
なぜ「全方位同時改革」＆「全国同一改革」は必要なのか？

良かれと思っていることが
実はマイナス面に働いている
ことに気が付いていない。

和の精神・飲みニュ―ケーション組織
（組織に有益な情報しか取り入れない）

良いアイデアの足を引っ張る組織となる。
（自分の頭で考えない、イエスマンが増える）

創世記では意思決定が速い。

人事権者は目標管理をみない。
（結局人事が嗜好で決まっている）

一つひとつ丁寧に解決する「単一課題追求型」

縦割り組織による単発発注が多く無駄が多い

権限の委譲がされておらず、持ち帰って検討をすることが多い。
しかも、なかなか決まらない・・・誰も失敗の責任はとらない。
将来や全体のバランスを考えない「イエスマン組織」と化す。

国際競争力を意識せずに
（中身の検討が不十分なのに）
先に発注が決まってしまう。

フラットな組織へ
部外者によるプレゼン＆
質疑応答能力評価へ

将来のシナリオを世界レベルで創成する。
（米・EU・極東3国（日台韓）の共通インフラ構築）

独裁国家以外には情報開示

無から有では集中ができた。

木造人工島をベースとした各種再エネ・家庭用
ツリー型・家庭用井戸水、低速自動運転車による
自動介護＆自動子育て、専守防衛システム：ミツ
バチ作戦・静かに走行もするAIドローン・・・

全方位同時改革が必要

2045年までに化石燃料zero＆2050年までに、CO2排出量をマイナスに転じる。

マインナンバー
カード保険証化、

褐炭からのブルー
水素事業、横須賀
市石炭火力発電
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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

ツリー型の大規模
な設置の効果

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 沿岸部のツリー型・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

ツリー型と潮流発電シス
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＝

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
必要があり、日本はリーダーになれる。
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消費税

法人税

所得税

人口減

少子高
齢化の
加速

企業業
績低迷

消費税率
ＵＰ（10％）

消費税率を下
げることが可能

1990年

バブル期
のピーク

2018年

過去最高だが
消費税のおかげ

2030年（予測）
現状路線なら

2030年（予測）

全方位同時改革全
国同一改革の場合

所得税

法人税

消費税

税収の推移（財務省まとめ）より、2030年を予測

生活レベル低下

生活レベル向上
（国立ＡＩ研究所設立）
全方位同時改革
全国同一改革

1.木造人工島での
ツリー型太陽光発電S
潮流発電システム（海洋）

（漁場減少の補完）サブシ
ステムとして海産物農業

2.専守防衛システム
ドローン・ミツバチ作戦
自動スナイパー

3.低速自動運転車社会

スマートホン24時間予約
水素タンク自動交換
マイラククリーントイレ
ロボットウォシュレット
寝返り不要極楽ベッド
AIスピーカー（車と会話）
除雪装置自動着脱式
（豪雪地帯も問題ない）

4．家庭用ツリー型
（売電により無料）

5．家庭用井戸水
（LED消毒：美味しい水）

人口増

海外か
ら地方
に定住

給料大
幅UP

地方の
雇用増

シャッ
ター街
解消

古民家
の活用

消費税率
（５％）
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産業技術の低迷で日本がシュリンクしている
様を、年二回の家族旅行を年一回にするとい
う形で表現し、それを矢印の数で示している。

誰かの頑張りで、活性化した地域

有形無形の資源が乏しく、活性化ができ
ない地域は、全体の落ち込み分と活性化さ
れた地域の割を食い、ダブルパンチとなる。

方向転換

＜ふるさと納税も同罪＞
一見活性化しているかのように見えるが、個人の「生活必需品＋嗜好品」の

総枠は減りつつあり、その分で地元での購買や税収がより減っている。
⇒国内でのシェア争いをしているだけなので・・・制度の見直しが必要。

＜国際連携＆国際競争力UPが急務＞
ウクライナへの支援の構図は日本でもある。（明日は我が身なので、決して見捨てない）
⇒先制攻撃や報復攻撃は（条約を結び）米・NATOに対応していただく。
⇒専守防衛システム（ミツバチ作戦）を輸出産業にし、世界の安全確保に貢献する。

今後は輸出競争力強化に重点を置いた施策が必要になっている。
⇒木造人工島＋ツリー型（及び潮流発電）の輸出はGDPを二倍にする可能性がある。
⇒AI技術の強化（超天才的研究者の確保）：国立AI総合研究所の設立へ。

ある地域の活性化は、水平展開も難しく、日本全体の活性化に
つながっていない。全方位同時改革・全国同一改革が必要である。

＜地域活性化のイメージ図＞
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総合点 メモ

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。（P1・P2）

プール水流発電 110点 水車に対し安定した水位、固定不要、洪水・地震に強い。（P3・P4）

木造人工島ツリー型 50点 海面からの反射光もあり、朝晩でも、けっこうな発電をする。（P5）

陸上のツリー型 60点 地中にベアリングを埋め込み、土台が不要でコストが安い（P9・P10）

木造人工島風力発電 40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 20点 堅固な土台を必要とし、設置コストが高い

陸上風力発電 10点 堅固な土台を必要とし、風通しを良くするために森林伐採→環境破壊

メガソーラ 10点 場所をとり、環境破壊を起こす。雪国では使えない。

世界中で一番普及している再エネ
は、水力で約16％、次に風力で約6％、
太陽光は約3％程度です。最近、脚光

を浴びているのが洋上風力発電で、
中国が躍進しており約3000万キロ
ワットですが、日本はなんと5万キロ
ワットしかなく、中国の600分の一、韓
国の１/3、台湾の１/5となっており、出
遅れ感は否めません。

その出遅れ感を帳消しにした上で、
世界を大きくリードするのが、「木造人
工島のツリー型及びベルヌーイの定
理を応用した潮流発電システム」です。

今後は上位４位までを展開し、5位以下の新規展開はやめるべきです。

➡日本は一挙に世界一の再エネ大国になり、輸出により「JAPAN AS NO１」に再チャレンジする。

もはや、風力発電・メガソーラは不要 5/24



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）

の箇所

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

足：2500ｘ20ｘ20（48個

使用）加工部以外はラ
フな寸法でよい。

100
100
100

200200

100
100
100

ユニット連結
の位置決め
としても使う

足：下側は未加工・皮
付き、変形ありでもよい。木製人工島のユニット：□6m、□9m、□12m、□15m、・・・

浮力

4t
浮力

4t

基本は杉の木、足やリベットは広葉樹の木材を使う 6/24



人工島
つなぎ部

潮の流れ

防波堤（陸地側）

木造水先ガイド
（外枠のみ可）

（水車平面図）

木造人工島に
超大型水車と
ツリー型設置

流路

木造水車：外形〜
30m（軸受け1m）

加速ギヤ付
帯の発電機

水車＆発電機

木製潮流れ制御壁

潮流れ制御
壁の断面図

木製潮流れ制御壁

錨（おもり）

まったく静止せずに、左右どちらかの方向からの潮の流れがわずか
にでもあれば、ベルヌーイの定理により流速が加速し、リバーシブルの
発電機が発電する。流路をより狭くしても、重力に逆らい海水があふれ
てしまうだけで、流速は限られるが、流量が半端ないので、20〜30m
（軸受け1m）等の大型水車で受けて、回転加速ギアにしっかりとつなぐ
ことができ、また複数の水車が稼働できる。（伝統木工技術の集大成）

潮の流れ

3段階ごみ集積
所：10㎝以上、1
㎝以上１㎜以上

1mの木造軸
受け部に海水
かけ流しで、
潤滑剤とする。

伝統木工技
術の集大成

全木製に
チャレンジ

□12mを10ｘ10個で
ワンユニット区画

流路
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木製人工島
つなぎ部

潮の流れ

（水車平面図）

流路

潮の流れ

防波堤（陸地側）

加速ギヤ付
帯の発電機

木製大型軸受
け部＆受け台

□１２ｍｘ９個
使用の基礎検討

海洋ごみ収
集システム

日欧の可能な市町村は、情報共有をしながら、第一ステップとして、□１２ｍを９個使用の基礎検
討（木材加工技術、流路の速度計測）、木製大型軸受け部＆受け台の検討（海水を潤滑油として垂
れ流しシステムを含む）、加速ギア付帯の発電機、海洋ごみ収集システム（ロボットが定期的に引き
上げて台車上のトレイに入れる）、そして木造人工島同士や防波堤との木製固定方法を検討する。

第一ステップの内容は、経時劣化や潮の流れの長期観測用途として、次世代まで維持する。
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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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１０

超音波レーダー

ミサイル
OR魚雷

（水中カメラ）

（水上まで上昇したら、
開きミサイルを発射する）

プロペラ

２

本体

切り離し部

銃

水素タンク

双望遠鏡＆機関銃
±180度回転

Two-pair super-telescope (super-
sensitive color camera) and machine gun:

夜間も含め、被写体のどこに当たったかを双
眼の超望遠鏡で見て確認をし、機関銃を発砲
しながらAIが微調整の指示をだし、命中させる。

風船付帯で24時間航行可能な水素燃料自動ドローン兵器＝無人防人＝BD

二重風船（ヘリウム）

人工島に設置
のポートの形状

自動移動のロボットがポートに
やってきて、水素タンクを交換
する。（人工島ではツリー型＆
潮流発電の電力により水素を
生成し、タンクに圧縮して充填）

自動スナイパー

自動エネルギー補給

自動監視

自動集団戦闘モードを脅しに使う
１Gが12台、12グループ144台

12台の自動連係攻撃
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□12mを100x100個並べた木造人工島（＝
1.2kｍｘ1.2㎞）を拠点として、ＢＤが12台で
１チームとして、各拠点ごとのAIが12チーム
を受け持つ。（＝144台）

水素タンクの交換のときだけ、BDが拠点

に戻るが、普段は航行しており、拠点が先
制攻撃を受けたとしても、ほとんどのBDは
残存し、本来の拠点のAIが破壊さると、自
動的に他の拠点のAIからの指示で動ける
ようにする。（どこのAIが管轄するか、あら
かじめ優先順位を決めておく）

ミツバチ作戦

誤作動防止の観点から、監視はAIが担当するものの、攻撃の指示
や自動戦闘モードからの解除は参謀本部からの指示が必要になる。

各拠点では、ツリー型太陽光発電で、電力が供給
され、また水素タンクの充填や、水素タンクの交換
ロボット等が用意され、さらにミサイルの迎撃シス
テムを持ち、本土へのミサイル投下を阻止する。

12台又は24台が一斉に攻撃を仕掛ける

ミツバチがスズメバチを囲って殺すイメージで、敵艦を
全方位からの同時攻撃を行うシステムが存在すること
で、敵艦が領海内への侵入ができなくなります。むしろ先制攻撃の対象となる敵基地先制攻撃能力は

持たずに、報復は米国やNATOに任せる条約を結び、専

ら、「soldierboots」＝「軍隊の侵入」を防止する。

拠点

台湾での想定事例
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中国の現状での
軍事費＝軍事力

中国の将来加算
軍事費＝軍事力

米極東配備可能
軍事費＝軍事力

米将来加算の
軍事費＝軍事力

ミツバチ作戦での
軍事力評価

日本のGNP１％
軍事費＝軍事力

全方位同時改革によりGDPを数倍にす
ることで、自動的に数倍の軍事費となる。

中国・ロシア・北朝鮮・イラン・・・日米台韓＆NATO

ミツバチ作戦コスト

日本はミツバチ作戦と米・NATOの軍事力で優位に立ち、全方
同時改革でGDPを数倍にすることで、軍事費の自然増を狙う。

軍事力バランスイメージ図

軍事力を「日本＋米・NATO」のセットとして考え、
ミツバチ作戦では、中国の電撃侵略を阻止する。
「報復及び継続支援は米・NATOが対応する。」と
いう体制が、中国の侵略を思いとどませる。
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従来武器の大幅削減と軍人
の大幅削減に加え、米NATOと
の各種ドローンの共同開発に
より、防衛費を１／３し、防衛力
を3倍にできる。（ミツバチ作戦）

ドローンの餌食となる
原発はもはや作れない。

林の中を、蜘蛛の巣や葉っぱならそのまま進み、木の幹や障害物なら、高速でよける ドローンが、
夜陰に紛れて、複数の潜水艦から、何千何万台と放たれ、道路沿いを地上すれすれで飛行、全戸
に放火し、東京のような大きな都市があっという間に、一夜にして火の海と化す様がイメージされる。

AIドローン兵器全盛の時代へ

ウクライナ軍は、７５㎏の爆弾を搭載し１０００㎞飛行可能なドローンを開発し、ロシアを圧倒している

戦術の大転換 従来の武器は不要
AI技術の競争の時代へ

人、戦車・装甲車・
ジェット機・ミサイル

ドローンの高速化。長時間飛行化・インテ
リジェント化・自動スナイパー＆多機能化

人、弓、
刀、馬

人、鉄砲、
馬、大砲

人員の大幅削減

オペレーターは責任重大（指揮者感覚）

人対人の集団銃撃戦から、
ドローン同士の市街戦へ

将来はAI自動戦闘モード可能型へ

歴史上より新しい兵器を取り入れた部隊が勝利している

人は顔や股下を狙われ
最前線に行けなくなる。
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各種AIドローンを１０００台搭載した超大型AI無人潜水艦

（エネルギー：大型水素タンク自動交換型）

３６０度暗視カメラ＆通信

３６０度暗視カメラ＆通信
（サブシステム）

ミツバチ作戦のサブシステム

１０００台がすぐ稼働するよう
１００個以上の自動ハッチを設定する。

（故障や攻撃でハッチが閉まらなくなっても浸
水が他の領域には波及しない構造とする）

（ツリー型太陽光発電設置の木造人工島の基地局で水素タンクを自動交換し、各種ドローン
の整備点検を自動システムにて行う。実際の修理メンテナンスやリプレースでは人が行う。）

自動ハッチ

自動ハッチ

＜AIドローンの種類＞
１．自動スナイパー搭載銃撃用途
２．爆弾搭載型爆撃用途
３．地上走行型火炎放射器搭載型
４．地上走行型＆自動スナイパー付帯
５．地上走行型チェンソー付帯
６．地上走行型ドリル付帯
７．水中ドローン＆ドリル付帯
（船底に穴を開け、浸水沈没させる）

ミツバチ作戦では、AIドローンが数多く分散して存在してい
るが、より多くの中国のAIドローが放たれたら、結局壊滅し
てしまう（日本１０万機VS中国１００万機のイメージ）ので、
その後敵艦の侵入を防止することができるよう、サブミツバ
チ作戦部隊となる。報復攻撃として、沿岸部なら敵の大型軍
事基地を壊滅させる。また、敵艦に穴をあけ沈没させる。

超大型AI無人潜水艦自分で考え行動する

攻撃モードの命令及び解除は、
作戦本部（日米＆NATO）より行う。
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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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過疎の暮らし
移動の問題

廃屋の問題
（使われなく
なった家）

廃校の問題
（廃ホテル）

老々介護問題
足腰の弱った
人の都会の暮
らしの問題

シャッター
街の問題

雇用の
問題

介護難民問題
孤独死問題

廃校や廃温泉ホテルを利用した大型の憩の家・24時間予約が可能な低速自動運転車・
地中に回転機構を埋めたツリー型太陽光発電システム・UV‐LED消毒の美味しい井戸水

地産地消分と姉妹都市への輸出、メンテナンス
や清掃等で、大規模な雇用が発生する。

足腰の弱った高齢者全は地方で暮らし、すべての課題が同時解決する。

全方位同時改革ではすべての課題が同時に解決する。

将来は寝返り不要な極楽ベッド＆匂いのしない水洗ト
イレ＆ロボットウォシュレットで、自動介護へ

A子さん（75歳）の例：
沖縄に生まれ育ち、大学で東京に出てきて、そのまま

就職・結婚・子育てを終え、65歳で離婚し、花巻市の古
民家を4人（公募）でシェアして暮らしている。
台温泉の入り口にある一度は廃墟となっていた温泉ホ

テルを改装した大規模な憩の家まで10㎞程あり、6㎞の
低速自動運転車で2時間弱をかけて移動するが、朝食を
とりながらの会話がとても楽しい。
（憩の家では、自分の好きな趣味を別な仲間と楽しむ）

B男さん（35歳）の例：
東京で家族4人で暮らしていたが、電気も水道もないが

道路のある山の中（土地代はほぼ０円）に家を建てて暮ら
し始めた。市街地まで10㎞程の距離があるので、家族4人
が朝は一斉に出かけるが、帰りはそれぞれ別の時間帯で、
スマートホンで低速自動運転車を呼び出し、帰宅をする。
（市の補助もあって、10㎞までは一回200円で乗車できる
ようになっている。）UV-LEDで消毒する美味しい井戸水と
ツリー型＋蓄電池は市が設置し、使用料を支払う仕組み。
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2324

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

低速自動運転車：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）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
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太陽光パネル

1m

1m

3m

2m

2m

2m

2m

北海道・ウクライナ等の比較的
緯度の高い地方仕様：3～5軒分

＜COST＞
1．A：40000
2．B：20000
3. C：60000
4．D：20000
5．E：400000
6．F：360000
7：G:100000
TOTAL：1000000

パネル、蓄電池、
電圧変換機は別

A B C D E F G

パネル有効面積：3㎡

電気及びインターネット配線
エッジコンピューター設置等

4m

液体ガラスコーティングを施した
木製のホルダーとベアリング2個

鉄パイプ製

アルミ板

パネル総面積：3㎡x10＝30㎡

4軒分として、一軒
当たり：約250000

スマートホンアプリで、マニュアル
操作を可能とし、メンテナンス時や
清掃を行うときに使用する。

次ページで
紹介の工法で
穴掘りを行う。

市販穴堀りドリル
（二人で操作）

地産地消型家庭用ツリー型太陽光発電

土砂を下穴
に落とし込む

収納スペース

木製フレーム；パネルを含めた軽
量化を行う。コーナーを丸め、万
が一風に飛ばされて、人にぶつ
かっても、怪我をしないよう配慮

木製

延長タイプを用意し、交換する

小ロット生産の場合
（大量生産では1/2）

雪・強風・砂
嵐・地震に強い・
環境破壊がない
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上下が連動し、
摩擦＆落下防止と
全解放を繰り返す。

ドリル

モーター

水の供給穴

水のはきだし管

泥水の吸い上げ管

ワンタッチ連結部

１．水供給ホース
２．泥水吐き出しホース
３．電源ケーブル
４．引き上げワイヤー
（１～３に負担をかけない）

泥水吸い込み口

１．穴を掘り、土砂を泥
水にして、ポンプで吸い
上げる。
２．水脈につきあたると、
泥水が出なくなるので、

ワイヤー部を使って引き
上げる。（別図参照）

３．塩ビのチューブを連
結（木製の楔と接着）を
しながら、落とし込む。

水脈連絡口

塩ビチューブ

雌型

雄型

ワンタッチ
中継ユニット
（10ｍ）

１．吐き出しモポンプ
２．吸い上げポンプ
３．巻取りモーター
４．電源（ツリー型）

地面の穴あけ機

落下防止
ユニット

２０m（ワンタッチ中継ユニット１個使用）までは、滑らな

い手袋を使用し、ワイヤの部分を二人で引き上げるこ
とが可能なため、３０〜６０分程度で作業が完了する。

＜COST：yen＞
8：H:500000
9：I：200000
10：J：5000000
TOTAL：5700000

For small lot production 
(1/3for mass production)

IH
J

薄型（2㎜・3㎡）

太陽光パネルの
価格：500000円
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井戸：飲料水とする
（必要に応じフィルターを使用）

生活＆工業排水とする

（大量の水量で、結局海に流れ
る＝下水管に流すのと同等）

河川はプールを
設定しての水流発
電と水産物の養殖
用途. そして農業
＆工業用途で使う

各家庭各集合住宅ごと
の低コスト循環システム

海

SDGS：持続可能な社会

よく地下の状況の調査
をした上で決定する。

配管不要＆水の処置不要
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戦争後のウクライナの住宅システム案（無償で国民
に提供し、国際特許で守られた輸出産業で償還する。

排水管

飲料水管

フィルター

飲料水管
排水管

UV-LEDによる、上下水両方の殺菌措置
（スマートホンに作動の確認情報を送る） ＜排水処理の考え方＞

海に通じる大量の水で
希釈する。（放射性廃
棄物を希釈後、海に流
すのと同様な原理）

＜ツリー型発電装置＞

地中の穴掘り技術のコ
ストダウンにより、土台
が不要になり、大量生
産により、パネルを除く
と、設置費用＋装置代
＝100万以下を想定。

＜低速自動運転車の自動介護システム＞

寝返り不要な極楽ベッド付帯で、匂いのしない
水洗トイレに、AIがカメラで確認しながら、汚物

を完全に取り除くロボットウオシュレット付帯の
低速自動運転車による自動介護システム搭載

AIスピーカーで会話をし、ゆっくりですが、どこ
にでも連れて行ってくれる。

ケア付き病院やケア付きレストランに、アポを
取ったうえで、指定時間に間に合うよう連れて
行ってくれる。

水素タックや大型水タンクの残量を考慮し、自
動交換ハウスに、自発的に行き、交換する。

（深層地下水脈）

電気代・水道代・介護負担＝０
（停電や断水が起こりにくい）

将来の輸出産業での利益を見
込み、すべて無料で設置する。

低速自動運転車

理不尽な破壊を
受けた街は、最
も進んだシステ
ムを享受する。

夜間はここで過ごし、
日中はディサービスか、
コミュニケーションパー
クに行き、高齢者ボラ
ンティアや高校生の課
外授業を兼ねた、簡単
なケアーを受け、会話
を楽しむ。

夕食時には、家に入
り、家族全員での団欒
を楽しむ。

家族の負担
にならず尊
厳を守り楽
しく暮らす。

ウクライナの選抜メンバーが日本で開発＆国際特許を取得

し、ポーランドをはじめEU諸国及び日本の工場で生産する。
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「近紫外線UV-LEDがニオイを徹底的に分解・消臭」波
長365nmの近紫外線UV-LEDがVioledsフィルター（光

触媒）に働きかけ、ニオイを徹底的に分解・消臭しま
す。 「世界初のダブルUV-LED殺菌」波長275nmの深
紫外線UV-LEDが細菌のDNAを分断、殺菌します。

水道水をそのまま飲める国は世界にわず
か９ヶ国しかないと言われている中、深紫
外線除菌は安全・安心な水を世界中に提供
できる技術として、今後の活用が広がって
いくと期待されています。

UVーLED（99.9％除菌）

スタンレー電気の資料借用

除菌後水流

除菌前水流

殺菌用265-275nm&
臭いとり365nm

[ＵＶ殺菌消臭器 LEDピュア AH1]の資料より

排水（希釈）

飲料水取り込み

同一穴での飲料水＆排水

深層水脈

飲料水＆排水の除菌＆臭いとりシステム

全方位同時開発（全方位同時改革）

項 目 新技術内容 改革効果

１ 地中穴掘り技術 掘り出した土砂を水で攪拌し、泥をポンプで吸上げ コスト１/10以下

２ 殺菌＆臭いとり技術 UV‐LEDを使用（薬品を使わない） コスト1/10以下

３ 水の取込＆排水技術 深層水脈への同一穴を飲料氏と排水の両方で使用 コスト1/10以下

（災害安全性技術） （地震等で広範囲には止まらない） コスト1/10以下復旧コスト→

注：UVーLEDは人体にもとても危険であり、見えないので人が覗けないようにした上で地下で使用する。

＋フィルター 美味水
将来展開
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永続的な給料UP及び少子化に対する根本対策が必要であり、
殖産興業、再エネ化、高齢者が終末のギリギリまで尊厳を
守り、自由に移動できる環境（＝高齢者が幸せになる。）
を同時に構築する「全方位同時改革」が必要です。

その要となるのが、事故や故障前提の低速自動運転車で、
全車メーカー様に以下のようなお願い（参考情報１）をし
ています。また、「全方位同時改革」のプレゼンの機会が
ありますので、参考情報２で紹介します。

＜事故や故障前提の低速自動運転車の効用の補足＞
ソニーホンダの新しいEVが発表されましたが、（もちろ

んデザインはよろしいものの）テスラ等が発表されて久し
いに、平凡の極みとしかいいようがなく、大画面TVモニ
ターを設定できない以上、ゲーム・エンタメ系には限界が
あり、先が見ていると考えています。

（P18図のような、大画面TVモニターか設定できる、低速自
動運転車の効用の紹介：ゲーム以外の要素満載です。）

例えば、生後6か月の赤ちゃんがいたとして、朝仕事の出
勤にAILなので時間がかかりますが、その間ずっと赤ちゃん
と一緒に居られ、PC作業も同時進行で行うことができます。
（低速なので揺れが少ない）
その後仕事場に入りますが、赤ちゃんは置き去りにして

も、AILが保育所か授乳施設（おむつも交換してもらえる）
に連れて行ってくれるし、仕事終了時刻に合わせ、AILが最
寄りの駐車場まで赤ちゃんを乗せたまま着て、待機してく
れるので、安全安心な環境で、しかも長い移動時間も赤
ちゃんと同居し、AILとAIスピーカーで会話し「スーパーに
よってくれない」等のリクエストができます。（基本的に
は、スマートホンアプリで各種設定を行うが、AILと会話し、
予定変更も可能になります。）

もちろん、就業時間中もPCの隅の部分にはAILから送られて来て、
あかちゃんの振る舞いがいつも映し出されており、スマートホ
ンでも見ることができるほか、AILの前側には大画面のTVがあり、
各種TV放送はもちろんのこと、AILのAIのアバターが出てきて、
会話をしたり、こもり歌を歌ったり、英語や各種講座を開いて
くれます。

認知症の中程度までは、大型TVモニタ上のAIアバターが、AI
スピーカーでの会話からその人の能力の足りないところを理解
し、高度に洗練された内容の楽しいお話や、新しい生活習慣へ
の指導をしてくれると考えています。

目の見えない人がマッサージを職業としている場合に、山奥
深い雪国に住んでいたとして、とある顧客が夕方仕事を終え帰
宅後お風呂に入った後、9時にマッサージを始めるとして、7時
頃AILで出発するような感じで、そして深夜に寝ながら帰ってい
くことができます。

ーーー以下は参考情報１（車メーカーへのお願い事項）ーー

以下の二つのURLから、言えることとして「事故や故障前提の
低速自動運転車」と飛行時は大きな騒音ながら、道路を静かに
「走行も可能なAIドローン（兵器）」の時代がやってくると考
えられます。
https://smcb.jp/communities/14/topics/2508223

https://smcb.jp/communities/14/topics/2508108

現行の中期計画（ハイブリッド化やEV化）を踏襲しながらも、
上記の二件を進める準備をお願いできませんでしょうか？
全車メーカー様に、台湾や米企業を加えての多国籍企業体によ
る開発体制を整えていきたく、情報共有の窓口のご設定をお願
いできないでしょうか？
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