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2022 年 短歌集                        山 本 利 久 

1 月 

元旦や賀状返信投函に オミクロン株厳冬を呼ぶ 

資本主義社会化傾斜社会主義 資本主義化に国家総力 

年賀状娘の転送動画版 世代の格差歴然と観る 

積年の知行集めてスマイルの 友誼の絆人生の糧 

 ―下は昨年 12 月 3 日開催のスマイル会年末懇親会会場霞山会館 37 階からの展望 

 
コロナ禍や進化の続くウイルスに 問われ壊され家庭の文化 

赤鶏の水炊き鍋を食しつつ 嫁の御節(おせち)や家族団欒 

正月や二日目朝の厳冬に 庭の日陰に霜柱立つ 

大八洲地政学上整のわず 北欧モデル心して行け 

自助共助八十路超え行く夫婦にも 心身萎えて公助求める 

縮み往く日本再興世界史に デジタル科学解を求めて 

再興の日本の基盤構築に 広げ家族の居住空間 

共に老いトリセツ直す時至る 夫婦の型やパートナー制 

大雪やヒヨドリ試練衣食なく 渡り忘れた自然の咎め 

EV 市場異業種参加ソニーカー 呼び戻せ 30 年代の起業魂 

ジェネリックメーカー不正露呈して 患者の不信医薬双方 

欧米にインフレ続き懸念湧く 日本のデフレ市場注目 

第六波蔓延防止 3県に 感染逆流暮らし緊張 

寒中や創作料理牡蠣鍋に 老妻の笑み遣り甲斐招く 

少子化に高齢化する大八洲 高き壁あり外人ヘルパー 

法規制感染症の改正も 選挙忖度提案見送り 

コロナ禍や分裂・領土・民族の 覇権跋扈や民主主義啄(たく) 

米中の対立・不信先鋭化 貿易量は拡大続く 

企業接種義務化差し止め米司法 医療職員適用除外 
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 ―バイデン施政に対する最高裁の判決―：米の民主主義制度の一端を伺う 

脱炭素天候不順再エネの 火力発電不足を支援 

 
森林はグリーン電力バイオマス 反面 CO2 の吸収源 

酸性化海の生物被害受け 温暖化行く殻・甲羅にも 

議論湧く炭素の貯蔵庫老齢林 カーボンニュートラル木質ペレット 

 注：以上 4 首、カナダケベック州のバイオマスを巡る抗争 

歴史的トンガの噴火サプライズ 8000 キロ超え津波襲来 

刺傷事社会リスクの拡散に 高 2の意表テスト場前 

 注；15 日発生した大学入試共通テスト東大会場前の受験生 2 名他 3 名の刺傷事件 

大寒や満月覗く北西に 未明に愛でる窓越しの顔 

財政や返済不能の負債時に 企業・家計の資産と対比 

接種券想定外に早く来て 妻の発熱戸惑い走る 

 注：3回目の接種に当たり。 

寒中やオミクロン跋扈大八洲 感染恐怖歴史も知らず 

長持ちやブーゲンビリア花つけて 南国風情睦月の居間に 

認知症支離滅裂に物忘れ 自己中心で被害者意識 

散髪やコロナ禍奪うサロン行き 自宅で済ます三年目かな 

チラシ見て高値買取古酒を持ち 断捨離即す夢は果敢無く 

不動産バブル終焉可視化入り 中国金融日本の轍を 

初場所や優勝飾り木曽路湧く 新大関の御嶽海関 

御嶽海新大関の心意気 口上胸に目指せ雷電   
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感染者連日記録更新に 三回目接種経過日数え 

オミクロンステルス連れて変装し 人体住まい快適求め 

患者医師意見対立悲劇呼ぶ 前兆空し医師の殺害 

 注記：26 日発生した埼玉県ふじみ野市立てこもり事件。自宅訪問の医師を猟銃で殺害、 

 同行の関係者にも被害発生。大阪でもクリニックで多くの犠牲者が出る悲惨な事件が発 

生。ペイシェント・ハラスメント。コロナ禍との関連を指摘する意見も。 

南極や氷床融解刻刻と 海面上昇暮らしを危機に 

 

2 月 

コロナ禍に気分転換憂さ晴らし メタバース場に自由行動 

慎太郎都の方針を如何に診る 自宅療養サポートセンター 

 注：2 月 1 日 89 歳で亡くなった石原慎太郎(作家、政治家、改革派、憂国家) 

厳冬の春節迎え北京冷え オリパラ祭や祝日寂し 

 
恵方巻北北西に齧り付き(かぶりつき) 詐欺警告の電話を受ける 

斜陽化に逆らう如く米車跳ぶ テスラ疾風日欧後塵 

豆撒きや妻と共演節分に コロナ禍暮らし声出し合って 

エルドアン仲介なるかウクライナ 思惑交差五輪最中 

冬五輪緊張走るウクライナ 中露外交欧米対峙 

国防に官民挙げる米国の 兵器開発対中対ロ 

 注：米国防権限法 

覇権国領土民族人権に 経済戦の跳梁跋扈 

コロナ禍や賛否問われる核心に エッセンシャルワーク・ブルシットジョブ 

覇権国領土・民族優先に 経済戦の先兵強化 

テレワーク定着率の減少に 企業経営世界視点で 

米国の外交担う国務省 人も資源も内政傾斜 

提言やミドルクラスの指向策 米外交に中露思惑 

 注記：カーネギー国際平和財団の《ミドルクラスのための米外交：中間層の復興を最優先課題とし、｢よ
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り野心的でない外交政策｣を追求せよ》の提言(公表)。 

コロナ禍に母子協働の生誕や 曾孫の動画命の限り 

コロナ禍や義歯破損してクリニック 微熱知り診る医師の仁多謝 

冬五輪緊張走るウクライナ NATO 拡大霞む先導 

建国の記念日飾る新雪や 庭の風情に朝陽輝く 

起床時に南天の雲流れ見て 庭の風情や心安らぐ 

南岸に低気圧来て大雪に 寒気団呼び春の競演 

国会の野党対応消耗で 大臣疲弊省益優る 

メタバース拡大続く異次元に 人の暮らしの桃源郷は 

 注記： 

  ①メタバース：消費者が自身を映したアバター(分身)となり、デジタルの世界で現実世界とは異なる

生活を送る常時接続型の仮想空間―次世代 SNS 

  ②米ファイスブック(変更後の社名、メタ)が巨額の投資で開発 

コロナ禍や現役世代格差生み ストレス発散対応数多 

  
 出所：日経 2022.1.11 夕 

東西の緊張走るウクライナ 民謡鶴の歌声侘し 

立春に改めて読む年賀状 深き思いを汲み取りながら 

バイデンや梃子摺り見せる三重苦 コロナ・インフレ・中露外交 

ウクライナ世界の注目一身に EU 結束綻び顕わ 

資料添え住民税の申告や デジタル時代簡素化急務 

ウクライナ情報合戦火花散る 内乱続き挑発数多 

ウクライナ北京と結ぶ協定の 思惑ありや中ロ関係 

ワリエワや重圧背負う演技終え 孤鴻の少女コーチ非情や 

人類の最期の敵や人間は 感染症の敵に非ずや 
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複雑な二面相持つロシアかな 大地に文化制御及ばず 

ウクライナ侵攻迫る首都キエフ ロシアの史観兄弟虐め 

突然に憤怒の形相プーチンや 準備万端クリミヤ手本 

プーチンやエカテリーナ 2 世領土 中興の祖の夢追い人に 

 注記：当時最大の領地に拡大、アラスカ、満州、トルコなどまで  

  
プーチンの専制行為瞥見なし ロシア革命・人民重視 

 

3 月 

デジタル化統計不正闊歩して 選挙優先事なかれ主義 

情報や統計学の欠落に 国の統計デジタル圏外 

国政にガバナンス欠く大八洲 行政監査喫緊課題 

 注記：資料後段紹介 p7 

国地方他人任せの馴れ合いに 政策実効歩留まり如何 

ウクライナ露軍侵攻蘇る 満州侵攻ソ連不意打ち 

断捨離の真逆の暮らし老境や 勿体無いにプロの視線で 

ウクライナ紛争類似キューバ危機 フルシチョフ引きプーチン進む 

 注記：核弾頭のディール 

一票の格差 2倍や大八洲 違憲合憲日本の政治 

衣に食をシェアーで削る暮らし方 大量廃棄・生産離脱 
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ウクライナ義勇兵入り外国の 倭 70人自粛呼掛け 

 注：自衛隊経験者等 

トルストイ日露戦争非戦論 理解窮すタイムズ・啄木 

  
  出所：日経 

プーチンの支援階層人曰く 貧困層にオリガルヒかな 

 注：オリガルヒ＝新興財閥。市場経済・消費財・流通市場等の未発達で」一般市民層の不満募る。 

   資源・軍需産業への異常なシフト。 

目に余るプーチン残虐ウクライナ ドイツ連立旗色鮮明 

 注：ドイツ連立政権樹立(2021 年 12 月、SPD(中道左派、社会民主党、党首オラフ・シュルツ、第一党) 

緑の党(Buendnis 90/Die Gruenen 環境政党)、自由民主党(FDP)。対峙姿勢に 

チェチェン・グルジア・クリミアに プーチン野望世界が看過  

資源高寒気団居座る今冬は 光熱費高家計直撃 

ウクライナ老婆吐露する惨状や 昔ナチスで今兄弟に 

霙降る人道回廊不安満つ 脱出目指す弱者に慈悲を 
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 出所：日経 2022.3.22 

専制と残虐性の為政者を 生む共和制ローマ・ロシアも 

 注記；共和制：主権が国民にあり、国民が選んだ代表者たちが合議で政治を行う 

セルフメディウイズコロナの時流れ ビルの確認税額控除 

 注記：セルフメディ＝セルフメディケーション 

イタリアの小さな村の物語 人・集団の在り方を問う 

 注記：毎回新しい視点から村人の付き合い方、集団とは？、自然環境、伝統、歓談、食事など我が国の

過疎化を考える上で多くの示唆、ヒントを提供している。 

｢中国美｣SNS の炎上に ブランド腐心中国侮辱 

 注記：PR に中国人モデルを使う際の表現・仕種などが話題に。東西文化・文明の認識・理解不足。特に

西洋人による東洋(ここでは中国)の認識・理解不足。 

ヨットマン堀江チャレンジ太平洋 83 のマグマ乾杯 

香港のハンセン指数大台割れ ウクライナ・コロナ想定外 

 注 3 月 16 日、2 万大台割れ 

ゼレンスキー英・米議会演説で 対ロ制裁巧みな話術 

コロナ禍も個人金融資産増 消費抑制 2000 兆越え 

FRB金利引き上げ旗幟(きし)示す インフレ抑制ポストコロナへ 

 注記：①3月 16日 FOMCで短期金利の指標であるフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を 0～0.25％

から 0.25％～0.5％に引き上げることを決定。 

    ②中期の経済見通し(2021 SEPT)では、22 年では計 7 回利上げするとの予想が中央値となった。

今年は今回を含め年 7 回の FOMC 開催が予定されている 

    ③中期見通し： 

     22 年 10～12 月期 実質 GDP 予想は前年同期比 2.8％増(前回 4.0％) 

       同上     物価上昇率予想 4.3％(同 2.6％) 

彼岸入り真冬日戻る庭の隅 新芽吹く枝蝶羽休め 

民の声言論規制ロシアから トーア(Tor)経由のツイッター咲く 

 注記：闇サイトに自社(ツイッター)ページ開設 
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電力の需給ひっ迫警報に 初めて知るや 107世界 

 注記：3 月 22 日、政府は節電を企業・家庭に要請しながら暖房使用の緊急・大幅削減を 

呼び掛けた。東京電力管内で夜 8 時以降 300 万戸程度のブラックアウトも。東北 

電力管内でも類似した事情が発生。 

寒戻り地震損傷儘ならず 東電苦悩配電の危機 

市街戦市民巻き込むマリウポリ 要衝攻防厳冬の月 

 注記①マリウポリ、ウクライナ南東部の港湾都市、人口約 30 万 

コロナ禍やサービス縮小コールセンター 民の暮らしに逆らうように 

漢江の両岸飾るレンギョウや 政権代わる韓国偲ぶ 

混合種デルタクロンの登場に リバウンド覗く危惧の憂いや 

国土戦凄惨極めウクライナ 改めて読む沖縄戦史 

火星見る新飛翔体北鮮の 日本防衛異次元世界 

 注記：火星 17 型、新 ICBM(全米に届く)。その後の米韓の報道によると旧来型の火星 15 

だった。 

宇野昌磨世界フィギュアー初勝利 コーチに応え高らかに舞う 

資源高ヒト・モノ不足鮮明に 海運・商社高値更新 

初優勝若隆景の勇姿見る 86 年振り新関脇 

AI が BC 兵器開発し 生存の危機迫る悪夢や 

 注記：BC 兵器＝生物化学兵器。神経剤 VX,軍用神経剤ノビチョック。 

コロナ下や高齢受難受診避け 健康寿命劣化の恐れ 

ガバメントアクセス是非や対企業 正当性は公共視点 

 注記：政府が企業の保有するデータに強制的にアクセスする｢ガバメントアクセス｣について一般財団法

人｢国際経済連携推進センター｣が最近関連性の有無についての基準を策定した。 

諫早の開門巡る判決に 初動行政今後の範に 

 注記：国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門を開けるよう命じた確定判決の無効化を国が求

めた訴訟の差し戻し控訴審で、福岡高裁は 3 月 25 日、開門は許されないとする国側勝訴の判決

を言い渡した。漁業者側不服、上告へ。 

オミクロン派生型急拡大や 感染対応アジアの急務 

 注記：派生型 BA.2、韓国、中国など、リバウンド 

韓国や感染率の急騰も 致死率下がりエンデミック(風土病)に 

 注記：米国の研究機関の予想とその背景 

    ①二回目接種率全体 86.7％、60 歳以上 96.7 

    ②累計致死率 0.12％ 米 1.22％ 英 0.79％、日本 0.44％ 

米国の通商権は議会持ち バイデン施策分断の鞭 

背景：大統領府が 2 月 11 日に公表した｢インド太平洋戦略｣―＊自由で開放的＊連結＊繁栄＊強靭をベー

スにしたが、具体化されていない。 

高齢者原則入院正解？ コロナ感染見直し議論 

 注記：①体力・認知機能低下②変異型｢オミクロン型｣は、現役世代では殆ど重症化しなかった③感染力

が強く高齢者施設での集団感染が続発④高齢者も軽症が多く、専門的な治療が必要な患者は少な

かった 
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4 月 

アサリもか地産偽装の絡繰りや 消費者襲う不信の嵐 

東芝にファンド群がり世論湧く 国益絡み遠き道行く 

 
英首相解散権の復活や 老大国に進取の気性 

 注記：背景 

    ①EU 離脱を巡る政治の混乱②首相の下院解散権を制限するルールの廃止を盛り込んだ議会解散・

招集法が 3 月 24 日成立 

混迷期国家健診喫緊に 統計・情報デジタル化で 

 注記：｢我が国の統計が完備していたならば、あんな無謀な戦争はやらなかっただろう｣、これは吉田茂

の三女、麻生和子さんの随想｢父 吉田茂｣から、マッカーサーに宰相が語った逸話；出所日経春

秋 2022.3.28 

新年度新成人の心意気 マッカーサー観今の評価や 

 注記①マッカーサー日本人 12 歳論(終戦直後)②新成人限定 18 歳 

世は移り漢字躍動書き言葉 変換進み当て字の闊歩 

 注記①昭和のヤンキー；夜露死苦(よろしく)、愛死天流(あいしてる) 

   ②令和の今；彷徨(うろつ)く、狼狽(うろたえ) 

中国のソロモン諸島接近や 遠く聞こえる高波の音 

 ―資金支援等の代償に部隊派遣、寄港など 

東証や市場再編期待呼ぶ 国力並みの機能発揮を 

邦銀や資産偏重投資レス 事業収益外銀遠く 

INPEX 核融合の発電に 技術を集め開発参入 

 注記①INPEX(前国際石油開発帝石)②日米欧など主要国・地域参加の国際熱核融合実験炉(ITER)2000年

代の稼働が遅れ 2025年の完成を見込む③原子核同士を合体させてエネルギーを生み出し発電す

る技術④燃料の重水素は海中に豊富で、低コストで莫大なエネルギーが得られる。 

平等か夫婦別姓不実吹く 子供の立場議論の中へ 

今を生き不安不信の世の中を 心のケアー詩歌の旅へ 

IPCC炭素半減道遠し ウクライナイシュウ石化燃料 
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 注記①IPCC＝気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)、国連環境

計画(UNEP)と世界気象機関)が共同で 1988 年設立②4 月 4 日、世界の平均気温の上昇を産業革

命以前に比べ 1.5 度以内に抑える目標達成の方針をまとめた③世界の温暖化ガス排出量は遅く

とも 2025 年には減少に転じさせる必要があるとする 

東芝にファンド群がり世論湧く 社外重役可視化の要や 

 注記：①外為法②行政介入③中核企業の在り方 

スーパーで二台のカート連れ回す 見兼ねた老女助け舟出す 

 注記：一台は持参 

サンデルの民主主義問う若者に 白熱教室老いて挑戦 

 注記①民主主義は時代遅れか②日本の学生は何故英語で話さないのか？③マイケル・サンデル、ハーバ

ード大教授④NHKTV 第 2ch.⑤現在新シリーズ(12 回)を放映中⑥米日中の学生参加 

ゲーム規制白熱教室議論呼ぶ 中国賛成日米真逆 

議論呼ぶ宿題規制中国の 米中容認日本反対 

4 回目ワクチン接種議論呼ぶ 変異型への対応指針 

 注記①世界で感染拡大のオミクロン型の派生型｢BA.2｣の有効性②FDA(米食料医薬品局)は 4 月 6 日、追

加接種について今後の方針を議論する諮問委員会を開いた③CDC(米疾病対策センター)、

NIH(米国立衛生研究所)、WHO などの専門家も参加 

統合報告書時代来て 経営・株主・社会の視点 

 注記①財務情報プラス非財務情報(CG、CSR, CIP など)②三者間の事業目的に合ったバランス③国際化

④国際サステナビリティ基準審議会((ISSB、国際会計基準(ISRB)財団が昨年 11 月設立、現在

COP26 で公表された気候変動開示と持続可能性開示のプロトタイプを基に作成作業中 

イタリアの小さな村の物語 故郷愛でる暮らし麗し 

コロナ禍にビタミン A.D不足勝ち カルシュームも採り守れ免疫 

 注記：①ビタミン A.D、カルシュームは日本人に欠ける３大栄養素②外出減で医療従事者 

ビタミン D 不足が懸念されている 

米英豪先端技術開発で印太平洋戦略重視 

 注記①三か国安全保障体制(AUKUS)の一環②日米豪印(Quad):戦略対話との関係③米印 

関係④日本の立場.GDP2％論⑤極超音速兵器・無人潜水艦⑥破断した豪仏潜水艦建造構想⑦正非 

アングロサクソン関係 

入社式人気企業や様変わり 金融・証券面影何処 

 注記①銀行よさようなら証券会社よ今日は、生保・損保(文系)健在②健在ソニー(文系・理系)、味の素、 

サントリー、カゴメ(いずれも理系)③重厚長大④一例ニトリ(文系)⑤求デジタル人材(文・理系問 

ず)⑥ワーク/ジョッブ⑦初任給較差⑧ジェンダー格差の縮小 

驚きや日本文化の多様性 妖怪・鬼出る神話・伝説 

 注記：小松和彦氏(国際日本文化研究センター名誉教授、日経｢人間発見｣2022.4.7 夕) 

     記事参照 ｢日本は自然の景観が多様で、集落ごとに地域色が強い｣ 

ジョンソンや電撃訪問キーウ街頭 白色宣伝ジョンブル魂 

 注記：4 月 9 日英首相ボリス・ジョンソンが電撃的にキーウ訪問、ゼレンスキー大統領と 

会談、更に平服で街頭に繰り出した。白色宣伝(ホワイト・プロパガンダ)；情報源公言。 

欧米・中東・アフリカ齟齬深し 対ロ戦略意味深長や 

悍ましや露軍侵攻ウクライナ エネルギー・資源デイール・思惑 
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米国や危機直面のウクライナ 国内火山分断社会 

ゼロコロナ中国社会不透明 専制対峙ウイルスの智慧 

米国の実質金利プラス見え リスク資産に負荷の遠吠え 

ロシア人海外脱出エンジニア 生活不安付き纏う中 

ジェネリック公の薦める医薬界 不正・劣悪患者離れも 

人類の生存危機やウクライナ 成す術知らず OSCE 

 注記①OSCE=欧州安全保障機構(Organization for Security and Co-operation in Europe)  

     ②1972 年欧州の国境不可侵と安全保障・経済協力を約束したヘルシンキ宣言を採択、 

全欧安全保障協力会議として 1972 年に発足。 

   ③冷戦終結後、紛争防止とその解決に向けた新機構として 1995 年現在の名称に変更。 

   ④民主主義体制の構築・強化及び基本的人権の保障と保護、武力行使の抑制における、 

加盟各国の協力と相互尊重を目的とする。本部ウイーン。 

   ⑤現在の加盟国数 57(欧米露を含め)，本年の議長国ポーランド、協力国：アジアから日本、韓国、

タイ、アフガニスタン。中東：イスラエル、ヨルダン。アフリカからアルジェリアなど 4 カ国。

オセアニアからオーストラリア。 

スーパーの駅弁祭や待ち遠し ｢海女のウニ弁｣心して待つ 

菜種梅雨霏霏として降る卯月半 マリウポリ非情砲火戦慄 

コロナ禍に咽喉受診躊躇うも 内視鏡経て御墨付き出る 

耳掃除言われるままに受診して 八十路半ばの数多(あまた)耳垢 

米寿前庭木剪定儘ならず 梢が招くここまで御出で 

水稲や有機栽培稀有の中 農家営む草との戦 

 

五月 

 
木犀や梢剪定難儀して 容姿さっぱり辺り日の射す 

皐月入り庭木を渡るシジュウガラ 営巣前に番忙しや 

ウオール街金利急騰物価高 ヒト・モノ不足不安演出 
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剪定や高木見上げ安堵かな 枝葉の重荷苦渋を察す 

高木や剪定終えて颯爽と 低木恵む慈愛の風光 

鉢求め憲法記念日ゼラニューム 父母の住まいや望郷遥か 

こどもの日隣家のバーベキュー盛り上がる 子供の歓声耳を澄ませて 

 背景：少子化で子供の声が余り聞こえてこない 

立夏来て｢ヒカリモ｣求め実篤の 公園訪ね神秘の光 

アリョンカや朝食の友円やかに ロシアの民の暮らし長閑に 

 背景：原産地ロシアのアリョンカ・ビスケット 

大谷や投打の技量超人級 勝利の歓喜球場共鳴 

プーチンやロシア革命何処へやら 十字を切って我が道を行く 

 背景①ロシア革命 1917年、ロシア正教会弾圧②現在のロシア正教会最高指導者キリル、露軍侵攻に関連し好戦的説 

教を展開、ロシアとウクライナの歴史的一体性を損なうとして｢敵｣を制圧するため当局を中心に｢結集｣を国民に呼び

かけているプーチンの盟友③正教会；各国に一つ、正教会に属するキリスト教の教会、東方正教会 

 キリスト教が生まれた中近東を中心にギリシャ、東欧、ロシアへ。別にローマカトリック教会、プロテスタントは西  

欧を中心に④ゲオルギーエデリッシュテイン司祭(89)j；ロシアの軍事作戦に反対、ウクライナは独立国家だ、彼らが 

必要と考える国家を築けば良い 

五月晴れ初雪葛(はつゆきかずら)花飾る 紅葉劣らず心和むや 

春先に蔓日日草羽交い絞め 大鉢移植自由を謳歌 

椋鳥(むくどり)や戸袋狙う攻防も 時は流れて芝生啄む 

尉鶲(じょうびたき)庭に飛来の渡り鳥 不要不急か姿を見せず 

更地化や古木の桜薙倒す 重機や無情ウクライナ似て 

納豆売りリヤカー曳いてラッパ吹き 昭和が終わり今や生協 

｢猫よらず｣庭の片隅黄蘗(きはだ)色 猫の出没看過して咲く 

 背景：猫よらず＜ヘンルーダ＞、別名コモンルー、ルー。ハーブ、オーストラリアでは猫除け草 

長良川鵜飼始めの映像に 叔母の思い出静かに流れ 

シジュウガラ宅配忙し庭木の巣 アラート凝らし囀(さえず)り聞けず 

感染者 800 万越え大八洲 死者 3万超順位上昇 

新派生免疫避難強化して 治験尻目に BA.4, 5 走る 

 背景：①国内、南ア産の｢BA.4｣ ｢BA.5｣②米国、｢BA.2｣から派生した｢BA.2.12.1｣③米ファ  

イザー、モデルナの臨床試験(治験)が進められているが、BA.4 などには効果が不 

十分である可能性もあり、切り替えの利点が少なければ現行ワクチンの追加接種 

の可能性も 

4 回目接種方針固まって 間隔期間 5カ月空けに 

 背景；①間隔期間 5 カ月以上②5 月中から開始③当面 60 歳以上と基礎疾患がある人④3 回目接種人口比 50.8％(4 月 

25 日公表の政府集計) 

風雨打ち四季薔薇花冠二輪消え 残る花皆頭を垂れる  

期待受け新・冷戦下日本国 現在価値の再評価自問 

 背景①期待に添える国力(政経財)②企業力③ビジョン・企画・価値観④成長力⑤NATO(欧米 30カ国) 

の 4 月外相理事会に日本・韓国・オーストラリア・ニュージーランドが出席、6 月の首脳会議にも？更に山崎 

統合幕僚長が近く開催の NATO 参謀長会議に出席する⑥相次ぐ欧米主要国・地域リーダーの来日 

山原(ヤンバル)の常しえの美や麗しく 生物讃歌自然を讃(たた)え 



13 

 

沖縄の復帰 50 年記念日に 戦禍・占領・犠牲者哀悼 

 背景；死者日本軍 9 万 4136 人、米軍 1 万 2520 人、住民 9 万 4000 人とされ、約 20万人 

が犠牲に。沖縄出身の軍人・軍属を含め、県民の 4 人に 1 人が亡くなった。 

沖縄の自然文化を大切に 所得向上国際視野で 

サンデルや共同富裕中国の 日中間の温度差顕わ 

 背景；①三本柱不動産開発・学習支援・IT 促進(発展理論)が変化に直面②成長低下を招く③世界価値観調査(World 

Values Survey)の動向(中国は早くに参加)：｢所得は平等であるべきだ(スコア 1)｣、｢所得は個人の努力に対するイン

センティブであるべきだ(スコア 10)｣との所得格差に対する政府の見解を示し、回答者に選択させる。 

朝食やシリアル楽し合わせ技 栄養・食感ホテルを超えて 

物価高円安輸入追い打ちで インフレ懸念金利吊(つ)られて 

侵攻が揺さぶり掛ける労組界 ITUC(国際労働組合総連合)狭間の苦渋 

 背景；①ロシア独立労働組合連盟(FNPR)＜会員 2000 万人＞が侵攻支持②G7 の労働代表(L7)がこれを問題視③

ITUC:163 カ国・地域が参加、L7、FNPR も加盟④国家・労働組合の政治力学 

感染や北朝鮮の対応に ゼロコロナ策参考ありや 

 背景①ゼロ主張一転、5 月 13 日夜以降 1 日で新型コロナウイルスの感染が疑われる新たな発熱者が約 29 万 6180 人

に上った、と朝鮮中央通信が発表。15 人が死亡、死者の累計は 45 人となった②国家非常防疫司令部によると、4 月

末から 5 月 14日午後 6 時までに発熱した人の総数は 82万 620 人余り、このうち約 32万 4550 人が治療中。 

政権に揺さぶり掛ける難儀の世 危機対応に同盟・対話＊ 

 背景：①英独の地方選敗北②ウクライナ支援、インフレ対応、エネルギー問題、景気対策 

フィンテック金融資産運用に アプリ向上個人を魅了 

 背景：①フィンテック：金融とテクノロジーの融合②個人がスマホの活用で金融資産の一覧性・最適バランスを追求

③日本人は一人当たり約 10 の銀行口座を持ち、証券口座数は全体で 3000 万程度④マネーフォワード(2012 年開始)

は現在利用者 1282 万人、この 4年で 2倍、みずほ銀行(個人口座)の約 2400 万の半分程に、世界的潮流に⑤リスクに

注意⑤日本の個人金融資産 21年末で 2000 兆円、うち預金が 54％。福田首相の｢金融資産所得倍増プラン。 

朗報やコロナジェネリック途上国 特許開放費用激減 

 背景：①新型コロナウイルス治療薬が 30 分の 1 費用で後発薬の生産開始②米ファイザー(飲み薬タイプのコロナ薬

｢パクスロビド｣)、メルクがアフリカなど低所得への供給に限って、特許料を徴収せずライセンス生産を認めた。世界

の大手後発薬メーカーが生産する③ファイザーは医薬品の公平な供給を支援する国際組織｢医薬品特許プール

(MPP)｣の仕組みを活用、後発薬の製造・販売を認めるライセンス契約を MPP と結んだ④パクスロビドは 1 回の治

療費が 529 ドル、特許料なしのジェネリックで同 20 ドル前後⑤後発薬メーカーはインド、中国の企業が多く、生産

拠点の偏りが目立つ、今後は新興国の医薬品製造力をボトムアップし、グローバルナ防疫体制の構築が鍵となる。 

悍ましや死の商人が跋扈して 兵器向上ヒト・モノ破滅 

 背景：①新型コロナウイルス感染症の脅威下でも、国防費増加。2021 年に日本は 7.3％、シンガポール 7.1％、韓国

4.7％、オーストラリア 4％(ストックホルム国際平和研究所 22.4月下旬、日経 2022.5.15)②ウクライナ戦線における

トルコ製兵器が世界的実践評価③トルコ製 T129 攻撃型ヘリコプター(政府系トルコ航空宇宙産業：TAI とイタリア

の防衛大手レオナルドとの共同開発)、その他ドローン兵器④特色、技術移転・現地生産も：迅速性・地域性を重視し

た現場主義⑤日本の動き：防衛装備品輸出規制(防衛装備移転三原則 2014 年)の緩和へ。戦闘機・ミサイルでも個別

に協定を締結した国が対象(6 月の経済財政運営の指針(骨太の方針)に盛り込む、今年末の国家安全保障戦略の策定

後、移転三原則の改定か。ウクライナ侵攻では特例で防弾チョッキ・ヘルメットなどの攻撃能力のない物資を提供。 

ウクライナ改革迫る NATO/EU ドラギ首相の姿勢輝く 

背景①露軍ウクライナ侵攻②イタリアは経済規模で、独・仏に次ぎ、エネルギー輸入でロシアに大きく依存②ショル

ツ(独首相 SPD)、ドラギ首相の前任者はプーチン大統領との融和を検索、経済的絆を育んだ③ドラギ氏は国民に

｢平和｣と｢エアコン｣の選択の必要があると告げ、プーチン氏とは外交を通した問題解決は難しいのでは・・・、

とした④｢現実的な連邦主義｣なる EU の抜本的改革案を提示⑤FT(日経 2022.5.18)ワールド・ニュース・エディ

ター、アン＝シルベーヌ・シャサニー氏の論評参照 
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シン・フェイン第一党に躍り出て 英政界に暗雲再度 

 背景①前頁＊参照②2022.5.5の英領北アイルランド議会選で隣国アイルランドとの統一を訴えるシン・フェイン党が

史上初めて第 1 党になった。同党は過去の北アイルランド紛争で、英各地でテロ活動を行ったアイルランド共和軍

(IRA)の政治団体が前身③筆者がロンドン駐在時代に関心を持った課題 

侵攻が世界経済疲弊呼ぶ 長期化孕み恐慌リスク 

ニンニクの容姿不揃い日本産 アグリビジネスハイテク技で 

兵・民の激戦攻防マリウポリ 歴史に刻みヴェルダン偲ぶ 

 背景：①第一次大戦下(1926.2-12)西部戦線フランスのヴェルダンの戦い②独仏合わせ 70 万以上の死傷者③この間東

部戦線でロシア軍、そして英軍のソンム攻勢で独軍はヴェルダン攻略を中断③旧制浪速高校寮歌｢浪速の友に｣第一節

｢麦生(むぎふ)の床に百鳥(ももどり)の/声は平和を名のれども/ベルダンの野に夏草や/つわものどもの夢の跡/血に

コクリコの花咲けば/文化のほこり今いずこ(作詞：辻村鑑、漱石の高弟、浪速高校の教師、校長と対立学校を去る) 

モモンガや子育て忙し北国の 幼児丸めて愛の巣渡り 

背景：外敵を避けるため高木の洞穴の巣を何回も変える 

米株や景気警報下落呼ぶ 8週連続 90年振り 

 背景①5 月 19 日週間で 934 ドル(2.9％)安：ダウ平均株価②世界恐慌中の 1932 年以来 90 年振り③約 40 年振りの高

インフレ抑制で FRB が金融引き締めに急転換  

 出所：日経 2022.5.21 夕 

4 回目ワクチン接種始まって 医療従事者処遇や如何に 

 背景①順位は？②有料/無料③医療行政の開示不足④オミクロン変異種対応ワクチン不在、在来型ワクチンの有効性

は限定的、現状ではそれでも接種がベッター？ 

構想や｢コロナ特会｣宙に浮き 選挙を前にいつか来た道 

 背景①債務区分/復興基金/増税など欧米との違い②東日本大震災時(4 カ月後の決定、規模約 30兆円<特会>復興債用

に 25 年、2.1％増税(13年から)③今回は総額も未定 

ウクライナモノ・カネ支援エンドレス 欧米進み日本は如何に 

 背景①既存の総額・内訳・拠出先・財政処理等の継続公開②EU 共同債構想 

3 カ月戒厳令の延長に ウクライナ行く苦渋の足取り 

 背景①2 月 24 日戒厳令、これまでは 1 カ月の延長②プーチン政権は東部ドンバス地方を｢歴史的領土｣として制圧を

目指す中ゼレンスキー政権も、長期戦は不可避と判断した模様③ドンバス地方の内ルガンスク州でウクライナ軍支配

地域として残るセベロネスクなどがロシア軍の激しい攻撃に晒されている④一方で喪失領土の 4 分の 1 が奪還され

ている 

快適な暮らし支えるエアコンや 年に一度の掃除身を入れ 

エアコンの粉塵の山驚きや トリセツ頼り最善尽くす 

 背景①古い機材ほど手入れ・掃除などが大変②最新物は性能が向上・自動掃除機能付きで快適。それでも年一回の点

検は必要、部品の代替在庫が無いケースも③メーカーの違い・同じメーカーでも機種がやたらと多い・価格に大きな
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差；何故ここまで必要か・国産か日本メーカーの海外生産品？購入時には綿密なチェックが必要、値段との兼ね合い

では、どの機能を重視するかなどの選択技も④機能・性能重視の際には外機の寸法も配慮する事：従来型より相当大

型も・壁穴の口径にも注意 

 

ジョンブルやコロナ共生先導者 規制解除にロンドンが湧く 

 背景①イングランドで規制解除から 5 月 24 日で 3 カ月経過、感染でも隔離義務なし②マスク着用は 0 に近いオミク

ロン型の変異種の流行が下がり、一般の風邪と同じ位置づけで経済・社会活動を通常に戻そうとしている③足元の陽

性患者数が 7000 人程度に、欧州過去国が注視④老大国にどこから進取の気性がでるのか 

アイペフ(IPEF)やアンクルサムの始動かな 経済枠に 13カ国 

 背景①Indo-Pacific Economic Framework(インド太平洋経済枠組み)、バイデン政権が打ち出した構想、米日韓印など

が参加、台湾は不参加②世界の GDP の 4 割を占める地域での米国のリーダーシップ拡大を狙う②協議分野;貿易、供

給網、インフラ・脱炭素、税・反汚職。分野ごとに参加国が替わる④関税引き下げを含む貿易協定では、米議会の承

認が求められるが現在与野党野共反対、また米国の TPP 復帰は政治的に無理⑤関連する国際間の枠組み；TPP、RCEP 

 ⑥米通商代表部(USTR)のタイ代表は 5 月 27日日経との単独インタービューで、参加国がデジタル貿易などの分野で

ルールを監視する仕組みを検討するため、夏までに正式交渉を始める意向を示した。 

  

アザレアの剪定に見る表裏かな 破顔支える枯れ小枝群 

コロナ禍が医療改革叫べども 何故に進まぬいつか来た道 

 背景①規制改革推進会議；3 分野｢人への投｣、｢医療・介護・感染症対策｣、｢デジタル基盤｣など②ここでは医療の非

効率改善(タスクシェア・シフトなど)③政策課題を議論するがそのプロセスと答申の乖離に問題④その他この種会議

が多すぎ、｢経済財政諮問会議｣、｢税制調査会｣、岸田首相の｢全世代型社会保障構想会議｣、｢新しい資本主義実現会

議｣など⑤他の先進国に遅れが、会議は踊る、されど進まず 

中国の不動産株続落に ゼロコロナ策追い打ち掛ける 

 

六月 
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鋭角に急旋回や蝶の舞 ウイズコロナの不安を抱え 

最終の山友会や文集を 心して読む数多の出会い 

西行きの太平洋の横断や 最高齢の青春堀江 

 背景①堀江健一 83歳、単独無寄港の成功②3月 26 日(現地時間)サンフランシスコ出航、約 8700 キロを航行、6月 4

日午前 2 時 39分にゴール地点の紀伊半島沖に到着、あっぱれ！ 

成功の影に人ありチーム力 ハイテクヨット堀江の支え 

サル痘やパンデミックの学習で 検査・治療を欧米並みに 

 背景①WHO6 月 1 日現在欧州、北南米、中東など 30 カ国、550人以上の感染報告。死者ゼロ②狂犬病と同じ｢4 類感

染症｣③現在検査カ所 1，治療薬未承認、ワクチン接種未確認④症状；潜伏期間 7～21 日(平均 12 日)、発疹、発熱、

発汗、頭痛、悪寒、咽頭通、リンパ節の腫脹。その後水泡、膿疱、痂皮。重症例では天然痘と臨床的には区分不可 

臨調でアナログ規制一掃を デジタル化行く茨の荒野 

 背景①政府は 6月 3 日デジタル社会に合わない｢アナログ規制｣の撤廃計画を決めた。岸田首相は社会のデジタル化を

阻むアナログ的規制を 3 年間で一掃すると強調した②1 万ほどある法律や政省令うち、アナログ規制と判断したもの

は凡そ 5000 条項、まずはその 80％に当たる 4000 程度を改正する③首相の発言、[新たな成長産業の創出、人手不足

の解消、生産性の向上、所得の増大の実現]、規制の一括見直し案では期限は明示されず、書簡各省庁と調整し、9月

までには廃止時期を取り纏める④政府は撤廃するアナログ規制を 1.目視規制 2.実地監査 3.定期検査 4.書面掲示 5.常

駐専任 6.対面講習 7.往訪閲覧に分類した    注記：川柳 6月 13p.並びに前頁下から 2 項目｢コロナ禍が医療改革

叫べども・・・・・・・｣参照 

欧米やウイズコロナの支援切る 反応鈍し日本の公助 

 背景①EU が臨時補助措置を 6月末で終了②日本関係者の関連汚職 

 出所日経：2022.6.6 

コロナ禍に海外株へ個人向く 投信経由 8兆円超 

 背景①2021 年海外株投資額 8 兆 3 千億円(日本株 280 億円の約 300 倍)②企業(直接投資)も個人も海外好み、日本の

トータル制度設計を問う③一人当たり GDP 比較(2021 年、IMF、ドル)；6 位米 69231、18 位独 50795、22 位英 47203、

23 位仏 44853、28 位日 39340、29 位伊 35473、30 位韓国 34173、32 位台湾 33775、65 位中国 12359、66 位ロシア

12198④岸田首相のエクイテー投資 

高齢化終の棲家や不安増す 治療・介護に修繕費増 

 背景①コロナ禍・露軍侵攻で諸経費急増②二階から一階へ暮らしの移動③その他インフラ買い替え・補修③ホームの

選択④単独世帯の増加、入居拒否感の増加。下記図表の出所：日経 2020.6.5 
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ハードル超え新幹線のリニア式 知事の同意で最終コーナー 

ウクライナ戦闘長期化避け難く 経済疲弊弛む結束 

骨太の方針映える内閣の 言葉の綾に執行力問う 

民主主義中間所得層ありて 所得格差が基盤を左右 

アセアン(ASEAN)や世界二分に直面し 国益優先第三の道 

摩訶不思議大病院の待合で ボード空白指定時間に 

倒産や調剤薬局急増に コロナ禍映す処方箋減る 

 出所：日経 2022.6.11 

ウクライナ長期化映える新ファング 世界経済疲弊指標は 

 背景①新 FAANG＝｢FAANG2.0｣(Fuel(燃料)、Aerospace and defense(航空・防衛), Agriculture(農業), Nuclear and 

renewables(原子力・再生可能エネルギー), Gold, metals, minerals(金、金属、鉱物)②FANG(Facebook, Amazon, Apple, 

Netflix, Google の米 IT 企業)③GAFA(Netflix を除く四社)④GAFAM(GAFA+Microsoft)⑤社名変更ファイスブック

→メタ(Meta)。 

  特記事項：①2 月下旬パンカメ研究所はウクライナ侵攻が｢世界経済に地殻変動をもたらす｣として｢新たな世界を映し

出すもの｣として公開 

 出所：日経 2022.6.12 

ロシアの地社会主義国家崩壊し 民族主義の回帰熱出る 

感染症危機管理庁新設で 組織一元執行フォローを 

沙羅双樹朝咲き夕べ散る姿 苔むす庭に花蘇る 

洗濯機サプライチエン混乱し 娘の情報ブレークスルー 

老齢化家庭インフラエッセンシャル チェック・買い替え家族の智慧で 

歳行けば暮らし情報エッセンシャル 時流の中で右往左往や 

洗濯機サイズ気になる買い替え時 若き職人技・ユーザー目線 
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思い出せ 70年代日本国 ダイナミズムやエズラ・ヴォーゲル 

 他の面：①1974 年狂乱物価(消費者物価 20％超②この年初めて経済成長がマイナスに(高度成長の終焉)③絶望ソング 

(昭和枯れすすき；｢時間ですよ・昭和元年｣の主題歌)④ノストラダムスの大予言(本作者五島勉.1973年、映画舛田利

雄監督 1974 年) 

マスク罵詈(ばり)悪魔の化身 ESG テクノ長者のツイッター弄(いじ)り 

 背景：イ―ロン・マスク、テスラの CEO 

米国の分断顕わ中絶や 是非の判断州に委ねる 

 背景：①バイデン大統領｢悲惨な誤り｣、6月 24 日の米連邦最高裁の人工中絶に関する違憲判決について②世論調査：

NPR 賛成 40％、反対 56％。CBS賛成 41％、反対 59％③中間選挙の関心事 

超党派乱射事件の続発に 銃規制強化米社会行く 

 背景①28 年振りの規制強化②バイデン大統領｢記念すべき日｣と評価、6月 25 日大統領令に署名 

派生型｢BA.4、5｣オミクロン 感染増に接種の薦め 

米国の中間選挙予想見る 野党優勢トランプ派候補 

 背景①11 月 8 日米中間選挙；連邦議会上院の 3 分の 1 と下院の全員、多くの知事②トランプ派候補、トランプ人気

で勝率 9 割②高インフレの影響も 

悩ましや世界秩序の混迷期 米政界に高齢化論 

(了) 

  


