
夏至、日食、一粒万倍日、、 

伊勢です、 

今週末は、一粒万倍日で 
天赦日で、夏至で日食で、新月で、、 

と、 

何かと盛りだくさんで 
何かをしなきゃと 

なんとなく気ぜわしい 
週末だったのでは無いでしょうか？ 

私もそんな雰囲気にのまれつつ 
バジルの種を買ってみたのですが、 

結局、買っただけで 
何もできませんでした。 

皆様は、いかがお過ごしでしょうか？ 

驚いたのが、お笑い芸人の千鳥の 
ノブさんまで 

「今日は、天赦日と一粒万倍日なので 
新しいことを始めるには最適な日です」 

と、インスタにポストしていたことです。 

日本では、宇宙の力も、星の力も 
だいぶ市民権を得てきましたね。 

昔は誰もそんなことは 
気にしていなかったです。 

しかし、もっと昔は 
みんな気にしていて、 

実際、知り合いの農家さんに 
昔話を聞いたところ、 



「一粒万倍日に植えるのと 
その3日後に植えるのでは、 

芽の出る速さも違うし、 

育つ大きさも3分の1ぐらい違うし 

結局、収穫まで、その差は 
埋まらないままでしたよ」 

との事でした。 

宇宙の力は不思議です。 

なので、昭和初期ぐらいまでは 
みんな当たり前に気にしていたのを 
いっとき忘れてしまい 
今また、思い出してきているのだと 
思います。 

時代の変化を非常に感じる 
週末でした。 

さて、 

時代が変わったといえば 
このニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米テスラが時価総額で自動車世界一 
自己株分除けばトヨタ抜く 
http://sh.k2academy.net/t9173 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

電気自動車メーカーのテスラが 
世界一の自動車会社トヨタの 
時価総額を抜いたというニュースです。 

規模的に言うと、 

テスラは36万台、トヨタは800万台なので 
全くお話にならない規模の違いです。 

http://sh.k2academy.net/t9173


なので、 

「テスラの株価は過大評価されている」 

と、言われていますが 
それでも買う人がいるので、ここ最近は 
株価は上がりっぱなしになっています。 

一方、トヨタを含めて自動車 
メーカーは、コロナ以降株価が 
下がっているので逆転となりました。 

「テスラの株は高すぎるのか？」 

ですが、なんとも言えないところです。 

しかし、2000年頃のITバブルを 
思い出すと、 

当時、高すぎると言われた 
マイクロソフトや 
アマゾンの株価が 

20年経った今振り返ってみると 
全然高くなくて 
世界の支配者にまでなったことを 
考えると、テスラも同じ事かなとも 
思います。 

2000年当時、過大評価されていると 
言われていたIT企業の多くが 
名実ともに世界を牛耳るまでの企業に 
なりました。 

もうひとつの要因としては 
実は、テスラは去年、何度も 
倒産しそうになっていました。 

いつ潰れてもおかしくない 
というところまで 
数回も追い込まれたのです。 



株も空売りをかけられて 
私も含めて、もうダメだろうと 
多くの人が思ったのです。 

しかし、それをCEOの 
イーロン・マスクは豪腕で 
乗り切りました。 

そのリーダーシップへの 
信頼がこの先行き不透明な時代に 
高く評価されている一面もあると思います。 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
夏は無視！ 超富裕層は9000万円を払って 
すでにアルプスでの冬ごもりに備えている 

https://www.businessinsider.jp/post-213944 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

富裕層たちは、既に冬の準備を 
始めているようです。 

秋から冬にかけて、 
第二波、第三波が冬に来ることが 
予想されていますので 

その対策として、 

富裕層は早くも山ごもりの 
準備をしているようなのです。 

このことから学ぶのは、 

アルプスの山を貸し切る必要はないですが 
私たちも、第二は第三波が起きても 
大丈夫なように、 

https://www.businessinsider.jp/post-213944


・今こそビジネスの種まきをしたり 

・次にそういう波が来た時 
どう動くかを元から決めておいたり 

・長期的には、どこに住んで 
どんな仕事をするのがいいのかを考えて 
そのための一歩を歩みだしたり 

というのを今のうちから 
しておくのが良いように思います。 

私自身、今の沖縄の家は 
来年の5月まで借りていますが 

仮にもう一度、ロックダウンが 
来ても、快適に過ごせるようにと 
考えて決めた部分もあります。 

コロナウイルスについて言えば 
日本はあそこまで大規模に 
ロックダウンをする必要はなかったと 
思うのですが、 

（逆に、家の両親のような年配の人たちが 
安全に、外に出られる時間をつくるべきだったと 
思います） 

いざとなったら、国はまたそういう 
方向で動いてしまうかもしれない、 

というリスクがあることを 
踏まえて、準備をしておくほうが 
良いと思います。 

他にも、 

戦争もあるかもしれませんし、 

新しいウイルスが生まれるかも 
しれませんし、 

地震や大型台風が来るかもしれませんし、 



もう、何が起きてもおかしくない 
世の中なので、 

少し状況が落ち着いてきている 
今こそ、準備をしておくのが 
良いのではないかと思っています。 

次のテーマです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
パラレルワールドの存在を 
信じていますか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

パラレルワールドというと 
オカルトや、スピリチュアルな話題だと 
思うかもしれません。 

しかし、 

実際にコンピューターの世界では 
パラレルワールドがあることを前提に 
マシンの開発が行われています。 

そのコンピューターの事を 
「量子コンピューター」 
と、呼びます。 

量子コンピューターとは、簡単言うと 

パラレルワールドを意図的に作り出して 
それぞれのワールドで同時に一気に計算をさせて 
最終的にひとつに集約させる 

という仕組みです。 

それぞれのワールドで並列で計算させるので 
今までのコンピューターの何万倍もの速度で 
計算ができる、 

という仕組みになっています。 



嘘みたいな話ですが、 
本当の話です。 

2019年にはイギリスの大学で 
「量子もつれ」と呼ばれる現象を 
映像で記録することに成功しています。 

この量子もつれが、パラレルワールドが 
存在していることの証明となるようです。 

今、私たちが生きている世界は 
二度と再現されることのない 
偶然の積み重ねで生まれている世界です。 

もし仮に地球の誕生からを同じ条件で 
何億回繰り返しても、人類の誕生も 
現在の状況も生まれないと言われています。 

実際に、スーパーコンピューターを使って 
シュミレーションを繰り替えしても 
同じ答えになることはないそうです。 

そう考えると、 

今、私たちひとりひとりが、 
過去にも未来にもたった1つしか 
あり得ない、このワールドを生きている事に 
大きな喜びと運命を喜びを感じるのですが、 

異常な感覚でしょうか？（笑） 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
TikTokの去年の売上は180億円 
http://sh.k2academy.net/0mo6a 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

TikTokを経営する「ByteDance」が 
去年一年間で売り上げ17ビリオンドル（約180億円） 
利益3ビリオンドル（約35億円）を上げたそうです。 

http://sh.k2academy.net/0mo6a


ちなみに、Twitterの去年の売り上げは 
約38億円ぐらいの売上、 
利益は約17億円ぐらいだったので 
Twitterの規模を遥かに超える 
ビジネスに既になっていることが分かります。 

上場すれば2000億円以上の値はつくと 
言われていますが、 

中国系の企業は、アメリカで上場するのは 
今後、非常に厳しくなることが確定しています。 

現在は、アメリカで上場している中国系の会社は 
自社株買いをして上場を取り下げる動きになっています。 

IT系のサービスで、始めてアメリカ以外の 
会社が世界の市場を席巻しているのが 
このTikTokです。 

日本以上に、アメリカやイギリスで爆発的に 
流行しています。 

アルゴリズムが明かされていないので 
アメリカや、イギリス、オーストラリアなどの 
ティックトッカー達は 
おすすめ表示されるために 

毛沢東と中国国旗の写真の前で 
中国を絶賛するビデオをアップしたり、 

毛沢東のTシャツを来て、共産党を絶賛する歌を 
うたったりしている動画をアップしています。 

遊び感覚で、そのような事をする若者が 
かなり多いのに対して、 

一方政治の世界では 
本気のつぶしあいを 

アメリカと中国 
オーストラリアと中国 

では行なっています。 



このコントラストが非常に 
興味深いですし、 

仮に日本がアメリカや 
オーストラリアほどバチバチに 
政治的に対立しているとしたら 

ギャグでも、共産党万歳みたいな事を 
したら、猛烈に叩かれそうです。 

本気のバッシングを受けそうです。 
ギャグなのに。。 

そんなところに、 
日本の息苦しさを 
感じてしまいます。 

ちなみに、 

オーストラリアは最近、 
サイバー攻撃をめちゃくちゃ 
受けています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
オーストラリア、国家によるサイバー攻撃被害　首相が発表 
https://www.bbc.com/japanese/53103131 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

中国の仕業に違いないと 
専門家は言っています。 

中国オーストラリアは 
サイバー戦争中です。 

最後に、 
気になるコロナのニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中国専門家「北京ウイルス、武漢より強力」… 
ＷＨＯ「原因、追加調査の必要」 
https://s.japanese.joins.com/Jarticle/267102 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

https://www.bbc.com/japanese/53103131
https://s.japanese.joins.com/Jarticle/267102


中国の北京では、 
再び学校登校の中止など 
ゆるいロックダウンに入っています。 

気になるのは、 

武漢のときよりも 
感染力が強い 
新型のウイルスの可能性が 
出てきている 

という部分です。 

「第三波は、ウイルスの変異に 
よって起こる可能性が高い」 

と、1ヶ月前ぐらいにしたのですが 
もし、変異したものだとその可能性が 
あります。 

ただ、 

現段階では、感染力が強くなっている 
という報告ですので、心配はないかなと 
思っています。 

ウイルスは、 

「感染力が強いと、毒性は弱く 
感染力が弱いと、毒性は強くなる」 

という傾向があります。 

毒性が強すぎると 
寄生先の人間が死んでしまうので 
ウイルスとしても広がらないからです。 

なので、たくさんの人が 
感染するということは 
毒性が逆に弱い可能性の方が 
高いと思います。 



もちろん、中国の情報なので 
情報が少ないため実際のところは 
分かりません。 

相変わらず、アメリカの 
感染者数も増加傾向ですし、 

今後の世界のシナリオは 
いくつかあるなと思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1.再びロックダウン 

2.どれだけ広がってもロックダウンなしで 
このまま経済優先で突き進む 

3.中国とインド、北朝鮮と韓国で 
衝突が起きていますが大きな戦争が起きる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

どのシナリオにも対応できるように 
準備だけはしておきたいと思っています。 

それでは、また、メールします。 

次回ライブは、 

今週土曜日の昼間に 
開催予定です。 

がっちりビジネス相談を 
行いたいと思います。 

伊勢隆一郎


