戦」
を戦う場合、合衆国が負ける可能性が少なくなくなるということだ。だから、合衆国人
は、どちらかの「冷戦」に絞る可能性がある。特に、原爆を開発したのだから、それを重
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視するのではないか。
　つまり、極東には、合衆国軍は回ってこない可能性がある。これは、戦略的問題であ
る。日米安保条約があるが、合衆国軍は、「無料で」日本を防衛するとは書かれていない。
つまり、戦費の負担は日本がするということだ。それなら、自衛隊にやらせてもかわら
ない。そういうわけで、今後の日本の軍事費負担は増加するだろう。無駄に戦っても財
布が痛むだけだから、外交をきちんとやる必要があるだろう。
　
　

雇用改革について
2021.11.12

　
　サイキンノニホンキギョウハ、ヒヨウニシメルジンケンヒノワリアイガオオキクナッ
テイルカモシレナイ。ガイコクセイヒンガヤスク、ニホンセイヒンガタカイトイウカン
サツカラダ。ソレハ、キギョウガシャカイシュギテキナケイエイデ、コクサイキョウソ
ウリョクガナイトイウコトニモツナガル。リクツデイエバ、シャカイシュギダト、セイ
ヒンノヒンシツガオチル（●）。ドウスレバジンケンヒヲサクゲンデキルダロウカ。
　シャインヲドンドンキョウソウサセテ、キュウリョウニサヲツケテシマウコトモデキ
ルダロウ。フキョウノトキニハ、カイコデキルトイウノモジュウヨウダ。シカシ、アンテ
イシタセイカツヲシタイトイウヒトモイルダロウ。ソレナラ、コヨウヲ、アンテイコー
ストチャレンジコースニワケテシマエバヨイ。
　アンテイコースハ、ニュウシャカラ、タイショクマデ、テドリニジュウマンエンデカ
ワラナイガ、シュウシンコヨウニスル。サキガヨメルカラ、ジュウタクローンガクミヤ
スイ。イッポウ、チャレンジコースハ、ナニカギョウセキガアガレバ、ショウキュウシ、
コクサイテキニ、ニホンキギョウハ、ユウシュウナヒトヘノチンギンガヒクイトサレテ
イルガ、ニュウシャノジテンデ、テドリヒャクマンエンヲカノウトスル。ソレナラ、ジン
ザイカクトクキョウソウニモタイオウスル。タダ、ギョウセキガアガラナカッタリ、ケ
イエイシャノハンダンダッタリデ、キュウリョウヲサゲラレ、カンタンニカイコデキル
ヨウニスル。ソウイウノハドウダロウ。
　
　

あらためての憲法解釈 2

2021.11.9

　
　自衛隊の存在は、現在、憲法違反とされるが、その存在があるということは、何らか
の理由があると思われる。
　先に、憲法の解釈をしたが（https://note.com/ryusaku14/n/n701605d6ed3e）、そこで
の重要な論点は、「信頼」であった。つまり、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼
して～」という憲法の前文の記述である。
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　この「信頼」が壊されないことが大事であるが、どうもその「信頼」は、壊されようと
しているという現実も認められる。それは、先に述べた中華人民共和国による中華民国
（台湾）への威圧である。それがあるゆえに、「信頼」を壊された程度には、日本は戦力
の保持が可能となるという解釈をした。
　これは、現在の問題であるが、これまで自衛隊の存在が許容されたということには、理
由があろう。もうすでに、日本は、現在の自衛隊程度の戦力の保持が認められているの
かもしれない。ということは、すでに「信頼」が壊されたということだ。そのような歴
史があっただろうか。
　考えられるのが朝鮮戦争である。この頃自衛隊が組織されたという。たしかに、その
時には、日本国憲法はできていたし、またそれでいう「信頼」も壊されたであろう。そ
れゆえに、日本が戦力を持つことを許されたと考えられる。その「信頼」を回復するた
めにである。だから、その壊された「信頼」以上には、戦力は持てないだろうが、自衛隊
の存在は憲法に沿っていると言える。
　
　

あらためての憲法解釈 1

2021.11.9

　
　日本国憲法の前文に、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して～」とある。それ
ゆえに、戦争放棄であり、戦力の不保持であると思う。
　しかしながら、中華民国（台湾）を巡る情勢は厳しくなりつつある。ようするに、中
華民国（台湾）と中華人民共和国の武力衝突の可能性が増しているということだ。
　「平和を愛する諸国民の公正と信義に」「信頼」することができなくなってしまったら
どうなるか。以降の前文や条文は、それにそって解釈することが可能かと思う。
　その「信頼」の根拠は、「平和を愛する諸国民の公正と信義」である。つまり、「諸国
民」が平和を愛し、「公正と信義」があれば、「信頼」することができるとなるが、それら
が損なわれた場合は、「信頼」できないとなり、それ以降の文の解釈が変わってくるとい
うことだ。
　中華人民共和国は、現在、中華民国と緊張し、その「信頼」を損ねるかもしれない。日
本国憲法を遵守する立場から言えば、その「信頼」が損なわれない方が良い。できれば
「信頼」を守りたいだろう。
　その「信頼」が破られた場合は、「諸国民」が「平和を愛する」ではないかもしれない
ということになるから、対応が必要かもしれない。「諸国民」が「平和を愛する」ではな
いということは、対称語を使えば「戦争を愛する」となる。それなら、戦力の保持によっ
て自国の防衛をするのは妥当ではないかとなる。戦争放棄についても、「諸国民」が「戦
争を愛する」のでは、きちんと対応して防衛する必要があるわけだから、それを認める
と解釈しなくて良いだろう。要するに、「信頼」が破られれば、その「信頼」以降の前文、
条文がこのように解釈可能となるわけである。
　ただ、この「信頼」は、まだ破られそうではあるけれども、破られてはいない。細かく
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言えば、戦闘機が 30機程度、中華民国に近づくという程度のものだ。ということは、戦
闘機 30機分程度は、「信頼」が破られているわけだから、その「信頼」を回復するため
に、戦闘機 30機程度の戦力の保持は可能だと言えそうだ。要するに、日本は戦闘機 30

機程度の保有は可能と憲法を解釈できそうである。
　
　

気候変動対策について～失敗したらどうなるか
2021.11.7

　
　若者たちが、地球温暖化対策で怒っている。なぜ、彼らが怒るのか。それは、地球温
暖化が進むと、海面水位が上昇し、水没する国や地域がでてくるだろうからだろう。
　それを防止する会議では、あまり効果的な対策をするという協調が得られなかったと
思われる。日本は評判が悪いと思われる。二酸化炭素排出量に占める総量こそそんなに
多くないが、姿勢が問われているんだろう。その「姿勢」次第で、排出量の多い中国や、
取り組みにあまり積極的でない合衆国の取り組みに左右するだろうからだ。
　日本は、1996 年の京都議定書の段階で、90 年比 6% の二酸化炭素排出削減を約束し
た。それは、2019年に達成されたが、その取り組みの遅さは、EUと比べると顕著であ
る。EUは 90年比で 25%を削減している。これが日本が評判の悪い理由であろう。
　
　

[z0r-02.png]

(https://img.puboo.jp/e7c543e0-8646-43cc-9b69-23014d4f5c07_l.png) 　
　
　 1990年には、地球で 23gトンだった二酸化炭素排出量が、中国や新興国の発展で、37g

トンに増えている。これを 90年並みにするには、中国の排出量以上を減らす必要があ
る。それは、先進国全体の排出量よりも多いか同等である。つまり、先進国が、今年の
時点で二酸化炭素の排出を 0にできていれば、90年と同等の排出量でおさまったことに
なる。そういう意味では、排出削減の努力は遅すぎると言える。だから、気温上昇、海
面上昇、水没という危機が、年配者より身近である（温暖化対策が失敗した場合の効果
がでるのは数十年後であろうからだ。）若者が怒るのだろう。
　もし、温暖化対策が失敗した場合どうなるのであろう。それは、海面上昇して、水没
する国や地域がでそうになる。でそうになるというのは、その対策もあろうからだ。具
体的には、タイドブロッカー（防潮堤）で国や地域を囲んだり、その国や地域の都市や
個人の住宅などを 2階建て（ダブルデッカー。例えば、東京自体を 2階建てにするとい
うことである。）にするなどの方法がある。前者の場合、大きな国や地域の場合、技術的
に（時間的に）困難だし、後者の場合は、大都市を 2階建てにするのは困難だし、個人
宅を 2階建てにする場合でも、資産状況で、それができない人もあらわれると思われる。
水没しない地域もあるが、大半の農地が水没することが考えられる。そうすると、いか
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だなどの上に土を敷き、農業をするようになると思われる。これは、もはや新しい原始
時代である。
　ただ、人間には、自由があると思われる。だから、2階建ての住宅を建てるという選択
も自由だと思う。しかしながら、もし、他が水没するというのであれば、協調して、温
暖化防止対策をとって、水没を防いだ方が良い選択だと思う。新しい原始時代を迎える
ことが必ずしも良いとは思わないからだ。
　日本の二酸化炭素排出量を減らす方法はある。1つは、火力発電所を減らして、停まっ
ている原子力発電所をほぼ全部動かすことだ。これで、90年比 15%の排出削減ができる
と思われる（日本では 90年比が使われないことが多いが、わかりやすいので使う。）。あ
と、自動販売機を減らせば、5%ぐらい削減できるであろう。これなら、すでに削減済み
の 6%を加えて 25%の削減となる。これは EU並みの削減量である。
　日本が排出量の削減を急がないと、中国や合衆国が排出削減に取り組まないかもしれ
ない。まずは、先進国が削減する。それが正しいと思う。水没する自由はあるが、それ
は、あまり良い選択とは思えない。それなら、排出削減の努力を急ぐべきではないだろ
うか。
　
　

他の分野に投資した方が良いのではないか。
2021.11.4

　
https://note.com/ryusaku14/n/n6d85313d2491 　
　
食料に公共投資をすると、そんなにジィディピーがのびない。消えるもの（旅行、イベ
ント）に公共投資をしてもやはりジィディピーはそんなにのびない（複次効果がないか
ら）。観光産業向けの施策と思われるが、観光産業は、温暖化防止のために、飛行機など
の飛行距離を 50％にするだろうから（温室効果ガス 50％削減）、海外からの観光客の数
が半分になる。それなら、「go to」キャンペーンを、半分にして、他の分野でジィディ
ピーを伸ばしに行った方が良いのでは。
　
　

飲食にお金を使うと、給料が下がる。～欧米ではジィディピーがのびて、日本ではのび
ないわけ　
2021.11.4

　
　ニホンジンハ、ネンシュウノニジュウナナパーセントヲショクヒニツカウトイウ（ソ
ウムショウ「ニセンニジュウネンドカケイチョウサ」）（フルイデータダガ、ガッシュウ
コクジンノニバイ、エイコクジンノイッテンロクバイナドデアル。●　
https://note.com/ryusaku14/n/nbb0c9a381cb1
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）。ガクニシテ、ヘイキンヤクロクジュウマンエンデアル。
　タベタモノハ、イマハ、スイセンベンジョニナガスコトガ、トシブデハオオイダロウ
カラ、ナクナッテシマウモノニ、ネンシュウノニジュウナナパーセント（ロクジュウマ
ンエン）カケテイルコトニナル。ナクナルモノニオカネヲカケルトイウコトハ、ザイサ
ンニナラナイトイウコトデアル。マタ、テンバイモデキナイ。コウイウモノニオカネヲ
カケテイルト、ジィディピーハ、ソノイッカイブンシカアガラナイ。テンバイデキルモ
ノナラ、ニカイ、サンカイトケイジョウデキル。ジィディピーガアガラナイトイウコト
ハ、ウリアゲガノビナイワケダカラ、キュウリョウモノビナイ。ヨウスルニ、ショクオ
カネヲカケルト、キュウリョウガアガラナナイワケデアル。
　マエニ、ニホンノケイジョウシュウシノハナシヲシタ（●
　
https://note.com/ryusaku14/n/n9766f8ffd4b5

）。コレダト、ニジュッチョウエン、ヒトリアタリニジュウマンエンガ、ソノトシノクロ
ジブンニナル。ダカラ、ショクヒヲネンカンニジュウマンエンニ（クロジデショクリョ
ウヲユニュシテイルメンモアルカラ、ヨンジュウマンエンニ）オサエラレレバ、ザイサ
ンガデキルトイエル。ゲンジョウノサンブンノイチ（サンブンノニ）ノガクデアル。ソ
レヲコエルブンハ、シサンカラケズラレルコトニナル。アナタヤ、カイシャヤ、クニノ
デアル。トイウコトハ、キギョウガシュクショウスルヨウナモノダカラ、キュウリョウ
ハサガルトナル。ヨウスルニ、ビショクヲスルカラ、キュウリョウガサガルワケデアル。
ショクリョウブンヤニコウキョウトウシヲスルト、「ケイキ」タイサクデハナクテ、「キ
ブン」タイサクニナルワケダ。
　
　

尖閣防衛で予想されるかもしれない代償
2021.11.2

　
　ナナジュウネンホドマエ、ニッチュウセンソウトタイヘイヨウセンソウノケッカトシ
テ、キョクトウグンジサイバンガヒラカレタ。コレニヨリ、ハイセンシタニホンノシドウ
シャ、ショウヘイガサバカレ、シケイトナルモノモアッタ。ショウリシタレンゴウコク
（ガッシュウコク、エイコク、ランコク、チュウカミンコクナド）ハ、ニホンジンヲサイ
バンデサバクコトニヨッテ、センソウヲトリアエズオワラセヨウトシタラシイ。ソノサ
イバンヲ、ニホンセイフガウケイレルコトニヨッテ、コウワノミチガヒラカレタ。サン
フランシスココウワジョウヤクノハッコウニヨッテ、トリアエズ、センジデハナクナッ
タ。ニホンセイフモ、ドクリツヲカイフクシタ。コレガナナジュウネンイジョウマエノ
センソウノユクエデアル。
　イマ、ニホンハ、モシカスルト、チイサイニセヨ、タコクトセントウジョウタイニナ
ルカノウセイガタカマッテイル。グタイテキニハ、チュウカミンコクトチュウカジンミ
ンキョウワコクトノアイダノキンチョウ、マタ、センカクショトウナドデノ、チュウカ
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ジンミンキョウワコクトノショウトツノカノウセイデアル。ゼンシャニツイテハ、ニホ
ンジンガ、ソレニカカワルカハギロンガアロウ。
　センゴマモナクハ、ニホンハ、チュウカミンコクセイフヲ、チュウゴクノダイヒョウ
セイフトシテイタ。ソレハ、タノセンシンコクナドモドウヨウデアル。チュウカミンコ
クセイフハ、ハジメチュウゴクタイリクニキョテンヲオイテイタガ、チュウカジンミン
キョウワコクトノタタカイノスエニ、タイワントウニニゲ、ゲンザイモタイジシテイル。
ハチジュウネンダイマデハ、チュウカミンコクノソウトウショウカイセキトソノココド
モノショウケイコクガセイケンヲニギッテイタ。ソノアイダハ、チュウカジンミンキョ
ウワコクトノセントウニソナエ、カイゲンレイガシカレテイタホドデアル。
　キュウジュウネンダイニ、セシュウヲシテイナイソウトウガセイケンヲニギリ、チュ
ウカジンミンキョウワコクトハナシヲスルヨウニナッタ。ソノヒトツガ「ヒトツノチュ
ウゴク」トイウゴウイデアル。ツマリ、チュウゴクハ、ソノトウチガ、チュウカミンコ
クニヨッテオコナワレルニセヨ、チュウカジンミンッキョウワコクニヨッテオコナワレ
ルニセヨ、ヒトツデアルトイウコトダ。ソノゴ、チュウカミンコクハ、ミンシュカシタ
ガ、ジユウドガマシタケッカカ、タイワントシテドクリツスルトイウカンガエカタモデ
テキタ。チュウカミンコクノヒトノアイダデハ、ヒトツノチュウゴクヲミトメルカンガ
エカタト、タイワンドクリツナドノカンガエカタガアルトイウコトダ。コノコウシャノ
カンガエカタヲ、チュウカジンミンキョウワコクハ、ゴウイイハンダトミトメナイ。チュ
ウカジンミンキョウワコクノグンガゾウキョウサレタコトニヨリ、チュウカミンコクハ、
コクボウノムズカシサガショウジテイル。
　コレニツイテ、ジユウシュギショコクハ、チュウカミンコクヲマモロウトスルウゴキ
ヲミセハジメタ。ソレナラ、ニホンガサンヨスベキダトイウカンガエカタガアル。シカ
シ、ニホンセイフモ、ヒトツノチュウゴクトイウゴウイヲショウニンシタトオモワレル。
サイキンハ、ソウカンガエナイセイジカガフエテイルラシイガ、コノショウニンヲドウ
トリアツカウカトイウモンダイハアルダロウ。ナナジュウネンダイニハ、チュウカジン
ミンキョウワコクノセイフガ、チュウゴクガ、チュウゴクノダイヒョウセイフトセシン
ショコクハアラタメタヨウニモミエル。コウシタチュウカジンミンキョウワコクトノハ
ナシヲホゴニシテ、チュウカミンコクヲオウエンスルコトガデキルダロウカ。ゴウイヤ
キョウテイヲイッポウテキニハキトイウノハ、アマリコノマシクナイダロウ。ダカラチュ
ウカミンコクト、チュウカジンミンキョウワコクトノタタカイニ、ニホンジンガサンヨ
スルノハ、ノゾマシクナイカモシレナイ。
　ニホンジンガ、チュウカジンミンキョウワコクトタタカッタバアイノヒトツノカノウ
セイノアルヨソクガアル。センカクショトウノボウエイデモ、ノゾマシイケッカニナラ
ナイカモシレナイ。ソレハ、セントウシュウケツゴニ（ドチラガカッテモオナジカモシ
レナイ。）、キョウトウグンジサイバンガヒラカレルカノウセイガアルトイウコトダ。ナ
ナジュウネンホドマエハ、チュウカミンコクガサンカシテイタトオモワレルガ、ソノケ
ンリヲ、チュウカジンミンキョウワコクガ、ケイショウシイタバアイ、チュウカジンミ
ンキョウワコクニヨッテ、キョクトウグンジサイバンガハツギサレルカモシレナイ。
　ニホンノケンポウニハ、センリョクノフホジトイウコウモクガアル。ゲンジツテキナ
ウンヨウノモンダイトシテ、ニホンジンノダイタスウノアイダデハ、ジエイタイトイウ
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ボウエイリョクハミトメラレテイルガ、コノコウモクガアルユエニ、キョクトウグンジ
サイバンデハ、タタカワセタシドウシャ（セイジカダロウ）ヤ、タタカッタジエイカン
ガムザニナルトハオモエナイ。ソウイウモンダイガアルニモカカワラズニ、チュウカジ
ンミンキョウワコクトタタカウノハ、イイガナモノカトオモウワケデアル。カイゼンモ
カノウデアロウ。
　
　

「一億総中流」の構造はなおせるか。また、直さなくて良いか。
2021.10.29

　
　マエニ、シャカシュギタイセイヲコワスホウホウヲカイタ（●）。ソレハ、ミンナガヤ
キソバヲタベテイルトキニ、ダレカニテッパンヤキヲタベサセルトイウヤリカタデアル。
「ワタシモ、テッパンヤキヲタベタイ。」トナルダロウ。ソレデ、テッパンヤキヲダスミセ
ガフエル。ソウヤッテ、チョキンガホンライデキルノニ、テッパンヤキヲタベルコトニ
ヨッテ、ザイサンガデキナクナリ（タイサイボウト、アセトショウベントウンコニカワ
ル。）、ケッキョク、ソノタノメンデマズシクナル。マズシクナルト、フマンモタカマル
ダロウ。ソレデ、ソノシャカイシュギタイセイハオワル。マエニ、ムカシノハネダクウ
コウバイテンノハナシヲシタ（●）。ヤキソバトホットドッグクライシカウッテイナカッ
タトイウハナシデアル。（ワタシガミタノハ、）ハチジュウネンダイカラキュウジュウネ
ンダイニカケテノコトダガ、ニホンジンハ、ヤキソバクライナラ、ダレデモタベラレタ
トイウコトデハナイカ（ニタヨウナミセトシテ、エキノタチグイソバヤガアゲラレルト
オモウ。）。
　モットモオオイジュヨウニ、タイオウスル。コレハマトモダ。ナカニハ、ステーキヲ
タベタイヒトモイタカモシレナイ。シカシ、ソンナニジュヨウガナカッタノダロウ。ダ
カラ、オカナイ。コレモワカルハナシダ。
　「イチオクソウチュウリュウ」ダッタトイウコトヲイウヒトガイル。（マタ、シンジユ
ウシュギセイサクニ、ソレガコワサレタトイウイイカタヲスルヒトガイル。）ワタシニ
イワセレバ、「イチオクソウヤキソバ」トカ「ヤキソバソウチュウリュウ」ハ、ソノトキ
アッタノダロウ。タダ、「イチオクソウステーキ」トカ「ステーキソウチュウリュウ」ハ
デキナカッタシ、イマデモデキテイナイ。トウゼンダ。ネダンガ、サンビャクエント、セ
ンゴヒャクエントイウヨウニ、ゴバイノヒラキガアル。ソノ「ヤキソバソウチュウリュ
ウ」ノトキカラ、ゴバイモケイザイセイチョウシテイナイ。ゴバイハタライテイルヒト
ダッテスクナイダロウ（ゴヒャクエンノハンバーグダッテ、ソウチュウリュウハムズカ
シイトオモウ。）。
　「ヤキソバ」ヲタベテモ、「ステーキ」ヲタベテモジユウダトスルノガ、ジユウシュギ
ナリ、シンジユウシュギダロウ。ニホンジンモ、イマノハネダクウコウヲミレバワカル
トオモウガ（ヒョットシタラ、「ヤキソバ」ヲウッテイルミセハナイカモシレナイ。）、イ
ロンナセンタクヲスルコトヲヨシトシタ（チュウカヤヨウフウヤラスシナド、イロイロ
ナミセガアルノデハナイカ。）。ソレハ、セイジダケノモンダイデハナイ。モウスデニ、
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シャカイガソウナッテイル（イチブ、タチグイソバノヨウナミセガアル。）。
　イマデモ、「ヤキソバ」ダケヲタベテイルヒト（ヒユテキナイミダ。）モイルカモシレ
ナイ。シカシ、ヒロクミレバ、ソノ「ヤキソバソウチュウリュウ」ハクズレタダロウ。イ
ヤ、「ヤキソバ」ヲタベナイトイウイミデダ。ソレハ、ニホンノシャカイシュギハナオセ
ルノカ。マタ、「イチオクソウヤキソバ」ニモドセバイイトハイエル。ソレニモドセルノ
ダロウカ。
　タバコニジュウゼイヲカスヨウニ、テッパンヤキヤステーキヤヤキニクニ、ジュウゼ
イヲカシ、ヒトビトノショクヨクヲヤスイモノニウツシテイクコトハデキルダロウ。シ
カシ、テッパンヤキヤステーキヤヤヤキニクヤヲ、ヤキソバヤニカエルトイウノハ、ア
マリカシコイトハオモエナイ。ナカニハ、ソレヲヤッタホウガイイトイウヒトモイルカ
モシレナイ。
　ケンポウニ、「ショクノジユウ」トイウキジュツハナイガ、ナニヲタベルカハ、ケッ
キョクハ、ジユウナノデナイカ。ソレゾレノセンタクデアルヨウナキモスル。タダ、「ヤ
キソバ」ヲタベツヅケラレルセンタクシハ、アッタホウガイイトオモウ。クニトシテハ、
「サイテイゲンノセイカツ」ヲ、ツマリ、ヤキソバ（モットヤスイリョウリカモシレナ
イ。）ヲタベツヅケラレルヨウニ、ホショウスレバイイノデハナイカトオモウ。
　
　

「一億総中流」という構造～「構造改革」とは何か。
2021.10.29

　
　ワタシハ。ニジュウネンホドマエカラ、フキョウダトオモッテイル。イヤ、フツウナ
ノカモシレナイガコウゾウテキナモンダイダト（●）。ソレハ、シゴトサキデ、シゴトヲ
ヘラサレタリシタカラソウオモッタ。サービスギョウハ、モロニフキョウニエイキョウ
サレル。ゼイタクヲアツカウギョウシュダカラダ。「コウゾウカイカク」トイッタコイズ
ミ、タケナカロセンハ、ケッコウヒョウバンガワルイ。チョットマエノハナシダガ、「シ
ンジュウシュギ」ニヨッテ、ヒンプノカクサガヒロガッタトカ、ヒセイキコヨウガフエ
タナドトヒハンサレル。
　トコロデ、ソノ「コウゾウ」トハナンデアロウ。ワタシモ、イクラカ「コウゾウ」ノ
コトニゲンキュウシタ（●、ブツリガクノハナシハノゾク。）。コウゾウハ、スクナクト
モ、ダレカノシンリコウゾウダトカイタ。ソノシンリコウゾウトハ、ナニカ。シンリコ
ウゾウダッタラ、コトバヤオモイガアルハズデアル。ソレハ、「イチオクソウチュウリュ
ウ（フルクハイチオクソウ○○デアル。）」トイウコトバデハナイカ。
　ムカシノハネダクウコウノハナシヲシタ（●）。ソコニハ、ヤキソバトホットドッグヲ
ウルヨウナミセガアッタ。ホカニハ、レストランナドナカッタトオモウ。ソレヲタベル
クライガニホンジンノアリカタデアッタトオモウ。ソノヤキソバヲタベルクライノ「イ
チオクソウチュウリュウ」ハ、タッセイサレタノダトオモウ。シカシナガラ、ハンバー
グヲタベルクライノ「イチオクソウチュウリュウ」ハタッセイサレテイナイ。サンビャ
クエント、ゴヒャクエンダッタラ、イッテンロクバイノケイザイセイチョウガヒツヨウ
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ダ。コレヲタッセイスルコトガデキルカ。トウジノセイジカハ、オソラクムズカシイト
カンガエタノデハナイカ。
　ダカラ、ソノシンリコウゾウニメヲツケタ。「イチオクソウチュウリュウ」トイウコウ
ゾウデアル。ゼンインガゴヒャクエンノハンバーグヲタベルノハムズカシイ。シカシ、フ
ユウソウガイチマンエンノテッパンヤキヲタベルノハ、トメヨウトハオモワナイ。サン
ビャクエンノヤキソバヲタベツヅケテモイイ。タマニ、ゴヒャクエンノハンバーグヲタ
ベテモヨイ。ソノヨウニ、センタクノジユウトイウシソウガ、ソノ「コウゾウカイカク」
ノシュチョウダッタノデハナイカトオモエル。シャカイシュギノセイトウナラ、「イチオ
クソウチュウリュウ」ヲイジデアロウ。イマハ、ムシロキュウリョウガサガッタトイウ
ノデ、サンビャクエンノヤキソバヲタベツヅケルノモムズカシイカモシレナイ。
　ジユウヲミトメルカ（ツマリ、ナニヲタベテモヨシトスルカ）、ヤキソバトソレニチカ
イタベモノヲタベルコトシカミトメナイカデアル。イマハ、モットキビシイカモシレナ
イ。ワタシニイワセレバ、ヒャクロクジュウエンノカップラーメンニシナサイトナル。デ
モ、ワタシハ、ジユウデショト、キホンテキニハ、オモッテイル。
　
　

記録に挑戦
2021.10.27

　
　ワタシガショウガクセイノコロニ、ウンドウノデキルセンパイガイタ。ワタシハ、ソ
ノヒトヲロールモデルニシテイタブブンガアル。つまり、モクヒョウダ。トキョウソウ
ヤスイエイデ、ソノキロクニセマレルヨウニ、ドリョクシタ。シカシ、ソノセンパイハ、
ヤガテテンコウシテシマッタ。ソレデ、モクヒョウガナクナッタ。ソレカラハ、グループ
トカノコウユウカンケイトウソウヤ、オンガクナドヲヤリハジメタ。タンジュンニイエ
バ、フリョウカシタノダロウ。ワタシヨリウンドウノデキルセンパイガイナクナッタカ
ラダ。モクヒョウヲウシナイ、ウンドウガタノシクナッタカラダ。ソウヤッテ、トップ
ヲハシッテイテモ、モクヒョウヲミウシナワズニハシルノガ、ホンモノノアスリートダ
ロウ。シカシ、トウジノワタシハ、ソレガガデキナカッタ。ヒトハ、キロクニチョウセ
ンシテイルウチハマトモダ。キロクニチョウセンスルコトヲヤメタラ、イジメヤグルー
プトウソウ、ヨウスルニ、ダレガワルイトカイイハジメルヨウニナル。ソレデハショウ
ガナナイノデ、キロクニチョウセンシタホウガイイダロウ。ソノホウガタノシイシ。
　
　

ニホンジンガマズシクナラナイホウホウ イチ
2021.10.20

　
　ジーディピーガゴヒャクチョウエントカイッタッテ、ソレハ、ナイブノコウカンノモ
ンダイ。モットイエバ、ソレダケ、ナカネキ（アイダニハイッテヌクコトノイ）ガサカ
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ンダトシメシテイルニスギナイ。ソレガフエタッテ、アマリヨロコバシイコトデハナイ
（セイチョウリツゴパーセントダッタラ、コウカンノハヤサガヒャクゴパーセントニナッ
タト。）。モンダイハ、イッチョウエンノコメノセイサント、ニジュッチョウエンノケイ
ジョウシュウシガアリ（ソノゾウカブンノハンイデドウセイカツスルカデアル（ソノハ
ンイデオサマレバ、ノコッタブンダケシサンガフエルシ、ゾウカブンヲコエレバ、コエ
タブンダケシサンガヘッテイク。）。
　ショクリョウノコウニュウガクハ、ニホンジンゼンタイデ、ネンカンヨンジュッチョ
ウエン。ゾウカブンダケデタベテイコウトスレバ、コレヲスクナクモニジュッチョウエ
ンニシナケレバナラナイ。ハンブンニデアル。
　グタイテキニイウト、ツキニヒトリアタリイチマンゴセンエンデオサメレバイイ。イ
チニチゴヒャクエントイウコトダ。コレガ、ニホンジンノジツリョクニアッタヘイキン
テキナショクジシシュツトナル。
　ホカニ、ウンコヲムダニシナイヨウニ（ヒリョウニナル。●）、ゲスイショリジョウデ
ヨウブンヲチュウシュツスルキカイヲツクレバイイダロウ。ヒリョウトシテツカエバ、
ノウギョウノタシニナル。コンナモクヒョウデアロウカ。ウンコトイウシサンヲカワニ
ナガシテシマウカドウカノモンダイダ。
　
　

ニホンジンノキュウリョウガサガルワケ
　
2021.10.20

　
　マエニ、コクダカノハナシヲシタ（●　
　
https://note.com/ryusaku14/n/ndf281135722c

）コクナイデハ、キュウセンオクエンテイドノコメシカツクラレテイナイトイウハナシ
ダ。コレデハ、スベテノニホンジンガマンゾクニタベラレナイ。ニホンハ、カコウボウ
エキノクニトイウコトデ、イチジハボウエキデカセイデイタ。シカシ、イマデハ、アカ
ジガデタリ、クロジガデタリダ。カワリニカイガイヘノトウシデ、ニジュッチョウエン
クライカセグ。ツマリ、ニホンジンノシュウニュウハ、コメヲツクッタキュウセンオク
エント、ケイジョウシュウシノニジュッチョウエントイウコトニナル。
　コレハ、ニホンヲイエノヨウニミタバアイデアル。ソノナカノトリヒキデ、ゴヒャク
チョウエントカガウゴイテイルガ、ソレハナイブデノコウカンニスギナイ。シサンガア
ルカラ、ソノコウカンノスウジ（ジーディピー）ガオオキクナル。シサンガスクナケレ
バ、アマリコウカンガクオオキクナラナイダロウ。シサンヲフヤシテイルノガ、サキノ
ニテンデアル。
　ニホンジンニトウブンニワケルト、ネンカンニジュウマンエンホドシサンガフエテイ
ルコトニナル。シカシ、ドウモユタカニナッテイルトハカンジヅライ。ソレハナゼダロ
ウ。ニホンジンハ、ショクリョウヲネンカンドレクライタベテイルダロウ。カケイチョ
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ウサノスウジ（ソウムショウ「ニセンニジュウネンドカケイチョウサ」）デイエバ、ツキ
ノショクヒガ、ヒトリアタリ、サンマンエンゼンゴ。ネンカンニホンジンゼンタイデヨ
ンジュッチョウエンホドツカッテイルコトニナル。コレハ、サキノスウジトカンガエレ
バ、シュウニュウノバイタベテイルコトニナル。ソレデハユタカニナルハズハナイ。
　イマノニホンジンノヤリカタハ、ショクリョウヲセッシュシテ、ウンコニシタアト、
カワニナガシテシマウコトガオオイ。ヒリョウニナルハズナノニデアル（●）。ツマリ、
ショウヒシテイルワケダ。ナクナッテシマウトイウコト。ソウスルト、カケイハ、ニジュ
ウチョウエン、ヒトリアタリニジュウマンエンノアカジデアル。ツマリ、ネンネンマズ
シクナルノデアル。ツマリ、イマノニホンジンハ、シサンヲキリクズシテイルワケダ。ナ
イブノコウカンヲタクサンシテモ（ジーディピーヲアゲテモ）、ソウタイトシテノカケイ
ハユタカニナラナイ。ダカラ、ジーディピーセイチョウリツニマドワサレテハイケナイ。
　コレヲドウヤッテカイショウシテイクカハ、ツギニカクコトニスル。ケイエイシャノ
タチバカライエバ、マイトシヒトリアタリニジュウマンエンノアカジトイウコトハ、ニ
ホンジンノハンブンガロウドウシャトスルト、マイトシヨンジュウマンエンブン（ロウ
ドウシャガシュウニュウヲエルカラ）、キュウリョウヲサゲルハズデアル（ショクセイカ
ツガカワラナイカギリ）。ヘイキンキュウヨガヨンヒャクマンエントイウカラ、コンゴ
ジュウネンタテバ、キュウリョウハレイエンニナッテシマウ（ショクセイカツガカワラ
ナイト、マイナスノキュウリョウモアルダロウ。）。
　キュウリョウヲサゲナイノナラ、リストラデアル。キュウリョウガマイトシジュッパー
セントズツサガルノダカラ、マイトシジュッパーセントズツヘラシテイケバイイ。マイ
トシロッピャクマンニンヲジンインセイリスレバイイトナル。
　コノドチラカガ、マタハ、ソノヘイヨウヲシヨウトスルダロウガ、ケッキョクハ、ショ
クセイカツノカイゼンガデキテ、カケイハクロジニナル。トリアエズ、シャカイシュギナ
ラ、ジュウネンゴニハ、ヘイキンテキナロウドウシャハ、タダバタラキニナルシ（ショク
リョウハハイキュウサレルダロウ。）。トリアエズ、ジュウシュギナラ、コレマデノキュ
ウリョウヲモラッテハタラクヒトハ、ホンノヒトニギリトナル。
　イマノニホンジンハ、ホウショクラシイガ、ジツジョウハ、タベルノガヤットトイウ
コトダ。
　
　

テレビを見ていても給料が下がる。
2021.10.7

　
　テレビヲミテイルト、キュウリョウガサガルカモシレナイ。セイカクニイウト、テレ
ビヲミタカラ、キュウリョウガサガッタノカ、キュウリョウガサガッタカラ、テレビヲ
ミルノカハワカラナイ。シカシ、トウケイデータ（総務省『平成 28年度社会生活調査』）
ヲミルト、ソウイウコトガイエソウダ。ビデオゲームヤテレビハ、カネモチガミレバイ
イダロウ。カネモチガハタライテ、ビンボウニンガアソンデイルノデハショウガナイト
オモウ。
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ｚ r-01.png

　
　

ゲームをしていると給料が下がる。
2021.10.7

　
マエニ、ワタシハカイガイデクラシテイタ。ソノコロ、ワタシハコドモダッタノデ、ビ
デオゲームヲヨクヤッタ。ソウイウセダイダ。マタ、ゲームセンターニモヨクイッタ。
イマカンガエテミルト、ソノゲームセンターニハ、アマリゲンチノコドモガイナカッタ。
ナゼカ。ベンキョウヲシテイタノデハナイカ。ヨウスルニ、ニホンジンノコドモハアソ
ンデイテ、ゲンチノコドモハベンキョウシテイタトイウコトデアル。ソノクニハ、ケイ
ザイテキニチョウシガイイラシイ。イッポウ、ニホンジンハ、ヘイキンテキニ、キュウ
リョウガサガッタトイウ。ゲームデアソンデイタコト、ベンキョウシテイタコニハ、シゴ
トノメンデサガツイタカノウセイガアル。ヨウスルニ、ニホンジンハ、ゲームヲシテイ
タカラ、キュウリョウガサガッタノデハナイカ。「ニュウシャカンレイキ」トイウノモ、
ゲームデアソンデイタカラオコッタカノウセイガアル。イマモマタ、ゲームデアソンデ
イルヨウナラ、キュウリョウハサガルノデハナイカ。ホンデモヨンデ、ベンキョウシタ
ホウガイイノデハナイカ。チョットマエノデータダト、ガッシュウコクジンハ、ネンニ
ヘイキンゴジュッサツヨムソウデアル。
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国際競争力の作り方 1

2021.9.26

　
　日本人の国際競争力は 30位くらいと言われる。トップが合衆国人で、日本人の 1.4倍
はある。どうやったら、合衆国人に負けないか。単純には 1.4倍働けば良い。
　一つ面白いデータがある。古いデータだが、合衆国人は、年間 50冊の本を読むとい
う。私は現状 40冊だ。これを 50冊にもっていけば、競争力がつくのではないか。あな
がち間違いではないと思う。
　
　

社会構造式 2～古代の生き方
2021.9.17

　
　ピー（エルエー、ピーイー）イコールエックスブンノイチ
https://note.com/ryusaku14/n/n6c90a8ef8bb4 　
　
　ピーハセイヒン、エルエーハロウドウシャ、ピーイーハニンゲン。エックスニハ、オ
ウヲイレテモイイシ、シホンカヲイレテモイイシ、シャカイシュギヲイレテモイイ。ド
チラニセヨ、エックスガオオキクナレバ、ロウドウシャナドガクルシム。
　カリニ、エスイー（セイジカ）ヲイレヨウ。
イチ　エルエーイコール エスイーブンノイチ。
コレデイクナラ、セイジカノカズヲヘラシタホウガ、ロウドウシャハラクニナルトイ
エル。
セイジカカラミルト、
　エスイー イコール エルエーブンノイチ。　
　ナンデ、ロウドウシャガワリザンヲクラウカトイッタラ、ゼイキンガアルタメダロウ。
モシ、ゼイキンヲナクセバ、
ニ　エスイー イコール エルエーニナル。
コレダト、ロウドウシャガセイジカトイウコト。ムカシノオウケンヤ、キンダイコッカ
カラシタラカクメイダロウケド（ソノセイリツマエニハアッタダロウ。）、コウスルテハ
アル。
　チュウゴクハ、イチノホウニススムノカ、ニノホウニススムノカ。ホカニモヤリカタ
ハアルダロウケド。ドウナンデショウネ。
　
　

歴史は進んでいる
2021.9.16
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　レキシヲトジルトイウカンガエカタガアル。レキシガトジテイルト、シンポガナイ、ア
タラシイコトガオコラナイ。トナル。ソレマデニアッタシゲンダケデセカイガウンエイ
サレルカラダ。アルテイドザイサンヲモッテイルヒトナラ、ソレデモイイダロウ。ギャ
クニ、レキシガススンデイルト、キョウソウニマケカネナイ。ダカラ、シュキュウハト
ナッテ、ケンエキヲマモルカカモシレナイ。ダガ、ワカイヒトハ、ソモソモザイサンガナ
イカラ、ソレデハコマルトナル。ワカモノニハ、ミライシカモッテイルモノガナイ。ソ
ノ「ザイサン」ヲムコウニシテシマウノガ、レキシヲトジルダ。
　ワタシハ、チャレンジャーダッタカラ、ドンドンレキシヲススメタ。ミライハヨミニ
クイ。アタラシイナニカガデテクルカラダ。レキシガトジテイレバ、ケイサンドオリニ
シカナラナイ。ダガ、ダカラコソタノシイ。ドンドンチョウセンシテイッテホシイトオ
モウ。「サコク」ダナンテイッテ、シュキュウハニコビルナ。ワカイヒトニハ、ミライシ
カナイノダ。ニホンイガイノセンシンコクデハ、マダマダヤルキダ。アキラメテハイケ
ナイ。ワカイヒトハ、ニホンガイチバンカ、ニバンダッタトイウケイケンガナイダロウ。
シラケテ、ドンドンジュンイヲオトシテイクンジャツマラナイゾ。
　
　

社会構造式 1～マルクス主義の行方
2021.9.16

　
　マエニ、コラムデ、タテモノノツヨサハシャカイシュギノツヨサニハンピレイスルト
イウハナシヲシタ（「ナゼタテモノノジュミョウガミジカクナッタノニ、『ヒンシツガヨ
クナッタ。』ナノカ」
https://note.com/ryusaku14/n/n49a3333558de

）。
　ビー（タテモノ）イコールエスオーシー（シャカイシュギ）ブンノイチデアル。
　コレハ、タテモノダケニカギラナイデアロウ。マエカラ、シャカイシュギダト、セイヒ
ンノヒンシツガワルクナルトイッテイル（●セッチョ「モノノハイチハ、ジュウリョク
ダケデカタレナイ。』ニジュウハチ、https://note.com/ryusaku14/n/n8973424b06fa 　
）。ダカラ、
　ピー（セイヒン）イコールエスオーシーブンノイチダロウ。
　ヒョットシタラ、ロウドウシャトカニンゲンモアテハマルカモシレナイ。ニンゲンモ、
セイヒントイウメンガアルカラダ。ソレダト、
　エルエー（ロウドウシャ）マタハ、ピーイー（ニンゲン）イコールエスオーシーブンノ
イチダ。
　オソロシイコトニ、エスオーシー（シャカイシュギ）ガツヨイホド、ロウドウシャ（ニ
ンゲン）ガワルクナッテシマウ。シャカイシュギニ、ロウドウシャ（ニンゲン）ガサク
シュサレルワケダ。ソノリエキハシャカイシュギシャノトコロヘイクンダロウカ。シホ
ンカハシャカイシュギシャヲサクシュシ、シャカイシュギシャハ、ロウドウシャヲサク
シュスルノダロウカ。ジュンスイナシャカイシュギダト、シャカイシュギシャハイラナ
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イハズデアル（ナカヌキスルノハオカシイカラ）。ダガ、シホンカガイナイト、ロウドウ
シャガマズシクナル。シャカイシュギシャハ、シホンカヲテキトスルガ、シャカイシュギ
シャジタイガテキノヨウデアル。シホンカヲシャカイシュギノカワリニオイタラドウカ。
　ピー イコール シーエー（シホンカ）ブンノイチデアル。
　シホンカガオオイホド、セイヒンノシツガワルクナル。キョウキュウガマニアワナイ
ノダロウ。
　エルエー（ピーイー）イコール シーエーブンノイチ。
　シホンカガオオイホド、ロウドウシャ（ニンゲン）ガワルクナル。マルクスガイイタ
カッタノハ、シホンカガ、デモ、シャカイシュギガ、デモナクテ、コノ、
　ピー（エルエー、ピーイー）イコール エックスブンノイチ
トイウシキノコウゾウガワルイトイウコトデハナイカ。コノママデハ、シホンカデモ、
シャカイシュギデモカワラナイ。
　
　

レイバーか、レバーか。
2021.9.16

　
　コウジョウニセイヒンヲツクルキカイヲイレル。ソウスルト、テサギョウデソレヲツ
クッテイタヒトガシツギョウスル。ソウヤッテ、ロウドウシャ（レイバー）ヲダイジニ
シナイキギョウモアル。レイバージャナクテ、レバーヲダイジニスルワケデアル。レイ
バーヲツカワナクナルト、ソノヒトガタベテイケルカワカラナクナル。ソレヲドウカイ
ショウスルノダロウ。
　
　

人より情報を動かした方が安い。
2021.9.4

　
　ジョウシキノヨウニ、カイシャマデツウキンシテイタヒトガオオカッタトオモウガ、
カンセンショウサワギデ、ソレガカワッテキタ。ジタクデモ、シゴトガデキルジャナイカ
トイウワケデアル。ツウキンニ、イチニチニセンエンッヲカケテイタトスレバ、カイシャ
ニカヨワナケレバ、イッカゲツデロクマンエンヲセツヤクデキル。コレハ、チイサクナ
イガクデアル。メールデシゴトケッカヲオクレバ、ツキゴセンエンノヒヨウデスムダロ
ウ（パソコンノイジヒハノゾク。）。ソレデスムナラ、ソノホウガイイダロウ。ヒトヲウゴ
カスヨリ、ジョウホウヲウゴカシタホウガヤスイトイウコトダ。アタリマエダ。オモサ
ヲハカッテミルトイイ。サテ、シゴトトハナンダロウ。ケッキョクハ、ナニカヲダレカニ
ワタスコトデハナイカ。モノダッタリ、ジョウホウダッタリオカネダッタリダ。コレラ
ヲウゴカストシゴトニナルトイウコトダ。ウゴカサナイト、シゴトデハナイ。コレニメ
ヲツケタンダロウ。ガッシュウコクジンハ、コレラミッツノイドウニ、カンスルビジネ
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スデ、イチバンヲメザスト、キュウジュウネンダイニシタ。オンラインショップハツヨ
イシ、ソフトウェアヤカンレンサービスモツヨイ。ヨウスルニ、シゴトヲタスケルコト
ヲシゴトトシタワケダ。コレニハ、フケイキハアッテモ、イツマデモツツクシゴトデア
ル。シゴトノインフラトモイエルシゴトデアル。ニホンジンモ、コレガマエカラワカッ
テイタラ、カイガイデモツヨサービスガデキタカモシレナイ。シカシ、キヅイタダケマ
シダ。コノシゴトノインフラギョウデ、カイガイゼイトキョウソウスレバイイダケデア
ル。ナニカヲタスケルシゴトデアル。リョウリヲミセニタベニイッタホウガ、コストガ
ヒクイカハカンガエヨウデアロウ。シカシ、ブツリガクデイエバ、ゴキロノミチノリヲ、
ロクジュッキロノヒトガオウフクスルヨリモ、イッキロノリョウリヲハコンデモラッタ
ホウガエネルギーハスクナクテスウ。ソウイウコウリツカスルナニカガアリソウデアル。
　
　

メダルの数とジーディピー
2021.8.20

　
　マエニ、オリンピックデカクトクシタメダルノカズデ、ケイザイリョクヲハカレルト
カイタ（●）。ジーディピートハロウドウノケッカダカラデアル。ウンドウキョウギモ、
ロウドウデアロウ。ジッサイニ、コンカイノトウキョウオリンピックデノ、カッコクノ
カクトクメダルスウト、カッコクノジーディピーヲナラベテ（データニハカケテイルク
ニモアル。）、ソウカンケイスウヲダシタ。ソウスルト、レイテンハチヲコエル。コレハ、
シャカイカガクデハ、ツヨイソウカンデアル。ソウイウワケデ、メダルノカズデ、ケイ
ザイリョクヲハカレルトイエソウダ。
　メダルノカクトトクスウハ、イチイ、イーユー、ニイ、エイレンポウ、サンイ、ガッ
シュウコク、ヨンイ、チュウゴク、ゴイ、ロシア、ロクイ、イギリス（タンタイ）、ナナ
イ、ニホンダ。ニホンハ、セカイナナイノケイザイタイコクトイエル。チュウゴクハ、ガ
ンバッテモ、ヨンイデアル。コレデセントウテキナガイコウヲシテ、オウベイニカテル
ダロウカ。
　
　

植民個人の時代 2

2021.8.6

　
ショクミンコジンガフエル。ツマリ、クニジタイハショクミンチニナラナイガ、アルコ
ジンタチハ、ショクミンコジンニナルトイウコトデアル。センソウヲオコシテ、チャラ
ニシテシマエトイウノモカンガエルヒトガイヨウガ、ナガイメデミルト、ソレデハチャ
ラニナラナイ。ダカラマジメニヤルヒツヨウガアル。ヨウスルニ、クニデハナクテ、コ
ジンノショウブトイウワケデス。
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植民個人が増える時代
2021.8.6

　
　アルモノヲウケトリ、シハライヲシナイト、ショクミンチニナルトイウハナシヲシタ
（　
https://note.com/ryusaku14/n/n5799c76c0643

）。コレハ、コジンニモイエルダロウ。ナニカノダイキンノルイセキノシハライガフノウ
ニナルト（ツマリ、マッタクハラエナクナルトダ。）、ソノヒトハ、カシヌシノショクミン
コジンニナルダロウ。ツマリ、カシテニジュウゾクシタコジンニナルトイウコトダ（ショ
ウヒシャキンユウハ、カエセナイバアイモフクメテ、キンリヲタカクシテイルカラ、ソ
ノカギリデハナイ。）。ソレダトオモシロクナイダロウ。
　オオテメディアガ、ヒトビトノコウドウニエイキョウヲアタエテイルトイウセツモア
ルガ、オオテメディアトイウヨリ、ケイザイテキナコウカンカンケイガ、ヒトノコウド
ウヲキメテイルトイエルノデハナイカ。
　
　

植民地とは何か。
2021.8.6

　
ショクミンチハ、ドノヨウニシテデキルカ。ブリョクデソレガナサレルコトモアロウ（ソ
ノバアイハ、センリョウカモシレナイ。）。シカシ、オオクハ、ケイザイメンデ、ソレガナ
サレルノデハナイカ。センエンヲビーガエーニカシタトスル。エーガナカナカセンエン
ヲカエサナイト、ビーハ、エーノナニカヲモッテイコウトトスル。タブン、タダノショ
クジトイウノハソウナイ。カツドンガデテキタラ、カツドンッダイヲハラウヨウダロウ。
キチントセイサンヲシテイキタイモノダ。
　
　

ロウドウガダイジカ、ニンゲンノロウドウガダイジカ。
2021.7.24

　
　アルキビシイシャカイデハ、ニンゲンジタイニカチハナイダロウ。アルトスレバ、ロ
ウドウスルニンゲンニカチガアル。ソレヨリモ、ロウドウニカチガアルトナル。ソレカ
ラスルト、ロウドウスルノハ、ニンゲンデナクテモイイカモシレナイ。キカイヤエーア
イアヤレバイイト。ソウイウドウグヲツカウト、ニンゲンガシツギョウスルカラ、アル
シュノヒトニハコノマレナイ。シカシ、ロウドウダケガカチアアルトスレバ、ソウイウ
ミライニモナル。ニンゲンノロウドウガダイジカ、ロウドウガダイジカハ、ミライヲキ
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メルジュウヨウナギロンダロウ。
　
　

ニホントチュウゴクノカンケイノヨッツノアリカタ
2021.7.21

　
　マエニ、ニッチュウセンソウノハナシヲシタ（http://eizo09.com/r019p.pdf）。カンタ
ンニイウト、ニホンガマケタハナシダガ、コレハ、カンジナドノチュウゴクジンノハツ
メイヒンヲメグッテノアラソイダッタトイウハナシダ。
　ホレハ、ゲンザイニツイテモイエル。ニホントオウベイトノカンケイヤ、トウザイタ
イリツノワクグミモアルガ、ヤハリ、カツドンヲタベタラ、ダイキンヲシハラウノガフ
ツウトオモエル。ツマリ、チュウゴクジンガハツメイシタモノヲツカウノデアレバ、ダ
イキンヲシハラウベキダトイウコトダ。
　ムカシハ、ソウイウシハライホウホウヲ「チョウコウ」トイッタ。ニホンイガイニモ
ツウヨウシテイタホウホウデアル。
　トハイエ、ニホンハ、チュウゴクノゾッコウデハナイトカンガエルヒトガオオイダロ
ウ。シカシナガラ、シハラワナカッタバアイ、ソレガルイセキスルト、ケイザイテキナ
ジュウゾクカンケイニナリ、ケッキョク、ゾッコクニナッテシマイカネナイ。ソレヲブ
リョクデヒテイシタノガ、コノマエノセンソウデアロウ。
　ニホントチュウゴクノカンケイニハ、ツギノヨッツノアリカタアアルトオモウ。　
イチ、ドクリツセンソウ
　　　ブリョクヲモチイテ、ドクリツヲショウメイスル。
ニ、チョウコウ
　　　チュウゴクジンノハツメイヒンニ、オカネヲシハラウ。
サン、ドクジロセン
　　　ニホンジンドクジノハツメイヒンヲチュウシンニツカウ。
ヨン、オウベイニサンカ
　　　アルファベットヲツカウセイカツ　
　イチハロンガイデ（ホロボサレルダロウ。）、ヨンモロンガイダロウ。ニカサンデナイ
ノカ。
　
　

イッカイヲショウテンニシテハドウカ
2021.7.4

　
アルカイガイノアパートハ、イッカイブブンガショウテンニナッテイタリスル。ナゼ、
ソノヨウナコウドウニスルノカ。ソレハ、ジエイギョウノショウテンノタメデモアロウ
ガ、ソレデフクギョウデデキルトイウコトデモアル。ヨウスルニ、オトコハ、カイシャ
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デハタラキ、オンナハ、ソノヨウナミセデハタラケルトイウコトダ。オトコガシツギョ
ウシタラ、オンナノミセノウリアゲデクラセバヨイ。ソウイウリテンガアル。ニホンデ
ハ、シャッターショウテンガイナドトイウガ、ソウイウセイカツニタテナオシテモヨイ
ノデハナイカ。
　
　

ニホンノシィディガカイガイデウレナクナッタリユウ
2021.7.4

　
　オンガクシィディノネダンハ、ニホンデハサンゼンエンデアル。オウベイデハジュウ
ドルカラジュウゴドル（センエンカラセンゴヒャクエン）トヤスイ。ニホンノアーティ
スノハ、ミナミノホウノクニデハアルテイドニンキガアッタリスル。シカシドウデアロ
ウ。サンゼンエンノニホンジンアーティストシィディヲユニュウシテヨンジュウゴドル
デウッタラデアル。オウベイノソレハジュウドルデシイレテ、ジュウゴドルデウレル。カ
カクサハサンバイデアル。ダカラ、ワタシガミタミナミノクニノショウテンデハ、ニホ
ンジンアーティストノシィディハウッテイナカッタ。カカクサガサンバイダカラ、ソモ
ソモウレナノデアロウ。ダカラオイテイナイ。コレトオナジリユウデ、ニホンジンアー
ティストハカンコクノアーティストニカイガイノウリアゲデマケテシマッタノデハナイ
カ。イマハニホンノアニメガウレテイルトイウガ、ヤハリオナジリユウデマケカナイデ
アロウ。
　
　

シィディガウレレバ、テレビガオモシロクナル。
2021.7.3

　
　キュウジュウエンダイハ、オンガクセイヒンノメンデハ、シィディノジダイダッタ。
アーティストニヨッテハ、ナンビャクマンマイ、ナンゼンマンマイトウレタトイウ。イチ
マイガサンゼンエンダッタラ、ナンジュウオクエン、ナンビャクオクエントウレタトイ
ウコトデアル。アーティストノシュウンユウニモナッタデアロウガ、ソノウリアゲハ、ナ
ニニツカワレタノタノデアロウ。チバンモウカッタノハ、レコードガイシャデアロウ。タ
ブン、コウコクセンデンヒニツカカワレタノデハナイカ。シンジンアーティストノピー
アールモフクメテデアル。ダトシタラ、コウコクヤトテレビキョクナドガモウカル。ソ
ノケッカ、テレビバングミガオモシロクナッタノデハナイカ。ヨウスルニ、アーティス
トガモウカレバ、テレビバングミガオモシロクナナルデアロウ。タダ、サイキンハ、シィ
ディガウレテイナイミタイダカラ、アマリテレビガオモシロクナラナイデアロウ。
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原発の処分資金の確保について
2021.6.15

　
福島でも大事故がありましたね。
あれは防げたと私は思っています。それは、遠慮なく海水を入れて停止させれば良
かった。
しかしです。そうすると、原発何基かが廃炉になる。そうすると、所有者からすれば、何
千億円とかの損失がでるわけです。普通の人はとてもそんなお金を出せないから、黙っ
ている。関係者は、その損失分の請求書をどこにまわすかでもめる。結局、誰もその請
求書を受け取りたくなかったのだと思います。
どうすれば、その事態になって、止められないのを防げるか。保険をかけておけば良い
のだと思います。原発を作る時に（今からでも遅くない。）、保険に入れて、毎月 1億円
でも払うわけです。
そういう事故が起こった時には、止めて、廃炉になったら、その分、保険でカバーする
（3000億円とか）。事故はめったに起こらないでしょうから、それで防げると思います。
　
　

ケイキガヨイコトト、シャカイシュギハオナジデアル。（シャカイシュギシャニダマサレ
テハイケナイ。）
2021.6.11

　
　ケイキガヨイコトト、シャカイシュギ（ケイザイタイセイ）ハアナジデアル。シャカ
イシュギニスルト、ロウドウシャヲダイイチニスルカラ、ケッカ、セイヒンノヒンシツ
ガオチル。マタ、セイヒンノカカクガアガル。
　フケイキトイウノハ、セイヒンガウレナクテ、セイヒンノカカクガサガル。ソレデモウ
ロウトシテ、セイヒンノヒンシツガアガル。コノフケイキノハンタイガ、コウケイキダ
トスルト（ロンリテキニハソウデアロウ。）、コウケイキトイウノハ、サキニアゲタシャ
カイシュギトオナジデアル。
　シャカイシュギトイウト、ソレデハマズイ（ソレンノケッカヲシッテデアロウ。）トイ
ウガ、ケイキガヨイノハ、ライサンサレタリスル（シャカイシュギシャガ、レトリック
トシテツカッテイナケレバヨイガ。）。シカシ、サキニアゲタヨウニ、シャカイシュギト、
ケイキガイイコトハ、オナジコトデアル。ダカラ、ケイキヲヨクスルタメニ、コウキョ
ウトウシヲシロトイウノハ、シャカイシュギノセイサクデ、シャカイシュギノセイトウ
ガヤルコトダロウトナル。ソレデハダメダカラ（コクサイキョウソウリョクガナクナル。
ソウスルト、ショクリョウヤ、ネンリョウノユニュウガムズカシクナル。）、ソウイウコ
トハ、ヤラナイトイウノガ、ジユウシュギノセイトウデアロウ。
　トコロガ、サイキンハ、ジユウシュギノセトウマデモガ、ケイキタイサクヲシヨウト
スル（シャカイシュギノセイサクデアル。）。ホンライテキナ、ジユウシュギノセイトウ
ト、シャカイシュギノセイトウガ、コウタイシアッテヨトウニナレバ、ケイキジュンカ
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ンセツノヨウニナルガ、サイキンノケイコウデハ、ホンライジユウシュギノセイトウマ
デモガ、シャカイシュギニシヨウトスル。ソノヨウニ、ニホンノセイトウハ、サケイカ
（シャカイシュギカ）シテイルノデアル。チャントジユウシュギノセイトウガ、（ヤサシ
イハハ［シャカイシュギセイトウ］デハナクテ、キビシイチチノヨウニ）シャカイシュ
ギハダメトイワナケレバナラナイトオモウ。トウヒョウシャ（ジユウシュギノ）ニトッ
テ、サケイカシテイルモノダカラ、センタクシガナイ。
　
　

ユメノアルギャクハッテン
2021.4.26

　
　イマノニホンハ、チンギンガノビナヤミ、ケイキモヨクナイ。ケイザイセイチョウ、ト
イウヨリ、チンギンノジョウショウ、ガナイト、ショウライニキボウヲモチヅライダロ
ウ。ソレヲケイザイノテイタイトイウヒトモイレバ、ボツラクトイウヒトモイヨウ。ケ
イザイガ、クダリザカデハ、アマリオモシロクナイ。チンギンヲアゲレバ、シツギョウ
ガフエル。シツギョウガフエルト、シャカイフアンニナッテクル。ニホンハ、ソウイウ
ユメノモチニクイシャカイデアル。
　モシ、ニホンガハッテンノギャク、ツマリボツラク、ギャクハッテンヲシテイルナラ、
ショウライテキニハ、セイカツガソウトウキビシクナルダロウ。グタイテキニハ、ショ
クリョウノネダンガアガルナドデアル。ソノショウライヲヨソクシテ、タイサクヲトレ
バ、ソノトキニナッテモコマラナイ。グタイテキニハドウスルカ。ヨニンデ、ヒトツノ
アパートニスムヲヤルトイイダロウ。ロクマンエンノアパートヲ、イチマンゴセンエン
ズツハラッテスムノデアル。ソウスレバ、マイツキヨンマンゴセンエンチョキンガデキ
ル。チョキンガアレバアンシンダシ、ニジュウネンモタメテキュウヒャクマンエンニナ
レバ、イナカニイエヲカエルダロウ。キンコウノチュウコジュウタクデモイイカモシレ
ナイ。コレナラ、ユメノアルギャクハッテンデアロウ。
　
　

コンゴノセカイケイザイ
2021.3.20

　
　アタラシイセイヒンデナクテ、フルイセイヒンヲツカウコトデ（「ロールバック」）、コ
ヨウガフエル。モットイウナラ、キカイヲブンカイスレバ、キカイノナカカラ、ロウド
ウガデテクル。「ロールバック」ノバアイハ、プリンターヲ、テガキニカエルコトナドデ
アル。タイリョウニプリントスルナラ、タイリョウノロウドウリョクガヒツヨウダロウ。
ソウイウワケデ、シャカイニシツギョウガオオイトキハ、「ロールバック」サセルトイイ。
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　ガッシュウコクデモ、カンセンショウサワギデ、タイリョウノシツギョウシャガデタ
トイウ。「ロールバック」ガヒトツノタイオウデアロウ。シカシナガラ、チュウゴクハ、
「デジタルカヲスイシンスル。」トイウ。デジタルセイヒンハ、ワカイセイヒンデ、カナラ
ズシモヒツヨウナモノデハナイ。キホンテキニキカイダカラ、ソレヲツクリ、ドウニュ
ウスルコトデ、シツギョウシャガデル。ヨウスルニ、チュウゴクハ、ロウドウリョクショ
ウブヲシヨウトイウワケデアル。キョウソウヲシテ、ドコカガカツマデヤルトイウコト
ダ（カッテモヤメナイカモシレナイ。）。
　

　コノデジタルセイヒンニカンスルロウドウセンソウハ、ガッシュウコクグライシカア
イテガイナイ。ガッシュウコクガドノヨウナタイオウヲトルカ、ホントニアタラシイデ
ジタルセイヒンノセイサンデ、ケイザイガヨクナルノカガチュウモクデアル。
　
　

「ロールバック」ガダイジ
2021.3.18

　
　ユメハ、ミライニアルカモシレナイ。シュッセスルトカ、カネモチニナルトカデアル。
コノバアイハ、ミライニアルトイエルダロウ。シカシ、ミライニキボウガアルカトイエ
バ、ソレハナントモイエナイ。ケッカテキニハ、キボウモミライニアルンダロウガ、ソ
レヲエルタメニハ、カコヲミルヒツヨウガアルカモシレナイ。
　アルキギョウガ、プリンターヲツカッテイタトスル。ブンショヲプリントスルワケダ。
ムカシハ、プリンターナドナカッタカラ、テガキデモジヲカイタ。テガキハ、ニンゲンガ
スル。ヨウスルニ、ロウドウシャガ、イマヨリナンニンカオオカッタワケデアル。ツマ
リ、ソノキギョウガプリンターヲツカッテイルカギリ、シツギョウシャガナンニンカデ
テイルトイウコトニナル。ソノヒトタチヲ、ベツノキギョウガコヨウスレバヨイガ、カ
ナラズシモソウナルトハカギラナイ。
　コレハ、ホカノナンノキカイニツイテモイエルコトデアル。ソノプリントノサギョウ
ヲ、テガキニフッキュウ（「ロールバック」）サセレバ、シツギョウニヤサシイトナル。ソ
ウイウフッキュウヲスルト、ミライニキボウガデテクル。ソウイウワケデ、ヴィンテー
ジハダイジナワケデアル。
　
　

ニホンジンハカイゾクバンヲツカウベカラズ（ニッチュウセンソウノゲンイントサイハ
ツボウシニツイテ）
2021.2.20

　
　ニッチュウノカンケイガワルイトカンガエルヒトガイル。ワタシニイワセレバ、ソレ
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ハニホンジンノホウガワルイ。ドウイウコトカ。ソレハ、ケイザイテキナカンケイガワ
ルイノデアル。グンガデルノハ、サイシュウテキナシュダンデアロウ。ソノマエニコウ
ショウヲスル。バアイニヨッテハ、モウカラナイガグンガデル。ナゼコウショウガケツ
レツスルカ。ソレハ、ソウホウガ、ケイザイテキナリエキヲユズラナイカラデアル。ソ
ウイウワケデ、モンダイハダイタイケイザイテキナモンダイダ。チュウゴクガミンシュ
シュギヲドウニュウシナイトイッテモ、ソレハ、ヤハリケイザイテキナモンダイデアロ
ウ。ツマリ、チュウゴクジンハ、ミンシュシュギヲモトメテイナイカ、ソレガタカスギ
ルノデアロウ。ナニカヲカウカワナイハ、ソレゾレノジユウデアル。ソレヲタニンガド
ウコウイウモノデハナイ。
　カンジヲハツメイシタノハチュウゴクジンデアル。ツマリ、カンジセイヒンハチュウ
ゴクジンガツクッタ。ソレヲニホンジンガトリイレテツカッテイル。トクニ、ムカシハ、
ダイジンヤカンリョウガツカッテイタダロウ。コノバアイハ、カンジノリヨウリョウヲ
セイキュウサレテモハラエタダロウ。カネガアルカラダ。トコロガ、ソレヲショミンニ
オシエルヨウナッタ。エドジダイノテラコヤデアル。ソノバアイモ、テラコヤノアルジ
ガ、ソノブンノリヨウリョウヲシハラエバ、モンダイハナイダロウ。トコロガ、メイジ
ニハイッテ、ガッコウキョウイクトナッタ。ゼンインニオシエルワケデアル。コノバア
イモ、キョウイクヲシドウスルタチバノヒトガ、カンジノリヨウリョウヲシハラエバモ
ンダイハナイ。シカシ、ナラッタセイトハ、ソツギョウゴ、ソノセンセイナドトカンケ
イガキレシマウダロウ。ソレデハ、シドウスルタチバノヒトガシハラエナイ。コジンデ
シハラウヒツヨウガデテクル。セイフガマトメテシハラッテモヨイダロウガ、クダラナ
イブンヲカクヒトモイルワケダカラ、ソレハ、コジンガフタンスルベキダロウ。
　ソノゴ、ニッシンナイシハ、ニッカノカンケイガアッカシタ。コレハナゼダロウ。トウ
ジノアルサッカハ、「ニホンノシュトヲラクヨウ（チュウゴクノチュウブ）ニオイテシマ
エ。」ナドトカイテイル。ラクヨウトイウノハ、カンノジダイノシュトデアル。コレハ、
カイシャクスルト、チュウゴクノブンカヲウバッテシマエトイウコトデハナイカ。カン
ジナド（チュウゴクジンハ、ホカニ、カミ、カヤクナドイロイロナモノヲハツメイシタ。）
ノリヨウリョウヲハラウノデハナク、カンジナドヲウバッテシマエトイウワケダ。トウ
ジ、ソノリヨウリョウノシハライガトドコオッタカワカラナイガ、ソウイウセンデセン
ソウニナッタ。ワタシガオモウニハ、リヨウリョウノシハライガトドコオッタノダロウ。
サキニノベタ、ケイザイカンケイノアッカデアル。
　ニホンジンハオソラクソレデ、チュウゴクニセメコンダ。サイシュウテキニハ、セメ
キレズ、ガッシュウコクニマカササレタ。ソノゴ、マタガッコウデカンジヲオシエテイ
ル。ツマリ、マタオナジモンダイガケイゾクサレテイルトイウコトデアル。タダ、ムカ
シトオナジヨウニ、センソウデハショウガナイ。コンドハ、タブンマケルダロウ。ツマ
リ、ケイザイテキニカイケツシナケレバナラナイトイウコトデアル。タンジュンニイエ
バ、カンジナドノリヨウリョウヲハラエバヨイ。ソレガデキナイノデアレバ、ベツノナ
ニカヲキョウヨスベキデアロウ。チュウゴクノコトヲヨクオモッテイナイヒトハ、ソノ
ジブンノモンダイヲカンガエルヒツヨウガアロウ。
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