
はじめに　

エネルギーを消費する、お金を使う、とい
うことを我々は毎日行っている。食事のエネ
ルギーが消化されて脳を含む身体の機能を活
動させていることを思えば、毎日と言わずと
も時々刻々これをやっているのである。

ところが、少し考えると部屋を暖房したエ
ネルギーと同じ量のエネルギーは外気を暖め
て外気のエネルギーとなっているので、エネ
ルギーの量は変わらない。エネルギー保存は
エネルギー学の根本法則である。植木屋さん
の手間賃にお金を “使った” らサイフのお金
は減るけれども、それは植木屋さんのサイフ
に入るから、お金の量は不変である。

エネルギーもお金も “消費” しても消えて
無くなるのではなくて、その “あり方” が変
わるだけなのだが、あり方、の変化を我々は
消費と呼んでいるわけである。そのあり方の
変化の程度とか規模がエネルギー技術や経済
学の根本問題なのだが、問題を分かりやすく
扱うには、あり方の変化を “適当な指標” で
数値により表現することが必要となる。

それを以下に考えるのだが、その前にもう
ひとつ考えるべきことは、“消費” により “あ
り方の変化” が起これば必然的に生まれる 
“あと始末” の問題である。なにをやっても
そのあと始末が大切な事は、食事のあと片付
けを思いだすまでもなく、社会生活の実感か
ら誰もが理解できるはずである。いかに出し
たゴミの始末を実行するか、それができるか、
の問題は “倫理” の根本である。

本稿のタイトル “エネルギー、経済、倫理” 
はそれらが、三つどもえ、で相互に不可分の
関係にあることを示そうとしたものである。人
類が、よろこんだり、悲しんだり、けんかしたり、
仲よくなったり、しながらでも存続して行くた
めには、この、三つどもえ、の問題を改めて良
く理解して個々の社会問題の正しい解決法の
判断をせねばならない。逆にいえば、これを理
解せずにその時の気分による誤魔化しの判断
を続ければ、必ず破局がともなうのである。

１　お金の、あり方とその “効用”

１．１　お金の “効用” の数え方
エネルギーであれお金であれ、その量が問
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題で、たくさんある、ほとんど無い、とか日
常表現する。しかし量が大きくても小さくて
も、それが何処にあるかを決めなければ話が
始まらない。100万円というお金も道ばたに
転がっているのではなくて、自分の持ち金で
あること、１人のサイフに集中していること、
お金の “集中度”に意味がある。

100万円は大金であるから、それを１人で
持っていれば嬉しいが、それがどれだけ嬉し
いか、お金の効き目（嬉しさへの）を評価す
ることが経済学の始まりである。これは、お
金の “効用（英語でutility ユーティリティー）” 
と呼ばれる概念である。

効用は所持金の額とどのような関係にある
か？それはエネルギーについても、その他の
量で計れるすべての物事（物理的な現象も観
念上の現象も含めて）についても共通の、至
極簡単かつ、もっとも根本的な自然の原理な
のである。

この自然の原理を理解するために先ず考え
るべきことは、お金の全量100万円の嬉しさ、
効用を評価するまえに、自分が１円というお
金を手に入れたときにどれだけ嬉しいか、人
間の感覚、自然の示す効果、がどうなってい
るか、という問題である。

１．２　 「１円儲かる効用」と 
「所持金総額の効用」

所持金が１円であるときを考えると、さら
に１円もらえば所持金は100％増しすなわち
１倍増である。所持金が２円になった後に又
１円もらうと、所持金は50％増しすなわち0.5
倍増しであり、３円の所持金なら追加１円に

よる所持金増加は0.33倍増し、10円なら0.1倍
増し、という具合になり、整理すれば、所持
金が￥円の時にもらう１円による所持金増加
の割合は￥に逆比例（１/ ￥倍増し）するこ
とになる。

自然の原理、人間の感覚は、喜び、効用は
割増し率に比例する。ということをここで受
け入れねばならない。すなわち１円所持の時
に１円もらえば１嬉しい（効用増加が１）、
10円所持ならもらう１円の喜びは0.1（効用
増加は0.1）となる。

そうなれば、10円もっている時の10円全体
の喜び量（効用）は、１円が２円に増えた時
の効用プラス、２円が３円になった時の効用
プラス…９円が10円になった時の効用、とな
るはずである。これを式で表せば、10円もっ
ている時の効用をU（10）で示すとして、

U（10）≅
　（１+１/２+１/３+…+１/９）＝2.839…①

と表現できる。実際には１円ずつお金が増
えるという増え方のステップはここで説明の
ために便宜上設定したのだから答えもアバウ
トである。そこで、正確に所持金10円の効用
を見積もるには、ステップを無限に小さく
とって式①の足し算を計算することになる
が、それは数学的にいえば積分である。１円
もらう効用がその時の所持金￥の逆数（１/
￥）に比例するのだから、積分は、

U（10）＝
　∫10１（１/￥）d￥＝loge10/１＝2.303……②

と計算される。loge10/1という記号の意味
はすぐに説明するが、式②の意味は10円もっ
ている時の10円全体の効用は2.303であり、
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10円もっているから嬉しさ（効用）が10では
ないということである。そして、所持金が
100円であれば、式②を100円まで積分して、
効用は、4.605と計算されるが、よく見れば
これは2.303の倍である。すなわち所持金が
10円から100円まで10倍に増えて、効用が２
倍になったことになる。同様に、1000円所持
なら効用は３倍、10000円なら４倍、最初に
考えた100万円ならその効用が10円の時の６
倍に増えることになる。100万円もって喜び
が10円の100万倍ではなくて、６倍とは面白
いが、これは所持金額が大きければ１円追加
の有り難さが小さくなるという、至極当然な
自然のルールの結果である。

１．３　 「効用」は所持金総額の 
「桁数（マグニチュード）」

気づいて欲しいことは、10円では数字１の
あとに０が１個、100万円（＝1,000,000円）で
は１の後に０が６個あることである。これは
10円を一桁の数と見れば100万円は６桁の数
だ、と解釈できるから結局、所持金￥の効用
は￥という数字の桁で表せる、という劇的な
事実である。ちなみに、桁数は英語で order 
of magnitude あるいは簡単に magnitude とい
われるのであり、星の等級や地震の規模を表
すマグニチュードなども、光りの量や解放さ
れる地殻エネルギー量の桁数なのである。

すなわち、数字￥の桁（マグニチュード）
を表す式こそ、式②に書いたloge ￥/￥0とい
う、いわゆる対数関数なのである。先述した
loge10＝2.303は、いわゆる自然対数の底すな
わちe＝2.71828... という数字を基礎とする “e

進法” で数えた数字10の桁数なのである。10
進法なら、log1010＝１であるから、10の桁数
は１であり、100万の桁はlog101,000,000＝６
となる、また１の桁は０、100万分の１の桁
は−６となる。

１．４　 お金の「あり方の変化」と 
「効用の変化」

以上で、１円あたりのお金の効用と所持金
全体の効用の関係が分かったので、今度は同
じ100万円が１人占めされている時の効用と、
それが10人で10万円ずつ持たれている時と
の、効用の違いを考えて見る。

10×10＝100だから、全金額は不変である。
しかし１人占めなら先述の通り効用は６であ
る（10進法で数えるとして）のに対して10人
が均等にもっている時には、１人当たりの効
用は５（10万円は５桁の数）だから10人合わ
せると、５×10＝50となり、全効用は一挙に
大きくなるのである（厳密にいえば、始めは
999991円１人と１円９人と見るべき）。

このような分散、平均化による効用の増大
は好ましいことのようであるが、少し考える
と、これはお金の使い方として、効用６はバ
ラマキによって容易に効用50に変化できる
が、効用50の状態から効用６にまでお金を集
中させるのは容易でないことに気づく。

効用12すなわち１兆円のお金の集中があれ
ば、かなりの事業の企画実行が可能であるが、
そのお金を１千万人から集めるとなると、１
人10万円の税金を徴収しなければならないの
である。

お金の集中はこのように小さい効用を大き
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く出来るメリットがあるが、この効用の増大
に際して何を企てるかが重大な問題を含むの
である。国の予算の使い方によっては、不要
の建物や公共事業が行われて、効用増大が社
会にデメリットを振りまく結果となりやすい
のである。エネルギーを大量に使わねば維持
できない公共建造物が税金で建てられ、維持
不可能になって廃止、廃棄となる例は全国に
多いが、これらははっきりと言えばせっかく
の効用増大を利してゴミを作ったことになっ
ている。後述の倫理に直結することだが、お
金の消費には、役に立つ、やり方であっても、
必ずゴミが発生するから、効用増大には細心
の注意が不可欠なのである。

１．５　 「限界効用逓
てい

減
げん

の法則」と 
「限界供給の逓

てい

増
ぞう

の法則」
「限界効用逓

てい

減
げん

の法則」
上述の、お金の集中度すなわち所持金額の

桁数がお金の有り難さ、効用、を表す。とい
う簡単な原理は経済学の基本的概念「限界効
用逓減（だんだん減る）の法則」につながる。
この法則の示すことは、所持金が少ない程、
１円もらう喜び、効用、が大きく、所持金額
が大きい程、同じ１円をもらっても嬉しさ、
効用、の増加は小さくなるということである。

人並みの所持金を１円と置けば（すなわち
人並みが100万円なら、それを１円と言いか
えるのである）１円の所持金に追加の１円を
もらうときの効用増加は前述のとおり１であ
るから、これは１円が１円の値打ちを持って
いると見なせるのである。所持金が10銭（0.1
円、人並みの10分の１）ならその時にもらう

１円は、前述のとおり１ を0.1で割れば、効
用10の値打ちがあることになる。

経済学では、１円所持の時の１円追加の効
用増し、すなわち効用が１増加することを基
準にして、所持金が１円から離れている時の
効用増しの値から１を引いた値を「限界効用」
と呼んでいる。限界効用は所持金が人並みよ
り少ない程大きく、所持金が人並みすなわち
１円に近づくほど小さくなる（逓減する）こ
の原理が「限界効用逓減の法則」と呼ばれる
のである。　

ここで、限界効用、という分かり難い言葉
の意味を説明すると、限界とは英語のマージ
ナルという単語の訳であり、それは「余分」
を表している。１円が１円の値打ちを持って
いれば、余分の効用は無いと見なせるから、

「限界効用」は０であるとするのである。
「限界供給の逓

てい

増
ぞう

の法則」
さらにもう一歩踏み込めば、限界効用を逆

に見た「限界供給（マージナル・サプライ、
marginal supply）という概念を同時に考え
ることが有用なことに気づく。逆に見るとは、
今度は効用を１増加させるために、なん円の
お金の追加（供給）が必要か、と考えること
である。

逆に見るだけだから、説明は不要と思われ
るので、結果だけ述べれば、１円もっている
時に効用を１増加するに必要な供給金額は１
円、であり、これを基礎と見れば “限界（余
分の）” 供給金額は１から１を引いて０、で
ある。10円所持の時に効用を１増加するには
10円追加供給が必要だから “限界供給” は10
−１＝９円、100万円なら100万円をさらに儲
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けなければ嬉しさ、効用が１増えないから、 
“限界供給” は100万円引く１円となり、ほと
んど全額が、限界供給と見なせることになる。

すなわち、￥円もっている時に喜びを１増
やすために必要なお金の供給は￥−１円であ
り、￥が大きくなれば、ほとんどそっくりま
た￥円儲けなければ効用（喜び）は１増えな
いということである。結局、喜び、効用、が
大きいほど、さらなる喜び増加には多大の追
加のお金、物資の供給が必要になる原理が「限
界供給逓増の法則」呼ばれるのである。

太平洋戦争の時に政府が、徴用した学生労
働者に示した標語「贅沢は敵だ」は、限界供
給逓増の原理からは、贅沢すればするほど贅
沢感は得にくくなる、という意味としては正
しかったといえる。しかしこの標語は、戦争
で食うや食わず、着の身着のまま、の状態の
時ではなくて、あり余る物資の溢れる現在に
こそ、これ以上の贅沢は限界供給逓増の原理
から見てあと始末が不可能になることを教え
るために、政府によって示して欲しいもので
ある。

以上のお金の効用についての考察が、エネ
ルギーについても適合することを次に考える。

２　エネルギー、あり方とその “効用”

２．１　 エネルギーの“効用” 
すなわちエントロピー

お金は１円もっている時に１円もらうと所
持金は２円となる。温度１℃の水１グラムに
１カロリーの熱エネルギーを与えると温度は
２℃になる。似ているが、所持金１円という
ことを、全財産が１円、という意味にとれば、

温度１℃は水の持つ全熱エネルギーに相当す
る温度に換算する必要がある。それは、とり
も直さず絶対温度表示であり、ケルビン温度
で表せば１℃は274Kになる。

エネルギーに当てはめると、274Kの水１g
に１カロリーの熱エネルギーを加えると温度
は275Kになる。その時に増えた熱エネルギー
の “効用” 増加をお金の場合同様にして求め
るなら、その値は１/274である。そこで０℃
から100℃まで温度が上がるときの、効用増
加を②式に従って計算すれば、

S（100℃）＝∫373273（1/T）dT＝loge373/273
　＝∫1.37１ （１/T）dT＝0.312………………③

となる。この値は273Kを１度と見て温度が
1.37倍（＝373K＝100℃）になった時の効用の
増加量と見ることができる。言いかえれば、
０℃すなわち273Kを１度とする新しい絶対温
度スケールで、効用を計算したのである。

式③で示されたエネルギーの“効用”は無次元
の量であるが、通常は比熱が係数として掛けら
れ、次元（エネルギー割る温度）をもつ量すな
わちエントロピーとして定義されている。

比熱とは１グラムあるいは１モルなど単位
量の物質の温度を１℃上昇させるに必要な熱
量であるが、通常のエネルギー利用の温度範
囲では、比熱は温度に関係しない定数とみな
せる。式③の計算は比熱を１と置いてなされ
ており、その結果、エントロピー（エネルギー
の効用）は温度Ｔの桁で示されている。言い
かえればエントロピーは温度のマグニチュー
ドであると理解できる。

物理的には低温での比熱が温度に依存する
ようになり、その結果、絶対０度ではエント

5



ロピーも０になるとされている。しかし、エ
ントロピーが温度の対数（温度の桁を表す式）
となる式は、温度が平均化するときにエント
ロピーが最大になる原理の元であり、実用温
度範囲では式③が使用できる。

２．２　エントロピー増大の法則
温度の桁数としてエントロピーを理解する

と、前記のお金の場合と同じく、エネルギー
が偏って物質中に含まれる場合（すなわち温
度が不均等である場合）からそのエネルギー
の “あり方” が平均化するときにエントロ
ピーが増大する、という、いわゆる熱力学第
２法則（自然現象の不可逆性）の意味が理解
できる。

すなわち、エントロピーが温度の対数関数
（温度の桁数）として表されるならば、温度
T1の物体と、T2の同じ量の物体とがある時
に、両物体のエントロピー（桁）の和は温度
の積、すなわちT1×T2に比例する。そして、
T1×T2、の値は、T1＋T2、が一定であれば、
T1＝T2のとき、すなわち温度が平均したと
きに、効用（エントロピー）は最大になるの
である。

２．３　熱の限界供給逓増と「カルノー効率」
物質中の熱エネルギーの集中度、すなわち

温度Ｔが高ければ１カロリー当たりのエネル
ギーの効用は（１/T）に比例して小さくな
ることに気づいたのは、フランス人、サジ・
カルノーである。

カルノーは、高温熱源（温度TH）からQH

の熱量を取り出すときの熱源側での効用減少

を１とすると、低温熱シンク（温度TL）側
で同じ１の効用増加をさせるために必要な熱
注入熱量QLは、QL＝QH（TL/TH）で済む、と
いうことを発見した。

すなわち、エントロピー変化がない条件下
で、QHのどれだけの割合が仕事エネルギー
に変換され得るかを、効率η、と記せば、こ
のカルノーの発見した原理は、
η＝（QH−QL）/QH＝１−（TL/TH）……④
となる。
この結果は、一定の効用（エントロピー）

を増加させるに必要なエネルギー供給量がT 
に比例して増える、というお金の場合の「限
界供給逓増の法則」と同じ原理が、エネルギー
について適用できることを示すものと解釈で
きる。

具体例をあげると、原子炉での発電におい
ては、核分裂熱で得られる高温を使って蒸気
を発生し、タービンを回して熱エネルギーを
電気エネルギーに変換するのだが、電気への
変換の効率は蒸気タービンを回す高温蒸気の
温度と、蒸気を冷やす冷却水温度との比とし
て式④から決まる。原子炉では技術上高温蒸
気の温度は精々 300℃弱なので、海水により
冷却される冷却水温度、100℃強、との間の
温度差が大きくできない。そのため効率は約
30％である（残りの70％の熱は海水を温める
ことになる、つまり熱を海に捨てなければな
らなのである）。

３　効用についての考察の歴史

効用は集中度の桁（マグニチュード）で決
まるという一般的な原理を数式で始めて指摘
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したのは、流体力学で知られるダニエル・ベ
ルヌーイ、であった。

彼は丁半博打（バクチ）の儲けの期待値が
数学的には無限大になるのに、実際に際限な
く丁半博打をすると破産する、という現実の
説明として、お金の効用の割増し率が金額の
逆数になり、その結果、効用（すなわち桁数）
の期待値は無限大にならないという提案を
1738年の論文に数式で示した。この論文は、
それが書かれた場所にちなんで「セントペテ
ルスブルグ問題」として知られている（１）。

また、ウェーバーとフェヒナーは18世紀から
19世紀にかけて、物事の集中度が大きくなると、
量の追加の効き目が小さくなる、という原理を、
実験により確かめた。たとえば、手に持つ重さ
が増加するとき、重くなったと感知できる最低
重量追加は、すでに手に持っている重量に比例
する（たくさん持っていると、たくさん追加し
ないと重くなったと感じない）というようなテ
ストを行ったのである。そして、“識別閾

いき

値
ち

 
（Just Noticeable Difference；jnd）という概
念を広めた。jndは「限界供給逓増」が経済
学に限らない一般性のある原理であることを
示している（２）。

19世紀における新古典派経済学と熱力学の
分野では、別々に、ここに説明した、お金の
効用とエネルギー集中度すなわち、お金やエ
ネルギーの桁としての効用やエントロピーの
概念が導入された（３、４）。

さらに、20世紀半ばには、情報学のエント
ロピーが導入され、そこでは、ある事象が生
起する確率（必要情報量の逆数）の桁数が情
報の効用として扱われ、シャノンのエントロ

ピーという情報の確からしさの指標がとり入
れられている（５）。このエントロピーの定義
は、物質の体積（その逆数の密度）について
のエントロピーと式の上で同等である。

４　 エネルギー、お金の  
“消費”と“再生”と“ゴミ処理”

４．１　再生にもエネルギーが必要
消費とは、エネルギー、お金の“あり方”を変

化させることであると、ここまでに述べて来た
が、我々は消費したはずのお金やエネルギー
を毎年同じように再び“消費”して生活してい
る。この事実が教えてくれることは一旦“あり
方”が変わったお金、エネルギーが毎年あらた
に再生されて再び消費されることが可能な元
の状態に戻されている、という事である。

消費されたお金、エネルギーは、広く薄く
世界に広まって同じ量が存在しているのだ
が、これを再び消費できる状態に戻すこと、
すなわち集中したお金、温度の高いエネル
ギーに戻すためには、それらが消費される過
程で我々が取り出した、事業や仕事エネル
ギーと最低でも同じ量の仕事をしなければな
らないのが自然のルールである。

消費にともなって得た仕事以下の仕事を加
えて、元の状態に戻せるなら、それは宝くじ
で全員が一等賞になるのと同じことで、世の
終わりである。幸いなことに、自然のルール
は何物も何ごとも実質的には使ったお金、エ
ネルギー以上のエネルギーを注ぎ込まなけれ
ば元に戻れないようになっている（自然現象
の不可逆性、永久機関の不可能性）。

そこで疑問になることは、何処からその“再

7



生”のエネルギーが得られるのかという問題
である。答えは簡単、太陽は約5500℃の高温
の光りエネルギーを、地上１平方メートル当
たりに約１kW（１キロワットは１秒間に
1000ジュール、238カロリーのエネルギーの
流れ）注いでくれている。つまり、タダでエ
ントロピーの小さい（１カロリー当たり）状
態のエネルギーを恵んでくれているのであ
る。地球上では、このエネルギーをまた大気
の循環や森林の繁茂、動物の活動などのエネ
ルギーとして “消費”している。その中で人
間だけが、お金、という指標を使ってエネル
ギー消費の権利を１人占めしたり、ホームレ
スになって消費できなくなったり、しながら
も、消費の活性化に励んでいるのである。

４．２　ゴミを何処に捨てるか？
ここで問題となるのは、そうして“消費”され

“あり方”の変わったエネルギーも地上では無く
ならないので、これを何とか全量捨てないと
地上には使い果たされた低温エネルギーが溜
まってしまうことである。言いかえれば“あり
方”が変わって、いわばゴミとなったエネル
ギーを如何に始末するかが問題なのである。
現実には、太古から地球は宇宙に対して低温
の熱輻射でエネルギーを放散して、この “ゴミ”
を捨てて地上の温度の平衡を保ち、生物が生
きられる環境を保持できてきたのである。

熱輻射で熱エネルギーを捨てるためには、
地球より温度の低い場所が無ければならない。
幸い（？）宇宙空間の温度は約３K（−270℃）
と低いので地球上で“消費”され“あり方”の変
わった低温エネルギーも、どんどん宇宙へ捨

てることができる。どれだけの量の低温エネ
ルギーを宇宙に放散できるかその速さを決め
るのは、宇宙から見た地球の温度である。

太陽から受けとった熱エネルギーを全量
そっくり放散するためには地球の温度が約−
18℃でなければならないと計算される（６）。こ
れは我々の住む地上の平均温度より低いが、
地上が住みやすい温度に保たれるのは、大気
中のいわゆる温暖化ガスのおかげである。つ
まり、大気という布団を被っているおかげで
地上は宇宙から見た地球の温度以上に保たれ
ている。この大気の布団の厚さが厚すぎれば
当然地球の温度は上昇する。これがいわゆる
地球温暖化である。排気ガスに含まれる二酸
化炭素はこの布団を厚くすると見て現在は排
気ガスの規制が論議されているのである。

いずれにせよ、太陽というストーブにあた
りながら、部屋の温度を適温にするために、
冷たい戸外に熱を捨てる。という極めて微妙
なバランス（平衡）の上に地球の環境が立っ
ていることを我々は認識するべきであろう。

化石燃料、原子力、という太陽以外のエネ
ルギーの利用は、エネルギーの量そのものは、
太陽から地球が受けとるエネルギーの約１万
分の１程度であるが（これも決して無視でき
る量ではない）、廃棄ガス、放射性廃棄物、
という、太陽エネルギーには付随しない、ゴ
ミの発生を避けられない。これらのゴミは宇
宙に捨てることもできず、地上に溜まる一方
なのであるから、それを減らすには、そのよ
うなエネルギーを使わないようにする以外に
方法は皆無である。

ゴミの始末を考えない行為は必ず破綻に至
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るのであるから、人類が存続できる条件を保
つ、ということを第１目的とするならば、ゴ
ミを中心に社会を見ることが倫理のすべて、
と言えるのである。

４．３　エネルギーにバックアップされたお金
さて、我々はお金を使って立派な家を建て

たり、きらびやかな服を買ったり、ご馳走を
食べたりするときに、エネルギーのことは考
えない。お金を消費して全国のお金のエント
ロピーすなわち効用が分散拡大したら、それ
を再び消費するには、お金の集中により１円
あたりの効用を減らさねばならない。つまり、
お金の価値を元に戻す必要がある。

お金は、食料、物品、社会活動のソフトな
どの生産によりバックアップされて、その価
値を保てるのであり、それらはすべてエネル
ギー消費によって生産が可能となる。産業革
命以前の自然エネルギーのみに依存していた
社会での経済規模と、産業革命以後、さらに、
現代の社会でのそれとを比較すれば、経済規
模（消費するお金の額）が人類のエネルギー
消費量と比例して大幅に増大していることは
一目瞭然である。

お金は日銀が印刷すればいくらでも増える
が、それがエネルギー消費によりバックアッ
プされなければ、１円の値打ちが保てないの
である。消費の奨励によって景気上昇を進め
ることは，エネルギー大量消費の裏づけ無し
には破綻以外に道はないが、エネルギー消費
には必ずゴミの増加が付随しその後始末をつ
けねばならない。このようにみれば、エネル
ギー利用の倫理とはエネルギー節約そのもの

であり、それは、お金の消費の不活性化（節
約・倹約）が倫理の正道であるということに
他ならない。

おわりに

以上で述べたことを一言でまとめると「お
金の消費、お金の再生のサイクルは、太陽か
ら受けとるエネルギーのエントロピー（効用）
を増大させること（温度の高いエネルギーを
低温にすること）によってサポートされてい
る。そして人間を取り巻く環境はエントロ
ピーの大きくなったエネルギーをゴミとして
全量再び宇宙に返す、というサイクルによっ
て支えられている」という、お金とエネルギー
との不可分の相関性であり、宇宙に返す、と
いうサイクルに乗せられないゴミの製造は禁
止さるべきだ、ということである。

最後につけ加えるべきことは、安易な好景
気の世の中が幸せであるという常識は、贅沢
するほど、贅沢ができなくなる、という、お
金の効用の意味を真剣に受けとめれば、全く
の迷妄であることを理解する必要性である

（７、８）。
限界効用逓減の法則こそ、不足における人

間生活の幸福を教えるものであり、限界供給
逓増の法則は、消費の活性化（お金の大量消
費：好景気の持続）は限度を超えるエネルギー
供給による人類の破滅に向かう社会行動であ
ることを教えている。従って人類の存続を願
うならば、倹約・節約を旨とするのが倫理の
根底であり「エネルギー節約は最大の資源・
幸福の基礎」だと理解せねばならない（9、10）。
以上が、エネルギー、お金、倫理、の三つど
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もえ、の構図である。
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