
ユーチューブの未来が変わります（ニュース解説）

伊勢です、 

たぶんこの時点で伝えても 
誰の記憶にも残らないと思います。 

過去の経験から、 

多くの人にとって、最先端の 
テクノロジーとういのは 
興味がないことのようです。 

なので、 

おそらく誰も記憶に残らないと思いますが 
100人に一人のブレークスルーにつながるかも 
しれないので、伝えさせてください。 

今回紹介する新アプリが 
ユーチューブやズームなどの 
動画の世界を一変することに 
なりそうです。 

その名は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
mmhmm（ンーン） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という名のアプリです。 

詳しくは、こちらの日本語解説ビデオを 
ご覧ください。 

プレゼンがうまいので 
楽しく見られます。 

////////////////// 

ンーンの解説ビデオ 
→ https://youtu.be/c8KhKBLoSMk 

///////////////// 

ンーンは、エバーノートの創業者である 
フィルリビン氏がCEOを努めています。 

何がすごいかと言うと、 

ズームを使う人の”ストレス“と 
ユーチューブで発信している人の“ストレス“を 

https://youtu.be/c8KhKBLoSMk


同時に解決していることです。 

つまり、コロナ騒動以降 

オンライン会議や 
オンラインプレゼンテーションが増えて、 

ユーチューブで発信する人が 
増えて、 

という時代の変化によって生まれた 

”新たなストレス・フラストレーション” 

を、見事に解決している事から 
今後の動画の世界を変えてしまうと 
思われます。 

もはや、流行らない理由を 
見つけるのが難しいです。 

しかも、このツールがヒットするのが 
間違いないのは、 

今の時代のヒットの方程式に 
見事に合致しているからです。 

今の時代、ヒット商品がどのように 
生まれるか？ 

分かりますよね。 

インフルエンサーが 
おすすめすることです。 

今の時代のヒットは、 

テレビ番組で生まれるのではありません。 

ユーチューブを代表とするSNSで 
発信されたものがヒットします。 

そして、このアプリ自体は 
ユーチューバーのためにあるので 

ユーチューブをみる人たちは 
このアプリを導入している動画を 
これから浴びるほどみることになります。 

つまり、勝手に拡散していくのです。 

ヒットする要素しかありません。 

で、 



具体的な内容については 
ビデオを見て欲しいのですが、 

簡単に言うと、 

テレビのニュース番組で、 

「アナウンサーが後ろに 
写真や映像を置いて解説する」 

というスタイルのビデオを 
簡単に作れてしまうアプリです。 

このスタイルというのは 
何十年もテレビで親しまれてきたもので 
最も効果的なプレゼンテーションの方法です。 

それを、誰でも簡単に、作れるように 
してしまったのが、ンーンです。 

ンーンって、めちゃくちゃ 
書きづらいし言いづらい（笑） 

それも狙っての事だと思います。 

そうえいば、昔、メンターに 

Mの繰り返しの商品名は 
よく売れるという話を聞いたのを 
今、思い出しました。 

MMSとかです。 

そういう意味でいうと 
ンーンは売れそうですね。 

ンーンの解説ビデオ 
→ https://youtu.be/c8KhKBLoSMk 

と、思ったら、、、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※※緊急加筆しています※※ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この記事を書いてから 
3時間後にズームが 
新たな機能を発表しました。 

https://youtu.be/c8KhKBLoSMk


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
パワポをバーチャル背景にできる 
「Zoom」v5.2.0が公開 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1269406.html 

早速ンーンと同じ機能を 
ズームがリリースしてきました。 

ITは動きが早いですね。 

今後に注目です。 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
9月15日までに米企業への売却が 
成立しなければTik Tokを封鎖 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トランプ大統領が爆弾を 
投げ込んできました。 

Tik Tokを米国で使わせないという宣言をし 
回避する条件は、9月15日までに米企業に 
売却をすること、 

ということになりました。 

Tik Tok側は、売却ではなく 
スピンオフ（別会社化）が 
望ましいと言っていましたが 
売却でなければダメとなりました。 

また、米国内で1万人の雇用などの 
条件を出し交渉しましたが 
トランプ大統領を説得することは 
できなかったようです。 

買収に手を上げているのは 
マイクロソフトです。 

マイクロソフトとしては巨大SNSは 
喉から手がてるほど欲しいところです。 

一方、トランプ大統領は、 

買収が成立した際には、 

「Tik Tokまたはマイクロソフトは 
米国に莫大なお金を支払うべき」 

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1269406.html


というM&A業者のようなことを 
言っています（笑） 

数日前には、政府はM&A業者ではないと 
言っていたので、方向転換です。 

これについてですが、 
もはや、やっていることは 
泥棒と同じです。 

こんなことが成り立っていいのか 
とも一瞬思いますが、それが世界です。 

逆に言うと、中国では、グーグルも 
フェイスブックも利用できないので 

そういう視点でみると 
中国アプリをアメリカで使わせない 
というのもナシではないですよね。 

このことは、 

ITの分野でも、絶対に米国は 
ナンバーワンの地位を降りない 
という宣言でもあります。 

世界を席巻するITをサービスは 
絶対に米国企業でなくてはならないし 
中国などもってのほかということです。 

そして、同時に、米国には 
それをできる力がまだある 
ということです。 

その力の源泉は基軸通貨である 
「ドル」です。 

ドルを使わせないの一言で 
みんな黙るしかありません。 

最近では、香港の件で、 
アメリカがいとも簡単に 
「ドル停止」を言い出しましたので 
世界中がビビっていると思います。 

もう一つの最後の手段は 
「米国債を没収するぞ」です。 

ファーウェイの問題を見てもそうですが、 
ここのところ、米中戦争は、 
圧倒的にアメリカ側が押し込んでいます。 



ファーウェイも 
最初は、米国と同盟を結んでいる 
ファイブアイズ周り 
（カナダ、オーストラリアとか） 
だけが使用禁止に賛同していたのに、 

結局、 

一時は態度を保留していた 
英国はもちろん、 

最近は、フランスも禁止に賛同しだして、 

今週からはドイツものってきました。 

遂には中国と一番仲が良かった 
イタリアまで、ファーウェイ禁止に 
しようという議論が進んでいます。 

このようにみると、 

あれだけ中国と仲が良かったドイツ 
イタリアも中国と手を切るんだという事に 
驚きます。 

EUと中国が一瞬、手を組んだところで、 

最後は、結局、米国のもとに 
EU各国もなびいていかざるを得ないのが 
今の世界だと分かります。 

お伊勢さんサロンの初期の頃の 
ニュース解説をみてもらうと 

「EU＋中国」VS「米国＋ファイブアイズ＋日本台湾」 

という世界の構図で説明しています。 

それが、わずか数ヶ月で 
ここまで米国寄りの世界に 
なってきました。 

子供の頃クラスにいた 
ガキ大将には逆らえないのと 
一緒ですね。。 

ロシアやフランスは、中国と手を組んで 
過去にもなんとか逆らおうとしていますが 
やっぱり逆らえないというのが 
毎回、浮き彫りになります。 

・・・・・・ 



ところで、 
このTik Tokに関しての 
トランプ大統領の行動ですが 
主に個人的な恨みと 
パフォーマンスの2つが 
あると思います。 

個人的な恨みは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
6月の大統領選挙に向けて 
公聴会で、赤っ恥をかいたことを 
未だに根に持っているトランプさん 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

6月に行われた公聴会で事件がありました。 

当初、「トランプさんは 
大人気で、満席！」という報道が 
ありました。 

バイデンさんの何倍もの人が公聴会に 
集まっている、と言われていたのです。 

しかし、フタを明けたら6割が空席で 
あれ？となりました。 

その理由が、問題だったのです。 

実は、Tik Tok内で、 

「トランプ公聴会の 
チケットを購入して 
欠席をしよう！」 

という若者たちのノリが 
大流行してしまい、 

その結果が、空席だらけの 
公聴会になりました。 

若者がノリで、やってしまったのです。 

当然、トランプ大統領は激怒しました。 

そうとう怒ったようです。 

ということで、 

その怒りの矛先がTik Tokに向いたのは 
間違いないと思います。 



もうひとつは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
もはや選挙戦の切り札が 
中国叩きしかない苦しい現状 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

経済の大統領と言われていた 
トランプ大統領ですが、 
もっか、米国経済は壊滅的です。 

そうなると、 

アピールできるのは 
中国叩きしかありません。 

「俺はここまでやれるぞ、 
他の誰にもできないことをやるぞ！」 

ということです。 

その意味で、最も大衆にアピールできるのは 
機械のファーウェイより、大衆が使うSNSの 
Tik Tokです。 

これで支持率が上がるかどうかですね。 

・・・・・・・・ 

米国は世界の嫌われ者というのは 
米ソ冷戦が終わってからずっと続く 
事実です。 

今回の件を見ても、 
やりたい放題なので 
嫌われますよね。 

世界の恨みを一身に浴びて 
それでも憎たらしいくらい強い 
アメリカ、 

アメリカの言うことは絶対、、 

この構図は、もう何十年も変わって 
いなかったんだなと 
今更ながらに思います。 

色々な世界の変化があるように見えても 
実は何も変わっていないのです。 

経済（ドル）、軍事力を 
持つ国の言うことは 



聞くしかない、 

それが世界です。 

人権も平等も 
建前でしかなく 

強いものの言うことは 
聞くしかない、、 

小学校の教室で過ごした 
子供時代から変わらぬ人間社会です。 

しかし、です。 

世界の構造がどうであろうと 
私たちはそんなものは無視して 
幸せに生きることができます。 

そこを忘れないでください。 

こんなにも恵まれた世界で 

こんなにも安全で、清潔で、 
楽しいことがたくさんある世界で、 

こんなにも、恵まれた環境で、 
私たちは生きています。 

それは、否定しようもない 
事実だと思いませんか？ 

なので、私たちは、こんなにも 
幸せな環境にいるのですから 
幸せに生きていいのです。 

そして、できる範囲で 
この幸せで恵まれている世界を 
次の代にもつないでいけたら素敵ですね。 

・・・・・・・・・ 

自分では、どうしようもないことに 
エネルギーを使っても仕方がないので、 

「自分が今できることを 
自分がやりたいことだけを 
脇見をせずに邁進していこう」 

と、改めてみなさんが 
逆に気持ち新たに思ってくださったら 
うれしく思います。 



陰謀論にずぶずぶに 
入っていっても 
幸せにはなれませんよ。 

「なぜ、国際情勢を勉強をするのか？」 

それは、 

「コントロールできないは忘れて 
自分の世界を生きようと 
改めて決意するためです」 

というのが今日の結論でした。 

また、明日もニュース解説を 
お送りします。 

次のテーマは、 
上級者編です。 

お楽しみに。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

８月８日お昼12時よりライブを開催します 

今回のテーマは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
～ビジネスってこんなにおもしろい！～ 
お客さまが思わずお財布を開いてしまう 
ビジネス心理学講座Vol.1 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

ライブ参加者さんだけの特典も用意しました。 

伊勢が関わっている加賀市で設立を目指す 
日本初の小中一貫校について 
その詳細が分かるビデオをプレゼントします。 

最も気になるのは学校の具体的なカリキュラムに 
ついてだと思います。 

そのカリキュラムを担当する教育業界の革命児 
中原さんが話をしてくれているビデオです。 

中原さんは学校をつくるために 
スペインに単身渡りプロサッカー選手になり 



引退後に学校をつくる活動をしています。 

半端ない天才です。 

ライブ参加者さんにはその場でビデオを見れる 
URLをお渡ししますので 
12時ピッタリにご参加ください。 

お待ちしております。


