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2011年10月、わが国におけるバイオミミクリーの拠
点となるべく滋賀県近江八幡市に設立されたNPO
法人「アスクネイチャー・ジャパン」が活動を開始
した。同法人の仁連理事長（滋賀県立大学 副学長）
に話を伺った。

◎特集�

わが社、ここにあり！
～自然と生命の知恵から学ぶ～
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植物＋昆虫＋太陽光発電
植物は、上の葉が下の葉に重ならな

いように自らが角度を調整しながら成

長していく。すべての葉が太陽の光を

受け止め、効率良く光合成を行うため

の知恵だ。この葉の配列（葉序）は、

「フィボナッチ数列」という数学の法

則にのっとっている。

植物の種類によってさまざまな葉序

があり（1/2、1/3、2/5、3/8、5/13）、

ホウセンカは3/8を採用している。

葉が茎の周りをらせん状に３周した

とき、８枚目の葉がゼロ枚目の葉と重

なるのだ。

「Solar Plantsホウセンカ」は、3/8

の葉序で集光型太陽光パネルが配列さ

れ、効率的に発電を行う。

2011年10月に設立されたNPO法人

アスクネイチャー・ジャパンの事務所

内に置かれているソーラープランツ

「Solar Plantsホウセンカ」制作チーム

集光型太陽光パネル開発・技術監修：高倉 秀行（立命館大学理工学部教授）
／クリーンベンチャー 21、LED照明・制御基板：エーシック、本体制作：川
崎 清（川梅鉄工所）、電気配線工事：西川 雅啓（西川電工）、デザイン：小清
水 園恵（花園設計事務所）、企画：近江八幡商工会議所

ホウセンカの葉の配列 写真１、２はソーラープランツの原型

NPO法人 アスクネイチャー・ジャパン
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町290
TEL：0748-47-8622
http://www.asknature.jp/

２１

は、「バイオミミクリーとはどういう

ものなのか」を一般市民や子どもたち

に伝えるために制作された。

単にホウセンカの葉序に倣っている

だけではない。ここで使われている集

光型太陽光パネルは、太陽光吸収層に

なるシリコンを球状にし、六角形のア

ルミの反射鏡に収めたものが敷き詰め

られている。これは、昆虫の複眼と同

じ構造なのだ。

長い歴史のなかで進化を繰り返し、

環境の変化に適応してきた生物たち。

その過程で遠く人間の考えも及ばない

圧倒的な効率を獲得してきた彼らの知

恵に倣うバイオミミクリー。

その日本の拠点が滋賀県近江八幡市

で産声を上げ、活動を開始した。
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仁
に

連
れん

 孝昭 氏
NPO法人 アスクネイチャー・ジャパン理事長

豊かな自然が残る近江八幡
取材前、一つ疑問があった。バイオ

ミミクリーに関して、国内外の第一人

者を数多く擁するアスクネイチャー・

ジャパン。しかし、なぜ滋賀県近江八

幡市が日本における活動拠点に選ばれ

たのか――。その理由について同法人

理事長の仁連孝昭氏が語る。

「2000年にエコ村の創立構想が立ち

上がり、2008年に産官学共同による

『小
こ

舟
ぶな

木
き

エコ村』が近江八幡に誕生し

ました。これは持続可能な社会のモデ

ルとして位置づけられています」

実際、2006年には西ノ湖やその周

辺のヨシ地の一部が、重要文化的景観

として国の第１号選定を受けるほど、

琵琶湖のほとりに位置する近江八幡

は、豊かな自然に恵まれている。

「エコ村プロジェクトを通し、我々

は、産業や社会システム、そしてライ

フスタイルを持続可能なものに転換し

ていかなければならないことを痛感し

ていました」と仁連氏。

滋賀経済同友会の2011年度におけ

る事業計画では、自然に学び、自然と

共に生きる経済・社会を構想する「自

然に学ぶ経済」研究会が設置されるな

ど、滋賀県は他の地域と比べてもバイ

オミミクリーに対して関心が高かった

といえる。

もともと、環境、インフラ、認識が

醸成されていた近江八幡は、活動拠点

としてふさわしい場所だったのだ。

アスクネイチャー・ジャパンの主な

活動として、まず、データベースの整

備が挙げられる。

実は日本でも、古くから自然の知恵

を技術開発に活かす研究がなされてい

る。同法人は研究者を訪問し、産業界

とのマッチングを実現させる取り組み

を行っており、それらの情報をDBと

して管理、ホームページ等で公開する

予定だという。

「現在、我々のHPでは、『アスクネ

イチャー .com』『すごい自然のショー

ルーム』といったDBにリンクを張っ

ています。今後、さらに独自のネット

ワークを構築していく予定です」

同法人が目指すのは、「自然に学ぶ」

モノづくりや社会づくりを現実化する

ためのDB。そのため、中小企業や個

人も日常的にアクセスできるような仕

組みが検討されている。

次に、同法人が注力しているのが人

材育成である。

「産業の発展と子どもの教育は密接

な関わりを持っています。自然と触れ

合うことで柔軟な発想が身につくので

す」と仁連氏が語るように、柔軟な発

想とは、教科書どおりの考え方にとら

われるのではなく、自然を観察して新

たな発見をし、驚くという体験をする

ことで生まれるものなのだ。

こういったカリキュラムが、今後の

教育に不可欠なものとなっていくこと

は間違いないだろう。

なぜなら、日本の産業を支えるモノ

づくりとは、柔軟な発想力を駆使して、

新たなアイデアをカタチにしていくこ

とだからだ。

「子どもの発想は大きな可能性を秘

めています。それを育む教育が必要な

のです」と仁連氏。
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【3.24ワークショップの様子】

山口 琴子 氏
NPO法人 アスクネイチャー・ジャパン事務局

１ ３２

１．ソーラープランツの説明を聞く子どもたち
２．屋外で葉の付き方を観察
３． 生き物の観察から人のライフスタイルを考えるワーク 

大学生が先生役を担った
©Ask Nature Japan

自然に学ぶことの重要性
去る３月24日、大阪大学の学生た

ちとの共同によるワークショップが近

江八幡市で開催された。

そこではまず、ソーラープランツが

紹介され、その後、植物の葉の付き方

を皆で観察した。実際にこのワーク

ショップに参加した子どもたちから

は、「葉っぱがグルグルらせんになっ

ている」「上の葉は下の葉より小さい！」

といった発見の声が上がったという。

同法人事務局の山口琴子氏は、「現

在、この試みに賛同してくれるネット

ワークも県内に数多く存在します。こ

れからも他団体との連携を図りなが

ら、子どもたちの人材育成に取り組ん

でいきます」と今後の活動に確かな手

応えを感じているようだ。

そして、同法人の人材育成は、企業

の研究者や技術者も対象にしている。

「モノづくりに携わる企業の方々に、

『自然に学ぶ』視点を伝えるセミナー

の開催を計画中です」と山口氏。

ただし、実際に生物学者の具体的な

知識を研究者や技術者に移転していく

のは容易なことではない。講師には生

物学と工学の間の通訳能力が求められ

るからだ。さらに、多くの生物学者は、

自らの知識を産業に役立てる発想を

持っていないのが現状だという。

「企業向けのセミナーでは、講師の

発掘や育成も我々に課せられた使命で

す」と山口氏。さらにこう続ける。

「バイオミミクリーの提唱者であり、

我々のアドバイザーでもあるジャニ

ン・ベニュス氏も、生物学者があらゆ

る計画や開発の場に参加すべきだと主

張しています。日本でもこういった意

識を広めていかなければいけないと考

えています」
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【東北復興シンポジウムの様子】

2011年12月22日 「あえりあ遠野」にて撮影

©Ask Nature Japan●東北復興シンポジウム開催実績

「海やまのあいだに生きる」
・2011年12月22日
　あえりあ遠野（岩手県遠野市）
　参加者：370名
・2012年１月29日
　河北新報社ホール（宮城県仙台市）
　参加者：160名

「フクシマ」と共に
・2012年３月３日
　福島県立博物館（福島県会津若松市）
　参加者：212名

※アスクネイチャー・ジャパンのHPに
　詳しい内容が紹介されている。

　http://www.asknature.jp/

自然との関わり方と新たな機軸
アスクネイチャー・ジャパンでは、

2011年12月から東北の被災地で３回

にわたりシンポジウムを開催した。

「自然は、我々に恵みを与えてくれ

ると同時に、災害をもたらすこともあ

ります。しかし、人間の都合で災害だ

けを排除して恵みだけを享受するよう

に自然を改造することはできないので

す」と仁連氏。

３.11の震災は、人間がいかにして

自然と共存すべきか、我々の意識改革

を迫っている。そして、それは被災地

の復興に限ったことではないと同法人

は提唱している。

さらに仁連氏は、「今後、日本の経

済や産業がＶ字回復することはあり得

ないと思います。ライフスタイルを含

め、根本的な考え方を転換しなければ

ならないのです」と警鐘を鳴らす。

もはや、従来の延長線上の考え方で

は通用しないのだという。

「現在、日本の社会は衰退曲線上に

あり、今後、どんなに頑張ったとして

もその曲線上の先に進むだけです」

延長線がダメなら、新たな機軸へと

シフトすべきであり、その機軸が「自

然に学び、持続可能な社会を実現する」

こと。コレが同法人の主張である。

「一度、染み付いたライフスタイル

を変えるのは困難かもしれませんが、

逆に、現在の生活習慣を今後も持続し

ていくのは不可能なのです」と仁連氏

は言葉に力を込める。

確かに、社会の仕組み自体を変えて

いかなければ、新たな展開は望めない

のかもしれない。それにはまず、社会

を構成する一人ひとりが現実から目を

そむけず、意識の共有化を図っていか

なければならない。

同法人は、非常に切迫した想いを抱

いているという。やはり、従来の仕組

みとは全く異なる機軸に転換するの

は、大変なことだからだ。

「この認識を共有するだけでも多く

の時間が必要です。また、多くの企業

は持続可能な社会の実現を真剣に捉え

ていないのが現状ではないでしょう

か」と仁連氏は不安を隠さない。

従来の産業は、自然を「資源の宝庫」

として地球環境を壊しながら発展して

きたが、今後は自然を「知恵の宝庫」

と位置づけ、環境を保全しながら持続

可能なものへと進化させていかなけれ

ばならない。

石油や天然ガスをはじめとする化石

燃料は、いずれ枯渇することが目に見

えているからだ。

（「発明」編集部）


