
It is not the strongest of the species that survives, nor the 
most intelligent, but the one most responsive to change. 

We were thinking too hard. 
The blue bird of happiness was in the familiar sea and near river. 

The simple answer was an old way of thinking,  
a wooden artificial island, and a wooden water wheel. 

Everyone in the world, let's gather in beautiful 
Japan and achieve omnidirectional 
simultaneous reform & global uniform reform. 

Supervision: Ministry of the Environment, Japan 
Not approved  

(under negotiation) 

[Global standard technology]=GST 
 Define ocean tidal power generation, 
river water current power generation, 
tree-type solar tracking power 
generation, and seafood farming systems 
built with 90% or more wood. 

2. Inviting members from major Western countries to Tokyo 
   "Creating a framework for each country while sharing information as a whole“ 
    "We will promote GST in each region while sharing technical information. 

1. Invited G7 members and Greta to Tokyo 
      "Creating a provisional scenario for a recycling society.“ 
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「カーボンニュートラルの今後の世界の進め方」について 

 ２０５０年を目途に各国でCO２削減の目標設定をして、やれるところから少しずつ改善に

取り組み、推移を見ながら、遅れているところは、尻をたたかれ、あるいは化石賞をもらい、
それでなんとか加速させるするような感じで進めておりますが、「世界共通の改善プロセス
のアイデア」がないがため、「本来あるべきスマート都市の議論」ができず、また基本的な
インフラもままならない発展途上国からは、「ノルマ達成型の進め方」に猛反発があります
ので、さらに、昨日環境活動家のグレタさんが逮捕されましたが、経済をある程度考慮せざ
るを得ない状況もありますので、現状の進め方はすでに破綻をしていると考えています。 

＜経緯と背景＞ 

＜全方位同時改革と全世界同一改革＞ 

 ロシア・中国・北朝鮮・イラン・・・等、独裁的な国家群を除き（*１）、全世界が共通の取組
＝ globalカーボンニュートラル戦略（P3をご参照）を一斉に行う必要があると考えています。 
 
 進め方として、G7が先導し、北米＆オセアニア、EU（UKを含む）や極東（日本、韓国、台
湾）等の各地方で、地産地消の取組（*２）を行い、余力のある地域から、輸出によって他の

国家に供給していき、その後どこの国でも各種機器の製作やメンテナンスができる体制を
整える必要があると考えています。 
 
（*１）  超大型無人潜水艦や地下防空壕から出動する、自動スナイパー搭載の静かに走
行も可能なAIドローン群が、西側諸国に配備されれば、独裁的な国家群も侵略や敵対路線
をあきらめ、仲間に入ることができると考えています。 
 
（*２） 木造人工島をベースとした、潮流発電・ツリー型・太陽光追尾型発電、海産物農業
及び低速度自動運転車（アバター搭載、２４時間スマホアプリで呼び出し可能）システム等。 
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再エネ100％供給でも、生活 や生産等
で発生するCO2量が40％程度存在して
いる。化石燃料消費も少し残存する。 

 木造人工島の潮
流発電、河川水流
発電＆ツリー型の
大規模設置効果 

生活・生産での排出分 再生可能エネルギーへの転換での削減分 

＜2050年CO2実質マイナスのイメージ＞ 

人工光合成＆CO２削減工場 沿岸部の潮流発電及び河川の水流発電等 

CO2削減分 

2022年 2030年 2040年 2050年 

潮流発電やプール
水流発電システム
がない場合の予測 

CO2総排出量 

（ビューポイントを除き）ありとあらゆる世界の沿岸部にツリー型＆潮流
発電を設置、余剰電力で、人工光合成やO2削減工場によるCO2削減量 

実質のCO2排出量 

CO2排出０ライン 

CO2削減分 

現状路線＝ 

世界共通改
善プロセス＝ 

 原理的には達成可能なので、
実用化に向け、世界中で研究
を加速させる必要がある。 

残存する化石燃料消費 

40％ 
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自然体で習慣化できること 

環境問題解決5原則 

 より簡単になること 

 より快適になること 

ほんのわずかにでも無理をしない 

より安全になること 

ごみの分別、ごみの持ち帰り、ノーネクタイはOK 
空調で我慢をするのはNG（短期的にはOK） 

より豊かになること 

世界のトータルコストが減じること 

成果報告を求めずノルマを課さない 

世界のトータルで負荷が減ること 

世界のどこかにしわ寄せがいかないこと 

部分的に考えるのはNG！ 

 環境破壊を伴う、メガソーラはNG 
 森林伐採や健康障害を伴う風力発電はNG 

 必要な航路と景勝地とを除き、世界の沿岸部を木造人工島で埋め尽くし、観葉植物林
や花壇で景観を良くした上で、上側では潮流発電及びツリー型発電施設を設置し、下
側では、各種海産物農業を行い、カーボンニュートラルと食糧危機とを同時解決する。 

世界共通課題の環境問題はG７が中心になって、将来の仮シナリオを作成 
しながら、全方位同時改革及び全世界同一改革を目指していくべきである。 

globalカーボンニュートラル戦略（COP28発表資料案） 

未承諾・
交渉予定 
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各地の木工所（製材所）
さんにて木材を所定の
大きさに加工し、一度仮
組をして寸法の確認をし、 

ばらして、部品のまま船
に持ち込み、船上で再組
し、クレーンで下ろして、
連結していく 

 □12mの人工島ユニットの場合は、標準木材：3000x300x200の外枠12個＆骨組み24個使
用し、長さ調整材：2600ｘ300ｘ200を10個使用し、また、両メス型外枠材3000ｘ300ｘ200を2個
使用し（以上は床材）、さらに2000ｘ2000ｘ2000等の密閉木箱を用意する（total100万位？） 

ユニット同士の連結は、
φ100の木製のリベット

で位置決めをし、木工
ボンド等で接着をする。 

 車や人が通る場所は、
厚さ30程度の板材と手す
りなどを用意する。 

 住居やビル等は、荷
重を分散させながら直
接建造設置する。 
 その他は、平均200

の厚さの板材の上に、
平均200の土を盛る。 

標準的には2mx2mx2m（約8ｔ）の密閉木箱を4個（約32ｔ）を配置し、

積載重量に応じて、数をやしたり、下側に積み重ねることもできる
ので、大型木造ビルが立ち並ぶ、超大型海洋都市が可能になる。 

木造人工島のつくりかた 
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長さ調整材：2600ｘ300ｘ200（□12mの場合は10個使用） 

標準木材：3000ｘ300ｘ200（□12mの場合は、外枠12個＆骨組み24個使用） 

3000 

 500  500  500  500  500  500 

両メス型外枠材3000ｘ300ｘ200（2個使用） 

水面より上の部分
は液体ガラスコー
ティングを施す 

木製リベット
φ100 

 100 
 100 
 100 

 200  200 

 100 
 100 
 100 

木製人工島のユニット：□6m、□9m、□12m、□15m、・・・ 

木材の種類は問わない。リベットは広葉樹の木材を使う 
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木造人工島基本設計図 

木造密閉箱（個数や全容積 
は積載物に合わせて決定） 

 金属は一切使わ
ず、はめ込み式＆
接着剤のみ使用 

接着剤 

基本ユニット
同士の固定 

浮力調整用木造密閉箱 



ウオーム付きモーター 
木造水車＆両軸受け付き＆加速
ギヤ付きのリバーシブル発電機 

□12m木
造人工島 
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鉄筋コンク
リートの支柱 

最大満潮時
＋α（1m程度） 

□0.3ｍ木材 

 木造密閉箱の大きさや数および配置と砂利や
石をコンクリートで固めた重りとでバランスをとる。 

水車外形
φ20ｍ 

水車内径
φ18.8ｍ 

ウオームホール付帯 
流路幅調整板 

□12m木
造人工島 

 流路ガイド
板（木造） 

鉄筋コンク
リートの支柱 

 ウオームホイール
付帯流路調整板 

流路調整板
の補助板 

 つなぎ部品をスライド機構にし、自動で
角度調整を可能にする。（潮の流れが遅
い時は間口を広げるように動作する。） 

Globalスタンダード：木造人工島潮流発電システム「トライ」仕様 
EU（UK）＆JAPANの可能な各市町村にて地元の業者が請け負う 

海底の傾斜に
合わせた設計 

必要に応じ左
右同構造とする 

 余力のある地域では 
輸出準備も同時に行う 

必要な個所に液体ガ
ラスコーティングを
施すことで50年程度
の耐用年数がある。 

潮の流れが遅
い時は広くとる 



Globalスタンダード：木造人工島潮流発電 

ウオーム付きモーター 

ウオームホール付帯＆スラ
イド機構付き流路幅調整板 

偶数列水車＆軸受け付き＆加速
ギヤ付きのリバーシブル発電機 

奇数列水車＆軸受け付き＆加速
ギヤ付きのリバーシブル発電機 

□12m木
造人工島 

鉄筋コンク
リートの支柱 

陸上からワイ
ヤーで固定 

海岸線に平行ではなく、潮の流
れの方向を考慮した角度にする。 
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 河川のよさげなところに、
深さ3mの横28mx縦25m
（□12mの人工島を4個使う

と想定の場合）の穴を掘り、
周囲をコンクリートで固める 

 コンクリート枠をぎりぎりでつくることで、特に人工島の固定を必要としない、
左右は1〜2mの余裕をとり、水路の間隔調整を可能にする。（自動調心性） 

 20m級の木製水車 

 ギアボックス
付きの発電機 

 コンクリート製の部材で水路を
絞る（ベルヌーイの定理の応用） 

 必要なインター
バルでポンプでボ
トムの排水穴から
泥を吸い上げる。 

 間隔調整
が可能なつ
なぎ部材 

 必要に応
じ自動調整
方式とする。 

河川 

河川の周りを
プール状に
掘り下げ、土
砂を周辺に
盛り土し花壇
をつくる。 

プール＆木造人工島の水流発電（＝PTW） 

 水車＆発電ユニットを固定（標準化が難しい）する一般の水流発電では、河川の流水量の増
減で、水車と水位との位置ズレが生じ、また水車＆発電ユニットが洪水や地震等で壊れやすい。 

 空きスペー
スで水耕栽
培等も可能 

 全周コンクリート枠 
 （流水口付帯） 
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総合点 ←個人の感覚的な判断による。 

人工島潮流発電 100点 莫大なエネルギー量で、天候に左右されない。＋海産物農業 

プール水流発電 100点 水車に対し安定した水位、水流による自動調心性あり固定不要 

人工島ツリー型 40点 メガソーラの40倍の設置効率（夜間・強風時発電できない） 

人工島風力発電 10点 土台不要、設置コストが安い（風が弱いと発電量が減る。） 

洋上風力発電 １点 海の下の地中に堅固な土台を必要とし、設置コストが高い 

陸上風力発電は健康障害・森林伐採を伴いメガソーラは環境破壊を起こすのでマイナス点 

 木造人工島や潮流発電＆プール水流発電は環境負荷物質がなく、９５％以上が木材で作れま
すので、世界中のどの市町村様でも作れます。1週間で設計、１か月で加工、 1週間で移動、
1週間で組み立て可能。木造水車や発電機も従来技術の延長であり、難しい技術はありません。 

「ベルヌーイの定理を応用した海水の流速」 

 世界で一番潮の流れが速い場所はノルウェー北西
岸にあるロフォーテン諸島間で、速さは28キロ前後

なので、（ベルヌーイの定理の応用で）海流の「取
り込み口」に対する、潮流発電の水車が置かれる
「水路」との比を、場所により適正に設定すること
で、恒常的に36㎞/h＝10m/s程度の流速が得られる

と考えており、また月の引力による潮の満ち引きが
あり、リバーシブルの発電機を用意して、任意の場
所での24時間の潮流発電の稼働が可能と考えていま

す。  

「潮流発電と洋上風力発電のコスト比較」 

 木造人工島は、木材で骨組みを組み、複数の「密閉
木箱」を浮力調整用として使い、搭載物とのバランス
をとる仕組みで、また潮流発電システム（大型水車及
び軸受けや支持機構等がすべて木製、ギアボックス、
発電機構などでは、金属を使う。）は、木造人工島の
骨組みに固定するだけなので、非常にコストが安くな
ります。 
 水の流れでの、莫大なエネルギー（風力の770倍）

を背景にし、複数個の水車を連続で使うことで、一機
あたりの発電量は圧倒的に大きい上に、設置コストは、

洋上風力発電の１/20程度と見込んでいます。  
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25％～0％ 45％ 

全反射光 乱反射光 
正反射光 

 図を左右反転させ、朝日と夕
日のぎりぎりまで使用可能。 

 同一面積で考えて、固定型
と比べ、１０倍程度の発電量
が見込める。両面受光パネ
ル＆多段式ツリー型で、メガ
ソーラの設置面積比４００倍
の発電量か見込める。 

100％ 70％ 
（山や建物に隠れ
てしまう可能性有） 

海上ツリー型では、このあたりが100～120％（海面からの反射
光を含む）で推移するので、4倍程度のは発電量が見込まれる。 

 垂直入社を100％とした場合の、
入射角度による発電量の低下度 

地球 
地
球 

 （□12mを10x10個の中ユニットを３ｘ３並べた場合）では、30ｍの水車
を、横流路＆縦流路に並べて、48機の水力（潮流）発電機が稼働可能

と考えています。また、ツリー型太陽光発電システムを基本ユニット
（□12ｍ）に一個設置するとして、中ユニット□12mでは、潮流発電機の
設置場所を除き、８１機が可能で、81ｘ9＝729機の設置が可能になる。 

海洋ツリー型は土台が
不要で、大容量発電力 
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洋上のツリー型・太陽光追尾発電システム 
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として考えてください



21 
19 20 

22 

23 24 

drinking 

Washlet 

Myra clean toilet 

大型水タンク 

排水タンク 

水素タンク 

lift desk 

bed mode 
bed mode 

pulley x4 

food & work 

ハンドル 

大画面TV 

自動交換ハウスの
ロボットハンド 

Japanese patent: 6792891 

HONDAのネットカタログより 

 幅広仕様へ 

（エンジン部不要） 

雪が心配だとAIが判断した場合、 
LSAは除雪装置を自動で装着する。 

雪国仕様LSA（＝低速自動運転車） 

 雪国仕様車は、基本的にスタッドレスタイヤ
＆４輪駆動車＆大きめなタイヤで構成される。   
 LSAのAIが必要だと判断した場合、AIスピー
カーで搭乗者にアナウンスした上で、LSAは除
雪装置を自動で装着してから、自動走行する。 
（雪の量によっては６㎞より速度が遅くなる） 

除雪 
装置 

電動昇降台 
（LSAの指示で上下） 

 ばね性の
ある接点x２ 

装置側の
接点x２ 

装置側の
ひっかけ部x
４ 

LSA側フッ
ク部ｘ４ 

除雪 
装置 

（昇降台下限） 

（昇降台上限） 

自動除雪 
＆自動介護で 
雪国の人口爆発 

OR 

AIアバーター他 

寝返り不要な極楽ベッド・マイラクリーントイレ・ロボットウォシュレット・リフト
式机（食事・PC台）・AIスピーカー（車と会話）・大画面TV上の母親アバター 
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モダン過疎地・モダン古民家 

水がおいしい、エネルギ代が無料、低料金で24時間どこへでも行ける。 

薬品を使わない消毒
の井戸水（UV-LED） 
新兵器で数時間で 
井戸掘りができる。 

雪や強風に強い、ツ
リー型。売電により水
と電気代が無料 

廃校や廃ホテルをリニューア
ルした、超大型の憩の家 

ミニシアター、麻雀、カラオケ 
各種教養教室、各種楽器演奏、 

ピンポン、ジャズダンス等・・・保健室
もあって保険の先生がいる（童心に
戻り一日中仲間と遊ぶ） 

AI自動運転車管理センター設置 

 天気の良い朝は、山の上に連れて行ってもらい、朝日を拝んでから歩いて帰宅する。 
                   （疲れたら、途中で休み、場合により車をよぶ。） 

時速6㎞の自動運転車
スマートホンアプリで、

24時間予約可能 

高齢者／
障害者／
盲目の人
はモダン
な古民家
で暮らせ 

外観はアンティークながら 
内面はハイセンス憩の施設 
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太陽光パネル 
 

１．日本で試作を作成＆検証 

（クラウドファンディングで資金を
集め、民間企業に委託する。） 

２．ポーランド企業に試作品と図
面を送る。日本の技術者が出張
し、設置＆TTを行う。 

３．ポーランド企業（の協力会社
を含む）にて大量生産 

４．ウクライナに無償で設置 

（ポーランド企業とウクライナ企
業とが共同で行う。） 

 ウクライナ・ポーランド・EU・日本・・・の外
務省等で交渉し、費用の分担を決定する。 
 将来的には、日本及びEU全体で製造し、
世界中に普及させていく・・・ 

３～５軒分、家庭用のツリー
型太陽光発電システム 
 （３６５日太陽光追尾型） 

 地面穴掘り機 
（井戸掘りにも適用） 
掘り出した土砂を水で 

攪拌し、泥として吸い
上げる。（延長ケーブ
ル設定で、100m以上
掘ることができる。） 

ウクライナ復興キッド：HPの資料「ツリー型太
陽光発電システム」のP9及びP10ご参照 

５．ウクライナ企業がメンテナン
スや定期的な清掃を行う。 

日本では、太陽光追尾型をアピールしていなかったこともあり、クルドファンディング
（２２年１１月〜１２月）は失敗したが、もし可能でしたらEU内で進めていただきたい。 

15/16 



 遅くまで残業をした後に、LSCで
は運転するわけではないので、低
速の分、ゆっくりとスキンシップ
を楽しむことができる。 

PCやスマートホンで、
赤ちゃんをいつでも見
ることができる。 

 LSCは2時間ごとに、契約している授乳施設につ
れていき、その間、大画面TVにはお母さんアバ

ターが登場し、一緒に遊んでくれる。  少子化対応で子育て手
当を支給しますが、お金
の問題ではなく、楽しく安
心安全な子育てをしなが
ら、残業や出張もして、そ
して恋や趣味もしたいの

が人情です。 

 通勤の行き帰り
のLSCの車内の様子 

母親が仕事中で
のLSC車内の様子 

LSC車内自動保育システム 

母親アバター 

低速自動運転車：母親アバター 16/16 

https://ameblo.jp/017798/entry-12784871301.html もご参照ください。 
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