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バイオマスを利用して地球を守る
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アース・オーバーシュート・デー（Earth Overshoot 
Day）をご存じだろうか。グローバル・フットプリント・
ネットワークという米国のシンクタンクが毎年発表して
いるもので，人類が地球上の資源を１月１日から使い始
めたとして，１年間に使って良い資源を全て使い切る日
のことで，今年（2018 年）は８月１日であった。つま
り，今年の人類は本来使ってもよい資源を１月１日から
８月１日までの間に全て使い切っていて，８月２日から
12 月 31 日までは未来に借金をしながら生きていたとい
うことになる。この考え方を違う切り口で見ると，人類
は８月１日までの 213 日間で 365 日分の資源を使って
いるということになるので，今年地球上にいる全ての人
間が生きるためには，地球が 365/213 ＝ 1.71 個必要だ
ったという計算（もともとはこの計算に基づいてこの日
を決めているのだが）になる。ちなみに，今年の計算方
法を使って私が生まれた 1971 年のアース・オーバーシ
ュート・デーを見積もると，12 月 20 日になる。当時は，
人類が生活するために地球はほぼ１つ（1.03 個）しか必
要なかったのが，2000 年は９月 23 日で地球 1.37 個と
なり，来年にはきっとこの日が７月に突入することにな
るであろう。１年はだいたい７月１日か２日に折り返す
ことを考えると，地球が２つ必要になるのも遠い未来で
はない。このように書いていると「地球って何個あるん
だっけ？」と無邪気に質問したくなると思うが，地球が
１つしかないことは言うまでもないし，このペースで１
月１日からアース・オーバーシュート・デーまでの期間
が短くなって良いはずがない。

学生時代にテニスばかりしていた私が研究に目覚めた
とき，何か大きな目標が欲しかった。その時に定めた目
標は，「地球を救う」ことだった。地球が救えなかったら
自分も生きられないわけだし，農学部にいる自分にとっ
ては，医学部や薬学部の人達が目指している「人を救う」
ことよりも，研究をする意味を直接的に感じることがで
きる気がした。実を言うと，これ以上大きな目標はあま
り考えられなかったというのが一番の理由なのだが，今

考えると若気の至りなのは明らかである。ただ，この目
標を言い始めた当時は，自分の生きる意味は大きければ
大きいほどいいと思って，「なんでそんな研究をしている
の？」と聞かれたら，自分に言い聞かせるためにも必ず
そのように答えることに決めていた。研究を始めて四半
世紀になるが，当時はアース・オーバーシュート・デー
という考え方は私の知る限りなかった（ちなみに私が研
究を始めた 1993 年のアース・オーバーシュート・デー
は 10 月 13 日だった）。また，環境と言えば公害に一通
り区切りがついて環境ホルモン等の話が中心だった時代，
つまり局所的な環境問題しか話題に上らなかった時代に
地球規模の目標設定したのだから，周りの人からいかに
荒唐無稽だと思われたかはお分かりいただけるだろう。
しかし，今となってはこのような設定した若き日の自分
を褒めてあげたい。なぜなら，今世紀に入ってインター
ネットの発達等によって世界はどんどん小さくなったが，

「地球」という言葉をいつも使っていた私にとっては，そ
もそも世界という言葉はそんなに大きく感じられなかっ
たし，ましてや「日本で〇番」なんてことはどうでも良
いと感じられたのは，今の自分の生き方に大きく影響し
たと思うからである。その一方で，「地球を救う」ために
やっている「微生物が生産するセルロース分解酵素の研
究 (1)-(5)」が，いつの日か本当に地球を救うことになるの
だろうかという問いは，いつも自分を悩ませた。特に，
バイオマスを利用することに社会があまり意義を感じて
いなかった 1990 年代は，どちらかというと否定的な感
じで「なんでそんな研究しているの？」という質問を受
けていた。さらに，私が頑張っていた研究も，その結果
をまとめた論文も「マニアックな研究」としてそれほど
評価されなかったので，あの時代がそのまま続いていた
らいつの間にか「地球を救う」ことなんてどうでも良く
なっていたに違いない。しかしながら，正しいことを考
えていれば必ず報われるもので，今世紀に入ってからは
私がこれまでに考え突き進んできた道は，多くの人に共
感していただけるようになった。
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そうなると今度は別の悩みが発生する。これだけ多
くの人が実感できるくらい地球は危ない状況になってい
るのではないかということである。一部の（私のよう
な）科学者が 20 世紀の終わり頃に言っていた「このま
ま行くと地球は百年もたないのではないか」という状況
は，今世紀に入って「このまま行くと数十年後には危な
いのではないか」と桁が一つ小さくなった。地球上での
炭素循環を数億年まで遡って考えないといけない私にと
っては，なぜ人々は百年なら大丈夫と思って数十年なら
ば危ないと考えるのか理解できなかったが，ノストラダ
ムスが世界は滅びると言った 1999 年までは曽孫玄孫の
問題だったことが，今では自分が生きている間に起こる
かも知れない危機，つまり「自分事」としてより実感し
やすくなったということなのだろう。気温が 30 度以上
の「真夏日」に，いつの間にか 35 度以上の「猛暑日」
が付け加わり，数十年に一度の豪雨が毎年来るような環
境になってしまったことは，多くの人が身をもって感じ
ていることであろう。二酸化炭素の排出量を削減するた
めといって積極的に導入してきた原子力発電も，決して
夢のエネルギーではないことが東日本大震災によって明
らかとなり，国連が「持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals: SDGs）」のようなものを，大上段に
掲げるような社会になったせいもあるであろう。とにか
く，一つしかない地球は完全に悲鳴を上げており，その
地球を助けるためにはこれまでの常識から脱却して新し
い考え方をしなければならないと，世界が気づき始めて
いるのである。

20 年以上前に，このようなことを考えてそこに向けて
研究をしてきたと言うと，私のことを，未来を言い当て
た予言者のように扱う人まで出てくる。しかし，当時か
らそのように考えていた人は少なくなかったし，私は自
分の予言が当たりつつあることを全く喜んでいない。そ
れは，この一連の流れが「予言者のジレンマ」という言
葉にそのまま繋がるからである。ある国（私はいつもヨ
ーロッパの小国をイメージするのだが）で，政治に無関
心な王に対して予言者が「このままの政治を続ければこ
の国は滅びます」と言う。もし，その予言者の言葉に従
って王が良い政治を行うようになれば，その国は滅びな
いので予言自体は当たったかどうかが分からない。しか
しながら，予言者が自分の正しさを確かめるためにその
予言を言わなかったとしたら，国は滅びてしまい，予言
者が存在する意味はなくなる。自身の研究が歯牙にもか
けられなかったとき，私はすでにこの「予言者のジレン
マ」を覚悟しており，外れてもいいから警鐘を鳴らし続
けようと思った。私の予想が外れるということはすなわ
ち地球が救われるということなのだから，予言者として
は間違っていても自己の目標は達成できるのだからそれ

で良いと思った。しかし，残念ながら地球は予想通り（予
想以上にというべきかもしれない）危険な状態に向かっ
ている。予言者のジレンマに苦しんでいることを理解し
ていただけたら，予言が当たったからと言って私が喜べ
ないことも納得していただけると思う。

昨年 12 月１日に「地球は２つない」というスローガ
ンを掲げて，東京大学に「One Earth Guardians（地球医）
育成プログラム」という教育プログラムを立ち上げた。
100 年後の地球を支えるための人材育成を目指している
のだが，いつもの調子で当初は「何を馬鹿げたことを言
っているのか」という受け止められ方からのスタートで，
有志で構想をし始めてから実際に動き出すまでに５年も
かかってしまった。ただ，今の私には「50 年じゃなくて
よかった」と前向きに考えられるのは，自分の考え方は
間違ってなかったという自負と，弛まず技を繰り出せば
予言者は理解されるという自信，そしてそのような自分
が様々な経験からたどり着いた「教育の重要性」という
確信が根っこにあるからだと思う。間違っている可能性
があっても，勇気を出して予言をした結果，100 年後に

「地球医なんて必要なかったじゃないか」と嘲笑されても，
「地球医が必要ない地球」こそが私の思い描いている理想
の地球なのだから恐れることは何一つない。今の地球に
対して課題を発見し，地球の未来のために具体的に行動
できる人材，つまり私と一緒に予言者のジレンマに立ち
向かう覚悟を持てる人材を，継続的に排出するための仕
組み作りが，このような時代に必要なのである。

横河電機のホームページ「サステナビリティ」に，色々
な人種の子ども達が「地球」を持っている写真を見つけた。
100 年後の子ども達がニコニコしながら同じような姿の
地球を持って「アース・オーバーシュート・デーって何？」
と無邪気に質問してくる未来を夢見ながら，こつこつと
バイオマスの利用に取り組む，そんな人生も悪くない。
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