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　皆さま、こんにちは。小島でございます。冒頭の映

像およびいま石田理事長がこのシンポジウムのエッセ

ンスを的確にお話しされたので、どういう話をしたら

いいか少し戸惑っているところでもありますが、この

「人間性あふれる文明の創造へ向けて」という大きな

テーマについてシンポジウムを続ける狙い、その発想

というものを整理してお話ししたいと思います。基調

講演というよりもそういうことのご報告と受け取って

本田財団理事、公益社団法人日本経済研究センター参与

小島  明 氏

いただければと思います。

　まず現在の日本を含めて世界というのは非常に混沌

としていて、想定外のことが次から次に起こり、リスク

も大きくなっている現状があります。このスライドはあ

るいは懐かしい文章かもしれません。Charles Dickens

が『二都物語』の冒頭で言っている言葉です。1958 年

に言っていますが、どうも現在の世界の状況を言って

人間性あふれる文明の創造へ向けて
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いるような感じもします。

　「それは、いままでの世界の中で最も優れた時であ

るとともに、また最も悪い時でもあった。叡智に充ちて

いるようで、また愚昧な世でもあった。信仰の時代で

あるとともに、不信仰のみなぎっている時代でもあっ

た。光明に輝いた時とも言えるが、また暗黒な時代とも

言える。人々の前にはあらゆるものが備わっているよう

だが、反対に何もないようでもある」。これは有名な書

き出しです。

　しかしながら、新しい時代も見えつつあるというの

が現状ですが、その前に1989年、つい今月の9日にベル

リンの壁の崩壊から25周年になりました。それによっ

て冷戦が終わるプロセスが急激に加速しました。1991

年にはソ連邦が崩壊しました。四十数年続いた冷戦が

終わるというドラマが、ごく最近起こったわけです。

　1989年11月9日がベルリンの壁が崩壊した日です。

11とか9というのは、これは偶然ですが、思い出してみ

ると意外と大きな出来事というか、想定外の出来事が

起こった日です。11.9の反対、9.11は2001年のアメリカ

における同時多発テロの起こった日です。9.15というの

は、2008年9月15日、リーマン・ブラザーズが倒産し、

世界を揺るがす金融危機が起こった日です。3.11はわ

れわれが実感した2011年の大震災ですが、いずれにし

てもこの1989年のベルリンの壁崩壊とともに急展開し

た冷戦の終焉過程のとき、冷戦後の世界というのは平

和で安定であると多くの人たちが期待しました。

　しかし、必ずしもそうではなくて、91年のソ連が崩壊

した年、日本のバブル景気がはじけて、それ以後、今日

に至る厳しい経済情勢が日本において続きました。日

本以外の世界はというと、90年代はJoseph Stiglitzと

いうノーベル賞経済学者が指摘したとおり、メガ・グロ

ウス（大成長）の時代でした。そういう中で世界の多く

の人々が、新しい21世紀は平和と繁栄の世紀になると

大きな期待を抱きましたが、現実には先ほどの映像が

指摘したとおり、世界の紛争は数の上では冷戦時代よ

り多発し、しかもその解決がなかなか難しい。不安定

になってきました。

　経済は成長しながらも深刻な危機が再三繰り返し

起こっています。その世界について、1993 年にアメリ

カの政治学者の Zbigniew Brzezinski が、昔『ひよ

わな花・日本』という本を書いた人ですが、『Out of 

Control』という著書でこのように言っています。「歴

史は加速しているが、その軌道は不安定になっている。

特に世界の先進地域で既成の価値観がほとんど崩壊

している。消費を礼賛する風潮が倫理的な基準の代

わりになるといわんばかりののさばり方をしている。

世界はまるで自動操縦装置を搭載した飛行機のようだ

が、はっきりとした目的地もないままスピードだけは加

速している」というのが、90 年代の状況であった。

　しかし、そうはいっても、徐々にこれからの方向、あ

るいは共有される価値観というものがだんだん見えは

じめてきました。これはまさに本田財団の先見性とい

うことなのかもしれませんが、本田財団は1977年12月

に設立されて、本田宗一郎の理念の「技術は謙虚で血

が通っていないといけない。人間を含む全ての自然環

境に配慮しないといけない」という考え方に基づいて、

財団の活動が続いています。
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　きっかけになったのは、1976年に開いた「DISCOVERIES」

というタイトルのシンポジウムでした。これはなかなかしゃ

れた「DISCOVERIES」をしたと思います。「Definition 

and Identification Studies on Conveyance of Values, 

Effects and Risks Inherent in Environment Synthesis」、

環境全体の中で人間活動にとって何が問題かを発見する

という文章ですが、その頭文字をうまくつなげると

DISCOVERIES となります。

　その「DISCOVERIES」と名づけられたシンポジウム

が開かれて、大変な反響がありました。議論の継続と

その拡大を期待する声も高まり、そういう要請を受け

て実は1977年に本田財団が生まれたわけです。財団

は一貫して重ね合わせたエコテクノロジーを重視する

と、当初から問題意識が鮮明でした。生態系および科

学技術を重ねたエコテクノロジーを重視するという姿

勢を維持し、追求してきました。

　その間、先ほどの紹介にあったように、1980年には

エコテクノロジーの観点から顕著な業績を上げた個人

またはグループを顕彰する本田賞が創設されました。

それが今回、35回目を迎えました。今回この記念する

35回目を迎えて、本田賞の受賞者の方々にご登壇いた

だいて、文明のあるべき姿を議論していただくというこ

とになりました。

　このエコテクノロジーで重視されるのは、科学技術

に支援された活発な経済活動の中で、環境への負荷が

増大しているという現実が一つあります。それと同時に、

自然環境だけではなくて、時に人間さえも置き去りにさ

れてきた発展のあり方そのものを是正することが重視

されています。自然環境（Natural Environment）の

調和に加えて、人間環境（Human Environment）と

の調和を考慮するという発想です。これこそが 21世紀、

これからの共通の価値観として世界が真剣に受け止

め、対応すべきものかもしれません。

　皆さまもご存じでしょうが、ローマ・クラブというグ

ループがあります。ローマ・クラブは1970年にスイス法

人として設立された民間の組織です。世界各国の科学

者や経済学者、教育者、経済人などで構成して、科学

技術と経済発展に伴う諸問題をずっと議論してきまし

た。その名前が広まったのは、このクラブが1972年に

発表した『成長の限界 人類の危機』という有名なリ

ポートです。『成長の限界』リポートは、人口動態とか

経済発展によって早急に対応しなければ、環境破壊、

資源枯渇、食糧危機といった問題に人類が直面する危

機があるという警告でした。

　それに対して、世界の産業界からは抗議と批判の声

も上がりました。ゼロ成長論とか反成長主義はおかし

いという議論でした。しかし、翌年の1973年、日本とし

ても忘れることができない石油危機が発生しました

が、これによってローマ・クラブへの世界の注目度が一

気に高まったことを記憶しています。

　2012年には『成長の限界』のリポートの新しいバー

ジョンが出されました。『成長の限界』論からちょうど

40年たった2012年1月に、たまたまブカレストで開か

れた40周年記念総会に私も出席する機会がありまし

た。そこで次の40年を展望する著作が発表されまし

た。これは日本語に翻訳もされています。40年前の

『成長の限界』リポートの共同執筆者の一人であった

環境戦略担当の教授のJorgen Randersという人も出

席して、過去40年間の回顧と次の40年の展望、課題を

議論しました。

　Randers教授の報告のポイントは、次のようなもの

です。次の40年における最も重大な問題は、資本主義

と民主主義におけるshort term focus、目先的な思考

である。これを是正しなければ、長期的な人類の福利

は達成できず、世界は問題対応に手遅れになってしま

うという指摘でした。

　第2は、ガバナンスの問題です。次の40年に気候変

動問題が解決できないとすれば、それは技術そのもの
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の限界ではなく人間の問題、ガバナンスの問題による

という指摘です。断熱材、断熱住宅とか、電池自動車と

か、太陽光パネルとか、風力等々、技術的にはいくらで

も存在しています。ところが、社会が短期的利益の極

大化のためにだけ組み立てられてしまうと、この問題

に対する対応が失われます。

　第3の指摘は、民主主義も資本主義も、子供や孫の

世代への影響について十分配慮していないのではない

かという指摘です。負担や課題は次の世代にツケが回

されている。世代間の緊張がこれから高まるかもしれ

ない。実は米国でこの20年、30年において、経済の格

差が著しく拡大しました。その結果、いろいろな対応

をめぐる議論がありました。しかし、単に成長率を止

めるということだけでは問題は解決しないということ

です。

　第4点は、インドや南アフリカなどの新興10カ国の経

済は成長するけれども、グローバルには30億人の貧困

状態が続くという側面です。第5点は、人類の欲求、あ

るいは要求、需要はglobal capacityを40％も上回っ

てしまう。これをどうするか。第6点は、世界の人口は

2042年に81億人でピークになるだろう。以後、減少に

向かう。これは都市化の展開で価値観が変わり、出生

率が下がる傾向が顕著に見受けられますが、その問題

の指摘だと思います。

　ブカレストの総会で再三言及された、あるいは強調

されたことは、資本主義、市場経済と民主主義がます

ます短期の目先的思考になって、世界が人類の直面して

いる構造的で深刻な問題に十分対応できていないので

はないかという指摘でした。言葉として強く印象を受け

たのは Short-termism（目先思考）と Governance（統

治）という言葉でした。

　実はShort-termismという言葉は、アメリカにおい

て2008年のリーマンショックの後、しきりと耳にしまし

た。米国におけるShort-termismは、主として金融偏

重の経済や経営の批判でした。目先の利益ばかり追求

する金融業、その象徴としてのウォール街への抗議デ

モなどで話題になりました。

　このローマ・クラブのブカレスト総会では、先ほど述

べたRandersの主張の他に、Wirkmanによる「破綻す

る自然」、あるいはLietaer教授による「金融と持続可

能性」という報告が出されました。これらの報告を中

心に、未来志向で長期的な視点から議論しようという

会議でした。ローマ・クラブは、地球の危機回避の対

応策として、ゼロ成長あるいは反成長の発想は退けて

います。ゼロ成長あるいは反成長では、問題は解決し

ない。成長の質が重要であり、国民総生産だけで物事

を考える発想そのものを転換する必要があるというの

が、総会のコンセンサスでした。

　そこで出てきたのが、「新しい経済学」を構築する必

要性があるという議論でした。そこでは、現在の経済

学が時代遅れになり、現実の課題に対応できていない

とされ、その理由として三つの分断（triple divorces）

という問題が議論されました。一つは生産と雇用の分断、

第 2 は金融と実体経済の分断、第 3 は economy と

ecology の分断です。この問題に関する作業グループ

の報告もありました。

　その中で報告は次のようなことを言っています。新し

い経済学は現実主義のドグマではなく、理性的な思考

によって構築されなければならない。目指すべき経済

学は、数学的な厳密さではなく人類の福祉である。現

在の経済学はともかく成長が望ましく、あらゆる形の

成長も望ましいとする間違った会計システムに基づい

ている。

　現在の会計基準では戦争、汚染、犯罪、石油価格の

上昇、テロ、感染症、自然災害、水資源不足、森林破壊

といったものの経済的な利益と、栄養状態の改善、住

宅、保健、社会との調和などをどう向上させようとする

か。そういう視点が欠けているか、あるいは同列に扱っ
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ているという指摘でした。「新しい経済学」には何が求

められるかというと、科学技術との整合性、バランスと

倫理がポイントになるという指摘でした。

　三つの分断のうち第2の金融と実体経済の分断につ

いては、こんな指摘があります。1997年にアジア危機

が起こりました。その年の11月には、日本で金融危機

が始まりました。そのアジア危機のさなかに開かれた

1998年1月のスイスでのダボス会議に参加したとき

に、朝食をともにしたGeorge Sorosという金融資本の

グルーみたいな人と雑談することができました。

　彼はこう言っていました。アジア金融危機はアジア

の危機ではない。金融の危機でもない。本質はグロー

バルな金融資本主義の危機である。金融の世界は実

体経済とは異なる。実体経済では商品の企画、設計、

原材料確保、部品生産、組み立て、加工、販売、アフ

ターサービス、セールスサービスといったプロセスで、

時間がかかる。価格はその間、需要と供給で決まり、そ

れがおのずと均衡状態を生み出す方向に作用する。

　ところが、金融市場では取引は一瞬、価格は市場の

期待（expectation）が生まれると、それに向かって直

ちに新たな需要と供給が生まれる。お金の価格という

と金利、為替レート、株価ですが、それが決まるとその

あとすぐにまた新しいexpectationが生まれ、新たな

価格が形成される格好で、次第に価格が大きく変わっ

てしまう。結局、価格は新古典派経済学でいう均衡

論、理論的な均衡点からいくらでも離れてしまう。

　それが実際に起こったのがアジア危機であったし、

世界の金融危機であるというのが、George Sorosの

指摘でした。ダボス会議は98年1月にありましたが、そ

の年の暮れには彼はそういう問題をしっかり書き込ん

だ著作も著しました。ちなみに現在の金融資本市場を

見ると、各国の証券取引所が競い合っています。その中

で高速取引というのが、異常とも言える格好で進んで

います。100万分の1秒、あるいは1億分の1秒で取引で

きるシステムを開発しています。その開発を競い合っ

て、その1億分の1秒の単位で投資ができないと、なか

なか利益を上げられないような世界を生んでしまって

います。

　経済制度をめぐる議論における最近のブームだと、

冒頭のビデオにあったような格差の問題が出ていま

す。21世紀の資本主義について、フランスの経済学者の

Thomas Pikettyが書いた本が、いま世界的な読者を

集めています。フランス語で書かれていますが、英語に

翻訳されると、あっという間に世界的なベストセラーに

なり、英語版が出てから3カ月で40万部、そのうち75％

が資本主義の中心であるアメリカで売られています。ア

メリカにおける金融資本主義の行き過ぎに対する危機

感は非常に強い。それに対応できないということで、オ

バマ政権は最近の中間選挙でだいぶ厳しいしっぺ返し

を選挙民から受けたということになります。

　新しい経済学に必要なのは長期的視点、科学技術と

の整合性、それから時代感覚、倫理観などが必要では

ないかと思います。経済学にも科学技術にも人間性あ

る文明の創造に向けて成果を上げるために、社会の

ニーズ、時代のニーズを、あるいはその方向性について

も、しっかりと認識しなくてはいけないということだと

思います。

　アダム・スミスというと自由競争、自由経済の教祖みた

いな人ですが、彼が何度も改訂し、こちらの本のほうが

重要だと言った本があります。それは『国富論』ではなく

て、『道徳感情論』というタイトルの倫理の側面を重視

した著作でした。本当に何度も改訂をしたようです。

　私は1990年に、たまたまグラスゴー大学で開かれた

アダム・スミス没200年記念の会議に出席する機会が

ありました。その会議でも『道徳感情論』という経済に

おける倫理の問題が注目されていました。経済におい

ても、科学技術においても、原理原則、あるいは原理

主義ではなくて、総合性、倫理性、バランスが今後ます
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ます必要になると思います。地球環境問題、資源エネ

ルギー問題、高齢化問題、感染症問題、医療問題など

を、どういう視点で解決するか。非常に重要な問題で

す。エネルギーの問題でも、ピークオイルの議論と並ん

で、ピークウォーター、水資源をめぐる問題が、いま急

速に議論されています。

　いずれにしても、イノベーションがこれから非常に重

要な問題になると思います。「人間性あふれる文明の

創造」にはイノベーションが欠かせません。ただ、イノ

ベーションは科学技術の分野だけではなく、政府の行

政のあり方、政策決定のプロセス、経営のあり方、産学

協同など、そういう多面的な包括的なイノベーションが

肝心であると思います。

　日本においてイノベーションは一般に技術革新と言

われています。したがって、たまたまこの技術革新とい

う言葉の翻訳の結果、イノベーションはエンジニアの現

場の話というように限定されてしまっている嫌いが一

部あると思います。そのきっかけは、1958年の政府の

『経済白書』が、イノベーションを技術革新と翻訳した

ことです。

　当時の日本はキャッチアップをしている後発の工業

国でしたから、技術革新に限定してもよかったわけで

しょうが、いまそれが試練を受けています。もっと広く

議論しなくてはいけない。Schumpeterという有名な

オーストリア生まれの学者がいました。彼はイノベー

ション論を体系的に議論した人ですが、彼の言うのは、

イノベーションとは新しい価値の創造、活用、普及につ

ながる新しい結合、新結合、あるいは新機軸という意

味です。

　具体的に彼は五つの側面を指摘していました。消費

者の間でまだ知られていない新しい財貨・サービスの

生産、第2は新しい生産方式の導入、第3は新しい販路

の開拓、第4は原料や半製品の新しい供給源の確保、

第5は新しい組織の実現等々です。現時点で議論すれ

ば、もっと国の政策決定のあり方も含めた非常に多面

的な制度イノベーションが重要だと思います。

　次は、未来は選択できるというところがイノベーショ

ンにおいても重要であると思います。50年前の1964年

に東京でオリンピックが開かれました。当時は後発発

展段階であった日本にとって経済の量的な拡大が至上

命令で、みんな高度成長を喜んでいました。煙突から

出る煙を見て、「ああ、日本は元気だ」と喜んだことを

私自身も記憶しています。しかし、その数年後には東京

など大都市の川は黒く濁り、魚が消えました。大気は

喘息になるほど汚染されました。公害問題は1960年代

の国会の大問題であり、国会は公害国会と言われるよ

うな議論を生みました。

　しかし、それが危機感を生み、イノベーションが多面

的に生まれました。1970年のマスキー法もこうした公

害への対応でしたが、それに対してその厳しい基準、

SOx排出量の大幅削減のチャレンジに対応したのは、

HondaのCVCCでした。さらには、東京から1日のうち

少しの時間でもいいから、富士山が見える日が年間何

日あるかを目で観察している人がいます。オリンピック

の前の年の1963年は、1年のうち49日見えたそうで

す。ところが、オリンピックの翌年の1965年には22日、
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それから環境はさらに悪化して、ゼロ日になってきたの

ではないかと思います。

　しかし、機関の中で生まれた新しいイノベーション

は、技術そのものもそうですが、経営のスタイル、国の

運営の仕方、ライフスタイルも変わって、その結果、日

本は環境先進国になりました。2012年には1年のうち

126日、富士山がチラッとでも見える。ごく最近は、京

都の人が220kmぐらい離れた京都から、富士山を写

真撮影することに成功したというニュースもあります。

これは、日本がイノベーションを通じて環境問題に対

応した一つのシンボルです。

　それから、右下の写真は新幹線ですが、東海道新幹

線ができて50年になります。50年間に5億5000万人

を全く無事故で輸送しました。時間は地震などがない

限り、非常に正確です。これは単に交通技術のイノベー

ションということではなくて、それをいかにして運営す

るか。その使い方の進歩です。それはまた世界の交通

体系全体に大きな影響を与える。したがって、イノベー

ションというのはそういう広い視点から考えることが大

事であると思います。

　

　人間性あふれる文明の創造へ向けての課題は大変

厳しいものがありますが、価値観を点検し、バランス、

倫理を織り込んだイノベーションが、より実現可能に

なると思います。運命論ではなくて、われわれの意識

と選択が肝要です。つまり未来は努力によってわれわ

れが選択できるという視点、あるいはスタンスが必要

です。高齢化も広義のイノベーションによって克服で

き、奥行きのある成熟した社会を作ることができると

思います。

　ロボットはアベノミクスの成長戦略の中でも一つの

柱になっていますが、ロボットの可能性も生産の現場

だけではなくて、いろいろな可能性が生まれています。

左の写真は筑波大学の山海教授のグループが開発し

た着られるロボットです。これは大変な優れものです。

足が全くない人でも、そのロボットがセンサーで脳とつ

ながり、その人が歩きたいと思うと、微細の信号が出る

のを探知して、機械そのものが前へ進んでくれる。大

変素晴らしいものです。

　実は日本における行政のイノベーションがこの利用

を妨げています。ドイツを中心にヨーロッパではどんど

ん病院でも使っています。ドイツでは特にこれを使う

と、公的な医療保険の対象にもなります。しかし、日本

ではこれはいまのところ介護、要するに筋肉の助けな

らいいけれども、医療用にはまだ駄目だという状況で

す。日本において広い意味でのイノベーションであれ

ば、この技術的イノベーションは大変な可能性を持って

いるという一つの例です。

　さらに、植物工場とか、エネルギー分野における再

生可能エネルギー、水素エネルギー、燃料電池、レア

アースの機能を確保するためのいわゆる元素戦略と

いった分野が、日本の得意芸になっていて、経済と一体

になった科学技術のイノベーションのフロンティアは、

十分挑戦すべきであり、そのフロンティアは大きいと思

います。

　次に米国NIC（National Intelligence Council）の

報告から問題点を拾ってみました。それは可能な技術
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イノベーションはどこにあるかというものです。その程

度によって三つに分類されていますが、ここではロボッ

トの問題も出てきますし、エネルギー関係、水の浄水

施設、ユビキタス・コンピューターの問題と、可能性は

いろいろあります。いかにしてそれを選択して、それが

実用されるような方向になるか。

　最後に、今年の『科学技術白書』のことをちょっと紹

介してみたいと思います。文部科学省が今年の6月に発

表した『科学技術白書2014』は、日本が3.11の巨大災

害に見舞われたことと、2020年に東京オリンピックが

開催されるということを踏まえて、ライフ・イノベーショ

ンとか、クリーン・イノベーションを推進することによっ

て、まさにこのシンポジウムが目指すエコテクノロジー

を世界に発信し、各国と協力するという発想がうかがえ

ます。

　50年前の東京オリンピックは、発展途上国が量的拡

大と成長を追求したシンボルです。しかし、50年たった

いま、あと数年で開かれる次の第2回東京オリンピック

は、日本が成熟社会、新しいイノベーションを社会の

福祉、世界の福祉向上のために、いかにしてつなげら

れるか。環境問題も含めて、まさに本日のテーマである

人間性のあふれる文明への貢献を、具体的な格好で示

す非常に重要な機会であると思います。

　具体的な英知は次にお話しされる本田賞受賞の先

生方のお話にぜひとも期待していただきたいと思いま

す。高い席からどうも失礼いたしました。ありがとうご

ざいました。




