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＜石田 秀輝 氏 略歴＞ 
・1953年 岡山県生まれ 

・1978年 伊那製陶（現INAX）入社 

・1992年 同社空間技術研究所基礎研究所（新設）所長 

・1993年 名古屋工業大学にて博士号（工学）取得 

・2002年 同社取締役技術統括部部長、2004年 研究開発センター長 

・2004年9月 東北大学大学院環境科学研究科教授 

・2005年 ネイチャー・テック研究会を発足 

・2014年 奄美群島沖永良部島に（合）地球村研究室を起業、代表となる 

■ 私たち自身、そして次の世代のためにも、今何を考えなければならないのか？ 

① 地球環境の劣化 

 ・気候変動： スーパー台風、集中豪雨、竜巻、大旱魃、大寒波、etc. 

 ・デング熱の流行地域拡大 

 ・高温障害 

 ・生物多様性の劣化： 熱帯地域の生物種は40年前の4割に！ 

② 人口減少と高齢化 

 ・特に日本では三大都市圏への人口集中と過疎化の進展 

 ・全国1800市区町村のうち896自治体が「消滅可能都市＊」 
  ＊2010年から30年間に20～39歳の女性人口が5割以上減少する都市 

 ・さらに消滅の可能性の高い自治体 

   ＝523自治体（2040年に人口＜1万人） 

 ・一方で新しい予兆も・・・ 
  ＊若い世代に田舎暮らしへの憧れや、田舎で子どもを 

    育てたいアラサー女性が出てきた 
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■ 環境と成長の両立＝サスティナブルに必要な条件とは？ 

◆産業革命以前： 自然の制約の中で暮らさざるを得なかった 

            ⇒侵略による領土の拡大（発散型の文明） 

文明の発達＝搾取、発散型の歴史 

◆産業革命以降： 自然と決別し、無尽蔵の地下エネルギー資源を使った 

             大量生産･大量消費（発散型が加速） 
 ＊自然崇拝を原理とする民族（インディアン、アイヌ・・・）が持続型のライフスタイルを目指したものの、 

    発散型の文明に駆逐された 

このままでは文明は崩壊する 

新しい文明(生命文明）創出 

◆先進国が、自らの意思でライフスタイルに制約を掛ける 

  ＝人類史上初めての挑戦 

◆一方、テクノロジー・企業・行政の役割は何か？ 

  ⇒ 人を豊かにすること 

 ＊豊かさを求める割合： 心＝60% vs 物＝30% 

                 （2013年内閣府調査） 

◆日本人の一人当たりGDPと幸福度は比例しない 

 ＊将来に不安を感じる割合＝86%（インド＝21%） 

◆発売から2年以内に消える商品＝52% 

 ＊新商品が利益を得られる期間＝1.5年 

⇒ ビジネスにも生活にも不安･不信が渦巻いている 
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■そもそも、地球環境問題とは何か？ 

◆人間活動を取り巻く7つのリスク 

エネルギー 

資源 

食料 

水 

人口 
気候変動 

生物多様性 

人間活動の肥大化 

＜エネルギーについて考えてみる＞ 
＊生きる為に必要なエネルギー＝2,400kcal／日 

＊日本人の平均消費量＝127,000kcal／日 

＊10kmを移動するのに必要なエネルギー： 

  徒歩＝308kcal、自転車＝118kcal、自動車＝8,670kcal 

＊洗濯： 手洗い＝176kcal、洗濯機（全自動）＝1,300～2,700kcal 

＊「ピークオイルは2006年であった」WEO2010 by IEA 

このままでは2030年ころリスクは限界に達する 

⇒ 心豊かに暮らすことを担保しながら、 
    人間活動の肥大化を如何に停止･縮小できるか？ 
       「ワクワク・ドキドキ暮らす」  豊かな 

暮らし 
地球環境 豊かな暮らし 

地球環境 

フォアキャスト思考 バックキャスト思考 

地球環境と豊かな暮らしを天秤にかけるのではなく、 
地球環境制約の上に心豊かな暮らしの形をつくる 
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■心豊かに暮らすということは？ 人と地球を考えたあたらしい暮らし方のか・た・ち 

＊エコ･テクノロジーで環境良くなったか？ 

 ⇒ エコ･ポイント政策でかえって環境悪化 

   ＝エコ・ジレンマ 

＜入浴について考えてみる＞ 

＊浴槽300ℓ × 5000万世帯、水温20℃→40℃ 

 ⇒ これだけの水もエネルギーも2030年には使えない 

 ⇒ シャワーで済ます、回数減らす、近くの川、etc. 

   ＝フォアキャスト思考 

＊バックキャスト思考なら・・・ 

 ⇒ 毎日風呂に入りたい、しかし水は節約したい 

 ⇒ 水のいらないお風呂（3～6ℓ程度） 

 ⇒ 泡風呂（泡は熱を運び弾ける時超音波で汚れを取る） 

   ＝お手本はアワフキムシ 

ネイチャーテクノロジー 

このままでは文明崩壊の引き金を引くことになるかもしれない・・・・ 

足し算では無い、新しいアプローチとは？ Nature Technology 
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■ネイチャー・テクノロジー創出システム 

◆50のライフスタイルの社会受容性調査結果 

＊人々が潜在的に求めているのは・・・ 

 利便性（22.1%）≧楽しみ≧自然（19.9%） 

  ＞自分成長（13.8%）≧清潔感≧社会と一体 

＊90歳ヒアリング 
（彼らは環境負荷が現在の半分だった1960年代に働き盛り） 

「便利になったけど、今の人たちはかわいそうだね」 

「昔のほうが楽しかったねえ」 

 ⇒ 失われつつある物事 

自然に活かされ、自然を活かし、自然を往なすことを楽しむ 

心豊かな暮らし方 

依存型 
（ライフスタイルの外部化） 

自立型 
（ライフスタイルの内部化） 

＜間抜けの研究＞ 
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■なぜ自然なのか？⇒ 自然は倫理観を持つ知能（38億年の間持続発展する社会を創った） 

完璧な循環を最も小さなエネルギーで駆動～メカニズム、システム、社会性 

トンボの羽はなぜギザギザ？ 

羽の凹凸部で生じる渦がボールベアリング 

の役割を果たして、空気を速く流す 

＊トンボの風力発電機： 効率＝20%＠風速1m/s 

＊世界最高効率の風車＝10%＠3m/s、 

                 0%＠2.5m/s 

■今こそ新しい成長と発展のパラダイムを創る ⇒「生命文明の創出」  

その主役は自然観を今なお濃く持っている日本？ 

◆日本の産業革命：「意気」（＝江戸・息を吐く、「粋」＝大阪・息を吸う） 

 ＊イギリスより1100年早いテクノロジーの庶民化 
 ＊自然観を失わず、遊び、エンターテインメントが原理 
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■物質欲から精神欲へ 欲の質の変化を煽るには・・・・ 

現在のテクノロジー ネイチャー・テクノロジー 「意気」 

人工 
・自然（精神性） 

（超環境低負荷・高機能） 

・自然と和合し、生きることを 

 楽しむ 

個 
・コミュニティ、コミュニケーション 

 の連続性 

・敗者をつくらず、競争原理が 

 成立しない 

使い捨て ・愛着 ・足るを知る（もったいない） 

複雑 ・簡明 ・自然のメタファ 

http://zippo.harikonotora.net/src/41-1.jpg
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E9%80%9A%E5%8B%A4&source=images&cd=&cad=rja&docid=PLHMbaKSjjzdcM&tbnid=KFd5-EPRkPuDhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20080411/1009252/?SS=expand-life&FD=1465079168&ei=ijpZUej3B4zXkgXvgoHIAg&bvm=bv.44442042,d.dGI&psig=AFQjCNHPyZe_59I51Q7vipfhZn6ZLoIsXQ&ust=1364888517313552
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%AE%B6%E5%85%B7&source=images&cd=&cad=rja&docid=YNwhkP1o06JuhM&tbnid=1BdlI1KWq8FJYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mukuita.com/reborn/index.htm&ei=9TxZUZGbM4GUkQX4g4HgDQ&bvm=bv.44442042,d.dGI&psig=AFQjCNFWDj9TwwqJh6ohAE_dgSGomFc6Vg&ust=1364889171350766
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■ Q & A  

常盤さん感想： 「自然はわが師、わが友」という言葉を思い出した。自然はやさしいばかりではなく畏怖の念も要る。 

          しかし決別せずに自然の教えをいかに企業活動に転写するかが重要。そのアプローチの仕方を 

          先生は教えてくれた。 

Q1： バックキャストと言われたが、個人的にはフォアキャストの方が良いのでは？制約ありきでは楽しくない 

A： バックキャストは目的地へのディレクションを決める戦略、それからフォアキャストで戦術を考えるのが良い 

  確かにフォアキャストの方が脳の報酬系には好ましい 

Q2： 私はバックキャストの方が今やっている仕事に近く自然に感じる。でもどうしてその発想に至ったのか？ 

A： 以前の会社のポジションが環境と技術戦略の両方をやる事だったが無理⇒大学に転じて研究 

Q3： 今日のお話は未来の環境の中で何を実現するかを考える事だと理解したが・・・？ 

A： それで良い、そして未来は過去の中にヒントがある 

Q4： この話をカネの観点で見てどうか、企業は利益を上げないといけないが、そうなると資本主義と決別？ 

A： 金融資本主義とは別れないといけない（∵格差拡大が進む）が、資本主義を全て否定するものではない 

Q6： 企業は消費者を啓蒙していくべきか？しかし未来はいくつも考えられるのでは？ 

A： 未来の姿は千差万別あって良い、しかし各社が我々はこう考えると提案すべき 

   ex. SONYはウォークマンを売ったのではなく、音楽を外で聴くライフスタイルを売った 

Q7： 成長とは何ぞや、それは必要なのか？制約とのトレードオフ？ 

A： 「成長」とは“ワクワク・ドキドキの生活”と定義、トレードオフではない 

Q8： 泡からビールの話になって、最近地ビールブームとかの予兆・・・、 

   また福井県の猟師の自給自足の生活とか・・ 

A： 人には60兆もの細胞があって、その全てが進化するのに4万年かかる、 

  だから自然の中で生きるのが良い 

Q9： オリエンタルランドも大量のエネルギーを使っているが、やはり教育が一番大事では？ 

A： 人間は未来に不安があると報酬脳が反対する、よって戦う必要がある。 

   一方教育も考えないと・・・27年度からの小学校6年の国語の教科書に掲載されます 
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沖永良部島 

沖縄 

鹿児島 

＜感想＞ 

＊予想していたバイオミメティック的な話をはるかに超えた、高い視点からの根源的なお話に圧倒されました 

＊また環境制約を前提としながら、将来の“心豊かなライフスタイル”をまず描き、そこからバックキャストで 

 実現する技術を開発する、というアプローチは正に目からウロコでした 

酔庵 

飛行場 

Dr. Emile Ishida 石田秀輝 Movie  http://www.youtube.com/watch?v=7r7c8-ze5sk 

1／4編 厳しい地球環境制約の中で心豊かに暮らすということ 
2／4編 90歳ヒアリングが教えてくれる確かな未来 
3／4編 自然のすごさを賢く活かす、ネイチャー・テクノロジー 
4／4編 意気な暮らしと自然観 

酔庵 

http://www.youtube.com/watch?v=7r7c8-ze5sk
http://www.youtube.com/watch?v=7r7c8-ze5sk
http://www.youtube.com/watch?v=7r7c8-ze5sk
http://www.youtube.com/watch?v=7r7c8-ze5sk

