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2008 年 9 月 「ロハスビジネス」 朝日新書 大和田順子、水津陽子  

自らの「食」を自らで賄えず、豊かなはずの森林資源も活かせない国に未来はあるのでしょ

うか。 

これからは日本でもロハス層に代表される「自立した意識の高い個人」が増えていきます。

ロハス層と、それに近い生活堅実層を合わせれば、環境問題に関心がある人はすでに 7 割

に達しています。こうした時代にロハスビジネスを展開しようという経営者は、まず自らが

ロハスの価値観を持っていることが基本です。「地球的視野」も欠かせません。地球温暖化

の危機が叫ばれる折、「持続可能性」を目指すことは「次世代や人類以外の動植物への思い

やり」にほかなりません。「勝ち組」と「負け組」を分けて考える必要はありません。顧客

をはじめ従業員や取引先といった企業を取り巻くステークホルダーとの共感・信頼関係を

作る。 

 

2008 年 06 月 「エコロジカル・フットプリントの活用」 ﾆｯｷｰ･ﾁｪﾝﾊﾞｰｽ 合同出版 

持続可能な開発とは「子どもたちを裏切らないこと」だ。 

経済と社会は長期的には健全な自然環境の中でしか存続しえないということを認めている。 

GDP では、自然環境が経済に重大な貢献をしていることを考慮していない。自然界は、き

れいな空気や水、生産力のある表土、穏やかな気候を与え、有害な太陽光線から保護してく

れている。財やサービスを生むために自然資源が使われて枯渇したとしても、それは GDP

では表現されない。セコイアなどの古木を切り倒すと、その木材の市場価格が経済にプラス

されることになるのだ。 

社会が持続可能であるためには、人間界のシステムにおいて、自然の機能や多様性が次のよ

うなものであるべきだとしている。 

・ 地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない 

・ 人間社会が作り出した物質の濃度が増え続けない 

・ 乱獲などの人為的な操作によって生態系が劣化しない 

地球の表面積はおよそ 510 億 ha で陸地はわずか 150 億 ha。耕作地は 15 億 ha。 

経済のグローバル化によって地域間の相互依存が高まる中、離れた場所の生態系の健全性

にも無関心ではいられなくなっている。 

世界中の各地域で深刻な土地の劣化が起こっている。人間が引き起こした土地の劣化の主

な原因として「過放牧」「森林伐採」「誤った農業管理」の３つが挙げられる。 

世界の１人あたりの穀物作付け面積は、1950 年の約 0.23ha から 1997 年には 0.12ha へと

減少した。そして現在予想されているように、今後もこの傾向が続けば 2030 年にはたった

の 0.08ha にまで減少するだろう。 

生物種のもっとも豊かな森林生息地は、いうまでもなく地球上の全陸地の約 7%を占める熱



帯雨林だ。それ以外に多くの生物種が生息している場所としては、サンゴ礁や湿地帯がある

が、いずれの面積も減少傾向にある。米国の湿地帯の面積は 1800 年に比べ 95%縮小してい

る。 

生物種は「自然に」絶滅するスピードの 1000 倍以上の速さで毎年姿を消しているという。

これは１日に、植物種はだいたい１種類、動物種に至ってはもっと多くの種が絶滅している

ことになる。 

フットプリントでは地球が支えられる人口は何人か？と問うのではなく、人々は生きるた

めにどれだけの土地を必要としているかと問う。つまり人数を数えるのではなく、踏みつけ

ている足の大きさを測るのである。 

植林が二酸化炭素を吸収するのは新たに成長する期間だけ。 

 

  

27MWh 風力発電のフットプリント：   4.3 + 0.6 = 6.0ha/GWh/年 

エネルギー地フットプリント＝（27/1,000）ｘ161＝4.3ha/GWh/年 

  ここで、EU の硬質炭使用電力の生産性ある土地面積は 161ha/年/GWh 

 生産力阻害地フットプリント＝0.6ｘ2.8＝1.7ha/GWh/年 

  ここで、風力発電装置が直接必要とする土地 0.6ha/GWh、生産力阻害地等価係数 2.8 

さまざまな資源のエコロジカルフットプリント： 

 天然ガス  45ha/GWh/年 1996 年の IPCC データによる 

 重油  59ha/GWh/年 直焚きの場合、1996 年の IPCC データによる 

 薪  95ha/GWh/年 乾燥木材に IPCC の純カロリー値を使用 

 LPG ボンベ 51ha/GWh/年 1996 年の IPCC データによる 

自動車のフットプリント：  0.73 + 0.17 = 0.90m2/km/台/年 

 エネルギー地＝((1/11) x 1.45 x 2.36 x 1.92) x 1.17 = 0.73m2/km/台/年 

  自動車の製造と維持に必要なエネルギーは燃料エネルギー使用量の 15% 

  道路インフラの建設と維持に必要なエネルギーは燃料エネルギー使用量の 30% 

  ガソリン燃費＝（1Lit／11km）、増加係数＝1.0+0.15+0.3＝1.45 

  二酸化炭素発生量＝2.36kg-CO2/Lit 

  二酸化炭素を固定するのに必要な森林面積＝1.92m2/kg-CO2 



  森林の等価係数＝1.17 

 生産力阻害地＝(2,581,747 x 0.86 / 362,240,000,000 x 10,000) x 2.8 = 0.17m2/km/台/年 

  英国の道路面積＝2,581,747ha 

  自家用車配分率＝0.86 

  英国での 1 年間自動車走行キロ＝362,400,000,000km/年 

  生産力阻害地の等価係数＝2.8 

バナナのフットプリント：   8.3m2/人 

 生産力ある土地面積＝10/12000＝8.3m2/人 

  英国での一人当たりバナナの消費量＝10kg/年 

  バナナの平均収量=12,000kg/ha/年 

 輸送、生産・流通工程に投入されるエネルギーの影響については考慮されず 

バージン紙のフットプリント：  1.06 + 1.12 + 0.015 = 2.2ha/ton/年 

 エネルギー地（加工）＝25 x 0.2 x 0.19 = 0.96 

  パルプ生産に使われるエネルギー＝25GJ/ton 

    二酸化炭素発生量＝0.2ton-CO2/GJ 

  二酸化炭素を固定するのに必要な面積＝0.19ha/ton-CO2 

  エネルギー地の等価係数＝1.17 

 エネルギー地（輸送）＝(69.3 x 0.00019) x 1.17 = 0.015ha/ton/年 

  パルプ輸送で発生する二酸化炭素の量＝69.3kg/ton-CO2 

  二酸化炭素を固定するのに必要な面積＝0.00019ha/kg-CO2 

 生産力ある土地面積=(1.8/1.99)x1.17=1.06ha/t/年 

  パルプ 1ton 生産に要する木材量＝1.8m3/ton 

  森林地 1ha 当たりの木材生産量（北半球）＝1.99m3/ha 

古紙のフットプリント：   0.0002 x 1,000 = 0.2ha/ton/年 

 エネルギー地＝7.24 x 0.3 x 0.00049 x 0.19 = 0.0002 

  バージンパルプに内包されたエネルギー＝7.24kwh/kg 

    古紙を作るのに必要なエネルギーの割合＝0.3 

  発電するときに発生する二酸化炭素量＝0.00049ton-CO2/kwh 

  二酸化炭素を固定するのに必要な面積＝0.19ha/ton-CO2/年 

新聞紙のフットプリント：((2.2/1000)x0.2x0.2+0.00023x0.2x0.8)x10,000=0.37m2/部/年 

  新聞紙 1 部の重さ＝0.2kg/部 

  新聞紙のバージンパルプ含有率＝0.2 古紙パルプ含有率＝0.8 

天然資源の使用量：世界平均 1.6ton/人/年、アメリカ 37ton/人/年、英国 10ton/人/年 

人類の消費は、十中八九、自然が再生できる範囲を超えつつある。人類は行き過ぎてしまっ

ているのだ。大きくなりすぎたエコロジカルフットプリントは、私たちの星「地球」の容量

を超えている。私たちは自然の与えてくれる利息の範囲内で暮らしているわけでも、さらに



いえば、手に入るものを平等に分け合っているわけでもない。 

 

 

  

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

2007 年 11 月 「ロハスの思考」 福岡伸一  

私たち生命は、還元状態にある炭素からしかエネルギーを取り出すことができない。私たち

の食料も、産業に使われる石油・石炭もすべて還元状態にある炭素である。これらを燃やし

てエネルギーを取り出した後の燃えカス、つまり酸化状態にある炭素が二酸化炭素だ。私た

ちは還元→酸化という一方通行の営みをずっと無自覚のまま続けてきた。そしてようやく

今になって、還元状態にある炭素が近日中に底をついてしまうことに思いを至らせたので

ある。一方通行を反省して円環的なサイクルを作るための答えはシンプルだ。酸化された炭

素をもう一度還元状態にしてやればよい。しかし還元にはエネルギーが必要である。炭素を

還元するためのエネルギーを、炭素を酸化することから得るのでは元も子もない。 

希少生物の保護というよりは、むしろグロスでの物質循環へと思いを馳せるのが、そしてそ

れをできるだけ定量的に把握するのがロハスの思考といえるのではないか。 

エコロジーを考える、環境に思いを馳せる、ということは、地球を循環している流れを大切

にするということにほかならない。 

人々がこの病気を狂牛病と呼び、ごく稀にしか感染することのないと知りながらもここま

で不安になるのは、ベネフィットとリスクとの乖離というアンフェアネスに対する直感的

な嫌悪感の表明であろう。専門家のすべきことはリスク論によって人々を説得することで

はなく、人々が自分たちの直感の正しさを納得できる言葉を見つけ出すことだろう。そして

加速度的操作によって乱された食と生命の平衡関係を少しでも回復することにこそ力を注

ぐべきである。 

ベネフィットとリスクは同一の行為者によって引き受けられてはおらず、真のベネフィッ

トは上流で、あるいはプロセスの途中で掬い取られている。そしてリスクだけがジョーカー

として下流へと流される。その結果、私たちは、リスクを引き受けるか否かを判断すること

なく、リスクはすでに目の前にあり、リスクから逃れることができない状況下におかれる。 

アルファベットとしてのアミノ酸は、身体に取り込まれると新しいタンパク質を構成する

こと、つまり新しい言葉を作り出すのに使われる。複数のタンパク質は組み合わさってさら

に高次の文章、すなわち“情報”を構築する。一方でタンパク質は常に分解されている。一

定の情報を保ちつつ、更新していくこと。これが生命体の環境への適応を保証するシステム

であり、生きていることそのものでもあるのだ。 

生態学的に近い場所に生息している生物がお互いを食い合うと、情報の干渉を起こすだけ

でなく、生態学的な平衡の乱れを呼び起こすことにもなる。 

生命体が、ミクロなパーツを寄せ集めたプラモデルのようなものではなく、流れの中で情報

の分解と再構築を繰り返している動的な平衡系にあり、それが環境とも連結されていると

いう生命観・環境観に立つと、古くて新しい示唆が得られることに気づかされる。それは部

分と言う幻想についての示唆である。 

実はこの世界には、部分と呼べるもの、部分として切り取れるもの、あるいは部分として取



り出し、他の部分と交換できるようなものは実は存在していないということである。モジュ

ール的な機能単位に見える部分は、人間がそう見なしているだけで、決して独立した部分で

はなく、ネットワーク全体の文脈と平衡関係を結んでいる。実際ミクロなレベルでは絶え間

ない分子の流れが行き来しているのだ。 

そこには切り取れる境界線はない。にもかかわらず、私たちはこれまであまりにも多くの部

分的な操作を行ってきた。生命を機械的に見て、部分に手を加えたり交換すれば改良や効率

化が図れると考えた、いわばナィーブすぎる思考の弊害でもあった。しかし動的な平衡を考

えれば、これらは本質的に不可能な行為なのである。 

脳細胞は基本的にエネルギー源としてブドウ糖しか利用しない。それも大量の！ヒトの脳

では１日約 500kcal の糖が消費される。全食事エネルギーのうちのおよそ 20%である。そ

れだけ脳は大量の仕事をこなしているわけだ。 

私たちの身体のおよそ 70%は水でできており、たとえば脳はその 80%が水である。脳は水

の中に浮いているといってもよい。 

そしてその水は動いている。絶え間なく流れている。この流れこそが生命を支えているので

ある。自然現象はすべてエントロピが増大する方向へ、すなわち乱雑さが大きくなる方向へ

進む。その中にあって一人生命体だけが細胞を組織化し、エネルギーを生み出し、酸化され

たものを還元し、傷ついた DNA を修復できる。それは流れる水が身体の内部に発生するエ

ントロピ＝乱雑さを常に体外へ排出してくれているからだ。それゆえに、私たちが健康でい

るためには、この流れを絶やさないこと、すなわち水をたくさん摂取することが何にもまし

て重要となる。 

腎臓は一度汚れた血液を全部捨ててしまうのだ。そののちに必要なイオンや栄養分を選択

的に回収する。ここで際回収されなかったものは尿となって排出される。このようなシステ

ムを用いれば、システム内部にゴミ＝エントロピが蓄積する心配がない。 

尿酸は DNA の分解産物であり、一種のゴミである。腎臓のシステムを通して尿中に捨てら

れる。しかしこのゴミは新しい分子を作るときの材料としてリサイクルすることもできる。

そこで賢い腎臓は、尿酸の一部を再回収していることがわかった。THP の遺伝子のほんの

１ｹ所ニミスがあると、THP はがんばりすぎて尿酸を必要以上に際回収してしまうのであ

る。 

腎臓には 1 日 1700Lit もの血液が流れ込み、捨てられるのが 180Lit。このうち 99%が回収

されて、残りが尿となる。 

私たちは尿によって水を捨てているのではなく、水の流れに乗せてエントロピを捨ててい

るのだ。 

ヒトは外界を認識するために、視覚をとても大きなツールとして使用しているけれど、遺伝

子的に見ると、味覚および嗅覚にずっと大きな比重がおかれている。 

濃い味は子供の舌にインパクトをもたらすが、同時に閾値の上昇をもたらす。一度、そうな

ると精妙でたおやかな味覚を感知したり識別したりすることが困難になるはず。 



レスター・ブラウンとの対談 

「中国では羊たちがまるでペットの犬のように色とりどりの“服”を着せられている。これ

はいったい何だと思われますか？こうして布を体の周りに巻いて、ほかの羊が毛を食べな

いように防いでいるのです。ですから、ほら、布から出ている頭や尻の部分は毛がありませ

ん。羊は食糧を求めて共食いを始めているのです。羊毛は優れたたんぱく質ですから」 

 

2006 年 06 月 「スローライフ」 筑紫哲也 岩波新書   

年、月、日、時、分、秒という時間の単位の中で、その最短の単位に支配されて暮らすなん

て異常なことではないか。。。 

グローバル化も「ファスト」（速さ）を価値とし、ひとつの基準（グローバルスタンダード）

を良しとする一元論が支配してきた。 

食のグローバル化、ファストフード化によって起きているのは、自分の口にしているものの

素性がはっきりしないという、この「正体」をめぐる不安である。 

環境が大きく違う地から戻ってきた人たちが、久しぶりの故国での見聞でひとつだけ一致

することがある。「こんなに目に光がない子どもたちが多い国は世界のどこにもない」とい

う点である。 

第一に子どもたちは疲れている。勉強のこともあるが、心やさしい彼らは、親や大人たちに

心配をかけまいと、その前で「よい子」であろうとつとめることでも疲れている。 

第二に、目を輝かせる対象となるような「希望」がない。「この国には何でもあるが、希望

だけがない」（村上龍／希望の国のエクソダス） 

第三に、「実感」から遠ざかるように、遠ざかるようにと組み立てられた環境の中で彼らは

生きている。 

大量生産、大量消費、大量廃棄の営みをこのままのスピードで続けていったら、地球ではな

く人類が破滅してしまう。地球上に現れた生物の中でも最も「凶暴」な存在である人類が滅

亡した後に、地球自体はその生命力を取り戻すだろうから「地球を救え！」は誤りで、自分

たちとその子孫をどう救うかが私たちの主題である。 

ワールドウオッチ研究所の創設者レスター・ブラウンは、従来型の経済システムを「プラン

A」だとするならば、人口、気候の安定化に配慮し、貧困格差を埋める新たな経済システム

の構築、つまり「プラン B」が必要だと提唱している。 

「プラン A」で進められている現在の経済システムは、人類が地球資源という資産の利子で

暮らしてきた昔と違って、資産を取り崩して生産高を不自然に増大させている「環境のバブ

ル経済」だという。この環境バブルが崩壊した時に世界が経験する痛みと脅威はテロリスト

の比ではない。 

「元も子もなくなる」という状況が地球環境をめぐって近づきつつある。近年の気候変動の

激しさや食の安全に対する不安などで、そう予感している人たちは増えているはずである。

しかし、ブラウンの言う「プラン B」への思考とシステムの転換は世界大には未だに起きて



いない。 

「プラン A」型の経済成長を猛進中の中国と、その余沢もあって長年の停滞から脱出できそ

うだとはしゃいでいる日本。そして何よりも、冷戦での唯一の「勝ち組」のアメリカの政権

が資源収奪型の経済を推進して、形振りかまわぬ政策を止めようとしないのを眺めている

と、ほとんど絶望的になる。 

地球の資源が有限であることがはっきりしている以上、それをなるだけ自国民のために確

保しようとするのは指導者の役割となる。国及び国民の「生存」を賭けて、各国が資源収奪

のために争い始めたら、世界は修羅場と化すだろう。 

最近の流行語の中でもっとも愚かしく、忌まわしいのは「勝ち組」「負け組み」だと私は思

う。どうして人は勝たねばならないのか、それに、何を以って勝ちと言い、負けと言うのか。

六本木ヒルズに住み、「金さえあればどんな女でも落とせる」と貧しい恋愛感を披露する者

が勝者なのか。小泉劇場の波に乗って当選し、いい歳をして「チルドレン」と呼ばれる者が

勝者なのか。 

単一の価値で、それを測る社会は息苦しい。大多数はそこでは敗者になってしまうから、不

幸な人だらけになり、不機嫌な、とげとげしい社会を作ってしまう。それぞれに、さまざま

に多様なものさしがあることが、お金以上にその社会を豊かにする。 

人は他者との関係なしに生きられないのだから、自分が生きたいように生きるためにも、他

者、社会への働きかけをしていかねばならない。 

望ましいルールは： 

(1) 自発性が全て。上位下達、機関決定、労組型の「動員」「日当」などをルールとし

ない 

(2) ゆるやかな結びつきを組織原理とする。参加者ができる範囲で、割ける時間を使っ

てやれることをやる 

(3) 小さくする。少数派を誇りとする 

(4) 他の「同好」との結びつきは「水平型」「ネットワーク型」とする。上部組織―下

部組織の「垂直型」を作らない 

(5) 「正当性」に固執しない。富士山の頂上に辿り着くにはいろんな登山口がある 

(6) 寛容とゆとりを持つ。スローフードやロハスは経済的に余裕がある都会派だけの

理論だとか、言いたい人には言わせておけばよい 

(7) 「快」「楽」を最優先する。いくら正しいことをやっていても、それが苦しげに見

えたら、多くの人の共感を集めることはできない。少数派が多数派に働きかけるた

めの最大の決め手はこの「共感」であり、さらに言えば、その境遇が「羨ましい」

と映ることである。 

 

2006 年 05 月  「日本をロハスに変える３０の方法」 NPO ローハスクラブ  

LOHAS とは代替医療やヨガ、スピリチュアルなものを信じ、社会ともうまく適応する。タ



バコや麻薬とは無縁で、平和を愛し、自然や地球と自分を一体化できる。経済的に自立し、

自分の存在価値を社会化する能力を持っている。消費生活も楽しみ、時代の先端を行く。そ

んな人たちを対象にしたビジネス商品のコンセプトのことをいう。 

LOHAS な人々の特徴は、単に環境に配慮するだけでなく、家族や地球の健康、さらには社

会の将来にまで関心を持っていること。社会正義、自然資源の保全、自己開発、身体・マイ

ンド・精神・地球のウェルネスに関心を持ち、こうした価値観に基づいてブランドを選考し

消費行動を行う。 

時代は確実に変わっています。20 代、30 代を中心に、いわば“無血革命”が進行していま

す。ここには競争意識はありません。ちょっといいことをしたい、そう思って皆参加してい

ます。 

仕事と生活を切り離して考えないこと。自分の理念を実現するのが仕事で、仕事をすること

が私たちにとって生活です。楽しみながら仕事をして、興味や信念を共有できる仲間たちと

一緒に成長できるのが喜びです。 

 

 

 


