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く水文雑話I>公害とエントロピー増大

菅 原 正 巳

まえがき

本誌に「水資源とネゲントロピー」を書いたのは一昔も前のことであった。これか

ら述べるのは，それの変奏曲であって，ほぽ同じことを同じ誌上にのせるのは少々気

がひけるけれども，同じことをくどくど繰り返すのは老人のくせであると，大自にみ

ていただきたL、。このようなものを書く気になったのは，次のようないきさつがあっ

てのことである。

1975年の春頃，秋に京都で環境問題についての国際シンポジウムを開くから，論文

を出してくれという手紙が来た。公害問題の根底には「水資源とネゲントロビー」で

述べたテーマと同じものがあると私はかねてから思っていたが，案外それを言う人が

いなし、。そこでこの機会にそれを発表しておこうと思い， A4判1枚の概要と一緒

に，論文発表を申し込んだ。因ったことに，私の論文に当てはまる部門が見当たらな

いのである。それぞれの専門分野や，手法による分類が整然とできていて，私が言い

たいようなことの入りこむ場所はないらしい。雑とか，その他とか，総論とかいう，

ゴミ箱的ジャンルを用意して置いてくれればよいと思うのに，それが見当たらない。

これは，この環境問題シンポジウムに限ったことではないらしし、。たとえば IAHS

（国際水文学会〕のシンポジウムもそうであって，この頃はとくに分野，手法を限定

して，シンポジウムを開いている。そして，それがよいことだと思っているらしい。

ーつの現代病であろうか。話をもとにもどして，仕方がないから，いし、加減な部門に

押し込んで，出場申し込みをした。

その後， 8月半から，フランスのグルノー7・ルで開かれた IUGG（国際測地学地球

物理学連合〉の総会や，チェコのプラティスラパで開かれた IAHSの「水文学におけ
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る数学的モデル」のワーク ・ショップおよびシンポジウムに出席するため，約1月半

の放浪の旅に出た。 安い飛行機にのるために，行き帰りの日が限定されて長い旅にな

ったが，幸いにして浪人であるから，ひまは十分にあった。

9月末に帰って来ると，間もなく京都の環境問題シンポジウムであった。もしかし

たらとしづかすかな期待が外れて，私の論文はあまりよい扱いを受けていないように

思えた。印刷にもされないらしい。旅の疲れが残っているし，私はヤル気を失った。

何の準備もせず，発表当日の朝東京を発ち，ひる頃京都につき，パスで会場に行っ

た。午後の部はすでに始まっていた。どこかの団体が押し掛けて来るかもしれないと

いうことで，警備員があちこちを固めているという，不思議な景色であった。

30人ばかりの人がし、る小さな会場を探しあて，番が来るとぷっつけ本番でしゃべっ

た。どうでもよいと度胸をきめていると，割合によく英語が出て来るもので，座長の

外国人（お名前を失念したというより，そのときにすでによくわからなかったのだと

思う〉が熱心に興味を持って聞いて下さっているらしいことが判った。私は座長を横

目でみながら，彼に話をするつもりでしゃべった。会場の反響も悪くなかったよう

で，終わると少し質問も出た。

次の人が話し始めたところで，私は会場を抜け出し，そのまま東京に帰って来た。

もらった大量の印刷物はすべて捨ててしまったので，どんな話があったのか，とeんな

人が役員であったのか，どこの会場，どこの分科会で話をしたのか等々，いまとなっ

ては何も判らなL、。ただ一つ残ったのは，印刷物を入れるためにくれたナイロンのず

だ袋で，軽くて丈夫でかなりたくさん物が入るので，その後長いこと愛用した。

12月になって思い掛けない連絡が来た。国際環境シンポジウムの中心的メンバーの

一人であったソ連アカデミー会員の某教授が，私の論文に感心し，印刷されないこと

になっているが，しかし注目すべき論文のーっとして，他の幾つかの論文と一緒に，

どこかの雑誌にまとめて発表することにきまった。ついては論文をさっそく送ってほ

しいというのである。そのソ連の偉い先生がどなたであるか，実は判らないのであ

る。電話で外人の名前はよく聞きとれないし，関係書願は捨ててしまったから，その

中から名前を探し出すことができない。ただし，それから間もなく，ソ連アカデミー

会員 IP. Gerasimovとし、う未知の方から年賀状をいただいたから，多分この先生で

あろう。その後，今年は来ないだろうと思っていると年賀状をいただくということが

続き，今年も含めて，気まりの悪い思いをして遅れた年賀状をお返しすることになっ

ている。

さて，多くの方は書いた論文を持っておられるであろうが，私はぶっつけ本番，口

から出まかせをしゃべったのだから，あわてて新たに論文を書かなければならなかっ

た。しかも締め切りは寸前であった。

その後長いこと音沙汰が無かったが，論文をのせるはずの雑誌が廃判になったとか
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の事情があったらしく，結局，新たに刊行される Ecotoxicologyand Environmental 

Safetyという雑誌の 1巻1号にのることになり，それが出たのは1977年の末か， 78年

のはじめであったらしい。京都のシンポジウム以来2年あまり後のことである。論文

の別刷をもらうためにはかなりの金がかかり，原稿料はもちろんくれなし、から，年金生

活者にそんな金が出せるかと別刷の注文をしなかった。雑誌は送って来ないから，ど

んな雑誌にどんな形でのったのかも判らなし、。手許に残ったのは，校正のときに 1部

余分に来たゲラ刷りだけである。掲載料を取られなかったのがみつけものと思った。

ところが，この論文の評判がよいらしく，送ってほしいという注文がいまだにポツ

リポツリとやって来る。タンクモデルの論文に対する注文の比ではない。「水資源と

ネゲントロピー」も英文で書いたのがIAHSの雑誌にのったはずだけれども，これに

対しては一度も別刷の注文を受けた覚えがない。

いささか評判がよいらしい論文が，英語だけで書かれているのも少し妙なものだと

思い，本誌の場を借りて，日本文のを出そうという次第である。

さて自分の書いた英文を日本訳するというのが，意外とめんどうで手聞のかかる仕

事で，以前にも困ったことがある。あるシンポジウムに論文は送ったが出席できずに

いると，出席する友人が，代読してやるから，内容を教えろという。簡単にできるか

と思ったら，なかなかうまくいかないで‘， 半日仕事になった。多分どなたもそうだろ

うと思うけれども，英文の論文を書くとき，先に日本文のを書いては駄目である。最

初から英文で書かなければならない。したがって，後で日本文にしようとすると，新

たに日本語の論文を書くのに近い程度の手聞が掛かるのである。なまじ，勝手に書き

換えるわけにL、かなL、から，新しく日本文のを書きおこすのより手聞が掛かるくらい

である。

いつぞやニュージーランドの IASH（当時は IASHであって IAHSではなかった〕

のシンポジウムに出たとき，たまたま昼食で同じテー 7・ルについた2人の西ドイツの

人に，あなたは論文をまずドイツ語で書いてから英語に直すのですかと聞くと， 2人

ともそうだと言う。そして日本語の場合は，日本語で先に書くと，それが邪魔になっ

て，かえってうまくし、かないと言うと，不思議そうな顔をした。

以下にお自にかけるのは，かなり忠実な翻訳のつもりである。文章の前後入れ換

え，単語の加除はなるべく避けたつもりである。

概要

公害は熱力学第2法則，エントロピー増大則の，不可避的な物理学的帰結である。

エントロビー増大則のもとで，人類は秩序を樹立しよう，すなわちエントロピーの小

さい状態を作ろうと努力し，そして周辺に大量のエントロピーをまき散らしている。

言を換えて言えば，人類はネゲントロピー，負のエントロビーを食べて生きているの
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である。ネゲントロピーの消費節約は，環境保全の第一の道である。 C.E.シャノン

が情報理論にエントロピーの概念を導入して間もなく， N.ウィーナーは熱力学的エ

ントロピーと，情報エントロピーとの間に関係のあることを示した。ウィーナーは，

マッグスウェルのパラドックスはデモンの情報のエントロピーのことを考えれば，矛

盾とはならないことを示した。この考え方はいろいろなことを教えてくれる。道徳的

な原理，税制，価格機能は環境保存に効果を持っている。よい情報システムはよい環

境を保全するのである。これが第二の方法である。第三の道は生物体系の利用であ

る。たとえば下水処理場では活性汚泥が汚水を浄化する。微生物が汚水中の栄養分を

選別して食うのは，それらが遺伝によって情報を受けついで、いるからである。それはD

NAの二重ら線構造によって伝えられる情報である。

1. 人類はネゲントロビーを消費する

公害に関する問題の大部分は，エントロピー増大の見地から考えると明快になる。

たとえば，われわれはきれいな水を飲み，汚い水を排出する。この状況は，家庭，工

場，町，都市についても同じである。すなわち取り入れる水はきれいで，出す水は汚

れている。水の消費は水自体の消費ではなく，エントロピーの増大である。エネルギ

ー消費についても同様である。すなわち，熱力学第 1法則，エネルギー保存則によ

り，われわれはエネルギーを消費することができない。しかし，エントロピーの増大

がある。

エントロピーは少々妙な物理量である。つまりエントロピーが多いほど役に立たな

いのである。したがって，資源の立場からみれば，その符号を変じ，ネゲントロピ

ー，負のエントロピーを導入した方がよし、。そうすれば，たとえば「水の消費とは，

そのネゲントロピー消費のことであるJと言える。

人類および人類の文明は，熱力学第2法則，エントロピー増大則，つまりネゲット

ロピー減少則のもとで，ネゲントロピーを消費している。したがって，われわれは外

界からネゲントロピーを取り入れ，周辺にエントロピーを排出しなければならない。

何故に，人類および人類の文明はネゲントロピーを消費するのだろうか。統計力学

的には，エントロピーはある状態の確率の対数である。エントロピー増大の意味は，

ある状態からより確率の大きい状態に移ることである。精妙な構成物，巧妙に組み上

げられた秩序は，きわめて稀に生ずるもので，確率的には稀な状態であり，したがっ

て崩壊しやすく，カオスに転じやすい。人間とその文明は精妙な構成物であり，高度

に整備された秩序であるから，きわめて崩壊しやすい。したがって，われわれはそれ

を崩壊から守るために，つねによく管理しなければならない。その上，われわれは絶

えず，新しい精妙な構造物や，高度の秩序を作り出している。それが，われわれが外

界からネゲントロピーを取り入れ，周辺にエントロピーを排出ぜざるを得ない理由で
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ある。それはわれわれの生存のための必要悪である。

2. ネゲントロビーの消費節約

熱力学第2法則のもとで，ネゲントロピーを消費しつつ，われわれがこの地球上で

生きていけるのは何故だろうか。それは，地球が閉じた系でなく，太陽からネゲント

ロピーが補給されているからである。通常，太陽はわれわれにエネルギーを与えてく

れると言うが，それが適切であるとは思えない。事実，太陽は地球に放射を与える

が，地球も周囲に放射しその結果，均衡が保たれている。しかしながら，有効性の

点からみると，この二つの放射はまったく異っている。太陽からの放射は活力のある

短波長のものであるのに対し，地球が放射するのは長波長の，活力の少い熱線であ

る。すなわち，太陽は地球へのネゲントロピー源である。

産業革命以前，人類は主として農民として，どちらかと言えば自然、的な生活を送っ

てきた。つまり人類は太陽からのネゲントロピーを利用していたのである。しかしな

がら，現在われわれは，石炭，石油，すなわち太古からのネゲントロピーの蓄積を消

費している。これがもっとも重大な問題である。石炭，石油なしに，現在の文明は存

在できない。

ネゲントロピー消費が避けられないものとはいえ，ネゲントロピーの消費節約こそ

が，公害防止の第一の手段である。現在，いたる所に，無用かつ無意義なネゲントロ

ピー浪費の実例がある。たとえば上流部における河川の汚染，ゴミや下水における無

意味な混合，汚水の稀釈排出等々。

3. 情報のエントロビー

C. E.シャノンが情報理論にエントロピーの概念を導入したのは一つの草命であっ

た。それがエントロピーと命名されたのは，数学的に似ているからであったが，その

後間もなく， N.ウィーナーは熱力学，情報理論の両エントロピーの聞に関係がある

ことを示した。彼はマックスウェルのパラドッグスが，マッグスウ zルのデモンの情

報のエントロピーを考えることにより，矛盾でなくなることを示したのである。

マッグスウェルのパラドッグスというのは以下のものである。一様な気体の入って

いる箱を考える。箱に仕切りを入れ， A,Bの2部分に分け，仕切りに小孔をあけ，

それに軽〈動くドアをつけ，そこにデモンを置く。もし遅い分子がAの方から小孔の

所に来れば，デモンはドアをあけ，遅い分子をAからBに通す。もし速かな分子がB

の方から小手Lの所に来れば，デモンはドアをあけ，速かな分子をBからAに通す。そ

うでないときは，デモンはドアをあけなL、。しばらくすると， Aには速かな分子がふ

え， Bには遅い分子がふえる。すなわちAの中の気体は熱く， Bの方は冷くなる。ド

アを軽く，摩擦のないように作れば，デモンの仕事は十分に小さくなるから，外部か
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らの仕事なしに， Aは熱く， Bは冷くなる。これは熱力学第2法則に矛盾する。

ウィ ーナーによれば，デモンが分子を選別できるのは，それの持つ情報のネゲント

ロビーによるのである。デモンは情報のネゲントロピーを消費し，そして気体のエン

トロピーが減少したのである。したがって，気体の熱力学的エントロピーとデモンの

情報のエントロビーとを合わせ考えれば，この場合にもエント ロビー増大則は成立す

るのである。ウィーナーの考え方は，公害問題に関して多くのことを教えてくれる。

4. よい情報システムはネゲントロビー保存に有効である

ある共同体内の何人かの活動家が，公害防止について強い意欲を持つならば，彼ら

はマックスウェルのテーモンのように働き，共同体内の無用のエントロビー増大を防止

することができるであろう。ある共同体のほぼ全員が，彼らの環境をきれいに保つな

らば，公害はきわめて起こりにくいであろう。かかる共同体は，公害に関し情報のネ

ゲントロピーを持つといってよかろう。

ここで一つの例を考える。われわれは町やスーパーマーケットに行き，多くの物を

買って家庭に持ち帰る。買物箆や車は，帰りには一杯であるが，家から町まで，また

スーパーマーケットまでの往路には空つぼである。もし，分類されまとめられたゴミ

を持って，町またはスーパーマーケットまで、持って行くような習慣をわれわれが持っ

ていたら，ゴミ処理問題における最大の難点が解決し，物資循環再利用はきわめて容

易になる。

人々の考え方，歴史的な習慣が，環境問題においてきわめて重要であるとはし、え，

人々の道徳的考え方だけに頼るわけにはいかない。そこで法律，税制，価格機能の必

要性が生じてくる。これらはすべて，情報システムの一種であって，それらを合理的

に作ることができれば，ネゲントロピーの消費節約に有効である。

その一例として，水の価格について考えてみよう。現行の水価格は合理的でなし、。

われわれは劇場では入口で料金を払うが，それは誰もがほぼ同じサービスを受けるか

らである。しかし，スーパーマーケットでは，品物を示しながら，出口で支払うので

ある。水消費は，それのネゲントロピーの消費であるから，ネゲントロピーの消費に

応じて支払うべきである。したがって，水の料金は出口で支払うべきである。すなわ

ち下水（水の排出〕に対して支払うべきで，水の供給（上水や工水〉に対して支払う

べきではない。単位体積当たりの下水料金は，溶液のエントロビーが濃度の対数で与

えられることを考慮し，次のように定めるべきである。

P＝子p,log (C；＇一 同 C,)

ここに iでは溶液に含まれる物質についての番号， C,,C；＇はそれぞれ供給された水，

排水についての物質zの濃度， P，は物質 iについての水価格定数である。この価格定
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数P，は，その物質を除去するための費用，環境に対する有害さの程度を考慮して合理

的に定めなければならなし、。したがって， P，は無害な物質，除去容易な物質に対して

は安くあるべきである。ある溶解物質を他の溶解物質に置き換えることは，どちらか

と言えば容易であるから，合理的な下水料金制度のもとでは，水消費者は排水中の有

害物質を無害な物質に置換してから排水するであろう。かくして，水汚染および水資

源の問題の解決は容易になるであろう。

よい情報システムを作ることは，公害防止の第2の方法である。

5. 生物体系の利用

第3の道は，生物体系とくに微生物体系の利用である。たとえば下水処理場では，

活性汚泥が水を浄化する。この場合，微生物がマックスウェノレのデモンの役目をす

る。徴生物が汚水中のある種の物質を選別して食うことができるのは，遺伝によりそ

の能力を受けついでいるからで，それは DNAの二重ら線構造の持っている情報であ

る。

原始時代，人々は自然生活を送っていた。彼らは狩りをし，魚をつり，木の実を集

めて生きていた。彼らが農業，牧畜を始めたのは，人口が増大し，自然、な採取生活で

は，十分な食物が得られなくなったからである。彼らは農業や牧畜に適する種を選別

した。それは，食物つまりネゲントロピー源のために， DNA上の情報を選別したと

いうことになる。長い歴史の過程で，種の人為的選別は，交配や突然変異に助けられ

て進行した。それはよい DNA情報を獲得し，または作り出すための努力であった。

今や，われわれは環境中のエントロピー過剰に悩んでいる。したがって，われわれが

種を選び出し，または作り出さなければならないのは，新しい型の農業や牧畜，すな

わちネゲントロビー源である食物を得るためで、はなく，環境のエントロピー減少のた

めである。

生物体系の利用は重大であるが，もしわれわれが，ホモサピエンスの利益のためだ

けを考えて生物体系を利用したならば，破局は避けられないに違いない。われわれの

知識や能力は限られており，われわれが起こり得るあらゆる場合を予見することは不

可能である。どんな最適なシステムでも，ある限定された条件下で最適で・あるにすぎ

ない。そして，われわれが予見できなかったある条件のもとで，それがきわめて悪い

システムに変るかもしれない。歴史がそれを明らかに示しているし， n！があまり大

きくない n，たとえば n=100に対して，きわめて大きくなることからも明らかであ

る。「すべての場合を考える」ことは，われわれにはできないのである（われわれ人

類は，すべての生きとして生けるものと一緒，仲よく平和に，この狭い地球上で生き

ていかなければならない〉。
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あとがき

最後の（ 〉の中に入っている文章は，印刷のとき，エディターにより削除された

ものである。しかし，私には大切な所なので，今回の日本訳には復活させることにし

た。環境問題は，終局的には，宗教的というか，形市上的というか，何かのプラス・

アルファがなければおさまりがつかない。環境保全に対しては，人間が滅びるのが最

善であって，それでは因るのだから，明快な答が出るわけがないのである。そこで，

論理，評価，経済性，合理性などとは別な，何かが必要である。そこには「一切衆生

悉有悌性」（少年のときに聞いたことだから，正しさは保証できないし，私は目下簡

単に確かめる手段を持たないので，うろ覚えのままでお許しを願いたい〉のような，

自然界のありとあらゆるものに対する愛のようなものが必要であろう。そうなると，

のみ，しらみ，はえ，ゴキブリ，コレラ菌，ベスト菌，スピロヘータ・パリダにまで

愛を及ぼし，それらの保全につとめなければならないことになり，難しい問題が起こ

るが，何かの基準で善悪をきめ，悪、いものは消滅させるという考え方が危険である。

ノアは箱舟にどれだけの生物をのせたかしらないが，寄生虫やパクテリアの類は，の

せるつもりが無かったのにのり込んで来て，結果として一種の調和が保存されたので

あろう。箱舟にのせるものに対しても，「善人なおもて往生をとくV いわんや悪人を

や」的な考え方が必要なのではあるまいか。

1975年末に英文の論文を書き上げ，間もなく， 1976年2月の 1ヵ月を私はウィーン

の IIASA(International Institute for Applied Systems Analysis）で過した。そこ

で「水資源とネゲントロピー」「公害とエントロピー増大」を合わせたような話を 1

時間ばかりした。 10人あまりの人が聞いてくれたが，イギリスの水文学研究所の人か

ら，「無用，無意義なネゲントロビー浪費をどのようにして判定するか」という， き

わめてもっともな質問が出た。「実はそれが最大の難問である。私は戦争こそは， も

っとも無用，無意義なネゲントロピー浪費と思うけれども，戦っている人達は双方と

も，それがもっとも有用，有意義であると思っているに違いなし、」と答えた。つまり

答になっていないけれども，答えようがないことである。わが国が毎年1億トンもの

鉄を生産することを，ネゲントロピーの浪費とみるか，もっとも有用かつ有意義な不

可避的ネゲントロビー消費とみるか，判定不能の問題である。

水の値段は出口で払うべきだと言ったのに対し，ポーランドのキンドラー教授〈現

在は IIASA におられる〉が，「レストランでテーブルチャージを払うことが多いか

ら，水の費用も入口と出口の両方で支払うべきだろう」と言われた。上記の論文で

は，劇場では入口で，スーパーマーケットでは出口で払うと書いてあるが，そのとき

は劇場や美術館では入口で払い，レストランやスーパーマーケットでは出口で払うと

言ったのに対する，半ばジョークである。テーブルチャージに相当するものを，水の
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料金の一部として入口で払うのは当然のことであって，施設費の分担などがこれに当

たる。またパイキング形式のように，食べようと食べまいと，一定料金をとるレスト

ランもあるのだから，簡単のため，経費節減のため，家庭に対しては，定額制，また

は一定の料率を用いることも，結構である。

この水価格制度は合理的だと，ひそかに自負している。これには種々のよい点があ

る。一つに，農業用水の価格はきわめて安いのが当然で、あるとL、う理論的根拠を与え

る。ほとんど水を汚染しないからである。ただし，この頃は肥料のやりすぎで，水汚

染の重大原因の一つになってきているらしし、から，それに対しては相当の料金をとる

べきであると思う。農産物に対して肥料が安すぎるときは，肥料の費用が肥料のやり

すぎに対する歯止めにならないから，排水料金が高くなることによって，肥料のやり

すぎによる水汚染の防止が効果的になるのではあるまいか。

第二に，上の水価格は中水に対する適正な値段を与える。上水を汚して排出するの

と，中水を汚して排水するのとで，払う料金が異り，中水の方が安L、から，中水の利

用が増大するであろう。またこの価格制度によれば，河川上流部のきれい芯水を汚す

と，高い料金を支払わなければならなし、から，水源地域における汚染が減るに違いな

い。この料金制によると，排水を薄めて流すと，単位当たり料金は安くなるが，体積

が増して結果的には金をたくさん払うことになるので（稀釈のような非可逆変化の

際，エントロピーは増大する〉，排水の稀釈はなくなるはずである。

この話を外国でしたら，日本ではそのよ うな合理的な水料金を用いているのかと聞

かれて，絶句したことがある。いや，これは夢のような，私案にすぎないと答えた

が，きわめて合理的ということは，ユート ピアと同じことで，非現実的ということで

あろう。

上記の論文の終りの方で、述べた，環境のエントロピー増大を防止するための，新し

日、型の農業，牧音の話には，少し説明不足の点があるので補っておきたし、。

かなり昔のことになるが，林野関係の方と雑談していると，私たちの作る材木が全

然売れなくなってしまった。どうすればよいだろうとのお話である。そこで私が申し

上げる。まことに失礼だけれども，お金を儲けたければ，人がいやがってしたがらな

いことをするに限る。ついては林野は 「おわい屋Jに転業するとよし、。里山や平地林

を，竹やぶのようなものにし，そこに窒素やリンを大量に含む，下水の l次または2

次処理水をかけて，水の浄化を商売にするとよい。それに対して，そんなことをする

と，樹はパカのびして，材木として役に立たないと言われる。そこが誤りである。目

的は汚水浄化にあって，材木生産にはない。それが環境のエントロピ｛減少を目的と

する新しい型の林業である。都市の側が，下水浄化に対する十分のお礼を林野に対し

て支払うから，生産された材木は，いわば只である。したがって，春に山焼きをし

て，レクリエーションにしてもよいのである。値段が只になっていれば，そういう材
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木に対しでも，何かの用途が発見できるのではあるまいか。

貯水池，湖沼の富栄養化が方々で問題になっているが，この処理も生物にやっても

らうより他に方法がないであろう。日本各地の海面で，海苔の栽培のために，たねを

つけたビニールの網を海面下の適当な高さにつり下げる技術が開発されている。この

程度の努力を富栄養化した貯水池，湖沼に払っても，パチは当たるまいと思う。そう

して生産された藻が，水前寺のりのように食べられたら望外の幸せであるが，目的は

水中の窒素やリンの除去であって，食料の生産ではないのである。さて生産された藻

が食べられなし、からといって，放っておけば，やがて腐敗し，水中の BODは増加し，

窒素やリンは再び水中にもどってしまう。水底に沈めば，それが長期的な栄養源にな

ってしまう。昔は農民が水底の泥をさらい上げ，水田の肥料にすき込んだりしていた

が，いまは窒素やリンの過剰施肥で富栄養化のお手伝いをしているのだから，藻が濃

縮してくれた窒素やリンは他の手段で湖沼から取り出さなければならない。それには

生産された藻を魚に食べてもらわなければならない。それに適した魚の品種を探し出

し，または品種改良により作り出すのが，外界のエントロビーの減少を目的とする，

新しい型の水産業である。以前，そういう話をしたら，ある下水の専門家が，困った

ことに，そういう魚は大抵まずくて，誰も食べないんだと言う。そこが誤りである。

そうしみ魚はまずいのが当然，おいしかったら望外の幸せである。まずい魚は食べる

人がいなL、から，したがって獲る人がいないというのであれば，利水側が金を出し

て，ある値で魚を買い取ればよい。そうすれば魚を獲る人が出て来るであろう。その

魚がまずくて食えなければ豚のえさにしてもよいし，しめ粕にして高級な草花や樹木

の肥料にしてもよかろう。そういう魚で育った豚は肉がまずくて食えないという苦情

が出るかもしれない。しかし豚のえさとなる魚の値段はただでもよいのだし，場合に

よってはお金をつけて引き取ってもらってもよいのである。したがって生産された豚

肉は安くなるはずで，そういう豚肉でも，安ければ利用の道はあると思われる。いま

市販されている安いソーセージよりは，おいしいソーセージになるに違いないと思う。

最後に，富栄養化した湖沼でとれる魚はまずくて食えないということについて，少

しばかり私見をつけ加えたい。われわれ日本人の味覚はあまりに繊細で，新しいよい

材料そのものの味を楽しんでいる。それはわれわれの文化のすぐれたー側面であるけ

れども，この狭い国土に 1億1,000万の人間が住み，毎年1億トンの鉄を生産するよ

うになった現在では，少しぜいたくにすぎるのではなかろうか。現に，私のような貧

乏人というか，中産階級というか，つまり特別な金持でない人聞にとっては，天然の

鮎（養殖の鮎も〉，生きのよい近海の魚，ブロイラーでない鶏肉など，絶対に口に入

らないのである。本物が手に入らない以上，にせ物で我慢すべきであるが，にせ物に

対しては，それ相応の処理法が必要である。くさくて，くどくて，塩からくて，一体

何を食べているのかよく判らないような，フランス料理の如き上等高級な料理法に，
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次第に変えていかなければならないのであろう。

本誌は林野と関係が深いから，その方の例をあげると，現在われわれの周囲はベニ

ア板ばかりで，本物の木目のみえる天然，自然の木などほとんど見当たらない。「お

前の目は節穴か」という言葉は残っていても，節穴などというものは，どこにも見当

たらない。ベニア板とプラスティックに固まれて暮している以上，ニンニク，しょう

が，とうがらし，その他大量のスパイスをきかせ，揚げて，煮込んで，オーブンで焼

き上げて，本来の味など，どこかに消えてしまったものを食べるのも致し方ないので

あろう。そんな味気のないものを食わされて，何のために生きているか，生きている

意味がないではないかと，言う方も多いであろう。そこで人聞の生きる意義，目的と

いう，人生観が出て来る。それこそが環境問題の最大の難問で，何がネゲントロピー

の無効消費であるかが判らない。

（元国立防災科学技術センター所長，理博）
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