
【文章】なんちゃって日本国家論 

伊勢です、 

石油価格の上昇と 
戦争、内乱についてですが、 

まだそのレベルではないので 
気にしすぎないでください。 

まだまだです。 

石油と食料の値段が上がり続ければ 
貧しい国の人たちの生活が苦しくなって、 

大規模デモやクーデターなどで 
政情不安定になり 
戦争、内紛にまで繋がりますが 
まだまだ先の話です。 

詳しくは土曜日のメール： 
https://rise-land.com/oise/content/210612taxi.pdf 

… 

スウェーデンライブセミナーは 
既にご覧いただきましたか？ 

北欧の国家には、グランドデザインがあり、 
ひとつの「目的」に向かって国がつくられています。 

翻って日本はどうでしょうか？ 

あなたはどうでしょうか？ 

=============================== 
Q1:人生で大切にしたい事は何ですか？ 
=============================== 

何の価値観を大切にするかで 
その人の人生は決まります。 

https://rise-land.com/oise/content/210612taxi.pdf


私であれば、 

1位　家族とのコミュニケーション 
2位　成長 
3位　楽しむこと 

です。 

もし、成長を一位にするとまた 
日々の生活は変わります。 

つまり、大事にする価値観を決めないと 
日々の生活も決まりません。 

多くの人は、ライフスタイルから 
決めようとするのですが 
それは、画竜点睛を欠くです。 

魂が入っていない状態です。 

この状態だと、フラフラと 
思いつきでライフスタイルが変わる事になり 
迷走してしまいます。 

「目的」があって「行動」がある。 

目的をしっかり決めるのは 
国も個人も同じです。 

自分とトコトンまで対話をすることで 
優先順位に決着をつけておく 
必要があります。 

毎年、見直して、その年の状況に 
合わせて、優先する価値観をしっかり 
決めておくと日々の生活が明確になります。 

… 

日本に話を戻します。 



============================ 
今の子供が大人になる20年後には 
どのような人が求められているか？ 

日本として、どのような人材を 
育てていく必要があるのか？ 
============================ 

これが「目的」にあたります。 

目的あっての教育です。 

「じゃあ、そんな大人を育てるには 
どんな教育プログラムが良いのか？」 

という具体的なプログラムの話に 
なっていきます。 

============================ 
日本はどんな社会を目指すのか？ 
============================ 

これが目的です。 

今の日本は、目的をはっきりさせずに 
各所バラバラに対処するので 
迷走してしまいます。 

北欧で言えば、 

=========================== 
高福祉で公平にチャンスがあり 
誰でも安心して生きていける社会。 

その代わり圧倒的な成功者や天才は 
現れづらくなるし、税金も高くなる。 

それでも、誰でも教育が受けられて 
生まれてから死ぬまで国家が人の 
面倒を完璧にみる安心できる社会を目指す 
============================ 

これをグランドデザインにしています。 



北欧は、どこかのタイミングで 
この「選択」をしたのです。 

今のアメリカはどうでしょうか？ 

アメリカではZ世代が今後最大の 
人口勢力になります。 

その世代の7割から8割は 

「物質主義の”資本主義”ではなく 
北欧的”社会主義”を望んでいます。」 

ジョブスの師匠、弘文禅僧の本を 
紹介しましたが、 

まさに今のアメリカのZ世代は 
ジョブスの時代と共通する部分があります。 

物質社会、地球からとりすぎる社会への 
反発からカウンターカルチャーとしての 
社会主義に惹かれています。 

こうして、学んだ知識は 
点と点が線になっていきます。 

良かったら本も読んでみてください。 
「宿無し弘文」です。 

ひとつ注意したいのは 
Z世代が望むのは、 

中国共産党的社会主義ではなく 
北欧的社会主義です。 

そこを一緒にしないようにです。 

北欧は「社会民主主義」です。 

その流れから、バイデン大統領は 
年間600兆もの予算を組んでいます。 



============================ 
ジョー・バイデン米大統領は28日、 
政権発足後初となる2022会計年度 
（21年10月1日～22年9月30日）の 
予算教書を米議会に示した。 
6兆ドル（約660兆円）の歳出規模を 
求めるものとなった 
============================ 

2024年には、第2次世界大戦時を超えて 
史上最大の予算となる見込みです。 

人類の新たな挑戦がスタートします。 

あまりにも大規模で 
初めての事なので 

「本当に大丈夫なのか？ 
世界は破綻しないのか？」 

という不安を持つ人も多いです。 

私も心配には思いますが、 
「人類は新たな挑戦に入った」 
考えています。 

やってみなければ分からない、 
変えなければ、何も変わらない、 

だから、前に進んでみよう、です。 

というように、アメリカは 

「大きな政府」 

で、 

国が富の再配分をして 
二極化を是正し、 

・誰でも教育を受けられる環境 
・健康が守られる環境 
・地球環境に配慮した社会 



をつくっていこう！ 

という方向になっています。 

そのためには、 

「大きな政府」と同時に 
「富裕層、法人税への増税」 

を実現する必要があります。 

つまり、大きな流れで見ると 

ジェネレーションZが求める 

「北欧型社会主義」 

に国を変えていこうという流れです。 

アメリカの最大人口層は 
若いジェネレーションZの層ですから、 

彼らの求める社会をつくって 
いくことが政党の支持にも繋がります。 

最も、アメリカの場合は、 

============================ 
民主党： 
ダイバーシティー、多様性の文化、民衆に優しい 
大きな政府の経済政策 
移民増加 
============================ 
共和党： 
保守的文化、特権階級に優しい 
小さな政府の経済策 
移民減少 
============================ 

という2つの異なる政策を持つ 
2大政党制なので、 



調整をしやすい 

と、同時に 

時としてブレる 

という特長を持っています。 

現在の民主党から共和党政権に戻れば 
逆に振れることになります。 

ただ、「ジェネレーションZがの7割から8割が 
社会主義を支持」し、民主党を支持しているので 
次の4年後を乗り越えることができれば 
「長期的に大きな政府の方向は変わらないのでは 
ないか？」と思います。 

4年後は、まだ、ジェネレーションZの多くは 
未成年なので、まだ、分からないです。 

ここで、共和党に戻るようだと、、。 

あまり極端に振れるのは 
世界経済にとっても良くないので 

民主党に今回なったなら、このまま行って 
欲しいというのが、経済に関わる人たちの 
本音だと思います。 

あまりドタバタして欲しくないのです。 

8年後は、確実に、ジェネレーションZの時代なので 
その後は、北欧型社会主義がスタンダードに 
なっていくと思われます。 

「地球からとりすぎた、物資主義で貧富の差がひどい、 
誰もが教育を受けられて、健康に過ごせる社会になって 
欲しい。そのためなら、、、」 

この「そのためなら、、」から 
後が本当に変われるかで問われる部分です。 

「そのためなら、税金が高くても良い。 



飛び抜けた成功ができない社会でも良い。 
制限される個人の自由があっても良い。」 

この痛みを受け入れられるかです。 

ノーペイン、ノーゲインです。 

… 

ではでは、 

「日本はどんな社会を目指すのか？」 

です。 

そのグランドデザインがないので、 

それぞれが自分の得となる「利権」を主張し、 

そこにお金と政治の癒着が生まれ、 

新規の産業が育たず、 

（例えばウーバーがなく 
タクシー業界が守られて 
いるのが典型事例です） 

イノベーションは阻止され、 

年寄りが若者を力で押さえつけ、 

という社会になっています。 

みんなでつくりたい国の形が 
明確になっていないので 
個別の利権で社会が動いていきます。 

「日本をどんな国にしたいのか？」 

「何を大切にする社会にしたいのか？」 

「どんな人を育てていきたいのか？」 



これらの問いに対して 
日本人の大人たちがまず自分の意見を 
持つことです。 

到達したいゴールをはっきりと 
大人たちが持つことです。 

そして、それぞれの意見を出しながら 
議論をして、共通のグランドデザインを 
自分たちで決めていく。 

1.国の未来について自分の意見を持つ。 
2.議論をみんなでする。 

そして、ゴールとなるグランドデザインを決めて 

3.それを実現するための社会制度、教育制度をつくる 

という順番です。 

今のように3番の各所でチマチマやっても 
1番と2番をやっていないから 
歯車が噛み合わないのです。 

つまり、ただ、こういう学校が欲しいと言っても 

「何のために？どういう国になるために？ 
そういう学校が良いのか？」 

という「目的」がないと 
場当たり的で、共通認識を持てないので 
パワーが弱いのです。 

このように、意見を持つところから 
議論をして、具体的な政策に落としていく 
というのが理想なのですが、 

まず、 

「自分の意見を持つために 
議論をするために何が必要か？」 

といえば、知識と情報です。 



「何のためにオンライン海外視察をして 
いるのか？」 

「何のために世界情勢を学ぶのか？」 

端的に言えば、 

「日本のグランドデザインを 
自分なりに考えられるようになるため」 

です。 

知識と情報があれば 
具体的に考えやすいですし、 
他人の意見も背景が読めるので 
受け入れやすいです。 

そこに、自分が育ってきた環境や 
今の自分の環境を加味して意見を持つ。 

そこは、個人的な想いが入って良いのです。 

むしろ、入るべきです。 

そういった意見を自分で考えて持ち、 

それを意見交換できる国が 
民主主義の国家だと思います。 

実際に、北欧の人と話をすると、 

国のデザインや 
教育について 

その人独自の考えや意見を 
持っている人がほとんどです。 

… 

「日本をどんな国にしたいのか？」 

「何を大切にする社会にしたいのか？」 



「どんな人を育てていきたいのか？」 

上記について、 

今の自分が考えられる範囲で良いので 
まずは、考えてみることから始めませんか？ 

そして、それを自由に意見交換 
できたら良いですよね。 

そして、 

「日本が目指すべき国の形」 

を共通認識として、そのために 
どんな社会システムにするのか 
教育システムにするのかを決めていく、 

これが、今求められている事だと思います。 

暑苦しい意見ですが、 

そのための海外視察であり、 
日々の世界情勢の勉強です。 

… 

2016年にデンマークを視察したとき 
日本に足りないものはグランドデザインであると 
認識しました。 

「目的」あっての「政策」です。 

その2016年の気づきが 
今の自分の思考とライフスタイルを 
つくっています。 

大きな、大きな気付きでした。 

詳しくはこちらのnoteに書きました。 

ぜひ、一度読んでいただけたら嬉しいです。 



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

デンマーク視察での気付き： 
https://note.com/ryuichiroise/n/n31a04642dbfc 

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

デンマークの森の幼稚園の写真、 
成人学校の写真、 
街の風景、 

なども見られますので 
ぜひ、覗いてみてください。 

… 

目的をしっかり定めて 
そこに向かって一歩一歩歩んでいく。 

それは、 

仕事でも、 
国家でも、 
私生活でも、 

全てに共通する「最高の時間を過ごす」秘訣 
なのかなと思います。 

スウェーデンの海外視察を2つやりましたが、 
一本目は、過去一番というくらい 
分かりやすいサスティナブル社会の説明でした。 

「地上か？地下か？ 
テクニカルサイクルか？バイオサイクルか？」 

あれから毎日、考えながら過ごしています。 

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

第一回スウェーデンのサーキュラーエコノミー最前線： 
https://youtu.be/Jmugm8Qg_HY 

https://note.com/ryuichiroise/n/n31a04642dbfc
https://youtu.be/Jmugm8Qg_HY


アンケートはこちら： 
https://docs.google.com/forms/d/1gdCA90a7shg-
kElQwFWDZ1H_GtJATW2gLLLLOWTy93c/ 

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

第二回目は、移民問題がクローズアップされました。 

ロックダウンをしなかった裏には 
何があったのか？ 

スウェーデンがロックダウン「できなかった理由」と 
移民問題の関連性が、明かされたと思います。 

「男女関係なく生産性の高い仕事につき 
たくさんの税金を収めてもらう代わりに 
誰もが教育と健康を享受できて安心して 
暮らせる高福祉社会をつくる」 

「その代わり飛び抜けた成功者が生まれなくても 
収める税金が高いとしてもそれよりも安心できる 
社会を優先する」 

それが、北欧に共通するグランドデザインです。 

/////////////////// 
ロックダウンをしなかった 
「したくなかった」スウェーデンの今： 
https://youtu.be/zqlDyTyr-6M 

アンケートはこちらからお願いします： 
https://docs.google.com/forms/d/
1bTuGaHSHuT_hfkCHWD7zZsRd8AOMumjfjf4GTNwYOJ8/ 
/////////////////// 

講師の先生方と、川本さんから 
アンケートを見たいという依頼が 
来ていますので、ぜひ、ご協力を願いします。 

現状少なすぎて、申し訳なくて、渡せていません。。 

さて、 

https://docs.google.com/forms/d/1gdCA90a7shg-kElQwFWDZ1H_GtJATW2gLLLLOWTy93c/
https://docs.google.com/forms/d/1gdCA90a7shg-kElQwFWDZ1H_GtJATW2gLLLLOWTy93c/
https://youtu.be/zqlDyTyr-6M
https://docs.google.com/forms/d/1bTuGaHSHuT_hfkCHWD7zZsRd8AOMumjfjf4GTNwYOJ8/
https://docs.google.com/forms/d/1bTuGaHSHuT_hfkCHWD7zZsRd8AOMumjfjf4GTNwYOJ8/


日本は、どんな国を目指していきましょうか？ 

何を大切にしていきましょうか？ 

日本の気候、歴史、文化、日本人の特質、 
それらに合った日本独自のグランドデザインを 
自分たちでつくっていきたいですね。 

そして、それは、 

「あなたにとって幸せとは何？」 

と、問われていることと同義だと 
私は思います。 

簡単に答えがでなくても 

「自分が人生で何を大切にするのか？」 

「幸せってなんだろう？」 

それを、とことん考えて話し合うのが 
日本の未来をつくることにつながるのかなと 
思います。 

まずは、家庭内で、 

「自分が人生で何を大切にするのか？」 
「幸せってなんだろう？」 
「どんな時間を過ごしたい？」 

とか、こんな話をする時間を 
つくっていく事から始めると 
良いと思います。 

それでは、また、メールします。 

最後までお読みくださり 
ありがとうございました。 

伊勢隆一郎 


