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現在，私たちは環境問題，エネルギー問題，資源問題，災害・事故問題

等々，さまざまな地球規模での問題に直面しており，その解決に急いで取り組

まなければなりません。しかし，その解決策を得るには，学問，また技術の裏

付けが必要です。そこで誕生したのが「エコトピア科学」です。全 5巻にわた

る本シリーズは，エコトピア科学がどのようなものであるかをわかりやすく解

説しています。

本シリーズの執筆者は，名古屋大学エコトピア科学研究所の所員および共同

研究者です。ここで，エコトピア，エコトピア科学およびエコトピア科学研究

所について説明いたします。

私たちは，安全・安心で豊かな美しい社会を将来にわたって持続的に発展さ

せていくためには，地球環境負荷を低減した環境調和型社会の実現が必須であ

ると考えました。そして，このような社会は 21 世紀の私たちが目指す理想社

会であると位置づけ，この社会を「エコトピア（EcoTopia）」と呼びます。エ

コトピアを築いて，明日の世代に手渡すことは，現代に生きる私たちに課せら

れた責務です。この実現のためには，「もの，エネルギー，情報の循環・再生

と人間との調和」を切り口にして，自然科学のみならず，人文科学や社会科学

をも含む，幅広い知の統合・融合が重要となります。このように，エコトピア

を実現させるためには，現在の地球規模での諸問題を総合的に解析し，その問

題を解くための幅広い知の統合・融合に基づく新しい科学の創成が必要になり

ました。そこでエコトピア実現に向けての新たな科学の誕生を願い，この科学

を「エコトピア科学」と名付けました。「エコトピア科学研究所」は，エコト

ピア科学をささえる材料，エネルギー，環境，情報・通信等の基盤研究分野で

従来から顕著な実績をあげてきている知と新たな文理融合型・理系横断型の知

を結集し，2006 年 4 月 1 日に名古屋大学に最大規模の部局横断型研究拠点を
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になう附置研究所として創設されました。私たちは，この創設以来エコトピア

の実現を目指す知の拠点として，この新しい科学の創成に挑んでおります。

本シリーズは，エコトピア科学がどのようなものであるかを知っていただく

ため，第 1 巻「エコトピア科学概論」，第 2 巻「環境調和型社会のためのエネ

ルギー科学」，第 3巻「環境調和型社会のための環境科学」，第 4巻「環境調和

型社会のためのナノ材料科学」，第 5 巻「環境調和型社会のための情報・通信

科学」の 5巻構成になっております。第 1巻においてエコトピア科学について

入門していただき，第 2巻以降で各論を学んでいただきたく考えております。

最後に本書および本シリーズを刊行するにあたり，「エコトピア科学プロジ

ェクト」を手がけられ，本書のきっかけを作られたエコトピア科学研究所の初

代所長の松井恒雄名誉教授，副所長を務めました伊藤秀章名誉教授，北川邦行

教授，片山新太教授，現職の田中信夫所長，大日方五郎副所長，片山正昭副所

長に，また編集・刊行に御尽力いただきましたコロナ社に心より御礼申し上げ

ます。

繰り返すようですが，エコトピアを築くことは，現在に生きる私たちの責務

であります。次世代にエコトピアを手渡すため，本シリーズに皆様の御支援を

よろしくお願いいたします。

2012 年 3 月

編集委員長 高井 治

ii 刊行のことば
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人類は長い間積み重ねてきた科学と技術の成果を活かし豊かな現代社会を築

いてきた。しかしその科学・技術が自然を制御する力は強大で，地球上のあら

ゆる環境に影響を及ぼすまでになり，しかもその変化は驚くほど速く，変化そ

れ自身の制御も困難になりつつある。人間活動の空間的な広がりは，地球温暖

化・物質およびエネルギー資源の枯渇・人工物による環境汚染といった環境調

和性に関連した社会問題を生じ，またその時間的な広がりの観点からは一見豊

かな現代社会が次世代・次々世代をも巻き込み，いかに安定に継続できるかと

いった持続可能性の課題が浮き彫りになってきている。これら環境調和性や持

続可能性の概念は，一方で人間が目指す社会そのもののあり方にも目を向けさ

せ，社会の豊かさの中身を人間一人ひとりが問い直すきっかけをも与えてい

る。すなわち，環境調和性や持続可能性といった制約の中で，制約と矛盾しな

い望ましい社会とはどのようなものか，そこにおける生活の質はどのように確

保されていなければならないか，という問いである。

本書はこのような問いを念頭に置きつつ，人々が望む理想的な社会の将来像

（エコトピア）を明確化し，これに寄与する科学（エコトピア科学）の内容と

重要性を説き起こそうとするものである。

名古屋大学エコトピア科学研究所ではその理念の明確化と実行すべき具体的

なアクションについて，2007 年「エコトピア科学プロジェクト」を定め，所

外の研究者を含めた共同研究とともに，このプロジェクト研究を進めている。

2009 年 12 月 30 日，閣議は「新成長戦略（基本方針）」を決定し，課題解決

型国家を目指して，2つの課題

( 1 ) 地球温暖化(エネルギー)対策：世界最高水準の低炭素化社会の実現

( 2 ) 少子高齢化対策：健康大国日本の実現

を掲げ，この課題解決のため，「グリーン・イノベーション」，「ライフ・イノ
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ベーション」などを戦略的なイノベーション分野として位置づけている。この

2つの課題解決への道は，エコトピア科学研究所の目指している方向とまさに

一致しており，上記プロジェクト研究は，まさに「グリーン・イノベーショ

ン」と「ライフ・イノベーション」のための研究を先駆けて実施してきたとい

っても過言ではないと自負している。

シリーズの第 1 巻である「エコトピア科学概論」は，このプロジェクト研究

の成果を踏まえたエコトピア科学についての入門編になっており，本書を通

し，エコトピア科学がどのようなものであるか，またどのようなことを目指し

ているのかを理解していただきたい。本書が，読者の皆様と一緒にエコトピア

の実現に向けて役立つことを祈念している。

2012 年 9 月

著者を代表して 田原 譲

iv まえがき
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1

エコトピアとエコトピア科学

本章ではまず，現代社会の発展に伴う自然や社会への人間活動のさまざまな影

響を考えたとき，環境調和性，持続可能性，さらにはエコトピアという概念がど

のように出てきたか，その歴史的経緯と背景を述べる。そしてエコトピア実現に

向けては，どのような科学・技術が必要となるか，またその有効性はどのように

評価したらよいかを説明し，最後に評価の基準としてのエコトピア指標の考え方

を述べる。

1.1 エコトピアとディストピア

本節では，エコトピアの概念・定義，地球温暖化問題，地球の持続可能性，

人間の幸福と価値観などについて述べ，ディストピアに至らないための考え方

について説明する。

1.1.1 エコトピアとは

エコトピア（EcoTopia）の言葉の意味についてまず触れる。狭い意味で，

エコロジー（ecology，生態（学），環境）とユートピア（utopia，理想郷）を

組み合わせた造語であり，日本学術会議の化学工学研究連絡委員会報告では，

エコトピアは「21 世紀が目指す理想社会」という意味で用いられている。

一方，語源から考えると，「eco」と「topia」は，それぞれギリシャ語の

「oikos」と「topos」であり「家」と「場所」という意味である。われわれ，

地球に住む人類には，このわれわれの「家」である地球を安全・安心で心豊か
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な美しい「場所」にすることが求められている。つまり，エコトピアとは「地

球環境負荷を低減し，そこに住む人が心身とも健康で質の高い生活ができる持

続可能な理想社会」と定義される。また，これを達成するための科学をエコト

ピア科学という。持続可能社会創成のためのエコトピア科学を推進する研究組

織として代表的なものに，平成 16 年に創設された名古屋大学エコトピア科学

研究所がある。

1.1.2 地球規模の問題の顕在化

21 世紀に入って，気候変動，自然災害をはじめとする世界規模のさまざま

な地球環境破壊に関する事象が，現在のわれわれの生存環境を取り巻く大きな

課題になってきている。また，途上国を中心とした人口の急激な増加，南北間

の格差拡大，石油系エネルギー資源枯渇に伴うエネルギー問題，有用鉱物資源

の枯渇に伴う争奪戦，食糧・水などの資源の枯渇問題，さらに，感染症の拡

大，テロ，地震・洪水などの安全・安心に関わる問題などが世界各国で顕在化

してきている。一方，国内に目を転じると，経済成長の翳
かげ

り，格差問題（地域

間および富の格差），資源・エネルギー・食糧などの低い自給率，治安の悪化，

東日本の地震・津波による大震災，原子力発電所の事故，豊かさへの価値観の

変化，少子高齢化の進展などのさまざまな社会経済等の各種課題解決が早期に

求められている。

図 1.1 に地球観測衛星から撮った美しい地球の写真を示す（NASA 提

供1)†）。地球を外から見ることは大変重要で，この碧
あお

き美しい地球は宇宙では

単なる 1つの惑星に過ぎず永遠ではないことをまず，そこに住むわれわれ人類

は認識せねばならない。また，図 1.2は，TIME誌に掲載された南米アルゼン

チンのパタゴニアにあるウプサラ氷河の 1928年（上段の写真）から 2004年

（下段の写真）の 76 年間の変化を示している。科学者によると氷河は毎年 54

mも後退しており，一面に広がっていた氷がいまでは無くなっている2)。これ

2 1 章 エコトピアとエコトピア科学

† 肩付き数字は，章末の引用・参考文献の番号を表す。

コ
ロ

ナ
社



は一例ではあるが，われわれの住む地球では持続性に疑問を抱かせる多くの課

題が山積している。「地球は大きく，われわれ人類の営みは小さく地球への影

響は少ない」と考えてしまうことから今日の地球の危機が生じている。

1.1.3 地球の持続可能性

人類と地球との関係（人類と資源との関係）をいま一度見直し，現在の地球

の状況を知り理解して地球の持続可能性（サステナビリティ（sustainability））

について考えてみる。

図 1.3はエコロジカル・フットプリント（ecological footprint, EF）の年次

変化であり，地球の現状が「人類の人口増，経済活動上昇は，地球の資源を提

供し排出物を吸収するという扶養力の限界を超えてしまっている」ことを示し

1.1 エコトピアとディストピア 3

図 1.1 宇宙から見た地球 図 1.2 地球温暖化により氷から水に

変わった氷河2)

扶養力

人類のエコロジカル・フットプリント
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6

0.2
0.0

必
要
な
地
球
の
数0.4
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図 1.3 人類のエコロジカル・フット

プリントと地球の扶養力3)
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ている3)。ここで，エコロジカル・フットプリントとは，ある一定の人口ある

いは経済活動を維持していくために必要な資源を生み出す能力，さらには人間

が出した廃棄物処理に必要な処理吸収能力を算定し，そのために必要な土地面

積（地球）に置き換えて表現する指標である4)。1個の地球とは，地球 1 年分

の生物・資源生産・処理能力を意味している。人類が最後に持続可能なレベル

（地球 1個）であったのは 1980年代である。2001 年に，人類のエコロジカル・

フットプリントは 1961 年のそれの 2.5 倍となり地球の環境収容力を約 20 ％超

過して（行き過ぎて）しまっている3),5)。2010 年の世界自然保護基金

（WWF）ジャパンの報告では，日本人は国土が本来供給できる量の約 7 倍近

い自然資源量を使っており，世界中の人々が日本人と同様の生活を営むと地球

2.3 個分必要であると公表されている。このオーバーシュート（overshoot）

により，地球の自然資本は劣化させられているため，限られた期間しかこの状

態を続けることはできない。

図 1.4に示したような地球扶養力をオーバーシュートした（うっかりと行き

過ぎた）状態が度重なり，人類がこのままの状態変化を容認し，地球の人口増

や物質経済がどんどん進むと，地球の回復する能力を超えて，この行過ぎをど

んどん大きくしてきているように見える。このままでは，本当に回復できなく

なり，崩壊・破滅（ビッグバンであるディストピア）の危機がやってくる。デ

ィストピア（distopia）とは，エコトピアの対極にあり，エネルギーや環境問

題を端緒とする破局的な将来の状態である。例えば，①水資源，食糧，鉱物

資源，エネルギー資源等，現代社会に必要不可欠な資源が不足し，資源確保の

4 1 章 エコトピアとエコトピア科学

地球の
環境収容力

地球の
環境消費量

この時点ではビッグバン（完全
なる崩壊・破滅）は起こらない

オーバーシュート

時間
図 1.4 オーバーシュートの概念図
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ために局所的・世界的に戦争状態になることや，②自然界に存在しない人工

毒性物質や自然界が吸収・処理できないほどの大量の汚染物質による環境破壊

が拡大し，人間を含むあらゆる生命体が生存不能になった社会，③行き過ぎ

た商業主義，効率主義，個人主義，グローバル化などに伴う，人心の荒廃，精

神の疲弊，多様性の喪失が進みどこにも幸福が見出せない社会などである。

D. H. メドウズらは『限界を超えて・生きるための選択』6)で，ø熱帯雨林が

持続可能ではないペースで伐採されている�，ø穀物生産量はもはや人口の増加

についていけない�，ø成層圏にオゾンホールが現れ始めた�などの現象が起き

ている現実を踏まえて，1990年代初めにはすでに「人類が持続可能ではない

領域に進んでいる。地球の能力の限界を超えている。しかし限界を乗り越えら

れる」と考えた。もちろん多くの人は依然として「だからといってこれらの現

象が，人類が地球の扶養力を超えてしまったことではない」ともいっている。

しかしながら，仮に超えていなくても限界に近づいているのは真実であり，超

えていても，超えていなくても持続可能な領域に引き戻す努力が緊急の課題と

なっているのは間違いないと考えてよい。

さらに同じ著者達が約 10年後に著した著書『成長の限界・人類の選択』7)で

は，オーバーシュートの実態として，世界の人口 1 人あたりの穀物生産量は

1980年代半ばにピークを迎え，世界の国々（人々）はみな先を争って淡水や

化石燃料を求め争うようになり，最近は鉱物資源の争奪も起き，地球温暖化も

顕著になっており「地球の未来は楽観できない」と述べている。

現在問題となっている幅広い分野の地球環境問題の原因を考え，対症療法で

なく長期的な視野に立って「どうすれば崩壊せずに持続可能な社会が創成でき

るのか（持続可能な社会に移行できるのか）」を考えて実行するのがエコトピ

ア科学である。つまり，行過ぎを崩壊（ディストピア）に進めるのではなく，

意識的に方向を転換し，持続可能な未来社会（エコトピア）へ向かわせるのが

エコトピア科学である。われわれには時間はそれほど残されてはいないが，ま

だ間に合うので知恵を出して，国民みんな総評論家で批判して意見だけをいう

のではなく，エコトピアを目指した実際の行動や活動を一人ひとりが意識して

1.1 エコトピアとディストピア 5
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進めよう。その方向が正しいのかどうかを検証する時間はそれほどなく，人間

の叡
えい

智を信じて確実に前に進めることの方が大切である。間違っていたら修正

すればよいのである。

そのためには技術のみならず文化・社会制度までを変えねばならないと思っ

ている。人口 -資源 -経済システムを地球環境に配慮して再構築する気概が大

切であるが，けっして現在の生活の質を下げ成長に終止符を打つことを意味す

るのではない。地球環境を完全に修復するのではなく，人類活動が環境や生態

系に与える影響を最小限にする（少なくとも現在よりは大幅に減らす）改良か

ら始めるのでもよい。

一方では，資源の枯渇，廃棄物浄化能力の限界，その解決に必要な資本増加

への対応の困難さ，その結果による産業の衰退，食糧・サービス・消費財の生

産の縮小，それに伴う人口の伸びの抑制を迎え，それらの結果，特になにもし

なくても，地球の能力に合った人類のエコロジカル・フットプリントになるよ

うに，われわれ人類がこの地球上での成長の限界を自然と迎えるため，恐れる

ことはないという考え方もある。いい換えれば地球温暖化は詭
き

弁であり実際に

は心配するに足らずという考え方に似ている。

しかしながら，生活の豊かさも人間同士の調和も制御不能な形で人類の終焉

を迎えてもよいならばその考え方でもよいが，立ち止まってよく考えねばなら

ないのは，食糧・水・エネルギーを含めた資源の奪い合いが現に生じており，

少なくとも今後 50年程度の間には生ずるそのような崩壊・危機（ディストピ

ア）の程度を減らし，先に延ばして，秩序ある健康で質の高い生活水準を保ち

豊かで美しい地球を保全するエコトピアにソフトランディングすることを考え

るのがわれわれ知恵のある人間の行動であろう。現在はオーバーシュートした

状態ではあるが，自然と調和した豊かで美しい持続可能な社会（エコトピア）

を意識的に長期間に渡って確保する活動・努力が求められている。2020年と

2100年に目指す持続可能社会（エコトピア）はどうあるべきかを，エコトピ

ア指標（後述）と時間を軸に取って図 1.5に示した。

2002 年に日本学術会議から『日本の計画（Japan Perspective）―学術によ

6 1 章 エコトピアとエコトピア科学
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