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【本日のお題】   Possible vs Impossible       

〇 資源の有限性について ～ Impossible/Possible の「境界」はどこか？～ 
  (1) 資源の定義と有限性  
    (2) 新技術によって新たに利用可能となった資源の例～Shale Gas  
 
〇 人類の創造力について ～人類はどう Impossible を克服してきたか？～ 
    (1) 50年前に（少なくとも民生品としては）存在しなかったものは？ 
     (2) 1969年に月に着陸したアポロ11号に搭載されていたコンピュータは？  
 
〇 人類の想像力の欠如について ～人間にとって「盲点」は何か？～ 
  (1) プラスチック廃棄物 : 昔の人間にとって予測（想像）できなかったのか？ 
  (2) アラル海 : 人間にとって予想（想像）は可能だった筈だが？ 
 
〇  地球で何が起きているか？～ 何をしないと、何が Impossible になるか？ ～ 
  (1) 地球温暖化の事例 : 既にこういう事態が発生している。 
     (2) 世界の年平均気温 : 既にデータでもここまで明らかになっている。 
  (3) 世界のエネルギー消費量と人口の推移 : この相関を見れば将来は？  
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1． 資源の有限性について 
 

(1) 「資源の定義と有限性」 （McKelvey Box)  

〇 Parameters to Distinguish “Reserves（鉱量）” and “Resources（資源）”  
     (1) Degree of Certainty  (geologically, physically, chemically, …) 

     (2) Profitability (depends on technology and market situation)  
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【参考１】   「鉱量」と「資源」       

〇 Reserves （鉱量）: 
      = Known to exist with a high degree of certainty （確実に存在）, and 
   = Economically feasible to recover, under today’s market 
    conditions and with current technologies 
    （今日の市場状況下で、既存の技術を用いて、経済的に回収できる）  
  = “Upper left” part of the McKelvey Box   
 
〇 Resources （資源）: 
      = “Lower left” part of the McKelvey Box : 
          Identified (known), but not economically feasible to recover 
          ～  Conditional Resources   
      = “Right-hand side” of the McKelvey Box : 
          Not identified (known), (maybe only a part, discovered) 
          ～  Hypothetical Resources     
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【参考２】 Hubbert (1956) の古典的 Peak Oil 仮説と現実       
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【参考３】 新技術によって新たに利用可能となった資源の例～ Shale Gas      
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２．人類の創造力の素晴らしさについて 

Google map 

(1) 50年前に（少なくとも民生品としては）存在しなかったものは？ 

   

  ・液晶テレビ 

   ～1968年にはRCAが液晶によるTFTアクティブ・マトリクス駆動の表示に成功。 

   ～最初の液晶テレビ商品化はエプソン、ビジネスとして確立させたのはシャープ。 

   ～US Patent 3976994 （シャープ鷲塚氏他 1973年）に “Liquid Crystal Display System” 有り。 

 

  ・携帯電話 

   ～「ウルトラセブン（1967～68放映）」には、ウルトラ警備隊員の通信装備として、「ビデオ 

    シーバー」が登場していた。 

 

  ・燃料電池 

   ～初の実用化は、1965年。米国の有人宇宙船ジェミニ5号に搭載（アルカリイオン型）。 

 

  ・レトルト食品 

   ～「ボンカレー」は1973年発売。ラミネート封止技術は70年代以降に普及。 
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２．人類の創造力の素晴らしさについて 

Google map 

(2) 1969 年に月に着陸したアポロ１１号に搭載されていたコンピュータ 

 

  ・メモリ ・・・  16 bit word * (2,048 word(RAM) + 36,864 word(ROM))     

          （半導体メモリの発明以前。磁気コアメモリ＋コアロープメモリ） 

  ・MPU  ・・・ クロック周波数 2.048MHz 

  ・使用半導体 ・・・ RTL・3入力NORゲートIC×2,800個（トランジスタ数で8,400個?） 

  ・ディスプレイ ・・・ 液晶はおろかCRTでさえなく、指示灯と数値表示のみ 

  ・キーボード ・・・ 数値入力のみ（電卓型）（コマンドも数値入力）         

  ・重量 ・・・ 70 lb (32 kg) 

                        ・設計 ・・・ MIT 

                        ・製造 ・・・ Raytheon       

 

 

                              【出典：Wikipedia “アポロ誘導コンピュータ”】  
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３. 人間の想像力の欠如 

 

 (1) プラスチック廃棄物の場合 

 

〇 わずか65年前の “American 

      way of life” は、今日のプラ 

  スチック廃棄物問題を全く 

  予見できなかった。 

 
      【出典】 Life 1955 issue 
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 (2) アラル海の場合   

Top row: 1973, 1989, 1999 (from left to right) 

Bottom row: 2001, 2003, 2009 (from left to right)   

                                [Source: US Geological Survey and NASA] 
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４．地球で何が起きているか？  

Climate change is impacting flora and fauna across the 

Arctic 
PHOTOGRAPH BY CRISTINA MITTERMEIER, 

NAT GEO IMAGE COLLECTION 

Google map 

Belushya Guba, Russia  

AFP 2019 / ALEXANDER GRIR  

【Case 1: 北極圏の白熊】 
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【Case 2: アルゼンチンの Parque Nacional Los Glaciares (March 2016)】 

(c)AFP/WALTER DIAZ 
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 【Case 3: アラスカの氷河：Muir Glacier】 
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【Case 4: 太平洋の島嶼諸国】 
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 (2) 世界の年平均気温 (1890s-2010) の1981-2010年平均との偏差           
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（3） 世界のエネルギー消費量と人口の推移 

  

(www.enecho.meti.go.jp) 
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