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著者は、東大名誉教授で、スポーツなら何でもこなし、全国各地をカヌーとクロスカン
トリーをしながら各種の塾を主宰し、地域の有志と共に環境保護や地域計画に取り組んで
いる。表紙の赤いカヌーに乗っているのが著者のようです。本文にもいたるところに本人
の写真やカヌーに乗った絵が登場する。
著者の専門は、コンピュータ・グラフィック、人口知能、仮想現実、メディア政策など
である。
さて、第１章の「地球の限界を突破した人類」のところで、こんな話が出てきます。
フランスに「29 日目の恐怖」という説話がある。ある時、湖面に一枚の蓮の葉が浮上し、
翌日には二枚、さらに翌日には四枚と倍々で増加し、29 日目に湖面の半分まで繁茂した。
毎朝、観察してきた人にとっては、全面展開するのは明日だと理解できるわけだが、そ
うでない人は、湖面の半分が青々とした水面を目前にして、それが明日だと気づくのは困
難である。
しかし、
「地球は着実に 29 日目に接近しているわけである。これに気づかないかぎり、
人類にとっての地球に明日はない」という説話である。
本書を一言で言ってしまえば、これだけで十分である。一通り読み終えて、これは今の
若者たちに話しても良いなと思う反面、若者たちは本書を読み進めるうちに、人類の将来
に絶望するのではないかと心配になってきた。
村上龍氏の小説に「希望の国のエクソダス」というのがある。その中に、印象的なセリ
フがある。こんなふうに、
「この国には何でもある。だが、希望だけがない」と。
「なるほど」と、読んだ当初は思っていたが、良く考えてみると「希望は他人から与え
られるものではなく、自分で創りだす逞しさが必要ではないか」と思い直した。
さて、目次を見てみよう。
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第１章 開発から回復へ
「地球の限界を突破した人間」、
「環境問題解決は 100 年計画」など・・・
第２章 拡大から縮小へ
「有限の地球に必要な縮小への転換」、「意識されない巨額な損失」など・・・
第３章 画一から多様へ
「効率から多様への変換」
、
「社員が多様な組織が存続する」など・・・
第４章 物質満足から精神満足へ
「金銭至上主義からの覚醒」、「環境を維持する共有の思想」など・・・
第５章 震災を越えて
「大地の記録に存在する真実」、
「環境大国日本を見直せ」など・・・
面白そうなところをいくつかピックアップしてみましょう。
第２章の「食糧援助を上回る廃棄量」ではこんなことが書かれている。コンビニエンス
ストア（以下コンビニ）のローソンの社長は、同社が廃棄する食品は年間 400 億円分にも
なり、これは経常利益を上回ることから、食品廃棄を真剣に検討する必要があると発言し
ている。大半のコンビニでは、1 日に１回か２回、賞味期限が切れた食品を廃棄していると
いう。この廃棄される食品は年間 600 万トンと推定されているが、現在の世界の食糧援助
の総量は年間 800 万トンから 900 万トンだから、24 時間いつでも新鮮な食品を提供すると
いう利便が発生させている無駄の異常な状態が理解できる。参考までに記しておくと食品
年間 600 万トンといえば、1500 万人が 1 年間生活できる量である。
カロリーを基準にすると、日本では供給される食糧の７割程度しか消費されていない。
その結果、毎年 2000 万トンの食糧が廃棄されていると推定される。アメリカでは 8000 万
トンになるという数字もある。
世界各国が実施している食糧援助の総量は 800 万トン程度だから、このような無駄の一
部を節約するだけで、飢餓状態にある人々を救済することが可能である。
多数の人間が生活する社会に発生する損失を完全に回避することは出来ないが、このよ
うに意識されない巨額の損失を減少させる研究は十分ではない。
しかし、資源の枯渇や食料の逼迫が眼前にある現在、
「技術」が損失を軽減する努力をし
ているように、
「社会」も意識しない損失を軽減していく研究を推進する必要があると著者
は述べている。
アメリカでは、
1 億 2700 万人が体重過剰とされている。これは人口の約 40％に相当する。
そのうち 7000 万人は肥満に分類され、肥満が原因で死亡する人数は毎年約 30 万人だとい
う。その結果、医療費が増大し、仕事の効率が低下するため、経済損失は GDP の 1％以上
に相当する 13 兆円にもなると推定されている。
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第３章の「社会は単純に進歩するわけではではない」では、こんな話が出てくる。
世界のインターネットの利用者数は 20 億人以上になったと言われている。この技術が
社会を進歩させたことは間違いないが、問題も発生している。現在、１日にネットワーク
を行き来する電子メールは世界で 2000 億通と推定されており、その９割は「不要な迷惑メ
ール」である。それらの削除のために、人々は年間 500 億時間以上を浪費し、その時間を
貨幣価値に換算すると、世界の国民総生産額の 2 ％、すなわち、約 10 兆円になるという。
その他、日本は世界でも有数の「清潔な国家」である。それを象徴するのが「温水洗浄
便座」の普及であり、日本の家庭の 7 割に浸透している。その 3 割に相当する 1000 万戸の
便座は出勤直前の午前 8 時前後に集中して使用され、温水を噴射するマイクロモーターの
駆動に必要な電力は日本の電力供給の 3％に相当し、100 万キロワットの原子力発電機５機
を稼働して発電する電力だそうだ。この代償により、世界有数の清潔国家は成立している
という。
社会は、時間と共に向上するという進歩史観がある。この思想を信用して、人間は明日
を期待して努力していると言っても過言ではない。しかし、前述の２例は、進歩が単純で
ないことを証明している。進歩史観が成立するためには、社会が無限の環境のもとに存在
しているという条件が必要である。利用できる時間と利用できる資源が無限であれば、進
歩史観は破綻しないが、残念ながら、時間も資源も有限なのである。
同じく３章で、
「社員が多様な組織が存続する」で、日本の社会で多様性が失われている
ことを紹介している。
まず、世界各国の新聞を発行部数順番で比較すると、
「読売」、
「朝日」、
「毎日」、
「聖教」
、
「日経」
、「中日」と１位から６位までを日本の新聞が独占している。しかし、この状況は
単純に賞賛できるものではないと著者は言う。
各国の一紙あたりの発行部数を比較すると、イギリス 16 万部、フランス 12 万部、中国
10 万部、ドイツ 6 万部、アメリカ 4 万部であるが、日本は 64 万部と断然多数である。こ
れが異常であるという意味は、国民の多数が類似の新聞を購読する結果、社会が多様でな
くなることを象徴しているからだと著者は言う。つまり、日本の新聞は多様性が低いとい
うわけである。
2011 年の統計では、日本では新聞を購読していない人口が 30.8％だという。また、朝日
や毎日を読んでいると、何処の国の新聞か判らないのもある。さらにテレビの政治報道な
どは、全局横並びで、支持率 20％台の政権誕生から末期症状の政権を 3 年 3 代もの間、容
認し続けてきた不思議さもある。学歴ある文盲とも呼ぶべき現代人の間に見受けられる恐
るべき知力の低下、倫理能力の喪失など今こそ本格的に解明されなければならないのでは
ないだろうか。
また、組織の多様性で見てみると、一流大学の成績優秀な新卒学生で構築してきた日本
の省庁が破綻しているのは多様性の欠如にある。つまり、どのように社会環境が変化して
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も対応できる人材が存在する多様な組織の構築が、日本の企業に要求される時代が到来し
ている。
「人材活用の多様性がこの国の閉塞を打開する」（中央公論

2012.４

大石久和

京大

教授）に面白い記事がある。化粧品会社のＳ社とＫ社、自動車会社のＴ社とＮ社を比べ、
企業の経営陣の人材の多様性を欠いた社が衰退していった例を挙げている。同じ大学を出
た価値観と成績レベルを共有できるものとの仲間づきあいは心地良いものに違いない。異
質なものが混じれば、不愉快なこともあるだろうし、全体の調和を優先することも難しい。
しかし、それがきわめて大切だと遺伝子や生物の研究は教えている。
化粧品会社の場合、経営陣の多様性の高いＳ社は生き残り、経営陣の多様性の低いＫ社
はやがて淘汰されてしまったという。また、自動車会社でも、多様性の高いＴ社は多様性
の比較的低いＮ社よりも高い業績を残している。
また、昆虫の世界にも面白い研究がある。全ての生物は多様性の確保によって、疫病の
蔓延や、敵の襲来、食糧不足などの環境変化による全滅を回避し、種を保存してきたこと
が明らかになってきたという。「働かないアリに意義がある」（北大：長谷川英祐氏）の中
で、社会性昆虫の集団行動を制御する仕組みとして、「反応閾値」というのがあり、昆虫が
外からの刺激に対して行動を起こす限界値のことで、いわば仕事に対する腰の軽さの個体
差ともいうべきものである。つまり、昆虫が同じ刺激に対して一斉に反応しない仕組みを
持っていることがコロニーの存在を可能にしているというのである。
４章の「未開の地に踏み出す心意気を」では、未開の大地であるフロンティアに進出し
ていくという気概を持てと言うことである。
規模においても魅力においても最高のフロンティアは、科学技術の分野に存在する。
・ナノ（10－９）の単位の分子や原子を操作してモノを製造するナノ技術（ナノメートル精
度の加工技術）がもたらすナノ・フロンティア
・頭脳の活動を解明することにより個人個人の欲求に対応したサービスを提供する技術を
もたらすインナー・フロンティア
・地球規模も環境問題を解決する技術がもたらすエコ・フロンティア
など、科学技術の分野には豊富なフロンティアが存在する。
さて、前記のフロンティア開発には、いくつかの法則が存在している。
第１は、先着優先の法則
第２は、勝者独占の法則
第３は、弱肉強食の法則
すなわち、科学技術では特許を取得した人間に権利があり、成功した人間や企業が市場
の大半を独占してしまい、成功した者と失敗した者とには天国と地獄の格差があるという
わけです。
グーグルの検索システム、アマゾンの書籍販売、シスコシステムズのルーターなどは、
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これらの法則を証明しているが、これからのフロンティア開発も同様の弱肉強食の原理で
いいのかどうかは疑問である。
環境問題や生命科学は人類の将来を左右するフロンティアであり、市場原理で突進して
いくことには非難もある。日本は、フロンティア開拓に協調や共生の法則をもたらす最初
の国家として、次代を開拓していくことを期待したいと著者は言う。
このことに関しては、面白い話がある。キューリー夫人の夫君ピエールが水晶に電気を
通すと正確に振動することを発見した。そこで、アメリカのベル研究所がクオーツ時計を
創った。ただ、時計にくっつける振動部分が洋服ダンスほどの大きさであった。これを見
た精工舎が小型化を試みて洋服ダンスを腕時計に納めた。
正確無比のクオーツ時計の特許を日本企業が持ったわけだ。アメリカは世界の腕時計を
すべて変えてしまう精工舎は一体どれほど儲けるのかと嫉妬に狂ったという。スイスでは
貧しい小国に落ちてしまうのではないかと危惧した。
ところが、予測は見事に外れ、精工舎はクオーツ小型化の特許を公開し、みんなが正確
な時計を持てるようにした。世界は日本人を理解できなかったが、強欲なアメリカ人でな
かったことを喜んだ。アメリカは日本の善意に戸惑い、対応を誤ってアメリカの時計工業
会は全滅してしまい、今でも精工舎を逆恨みしているそうだ。
５章の「環境大国日本を見直せ」では、日本の国土面積は約 38 万㎢で、世界の 60 番目
である。また、石油の自給率は 0.3％、石炭は 1.9％、天然ガスは 3.2％、銅鉱は 0.2％など、
鉱物資源もほとんど賦存せず、食糧さえ、制作の失敗のために自給比率が約 40％で低迷し
ている。これらの数字を列挙してみると、日本は国土や資源においては「世界の小国」と
しかいえない。
ところが、意外に資源大国の側面もある。海岸から 200 海里内の排他的経済水域は 451
万㎢で、国土面積の 11 倍もあり、世界６位の大国である。これは多数の島嶼（とうしょ）
のおかげであり、とりわけ沖ノ鳥島は海抜数 10 ㎝の小島であるが、この１島だけで約 40
㎢と、日本の国土面積以上の排他的経済水域を確保しており、漁業資源や海底資源の視点
からは、巨大な国土に匹敵する。
しかも、日本の場合は国土が南北に 3000 ㎞以上展開しているため、亜寒帯型地域から亜
熱帯型地域まで、多様な気候条件の地域が国内に存在している。気候が多様である結果、
日本には約 190 種類の哺乳動物が棲息しているが、これはイギリスの 50 種類、イタリアの
90 種類と比較しても多種であるし、そのうち 41 種類が固有種である。イタリアには 3 種、
イギリスにはゼロであるから、日本の重要な特徴といえる。
植物についても、5500 種類が生育し、固有の種が 2000 以上もあり、イギリスの 1600
種類、フランスの 4600 種類、スペインの 5000 種類を凌駕している。
多様な環境が存在し、多様な生物が棲息していること自体も素晴らしいことであるが、
遺伝子資源を活用するゲノムフロンティアが 21 世紀の科学、技術、そして産業の先端分野
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であるとすれば、多種多様な生物、そしてそれらを育成する環境は、国家の最大の財産で
ある。この視点を政府や企業だけでなく、国民が自覚していくことが、環境大国日本を発
展させていく基礎となると著者は述べている。
著者は、
「ではどうすれば良いのか」については一切言及していないが、視点を変えると
どのように見えるかをこと細かく言及している。

アメリカのコンピュータ科学の天才アラン・ケイは多数の警句で知られているが、
その中でも有名な「視点は知能指数 80 の価値に相当する」というのがある。対象
を判断するときに、どの視点から観察するかが判断の半分以上を決定するという意
味だが、まさに視点の重要さを表現した格言である。
日本没落の危機は、日本人がこの危機や試練を正確に認識する能力を失いつつあ
ることの中に、また日本人が部分を見て全体を見ることが出来なくなり、短期のこ
としか考えず、長期の未来を考えることが出来なくなったことの中にあるように思
う。自信喪失気味の日本に「勇気をもって先に進め」と鼓舞してくれる書である。
今現在、学校やスポーツの世界で暴力による指導が問題になっているが、
「鍛練」
や「躾」を受けない若者が国際社会に雄飛できるはずもなく、せいぜい国内の狭い
就職市場で小さなパイを奪い合うことに満足するしかないのではないか心配であ
る。また、最低賃金より生活保障を求める勤労意欲を失った若者の増加も由々しき
問題である。
本書は、日本の将来の「何が問題で、何がネックなのか」を高い視点で論じてい
る。日本の将来について不安をお持ちの方にはお薦めの一冊です。
2013.2.9
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