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THE THINKERS 新年放談会_対談録 

2023年 1月 5日 

新年のご挨拶と今年の抱負 

磯「はい、それでは 2023年、一発目のシン・オープン・ラボチャンネルの動画を始めてい

きたいと思います。イエーイ。」 

 

小平「よろしくお願いします。」 

 

磯「では最初に一人ずつ新年の抱負を。そういう正式なお話しからしていこうかなって思う

のですけど、大丈夫ですか？」 

 

小平「じゃあ、殿（中島）から。」 

 

中島「はい。新年の抱負。皆さん、明けましておめでとうございます。今年の抱負は、古希

を無事に 11 月の誕生日に迎えるというのが私の今、夢でございます。じゃあ、どうするの

という話になると、そろそろ引退かという声もあるんですが、それは人生 100年、120年と

いうことになってきたので、あと 50年、頑張ろうと。再スタートを切りたいと思っており

ます。ぜひ、よろしくお願いします。」 

 

磯「よろしくお願いします。」 

 

小平「素晴らしいですね。」 

 

磯「素晴らしいですね。」 

 

小平「新年、明けましておめでとうございます。小平でございます。素晴らしい殿の発想で、

このシン・オープン・ラボチャンネルが新しく生まれ変わって、どんどん進化していくとい

う。新しい 2023 年をより活性していきたいなと。メディアの人間なので、楽しいこと、自

分が伝えたいことを積極的に出していって、みんながプラスになるように、楽しい時代にし

たいなと思っています。ネガティブなことばかりをメディアは言いますけども、僕たちはも

っとポジティブに接したいなと思っていますので、殿、一つ、よろしくお願いいたします。

皆さんもよろしくお願いします。」 

 

磯「よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私の 2023 年の抱負は、まず私、

このシン・オープン・ラボというところで、Z世代の分散型自立組織という形で、シンカー

ズクラブ（THE THINKERS CLUB）というものを、小平さんや中島さんにご協力いただいて、
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いろいろやらせていただいております。去年の 4 月から休学をしていて、今年の 4 月から

大学に復学をするので、まずは卒業に向けて、ちゃんとゼミとか、単位とか、卒論とかをや

って、ちゃんと卒業するというところが今年の目標になります。普通になりますが、どうぞ

今年もよろしくお願いします。」 

 

小平「頑張ってください。」 

 

年末年始の過ごし方 

磯「はい、ということで、ちょっと真面目なお話をしたところで、年末年始、皆さん、どん

な風に過ごしてたかなっていうラフなお話を。」 

 

小平「どうですか。」 

 

中島「年寄りは大体、寝正月って決まっています。」 

 

小平「ですよね。僕は自分の部屋でこもって、好きな、年末からテレビを見たり、映画を見

たり、なるべく空気が偏らないように装置を付けて、窓を開けて換気を良くして、シューっ

ていう機械を付けて、寝正月していました。」 

 

中島「シャバに出てきたから。」 

 

小平「そうなんです。」 

 

中島「年末、そのちょっと前は大変だったからね。」 

 

コロナ療養からの学び 

小平「コロナにかかっちゃいまして、ホテルに缶詰め。でも、いいですよ。3 食昼寝付き。

止められないなっていう。弁当がいまいちで、あれが昼に崎陽軒のシウマイ弁当で、夜にカ

レーかなんか出てきたらそれでいいかなみたいな。」 

 

中島「なるほど。崎陽軒が出たんじゃないんだ。言ってくれりゃあ届けたのに」。 

 

小平「出なかった。でも、立派でした。日本政府というか、都もそうだし、非常に規律正し

く、すごくいい、人生の中でこんな経験はできないという。びっくりしちゃいました、本当

に。いろいろ考えて。」 
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中島「なんか出なかったの？ 格言みたいなの。」 

 

小平「無でしたね。」 

 

中島「無。素晴らしいね。」 

 

小平「無で、なるほどだな。生きていくっていう、朝日が見えることがうれしかったり、そ

れから全てコントロールされていますから。あと、必ずデジタルマインド、IT スキルがな

いと今から生きていけない。」 

 

中島「どうして？」 

 

小平「スマホに登録していくんです、毎日。朝 7時にぴんぽんぱんぽんっと、体温を測って

ください、酸素を測ってください、脈を取ってください。」 

 

中島「自分でやるの？」 

 

小平「データを全部、自分で打ち込むんです。僕は両方、持っているので、パソコンでばば

っとやったけれども、普通の人はスマホでしかできない。あれがもし、ガラケーだったら大

変なことになって。でも、ガラケーの人も看護師さんに毎回、電話するんです。だけども、

それは大変で、順番待ちだったり。」 

 

中島「やることないんだから別に待っていりゃいい。」 

 

小平「IT スキルが高くなきゃいけない。それは年取れば年取るほど、スマホを利用してコ

ントロールされているんだったらそれにうまく乗っていくというか。それと、ハイスピード。

そういう時代じゃないかなって。だから僕ははっきり言って、すごくデジタル持っていって、

徹底的に楽しみましたよ。Amazon Fireまで全部、持って行って、大画面で映画を見ていま

したもん。そんなので、人生勉強をあらためてさせていただきました。」 

 

ITスキル、デジタルマインド 

中島「今の面白いのは、IT 技術を持たないといけないんだ。」 

 

小平「そうです。」 

 

中島「IT技術イコールスマホ？」 
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小平「スマホ、それから端末をどうやってうまく使っていくか。それをうまくコントロール

できる自分のアイディアです。調べたら全部、出てくるんです。それをどういうふうに調べ

ていってつないだらいいかとか。ビジネスホテルに泊まって、いろんなコントロールしてい

くんですけれども。ですから、スマホは目覚まし時計も入っているし、自分を撮ることもで

きるし、本当は撮っちゃいけないんですけども、記録は自分でしておいて。あとは外部との

コミュニケーションはスマホでどんどんできるし。それから調べ物が結構あったので、それ

は非常に役に立ちました。」 

 

中島「それは意識してスマホが使えるようになったの？ それとも面白くて使ってきた

の？」 

 

小平「はっきり言って面白くて使っていました。僕はジョブズとそれなりの関係を持ってい

たんで、ジョブズが作った iPhoneを使い倒してやろうと。」 

 

中島「それは僕らの年代とすると、古希を迎えるような人からすると例外だよね。」 

 

小平「そうですかね。」 

 

中島「ですよ。」 

 

小平「そうですか。でも、殿も使ってらっしゃるじゃないですか。」 

 

中島「私はお仕事があるので。あと、若ぶりたいという。」 

 

小平「大切ですよ、それ。」 

 

中島「若ぶりたくて一生懸命、小学生に教わりながら。ちょうど年末にエマニュエル・トッ

ドという人が『我々はどこから来て、今どこにいるのか？』という本を出していまして。こ

んな分厚い本を 2 冊も間違って買ってしまったんです。人類の歴史からずっと現代まで書

いてあって、いいこと言っているのは、今、経済とか政治の側面でしか社会を捉えてないん

だけど、実はそうじゃないんだと。家族制度とか教育とかいうところがポイントなんだとい

う話が書いてある。その中に識字化、要するに字が読める。一体、人類はどのパーセンテー

ジ、字が読めるようになってきたかという話が一つあるんです。その話、聞きたい？」 
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識字化から世代を読む 

小平「文字があるから、それをコミュニケーションとして伝えていくことができたってこと

ですよね。」 

 

中島「でも、それが社会に普及するということの問題。例えば、彼が言っているのは、ルタ

ーの宗教改革によって、グーテンベルクの印刷がされた。」 

 

小平「結局、そういう宗教の聖書を印刷したかったんだ。」 

 

中島「したけど読める人がいない。これは大変な問題で、何をやったかというと学校を作る。

それを使って読める人を。するとあるときからドイツの男性の 7 割ぐらいが読めるように

なった。ところが女性は 2割。これが男女差別につながっている、ずっと。」 

 

小平「なるほどね。」 

 

中島「僕はそれをずっと読んでいて、スマホを今、使えるか使えないかというのは世代間問

題なんです。そのときもそうなんですけど、若い世代は読めるわけ。どんどん増えている。

若いときから読んでいて、それから上の世代が亡くなっていくときに社会に、非常に文字が

読める文化が生まれてくる。今、西欧とかアジアの一部はほぼみんな男女も読める。まだア

フリカが足りてない。これがキャッチアップできた段階でアフリカが変わるって彼は言っ

ているのだけど、それは文字という話でね。それに基づく、今度はデジタルスキルとしての

スマホ。使える年寄りは別として、使えない年寄りはすごくいて、若い世代はほぼ小学生か

ら使っているから、桁違いの量の使いこなし方をしてらっしゃる。その世代が上がってくる。

社会を占めてきた段階で、世の中はまた変わる。それを Z世代という。Z世代よりもうちょ

っと若い世代は生まれたときからスマホがあるわけ。カナちゃん、一体いくつからスマホを

使っているの？」 

 

磯「スマホは中学生くらいから使っています。」 

 

中島「中学生でしょ。カンニングもできるわけだよね。」 

 

磯「やったことはないですけど。」 

 

中島「そうでしょ。だから、覚えることの意味が変わってきわけ。無意識のうちに全部、変

わっているの。今の小学生と会うと、覚えるという行為が何の意味があるのという議論から、

小生意気な小学生と戦っているわけ。」 
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小平「でも、覚えることよりも重要なことはたくさんあって、そっちで特化していったらい

いんじゃないですか。考えることとか。昔は覚えること多かったじゃないですか。」 

 

中島「でも、そうでもない。人間は頭の中に全部一回、入れてから考え直しているから、こ

のままほっとくと、若い世代は情報化社会で洗脳されちゃうんです。ネットで見るのは自分

の好みしか見ないわけ。つまらない学校の教科書的なものは飛ばすんです。面白いほうにい

っちゃう。それはそれですごく膨大な情報量なんだけど、いびつになるわけ。これから人間

としてのバランスを掴むための方法論は今、提示されてない。Z世代は。だから、いびつな

人たちがどんどん出てくる。ものすごく詳しい領域と、全く社会常識を。エレベーターでエ

チケットのない人たちとか。」 

 

小平「教えてもらってないから知らないってことですよね。」 

 

中島「そう。外国人が日本に入ってきて、何だ、このマナーの悪さっていっぱいあったじゃ

ないですか。それと同じことがもっと社会的に起きてくるのが一つ。それと、使いこなした

ほうが金持ちになっていくと。これはエマニュエル・トッドが言っている。学歴がすごく重

要視されている。日本はあんまり学歴、関係ないけど、関係あるかな。」 

 

小平「どうでしょう。やっぱりボディーブロー効くんじゃないですか、学歴。」 

 

中島「すごくあって、東大を頂点とした優秀なエリートが社会を動かしていくのに、このバ

ブル崩壊も彼らエリートがやったし、その後の復活の作戦は全部、失敗しているし、みじめ

な状態になっている日本は全部、このエリートが作っている。」 

 

小平「ですよね。」 

 

中島「だけど、崩れないんだよ。」 

 

小平「でも、それにあんまり期待できないな。」 

 

中島「何が？」 

 

小平「エリートに。」 

 

中島「期待しないのがこのシン・オープン・ラボですから。」 
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小平「出ました。期待してないですね。だから、おりこうさんで要領良く勉強した人はいら

ないと。何かを考え、常に勉強している人がウェルカムですよね。」 

 

中島「そう。行動して生活している人が全てだと思っている。重要なんです。」 

 

小平「難しい。僕はずっとフリーランスなんだけど、会社組織に入った人たちとわれわれフ

リーランスだと全然、コンセプトが違って、どっちがいいかというと、非常に難しいですよ

ね。」 

 

中島「人間のタイプもあるんだと思うよ。小平さんみたいなタイプは珍しいんじゃない？ 

普通は生きていけないから。」 

 

小平「手相を見たら 10パーセントって言われました。日本人の 5パーセントぐらいしか持

ってない。好きなように生きている人はいない。」 

 

中島「そう。素晴らしい人生だと思うよ。うらやましくてしょうがない。」 

 

小平「大変ですよ、本当に。でも、慣れてきている。ワイルドなところに。」 

 

中島「周りがね。」 

 

小平「周りかな。自分がまひしちゃって。」 

 

中島「周りで合わせている人がちゃんと囲い込んでくれている。」 

 

小平「ですよね。でも、長年やっているとそれがまひして慣れてくる。そこのところがうま

く世の中に溶け込んでいくと楽しいことがいっぱいできるかななんて思っています。」 

 

中島「溶け込めないって。出っ張っちゃっているところが面白い。ぷかぷか浮かんでいるだ

けかもしれないけど、それはそれでいいんじゃない？」 

 

小平「いい加減なやつですけどよろしくお願いします。」 

 

中島「という世界で、新しい世代の Z世代代表、カナコちゃんはそういう話を聞いて、不思

議な世界に飛び込んだね。」 
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磯「そうですね。」 

 

小平「だって、いくつ違うの。」 

 

中島「約 50。」 

 

小平「約 50 でしょ。」 

 

磯「今、22。」 

 

小平「22、なっちゃったの？ もう。」 

 

磯「来月です。」 

 

小平「古希ですからね。こき使ってください、われわれを。」 

 

磯「いやいや。」 

 

小平「僕たちは漬物の石ですから。漬物を漬ける石。」 

 

中島「重たいんだよ。重たいのはしんどい、持つの。俺は軽石だから、良かったらお風呂場

に連れてってもらって。」 

 

小平「ちょうどいいかもしれない。足をこするっていうやつ？ 軽石で。なるほど。でも、

2人とも同じじゃつまんないからね。」 

 

中島「そう。」 

 

小平「そういうふうに僕は責任を持って、石のようにどっしりしときたいなと。」 

 

中島「それでいいんじゃないですか。私はもう軽く、若者のつもりで生きていこうと。カナ

ちゃんはこういう年寄りは一体、何が面白いの？」 

 

磯「お話をこういう空気感で聞いたりとか、いろんな方がまた来てお話をしてという空気感

が楽しかったりとか、いろいろ発見があって、こういう人間がいるんだなっていうのは。」 
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小平「絶滅危惧種ですから。」 

 

磯「本当にそうだと思います。」 

 

中島「大事に、パンダのように体調、全部、管理されて。」 

 

小平「本当ですよ。」 

 

中島「パンダと同じだよね。」 

 

小平「データ管理ですよね。」 

 

これからのカウンターカルチャー 

中島「でも、あの紅白、何が面白かったの？ 分かんない歌手ばっかり出ていたでしょ。」 

 

小平「だけど、紅白は昭和のレトロもありましたよね。あれはあれで懐かしかったし、新し

い子たち、ただグループというのがいまいちピンと来なくて。」 

 

中島「知らないでしょ。」 

 

小平「知らないのがあるかもしれないけど。」 

 

中島「認めなさいよ。」 

 

小平「でも、僕がびっくりしたのは、Apple Musicのベストワンが優里というのだったんで

す。これ、知っていたんです。」 

 

中島「自慢だね。」 

 

小平「なぜかっていうと、早稲田大学で教えていて、学生に時々、スライドショーをすると

きに、一番、学生が聞いている曲を探し出して、それを中に入れることをしていたので、そ

れが 1位になっちゃったからちょっとびっくりしました。結構、そんな若くもないっていう

か。」 

 

磯「優里ですか。」 
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小平「うん。」 

 

磯「そうですね。」 

 

小平「だからちょっと面白いなっていうのが僕のあれで。優里は紅白に出ていませんでした

けど。」 

 

磯「そうですね、今年。」 

 

中島「つまんなかったの？ 知らないやつはつまんないでしょ。」 

 

小平「グループでもともとあんまり、学芸会みたいなのはパスだなと。」 

 

中島「なるほど。知らないということがつまんなさであり、除去、自分がなくしているんで

す。見えないんです。これは Z世代も一緒なの。自分の好きなものしか見ないから、昭和が

出てきたらつまんないっていう人が多いわけ。」 

 

小平「どうでしたか、つまんなかったですか。」 

 

磯「私は正直なところ、今回の紅白は結構、楽しかったです。ちょっと違うところあるかも

しれないですけど。でも、私は工藤静香さんの曲を知っていたりとか聞いていたりとかして

いたので、そこは楽しいなって思ったんですけど、友達とか同世代の子たちと話していると

分かんないみたいなこととかは結構あった。」 

 

小平「加山雄三が出てきちゃったりしてね。」 

 

磯「そうですね。」 

 

小平「僕なんかすごい人だと思っていましたよ。頭はいいし、運動はできるし、歌を歌って

スキーはできるし、何でもできる。スーパースターですよね。こんな人、世の中いるのかと

思いましたよ。」 

 

中島「若大将に憧れて青大将になっちゃったよ。」 

 

小平「そうなんです。」 
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中島「大体、振られる役。」 

 

小平「すき焼き屋かなんかでね。」 

 

中島「そう。今度、行こうよ、あそこの店。」 

 

小平「いいですね。」 

 

中島「まだ残っているんだよ、浅草に。」 

 

小平「面白いですよ。必ず若大将シリーズと、キングコング対ゴジラとか、そういう東宝の、

冬休みに映画の。」 

 

中島「2本立てね。」 

 

小平「2本立て。見ました？」 

 

中島「見た。」 

 

小平「僕も見ましたよ。」 

 

中島「ごめん、同じ年だから。俺に振らないで。」 

 

小平「エレキギターってあれ、なかなかすごいなって。あの当時、ビートルズをまねてああ

いうのが出てきて。僕なんかは正直、信じられないでしょうけど、ビートルズは不良だと学

校で教わりましたよ。あんな髪の長い。」 

 

中島「そう。」 

 

小平「見ちゃいけないって。」 

 

磯「そうなんですか。」 

 

中島「僕のところは厳しい仏教学校だったから、まず、髪の毛、伸ばしちゃいけない。文化

祭でエレキギター禁止。そういう時代でしたよ。」 



12 

 

小平「坊主だったんですか。」 

 

中島「入学したときは坊主だよ。坊主の学校だったから。そうだ。その坊主で思い出した。

紅白の審査員。西村宏堂くんね。出たじゃない。どうでした？ 初めて見たんじゃない？」 

 

磯「そうですね、初めて見て。」 

 

中島「きれいなお坊さんだったね。」 

 

磯「いろいろ、アクセサリーも綺麗にちゃんとやっていて。」 

 

中島「メーキャップ。」 

 

小平「審査員、審査員って盛り上げなくて、うまい具合に同化していたような。NHKも気を

遣ってやっていたんじゃないかと思う。非常に幅広く放送したいっていう人が見ているか

らね。ちっちゃい子も見てほしいだろうし、それからおじいちゃん、おばあちゃん、一緒に

見ているからということを気遣っていたんじゃないかなみたいな。」 

 

中島「彼とは 4年前に会っているの。」 

 

小平「そうなんですか。」 

 

中島「彼が表に出てきたのは僕の友達が日本仏教会で、彼を引っ張り出したの。LGBT、性差

別やめようと。仏教には差別はないんだと。」 

 

小平「ですね。」 

 

中島「だからいいとだって、カミングアウトさせて、表に出してきて、そしたら日本中のお

寺から、実は僕はゲイですというお坊さん、いっぱい出たの。でも、彼ほどきれいじゃなか

った。」 

 

小平「そうですね。でも、もっと自由に生きていくのはいいかもしれないね。」 

 

中島「そこはすごく重要で、何が言いたいかというと、時代はそこに流れてきたの。NHKで

すら。だって昔はグループサウンズを出しちゃいけなかったんだよ。タイガースも出られな
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かった。」 

 

小平「でしたかね。不良グループみたいな？」 

 

中島「そう。髪の毛が短い、ブルー・コメッツだけは出られた。」 

 

小平「おじさんたちは OKだ。」 

 

中島「あの時代。」 

 

小平「背広、着てね。」 

 

中島「だから、そういうときに、二つの大きな違いがあるわけ。さっき言った、スマホを使

いこなせるかどうか、デジタルスキルをちゃんと持てるかどうかというのと、差別はいけな

いんだということを全員が認め出したの。あのお堅い NHK が彼のような者を出すというこ

と自体がすごくて、これは時代の一つの流れなんだよね。今や女性の方が優秀になったらし

いよ。学力テストも。」 

 

小平「と思います。真面目に勉強しているもんね。」 

 

中島「それはそうだよね。僕らが小学生のときからリーダーは女の子だったよね。家庭もそ

うでしょ。」 

 

小平「もちろん。家庭ももう完璧にコントロールされていますよ。だから、昔は違っていた

のに今はもうなぜかそのほうが楽っていうか、スムーズにいく。」 

 

中島「それなのに日本の女性の社会的地位が世界で 125 番目とか、そういう状態なんだよ

ね。そうすると、これから何が出てくるかというと、僕がテーマにしている環境、地球にや

さしいことが基準になって生きていくと、新しい道徳が始まり出したんだよ。新しい技術と

してスマホというものが出てきたということを、あらためて僕は、1人、紅白を見ながら感

じていたわけです。」 

 

小平「でも、誰が順位を付けているか知らないけども、僕は、日本は決して女性を蔑視して

いるつもりもないし、アメリカはアメリカで大変ですよ。女性が強過ぎちゃって。逆にそれ

で弊害が起きたり。だからバランスのいい、お互いがお互いを人間として認め合って、仲間

のために一緒に仕事をするということを日本はもうちょっとうまくやっていければ、すぐ
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日本は挽回できるんじゃないかなと。日本人の愛に対する気持ちというのかな。これはすご

くいいと思います。その辺も今年はより私は追求していきたいし、私のモットーとする愛と

友情のコラボレーションもシン・ラボでより強くしたいなと思っております。」 

 

これからのシン・オープン・ラボについて 

中島「カナちゃん、感じたこと同じ？」 

 

磯「そうですね。ここにいるとすごい、お二方が優しくラフに接してくださるので、すごい

お話もしやすいし、この場所自体にも来やすいなというのはお二方のおかげだなと思いま

すし、シンカーズクラブという形でいろいろやっていくんですけども。」 

 

小平「そうね、楽しいことしたいですね。それは殿の力量ですけども、若い Z世代の人たち

がここに集まってきてくれて、腰掛けじゃなくて、ここはずっといたいなと思えるぐらいの

場所にしたいなっていうか。」 

 

中島「そのためにはわれわれが。」 

 

小平「あんまりでしゃばらない？」 

 

中島「嫌われないように。要するに、あまり、おもねるという意味じゃなくて、何だ、普通

のおやじだったんだと思われないように、魅力的なおやじで位置付けると若く居られると

思う。」 

 

小平「いいですね。両極端でいいんじゃないですかね。」 

 

磯「そうですね。」 

 

小平「会社の経営者。僕はクリエイターとして。いいバランスが取れて、ずっと仲良くして

ください、本当に。カナちゃんもよろしくお願いします。」 

 

磯「こちらこそ。」 

 

中島「ということで、愛と友情の。」 

 

小平「コラボレーション。愛と友情のコラボレーションをみんなとやりたいです。」 
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中島「ということで。」 

 

磯「ということで。」 

 

小平「今年もよろしくお願いします。」 

 

中島「よろしくお願いします。」 

 

磯「よろしくお願いいたします。」 

 


