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脳がちゃんと働いているとは？

ピカイチ生活経営塾 2019

『バカのものさし』 （2018.02.10 養老孟子）より

脳がちゃんと働いているとは、
入力と出力がしっかりループしているってこと

要するに、五感として刺激を「入力」し、その結果を「運動」として「出力」している
のが、脳の働きだということになります。

ところで、入るほう、つまり「入力」は、五感で行われるので五つありますが、出
るほう、つまり「出力」は、筋肉を収縮させるということだけしかありません。

ここでもうひとつ大切なことは、筋肉を収縮させる、つまり動かすということは、
かならずその外部に影響を与える、あるいは外界が変化する、ということです。

また、そうやって、何かを「する」という出力は、かならずそれにともなう入力また
は入力の変化を引き起こす、と言えます。

で、またさらに、その入力により、出力がなされる。そのくり返し。つまりここに、く
り返しのループができるということが、脳の働きの基本だということなのです。



- 3 -

自律システムと再帰性

ピカイチ生活経営塾 2019

①現象

④感知⑤補正

②判断

ひとり一人が
自分で考える

③行動

再帰（フィードバック）

自律システム

【フィードバック制御】 出力結果を目標値である出力値と比較して、
その結果を入力値へ反映させる
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正のフィードバックと負のフィードバック

ピカイチ生活経営塾 2019

①現象

④感知

負のフィードバック

恐怖＞欲望

⑤抑制

収束
③行動

②判断

①現象

④感知

恐怖＜欲望

⑤促進

③行動
②判断

発散

正のフィードバック



- 5 -

「焼け石に水」の経済対策

ピカイチ生活経営塾 2019

『強欲資本主義 ウォール街の自爆』 （2008.10.20 神谷秀樹）より

私がニューヨークにやってきたのは1984年である。

以来、アメリカ経済をずっと見続けてきたが、基本的にアメリカ経済は「バブルを
つくっては破裂させ、破裂させては金融を緩和して、再びバブルをつくる」ことの繰
り返しであった。

違いといえば、その都度バブルはより大きなものとなり、崩壊のショックも一層深
刻なものになるということだ。

バブルの崩壊を再びバブルを形成することによって解決しようとするのは、安易
かつ間違った政策である。しかし、この政策が是正される可能性は非常に小さい。

（中略）

分かり易く言えば、1680億ドルを政府が借金し、中産階級以下にばら撒くという政
策を取った。

表現を変えれば、個人が浪費のために個人の力で借金できなくなってしまったの
なら、政府が代わって借金をして現金を配るから、とにかく「浪費を続けよ」という政
策である。 そして、08年 5月から、アメリカ国民一人あたり最大 6万円程度の小切
手が送られた。
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車両保険のフィードバック

ピカイチ生活経営塾 2019

保険料

事故

運転手

もっと慎重に

割増

事故率↓

保険料

事故

運転手

もっと無謀に

割引

事故率↑

モラルハザード

破綻

負のフィードバック

正のフィードバック
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保険基金で預金を守る案

ピカイチ生活経営塾 2019

『マネーを生みだす怪物』 （2005.10.27 Ｇ・エドワード・グリフィン）より

無からマネーを創出させつつ、銀行制度を安定化させる第二の理論は、「保険基
金」を創設すべきだというものだった。

すべての銀行が拠出する保険基金をつくり、加入銀行から資金の流出が起こっ
て緊急融資が必要になった場合に援助する。現在の連邦政府預金保険公社と関
連機関の前身だ。

最初の保険基金は1829年にニューヨークで設立された。法律で各銀行は毎年株
式資本の0.5パーセントずつ、総額 3パーセントになるまで拠出することが定められ
た。

この基金の最初の試練は1837年の金融危機で、このとき、ほとんど沈没しかけた。

なんとか救われたのは、州が運河の通行料を倒産銀行の無価値な銀行券で支払
うことを認めたからだった。言い換えれば納税者が差額を埋めさせられたのだ。

保険基金の資金が枯渇すると、支払能力のある銀行が債務不履行に陥った銀
行を援助させるというペナルティが課せられた。当然、すべての銀行が無茶を始め
る。

あたりまえではないか？ 利益が（少なくともその当座は）あがれば大きいし、もし
失敗して不良債権を抱えても、保険基金が救済してくれる。このシステムは慎重な
銀行にはペナルティを課し、無鉄砲を助長する結果になった。この状況は現在の
銀行制度と瓜二つである。
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ペイオフなんて信じないこと

ピカイチ生活経営塾 2019

『その時、あなたの預貯金は本当に安全か？』 （2016.04.27 澤上篤人）より

その 660兆円の預金を保証するのは預金保険機構である。預金保険機構という
ところは、民間の銀行から預金残高に応じての保険積立て額をプールしておく。

そして、いざとなった時に1000万円までの預金元本を保証することになっている。
これが、ペイオフの仕組みである。

その預金保険機構だが、どのくらいの積立て額をプールしていると思う？ いま
手に入る直近の数字でいうと、たったの 2兆3000億円ほどでしかないのだ（2015年
3月末）。

2 兆円ちょっとの資金プールしかなくて、どうやって 660兆円もの預金を保証でき
ようか。

そもそも、ペイオフの制度は個々の銀行が経営不振に陥った時を想定してのもの。
実際、数年前に日本振興銀行がグラッときた時に、はじめてペイオフが発動された。
その時、預金保険機構の資金プールが期待通りの活躍をした。

問題は今後である。金利上昇局面で民間銀行の多くが企業融資や住宅ローンで
不良債権を抱え込んだり、国債の暴落に直面した時を想定してみよう。2 兆円そこ
らの資金プールでは、まったく不足も良いところ。
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預金保険基金、正のフィードバック

ピカイチ生活経営塾 2019

保険基金

破綻

援助

援助

援助

国

破綻

積立金

援助 税金

モラルハザード

納税

国が援助
これしかない

破綻

破綻

納税者
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事故の危険性を深刻に受け止めた損害保険会社

ピカイチ生活経営塾 2019

『福島第一原発メルトダウンまでの５０年』 （2016.03.11 烏賀陽弘道）より

原子力発電所に限らず、企業は生産施設に事故保険をかける。火災や故障
などの事故が起きた場合の損害を最小限に抑えるためである。

日本政府が原発の導入を決めたとき、電力会社は「事故保険が可能ならば」
と条件を出した。

「原子力発電所」というそれまで日本になかった生産施設が登場するにあたっ
て、保険会社は原発事故が起きる確率や被害金額を計算した。「原発事故保
険」が保険会社の「商品」として採算が取れるかどうかを検討しなくてはならない
からだ。

保険業界の結論は「事故の際の損害が大きすぎて採算が取れない」だった。
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実際の賠償金は保険金支払い上限の４８倍に

ピカイチ生活経営塾 2019

2011年の東日本大震災の場合はどうだったのか。

福島第一原子力発電所事故は「東日本大震災によるもの」として、民間保険会社
は「免責」になった。そして政府との補償契約が作動した。

実は民間保険も政府保険も「支払い上限金額」が決められていた。1961年にこの
制度ができたとき、上限金額はたった50億円だった。（中略）3・11当時は1200億円
に引き上げられていた。

では、福島第一原発事故で実際に東京電力が支払った賠償金はいくらなのか。
2016年1月15日現在、総額 5兆7043億円である。

「上限」として想定された1200億円の50倍である。そして今なお増え続けている。

では、差し引き 5兆7043億円は誰が払ったのか。国である。上限を超える損害が
生じたときには、その電力事業者に対して国が「援助」することになっているからだ。

つまり財源は国民が収めた税金なのだ。（中略）

民間保険にしろ政府保険にしろ、実際の事故の損害に比べてその想定がいかに
少額だったかがわかる。

『福島第一原発メルトダウンまでの５０年』 （2016.03.11 烏賀陽弘道）より
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原発事故保険、正のフィードバック

ピカイチ生活経営塾 2019

民間保険

援助

国

援助 税金 納税

政府保険

上限

1200億円

免責

事故

東京電力

国が援助
これしかない

モラルハザード 納税者
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医療保険財政はいつまでもつ？（1/2）

ピカイチ生活経営塾 2019

保険原理は実に単純で、全員が負担したお金を、たとえば病気や事故といっ
たある条件を満たした人に分配されるだけのものだ。

ごく単純化すると、10人から 1ずつ集めた金銭を、条件を満たした 2人に 5ず
つ分配するというような仕組みで、払う保険料と給付は必ず一致する。

給付の対象となる人が一定割合しかいないものであれば、すべて保険原理が
成り立つ。医療費における保険原理では、健康な人がお金を払って病気の人を
助ける。もちろん、健康な人が病気の人より多いことが前提になる。

「すべての人を助けたい」という正義感を優先して設計していたら、保険は成り
立たない。要するに、「かわいそうだから」という議論は、保険原理においてはあ
り得なないのだ。

医療費が増えていくと、当然のことながら保険料も増えていく。つまり、破綻だ、
何だと騒ぐ以前に、「保険料を上げましょう」で決着がつく。

（次頁につづく）

『「バカ」を一撃で倒すニッポンの大正解』 （2019.07.26 高橋洋一）より
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医療保険財政はいつまでもつ？（2/2）

ピカイチ生活経営塾 2019

給付額と保険料の多寡については、「これくらいもらいたい」「こんなに払いたく
ない」という国民の意見から、バランスをとって決めることとなろう。

こうした保険原理を取り入れなければ、みんな勝手なことばかり言って収拾が
つかなくなる。だから、社会保障に保険原理を採用しないで運営している国とい
うのは、先進国ではゼロだ。

多くの人はこうした社会保障の本質、仕組みを理解していない。おそらく、社会
保障を天から降ってくる「施しもの」ととらえているのだろう。

施しものだと勘違いしているから、医療費が増えたらヤバイ、破綻する、などと
不安になるのだ。

『「バカ」を一撃で倒すニッポンの大正解』 （2019.07.26 高橋洋一）より
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医療保険の保険原理

ピカイチ生活経営塾 2019

保険収入

保険者数保険料 ×

保険支出

給付者数給付金 ×

こんなに
払いたくない

これくらい
もらいたい

＝
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年金制度は崩壊しない。ただし･･･

ピカイチ生活経営塾 2019

それからもう １つ、大事なポイントとして、「人々の寿命がいまより短かった」と
いうことが考えられます。 たとえば、1947年（昭和22年）の平均寿命は、約52歳
でした。（中略）

もともと、厚生年金制度の年金支給開始年齢は55歳でした。 それが60歳に
引き上げられたのは、1954年に施行された新厚生年金保険法によってです。
（中略）

その後も、年金制度はたびたび改正され、徐々に支給開始年齢の後ろ倒しが
行われます。 男女とも「65歳支給開始」が決定事項となったのは、1994年の改
正時でした。（中略）

国は企業に働きかけ、65歳まで雇用延長をしてもらう一方で、年金の支給開
始のスタンダードを65歳からにすべく動いてきました。 そこにようやく見通しが
ついたこ思ったら、今度は企業に70歳まで雇用延長することを努力義務にしま
した。

このままのペースでいけば、私たちが老年に入るころには、「85歳年金受給開

始が現実味を帯びている」可能性があります。

『トップ１％の人だけが知っている「最高のマネープラン」』 （2019.07.19 俣野成敏）より
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年金保険、保険原理の崩壊

ピカイチ生活経営塾 2019

こんなに
払いたくない

これくらい
もらいたい

オレには関係ない
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年金保険、正のフィードバック

ピカイチ生活経営塾 2019

年金機構

給付

国

不足

保険料

援助 税金

モラルハザード

納税

国が援助
これしかない

受給者

納税者
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イエ単位の社会保障は持続不可能

ピカイチ生活経営塾 2019

日本の社会保障制度は、55歳で定年退職したサラリーマンの平均余命が10

年足らずで、ほとんどの国民が結婚し、いちど結婚した夫婦は死ぬまでいっしょ
という時代につくられたものです。

そんな仕組みが「人生100年」の時代に持続可能なはずがありません。

サラリーマンの夫と専業主婦の世帯の場合、夫が20歳から60歳まで40年間働
いて積み立てたお金で、残りの40年間、夫婦 2人で計80年間の暮らしを賄うこと
になります。

こんな法外な話が可能かどうか、まともに考えれば答えは明らかでしょう。

『働き方2.0 vs 4.0』 （2019.04.03 橘玲）より


