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【要旨】　地球環境制約がますます厳しさを増す中，ライフスタイルはフォーキャスト思考に支配されており，な

かなか転換は難しい．その結果，企業活動を含む人間活動は部分最適化を目指す方向に向かっている．人間活動

が全体最適化を目指す方向に向かっていないことを考えれば，環境制約が厳しくなるにつれ，生活者が本質的に

望むライフスタイルの実現はできなくなる危険性が高い．環境制約の影響を受けて多くの変化が起こってはいる

ものの，環境制約任せでは人々が望む世界は訪れず，最悪，自らの意志で文明崩壊へと進むことになる．今必要

なことは，淘汰を待つのではなく，意図的に淘汰を起こし，環境制約化においても望むライフスタイルを実現で

きる方法を考えることである．すなわち，ライフスタイルを低環境負荷に変革するイノベーションが必要になる．

それこそがネイチャー・テクノロジーなのである．

【キーワード】　ネイチャー・テクノロジー　　　ライフスタイル　　　地球環境制約

【Abstract】　While global environmental constraints become ever more severe, lifestyles continue to be dominated by a 

forecasting mentality making a shift in direction difficult. As a result of this, all human activity, including corporate 

activity, tends towards partial solutions, and since we are not aiming at creating total system solutions, it will be difficult, 

as the severity of environmental constraints intensifies further, to realize the lifestyles that people deep down desire.　
While many changes are taking place as a direct result of emerging environmental constraints, the kind of world people 

truly desire will not be created simply from constraints, and in a worst case scenario, we may, on our own initiative, 

move further down the path of civilization collapse. Today, we cannot just wait for the weeding out of unsustainable 

technology and lifestyles but have to generate this weeding out intentionally and contemplate ways in which to realize 

attractive lifestyles even under environmental constraints. That is, we need innovation that shifts lifestyles in the 

direction of low environmental impact that is the Nature Technology.
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1.　生物規範工学が求められる時代　

　先進国といわれている国々では，テクノロジーが
行き詰まり，物が売れない時代が始まった．例えば，
日本では家電製品が売れず，一部上場の大企業でさ

え屋台骨がグラグラとし危げな状態が続いている．
例えば，確かに医者の仕事は人の命を助けることで
はあるが，倫理的な視点から見れば，与えられた命
を全うする以上の延命治療が本当に求められている
のだろうか．その結果，莫大な治療費が国家財政を
圧迫しているともいえる．人工知能が人の能力を超
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え，平均寿命が 100歳を超え，車は完全自動運転に
なり……その実現のために国を挙げて研究開発が進
んでいるが，社会は本当にそれを求めているのだろ
うか．また，地球環境問題は喫緊の課題であり，
COP21（気候変動枠組条約第 21回締約国会議）では，
温室効果ガスを 2030年までに 2013年比 26%削減
することを日本は約束したが，少なくとも，二酸化
炭素排出量を見る限り，リーマンショック後，一時
的に 11億 5000万トンまで低下したものの，これを
除けば，この 15年間は 13億トン前後で，大きな変
化は見られない．エコ・テクノロジーがこれほどま
でに市場に投入されても，エコ・テクノロジーが消
費の免罪符となり，テクノロジーはエコであっても
相対としての効果は見られず（エコ ･ ジレンマ），
地球環境問題に貢献しているとは言い難い（石田，
2004）．
　テクノロジーは人を豊かにしなければならない，
勿論，地球環境にも配慮しながらである．今改めて，
人と地球を考えたテクノロジーとは何か，原点に戻
り考える必要がある．少なくとも，この地球上で持
続可能な社会を維持しているのは自然しかない．自
然は完璧な循環を太陽を主なエネルギー源としてき
わめて効率よく駆動しているのである．例えば，人
が 10 kmを徒歩で移動すると 308 kcalのエネルギー
を消費するが，人が動力となる自転車では 118 kcal，
これが車になれば，約 9000 kcalのエネルギー消費
となる．生物の中でも効率の悪い人間であっても質
が高いのである．
　18世紀のイギリスでの産業革命以来，我々は地
球上にない地下資源 ･エネルギー型テクノロジーを
進歩の錦の御旗のように考え，市場に投入を続け，
結果として地球環境問題を起こしてきた．今こそ，
自然に学ぶ新しいテクノロジーの型を創ることこそ
イノベーションではないかと思う．

2.　今考えなくてはならない限界

　テクノロジーが行き場を失っている根源には資本
主義の行き詰まりがある．物資的な成長と無限の発
展を機軸としてきた資本主義社会であるが，外的に
は地球環境の劣化，内的には物質的消費欲求の劣化

という 2つの限界が明らかになってきた（広井
2015）．日本では，恐らく 1950年代初めまで，1万
年以上に亘ってその社会構造はアニミズム型であっ
た．それは，圧倒的に強い自然の上に，それと強固
につながった共同体があり，それに個（人）が帰属
している構造を持っていた．しかし，1960年代か
らの工業化が進むにつれ，個（人）が自然や共同体
から離脱していった．そのドライビングフォースは，
お金という物差しの台頭であった．お金さえあれば，
共同体に帰属する必要もなく，自然とも無縁に好き
なように，自由に暮らせる……．その結果，肥大化
した個（人）が，自然や共同体を侵食し始め，今限
界を迎えようとしているのである．
　今，求められているのは，離脱した個（人）を如
何に共同体や自然に，あらためてつなぎとめること
ができるか，それに必要なテクノロジーやサービス
は何か，と言うことである．残念ながら，従来のテ
クノロジーの多くが，離脱した個（人）の快適性や
利便性を煽るものばかりで，その延長上に新しい役
割を持ったテクノロジーが見つかるとは思えない．
三種の神器と言われた，テレビ，洗濯機，冷蔵庫は
すでに普及率 100%を越えた．次代の三種の神器を
社会に投入しなければならない企業がそれを怠り，
結果として大きな経営課題を背負うことになったの
は当然かもしれない．次に神器でなくなるのは，車
であろうし，その傾向も見え始めている．
　では，離脱した個（人）をもう一度つなぎとめる
にはどのような視点が必要なのか．それは，より利
便性を高めるための何かと何かを置き換えるテクノ
ロジーではなく，ライフスタイルそのものを変える
のに必要なテクノロジー（ライフスタイル・オリエ
ンテッド ･テクノロジー）だと思う．
　そして，すでに多くの予兆が新しい時代を迎える
ことを示している．例えば，1980年代半ばから，「も
の」より「心」の豊かさを求める人が増加し，その
差はすでに 30ポイント以上開いている．週末のア
ウトドア・ライフ暮らしがブームとなり，若者はフ
リーマーケットで物々交換することに抵抗がなくな
り，家庭菜園やガーデニングがおしゃれな趣味とな
り，自分でものをつくるDIYショップが盛況である．
　まさにライフスタイルそのものが物資的なものか
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ら精神的なものへ大きく移行しようとしている．そ
して，この予兆をしっかり引き上げることのできる
テクノロジーが今求められているのである．

3.　求められる新しいテクノロジーのかた
ち

　精神的な社会に貢献できるテクノロジーやサービ
スとは何か，それは決して無形のものであるわけで
はないが，それを明らかにするためには，足場を変
えて思考する必要がある．今日を原点に考える従来
型の思考（フォーキャスト思考）で地球環境のこと
を考えれば，心豊かに暮らす部分を削り，我慢の戦
略を取ることになる．節水，節電，省エネに代表さ
れるテクノロジーはすべてこの思考から生まれた．
これからますます厳しくなる地球環境制約に対し
て，これからも我慢を強いるテクノロジーを作り続
けることが次世代への責任とはとても思えない．そ
れは将来への責任の先送りでもある．私たちはこれ
からどのような環境制約が発生するのか，すでにか
なり定量的な知見を持っている．重要なことは，こ
の制約の中で，ワクワク・ドキドキ心豊かに暮らせ
るライフスタイルをしっかりイメージし（バック
キャスト思考），それに必要なテクノロジーやサー

ビスを具体的に創り上げる必要がある．
　そのようなテクノロジー創出システムの一つとし
て，最も効率的な自然の循環に学び，厳しい地球環
境制約の中で心豊かな暮らしを担保できるネイ
チャー ･テクノロジー（広義の生物規範工学）があ
る．これは，4つのアプローチからなる．まず，①
2030年頃の環境制約をベースに厳しい環境制約の
中でワクワク・ドキドキ心豊かに暮らせるライフス
タイルを描く．②描かれたライフスタイルから必要
なテクノロジーを抽出する．③完璧な循環を最も小
さなエネルギーで駆動する自然から，必要なテクノ
ロジー要素を探す．④見つけたテクノロジー要素を
サステイナブルというフィルターを通して具体的な
テクノロジーにリ・デザインする．このようなテク
ノロジー創出システムを使って，水のいらないお風
呂，無電源エアコン，効率の良い小型風力発電機
……などが生まれ，いくつかのものは，すでに市場
投入されている．
　このように，厳しい地球環境制約の中で心豊かに
暮らすことができるライフスタイルを定義し，そこ
からテクノロジーを生み出すこと（＝ライススタイ
ル・オリエンテッド）は可能なのである．

2030年の制約因子の中で安全・安心・快適
な暮らしのシーンを考える

2030年に必要なテクノロジーを自然
の循環の中から見つけ出す

地球に最も負荷のかからないテク
ノロジーとしてリ・デザインする

暮らしのシーンを構成する
テクノロジー要素を抽出

　　　　図 1　ネイチャー・テクノロジー（広義の生物規範工学）創出システム
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4.　ラフスタイルから求められるテクノロ
ジーを創り出す

　ネイチャー ･テクノロジー創出システムで最も重
要なことはバックキャスト思考から生み出される心
豊かなライフスタイルであろう．すでにこの手法に
より 4000を超えるライフスタイルを描き，その社
会受容性を測定し，現在の 20－60歳代の方々が潜
在的にどのような欲求を持っているのか，ほぼ明ら
かにできた．
　最も強い欲求は「利便性」であったが，これとほ
ぼ同じ強さで「楽しみ」と「自然」が続く．無論，バッ
クキャストで描いたライフスタイルにはインター
ネットやテレビゲームは現れない．社会はそのよう
なものとは異なる「楽しみ」を求めているのである．
「自然」も同様に，恐らく自然と何らかのかたちで
関与したいということなのだと考えられる．また，
これらに続いて「社会と一体」「自分成長」などの
欲求が強く現れた．さらにこれらの潜在欲求を深掘
りするために，新たに開発した 90歳ヒアリング手
法を導入した．戦前に成人になり，日本が高度経済
成長の地盤を固めた 1960年代に 40歳代の働き盛り

だった方々（制約の中で豊かさを体現した方々）の
ヒアリングを通して，日本人の生活原理を炙り出そ
うというものである．現在までに国内全都道府県で
460名の方々のヒアリングを終了し，現在解析中で
はあるが，日本の文化を創ってきた生活原理が 44

個に集約でき，この上に地域性が存在することもほ
ぼわかってきた．この 90歳ヒアリング結果と，バッ
クキャスト・ライフスタイルの分析で明らかになっ
た潜在欲求から，心豊かな暮らしの構造がやっと見
えてきた．
　それは，厳しい環境制約の上に利便 ･自然 ･育と
いう 3本の柱を持ち，「利便」から「育」，そして「自
然」に向かうほど（図中 Aから Cに向かうほど），
心の豊か度が上昇することを示している（Ishida 

and Furukawa, 2013）．
　図 2の心豊かな暮らし方の構造のライフスタイル
という部分だけを切り出せば，今，生活者が求めて
いるものは「自立型」（B, C）のライフスタイルで
ある．しかし，実際には多くのテクノロジーやサー
ビスは「依存型」（A）のライフスタイルを煽るも
のが圧倒的に多い．利便性のみを追求し，ブレーキ
を踏まなくても止まる車をはじめ，あらゆるものが
全自動化の方向にある．これが極端になれば，「完

育
自然

利便

自己：貢献、技
他者：家族、仕事
自然：果実、花

制約
自己・他者・自然
（経済）

安全・安心（安全欲求）

地球環境制約（7 つのリスク）

A

B

C

高い

低い

心
豊
か
な
暮
ら
し
度

　　　　　　　　　図 2　心豊かな暮らしの構造（A から C に向かうほど心豊か度が高くなる）



27

未来を創るあたらしいテクノロジーのかたち

全介護型」のライフスタイルになる．これは健康な
人をベッドに縛り付けているようなものである．初
日は嬉しいかも知れない，何もしなくてもあらゆる
ことをテクノロジーやサービスが処理してくれるの
だから……．しかし，10日も暮らせば，ストレス
が溜まり，それはとんでもない苦痛になる．お客様
のことを思って作れば作るほどクレームが増え
る……．今，多くの企業が抱えている問題はここに
もあるように思う．ともあれ，生活者が求めている
ものとは逆行していることは明らかである．では，
自立型のライフスタイルを煽るテクノロジーやサー

ビスはあるのか？　残念ながらほとんどない．自立
型＝自給自足型と定義されているように，田舎暮ら
し，第一次産業という認識が圧倒的に強く，さらに
は，都会暮らしの人たちには圧倒的にハードルが高
い．要するに，自立と依存の間には〈間〉があるの
であるが，この概念がすっぽり抜け落ちている，「間
抜け」なのである（石田，2015）．
　最近，「ものを欲しがらない若者」などの議論が
新聞でよく特集されているが，本当にそんな若者が
存在するとは思えない，若者が求めているものは，
この〈間〉を埋めるテクノロジーやサービスであり，

心豊かな暮らし方

〈間〉

利便

技・知恵

自給自足型

自立型

依存型

完全介護型

図 3　自立型ライフスタイルと依存型ライフサイクルの間にある〈間〉

行為分解木の例（LS8　木造電柱は総合小型発電機のハブ）

人を集める

自分でする

電柱を街角に
設置する

電源を利用する

凡例： 行為
方式

課題（環境問題や社会問題など）
心の豊かさにつながる行為
一般の行為と心の豊かさにつながる行為との境にある方式

エコな電気を得る

場を提供する

街角に電源
を設置する

たくさんあるインフラを
有効活用する

　　　　　図 4　ライフスタイルの行為分解木例

行為分解木の例（LS8　木造電柱は総合小型発電機のハブ）
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利便性のみを煽るテクノロジーやサービスではない
のだと思う．
　〈間〉を埋めるテクノロジーやサービスはほとん
ど研究されておらず，ビジネスにもなっていないが，
間違いなくここには山ほどの宝物が眠っている．
〈間〉を埋めるテクノロジーやサービスとはちょっ
とした不便さや不自由さという制約を自分の知恵や
技で乗り越えるということである，それによって，
達成感や愛着が生まれることは，家庭菜園をはじめ
多くの予兆が明らかにしていることでもある．但し，
超えられない制約（ネガティブ制約）は苦痛であり，
どの程度の制約までなら超えられるのかということ
を考えることも生活者の責任であり，そのレベルに
応じていろいろな制約（ex : 求められる技のレベ
ル）を準備することが企業の責任でもある．
　これら一連の研究から，求められるライフスタイ
ルとは未来自足型の暮らしのかたちであり，それは

地域が持つ（さらにローカルであれば多くのものは
自然に立脚した）文化的な価値を基盤としたもので
あり，そこには独自の暮らし方に根付いた新しいビ
ジネスが生まれることは間違いない．そして，一部
の企業では，それを意識しているかどうかはわから
ないが，明らかに未来自足型のビジネスが始まって
きた．

5.　社会実装へのハードル

　このように，バックキャスト思考を使うことに
よって，ライフスタイル・オリエンテッド・テクノ
ロジーが創生できることやそのテクノロジーが〈間〉
の概念を持たねばならないこと，そしてこれらのテ
クノロジーが従来の置き換えのテクノロジーとは全
く異なる領域で存在することなどが明らかになった
が，このような思考の汎用化は容易ではない．

　　　　図 5　心豊かなライフスタイルからのテク ノロジー創生フロー

ライフスタイル
デザイン

技術の抽出

自然に学ぶ

リ・デザイン

ライフスタイルの社会実装

必要な
機能要素
（要件）

制約・課題

心の豊かさ

特許

Bio-TRIZ

自然界の解決策
（技術シーズ）

矛盾

解決原理 物理的効果

技術シーズや暮らしの知恵をリ・デザインした新しいモノ・システム・サービス
（厳しい環境制約の下で心豊かに暮らすために必要なテクノロジー）

LS標準語彙

表層語彙

行為分解木

バックキャスト手法：90歳ヒアリン
により描いたライフスタイル

消失していない
ことを要確認



29

未来を創るあたらしいテクノロジーのかたち

　汎用化のためには，ライフスタイルの一般化が必
要であり，その有力な方法として，オントロジー工
学の導入がある．オントロジー工学は「もの」と「も
の」との間にどういう関係があるかの基本概念を体
系化することに用いられる．そして，その概念体系
をコンピューターに記載して，さまざまな事物の成
り立ちやつながりを表す土台（モデル）をつくるも
のである（溝口，2005）．
　ライフスタイルの要素抽出にオントロジー工学を
利用することは，過去に例がなかったが，バックキャ
スト手法で描いたライフスタイルの行為分解木を描
くことが可能であることは明らかになってきた．行
為分解木を描くことで，行為に内在する機能を明ら
かにすることができ，求める機能のテクノロジー化
での矛盾点を明白にできれば，Bio-Triz（詳細は，
本特集号の山内健〔新潟大学〕・小林秀敏〔大阪大学〕
の論文を参考にされたい）を使って，自然界での解
決策を求めることができ，具体的なテクノロジーに
反映可能となる．一方では，毎回ライフスタイルを
設定し，行為分解木を創り，機能を探し出し……と
いう作業は汎用的とは言えないことから，ある程度
の数のライフスタイルの行為分解木を描くことで，
得られる表層語彙から心豊かなライフスタイルに関

わる標準語彙が収束するのではないかと考えてい
る．収束できるなら，標準語彙によって求める自然
界の解決策を検索できる可能性があり，現在その検
証を続けている．社会実装に当たっては，無論のこ
と，得られたテクノロジーが，間を埋めるものであ
るかどうかの検証も必要である．
　最先端テクノロジーが煽る，従来の思考とは大き
く足場を変えた新しいビジネスフィールドが明確に
見えてくる．これこそが，新時代を創るイノベーショ
ンなのだろう．
　残念ながら，現在議論されている Biomimetics ISO

には持続可能性に関する文言はあるが，その議論は
まだまだ不十分である．持続可能社会を議論するに
は，すでに述べたようにライフスタイルの転換が不
可避であり，それこそが Biomimeticsの本質でもあ
る．日本が社会実装というかたちでそれを先導する
ことも 1つの選択肢ではないかと最近考えている．
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