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地球未来白書から：

・通信技術により広がる世界

・教育

・国境を越える組織犯罪

April, 2016
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チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ6：情報通信技術によって広がる：情報通信技術によって広がる：情報通信技術によって広がる：情報通信技術によって広がる世界世界世界世界

如何に、情報のグローバル化や通信技術の統合が全ての人々に有

効に使われるか？

チャレンジ6として、インターネットや基本的な通信教育が無料でかついつで

もどこでも世界的に利用でき、基本的な通信医療がどこでも普通のものとな

り、サイバー・セキュリティが世界的に守られるようになることとする。

世界的な知の文明システムともいうべき通信情報技術を巡っての開発競争

が行われ、だれもが、スーパー・コンピュータの能力や人工知能を使える

ようになってきている。

IBMのWatsonシステムやTrueNorth

ニューロンチップ、グーグルのパー

ソナル人工知能、マイクロソフトの

クラウド・コンピューティング、

ビッグ・データ分析などは今日のモ

ノのインターネットをもっと賢いも

のとするであろう。

よい統治を進め、インターネット・

セキュリティの規制と調和させるこ

とが未来のサイバー空間を規定する

ことになる。

モノのインターネットが、2020年までには

750-800億個繋がっているであろう。

2015年初頭で、人類の42%（31億人以上）が

インターネットを使っている。

71億の携帯電話契約数があり、そのうち27億はス

マート・フォーンの契約である。

マイクロソフトは2025年までにはインターネット・ユーザーは47億

人に増えると予想している。エリックソンは、2020年までには（6歳

以上の）世界人口の90%が携帯電話を持ち、スマート・フォーン利

用者は61億人になると予想している。

モバイル・ブロードバンド利用者は先進国よりも途上国の方がはる

かに多くなると考えられる。

世界的ブロードバンドを利用

できるようにすることを、開

発途上国の国家優先事項とす

べきである。

海外に頭脳流出した人材を通信ネット

ワークを使って、祖国の開発プロセスに

参加させる。

地方政府も中央政府も、そして国際機関も、現在や

これまでのサイバー危機を元にした規制ではなく、

将来のサイバー・セキュリティ問題に対し、有効な

規制や手続きを構築すべきである。

人工増製知能の初期条件を設定すれば、人間の制御を越

えて暴発することを防げる。

地域別に見たインターネット利用人口（2014年末）

百
万
人

中南米（52.3%)

アジア（34.7%）

オセアニア（72.9%

ユーロッパ（70.5%)

中近東（48.3%)

アフリカ（26.5%)
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・インターネットを中心とした通信技術により世界がグ

ローバル化し、世界が繋がった。

・これにより、人工知能の利用、IoT、通信教育といった

ものが広がっている。

・世界的に広がったネットワークで、世界のだれとでも

通信でき、世界のだれかが持っている情報や、膨大な

蓄積情報を、だれもが自由に利用できるようになって

いる。

・もはや、「知らない」とか、「不明」という言葉が死

語になる世界になりつつある。

・その反面、情報リークの問題やサイバー攻撃といった

脅威が増えている

・インターネットによる自由な情報へのアクセスを制限

し、国家に都合の悪い情報にアクセスさせない中国の

ような国も存在する。

ここでは、

・通信の可能性

・リスク

の2つの点から通信によるグローバル化を見てみる。
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(1) 通信の可能性

・従来は、情報を知る、あるいは知らせる手段としては、

マスメディア（新聞、雑誌、テレビ等）しかなかった。

・インターネットが現れ、現在では、情報の入手及び発信

の主流はインターネットに変わりつつある。

1) どこにでも、だれにでも通信できるインフラ

・確実に、地球上のどことでも通信できるようにすること

が進んでいる。

－グーグルの成層圏気球インターネットLoonプロジェクト、

－フェイス・ブックのinternet.org

・辺地や未開地でもPCなどが使え、世界と繋がる。

・フェイス・ブックなどの人のネットワークの出現

・友人の友人を繋いでいけば、ほぼ7人以内で、世界のだれ

とでも連絡できる。英国の女王にでも、アラスカのエス

キモーにでも話を繋げることができる。（ただし、中国

と北朝鮮は別）

フェイスブックの繋がりを示す図であるが、フェイスブックを使えば、中国と北

朝鮮以外は、世界のどこにでも繋げることができることを、この図は示している。
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2) コンテンツ

・インターネットと結びついたもの（コンテンツ）の利用

が進歩をもたらしている。

－コンテンツ（個人のものも含めたビデオ、スライド等）

－ウィキペディアなどの知識データ・ベース

3) 新技術、高度技術の利用が可能

・インターネットを介して、高度な電算技術を利用できる

ようになってきている。

－人工知能

IBMのWatson質疑王とシステム

TrueNorthニューロンチップ、

グーグルのパーソナル人工知能、

マイクロソフトのクラウド・コンピューティング、

ビッグ・データ分析

4) 情報文明：新しい形態の文明の形成

・ソーシャル・ネットなどをベースにした新しい文明（情

報文明）が形成されつつあると見ている

・国、地域、既存の組織などの物理的制約を超えた新しい

グローバルな仮想組織

・それをベースにした、新しい形態の民主主義

（ネットワーク民主主義）

・それをベースにした、新しい知の集合や技術開発

（分散型ネットワーク・スーパー・コンピューターなど、

例SETI）

・人工知能との共生

・人工知能やビッグ・データなどを使いこなし、より高度

でタイムリーな意思決定を行う人々の出現

・2020年までには、世界の6歳以上の人口の90%は携帯電話

を持ち、スマート・フォーン所有者は61億人になる（エ

リックソンの予想）
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5) 変わりつつある生活空間や生活環境

・3D仮想空間や人工空間に生きる生活

－IoTに囲まれ、コンピューター同士が会話する空間の中で、

ホログラフなどで作成された空間に人間は生活するように

なっていく。

・都市の人工空間化

－都市交通などは次第に都市システムが管理するようになっ

ていく。

－都市が一種の人工空間になっていく。

・電子政府

－都市経営に対するシステムの自動コンロトールが試みられ

ている。（電気、ガス、上下水道、ごみ処理、道路交通、

物資輸送などが順次対象になっている。）

(2)リスク

1) 情報漏えいとサイバー攻撃

・ますます、個人で保管するデータよりも、クラウド上にあ

るデータを信頼し、利用することが盛んになってきている。

・それに伴い、セキュリティとプライバシーをどう守るかが

問題

・システムへの攻撃がますますひどくなっている。

・企業秘密を盗むためのシステムの攻撃、情報をリークする

目的のためのシステムへの攻撃が増えている

・さらには、サイバー攻撃も増え、将来の戦争は、サイバー

戦争になると想定されている。

・都市やインフラが人工空間化しているので、サイバー攻撃

に脆弱である。（原子力発電所の暴走、電気、ガス、水道

の供給ストップ、ダム放出による洪水、交通マヒ、医療機

関の利用不能などが起きる。）
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(2)リスク

2) 世界的にかつ長期的な失業構造

・人工知能とロボットが人間の単純作業を奪う

・工場や会社に人が集まって働くという形態が無くなり、個

人企業がネットワークで繋がったような形態の労働構造に

なると考えられる。

・完全オートメ製造品以外の製品の製造は工場ではなく、個

人製造で3D的製造になっていく。

・人は生活費を稼ぐために働かなければならないので、新し

い形態の経済構造の開発が必要

・リアル・タイム型コミュニケーションが状況把握から意思

決定までの時間を短縮するであろうが、十分考慮を重ねた

調査や黙想、例証を行うといった習慣が、期間が短いため

にあまり顧みられなく、文献や情報を調査するという習慣

が無くなってしまう危険性がある。
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チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ9：学習と教育：学習と教育：学習と教育：学習と教育

どうすれば教育と学習で、人類がより知性的で、豊富に知識を有

し、賢明になり、グローバルな課題に対処することができるよう

になるのだろうか？

チャレンジ9として、全ての人が教育を受け、知性が国の目標と

なり、偏見が技術を持つものと持たざるものとの間に生じること

を避けるような政策が執られることとする。

直接的あるいは間接的で

あれ、ほとんどの世界の

知識が、人類のほとんど

の人に利用可能となって

いる。

グーグルやウィキペディアは「知らな

い」という言葉を死語にすべく頑張っ

ている。

高等教育機関入学率は2000年で19%

だったが、2010年には約30%に増加し

た。

1990年には若年者の識字率は

83.4%であったものが2015年に

は約92%に改善し、大人（15歳

以上）の識字率も1990年には

75.7%であったものが2015年に

は86%に改善している

将来、偏見は、技術的拡張を成

し得た人と無し得なかった人の

間に発生するであろう。

2050年までには、技術進歩は加

速し、頭脳研究が知能増幅され

た天才を作り、今日知られてい

るような教育や学習のしくみを

根本的に変えてしまうであろう。

Xプライズ財団が15百万ドルをかけ、

公開情報とソフトウェアを開発し、世

界中の子供に、基礎的な読み書き計算

を18ケ月で教えようという試みを行っ

ている。

知性を高めることが国の

教育目的であると宣言し

ている国が増えている。

政治家は、広く民主的に、

オンラインを使った教育

システムを活用する方法

を開発し、奨励すべきで

ある。

世界的な、オンラインで学べる大

学教育システムを国民のだれもが

利用できるようにすることを国の

目標にすべきである。

ウエブ17.0

統合生涯学習システム

化学物質による頭脳増強

タイムリーな知識と学習

知識を公衆通信で得る

シミュレーション

電子授業

成人の脳を健康にかつ寿命を長くする

個人教育

個人の神経細胞の改善

グローバルなオンライン・シミュレーション

国家的集団知性システムの改善

形態人工知能ディバイス

人間より賢いコンピュータ

偏見やの憎しみを除くプログラム

個人学習の継続的評価

人間の完全なシナップス地図

遺伝子的に知能を強化する

人工マイクローブによる知能強化

実現確率

2030年までに実現すると考えられる教育学習法
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・通信技術やパソコンなどを使って僻地でも教育をうけるこ

とができるようになってきた。

・このような進歩で識字率が改善されている。

・インターネットを介して、大学の授業が無料公開されてい

る。

・このような進歩で、生涯学習が可能になってきている。

・一方、通信技術や人工知能、ロボットなどの進歩で、人間

の教育も、新しい時代やシステム、情報文明に対応するよ

うなものに変化することが望まれている。

・拡張増幅など、人間の脳を変える試みが検討されている。

(1)教育環境の進歩

(2)人間の知力改善の試み

の2点から教育について考える

(1) 教育環境の進歩

1) 識字率

・若年者の識字率：1990年83.4%

2015年92%

・大人（15歳以上）の識字率：1990年75.7%

2015年86%

2)初等教育機関入学者：1999年112百万人

2010年164百万人

3)初等教育機関卒業率：1999年9.3%

2011年90.3%

4)中等教育機関入学率：2000年53%

2010年62.5%

5)高等教育機関入学率：2000年19%

2010年30%

・ただし、タリバンが女子教育に反対するなど、地域によっ

ては、さらに女性に対しては悪化している所もある。
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(1)教育環境の進歩

6)生涯教育、大学教育

・インターネットによる教育や生涯学習が増強させている。

・優れたカリキュラムや優れた教育がすぐ目に前にあり、だ

れもがいつでも使えるようになっている。

・インターネット上で、無料で、全ての人に公開されている

大学のコースが（現在6,000以上あり、その数が）増えて

いる。

・大学から直接、あるいはコーセラ、エデックスなどを介し

てムークスを利用できる。TEDやカーンアカデミーなど大

学とは独立した学習システムも広がっている。

・タブレットなどを使った優れた教材により、下手な教師が

教えるよりもはるかに効果的に生徒や学生に学習させるこ

とができる。

・タブレットなどを活用した教材が増えている。

・これは、アフリカなど教師不足の地域での教育に有効

最近のニュースから：

・京都のある、一貫教育を実施している学校で、タブレット

を使った教育を試みた。

・タブレットが、入力装置なども含めると1kgにもなるので、

重く、生徒が、タブレットを家に持って帰って宿題や予習、

復習に使ってくれない。

・それよりも、もっと深刻なのは、教師が忙しすぎて、タブ

レットを使った授業への慣れや準備が十分できないこと

だったという。

・問題は、教師にあるという報道だった。

・ただ、アフリカでは、タブレットを使った理数教育用の教

材が開発され、理数教育ができる教師が少ないことを補お

うとしていて、一部成功している。また、無償で、タブ

レットや教材が支援された。
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(2)人間の知力改善の試み

・認知科学研究、頭脳研究が進んでいる

・頭脳地図などの研究から、人間の知能などの理解が進んで

いる。

・栄養、適切な運動、適切な知的刺激、さまざまな環境に対

応することを愛し、インターネットのアバターを介して知

性ある人々とのコンタクトを持ち、頭脳を良くする薬、ソ

フト、ゲーム、（知性は魅力的といった）ミームなどを使

い、ストレスの少ない環境に身を置き、適切な音楽や色、

香りなどを使って集中力や作業推進力を改善することで知

力を高められる。（現在）

・拡張増幅：遺伝子工学や合成生物学を介して設計されたバ

クテリアが破壊を受けた脳細胞を修復し、もっと効率的に

機能するように変えて、拡張増幅を行い、人間の知力を上

げていく。（将来）

(2)人間の知力改善の試み

・2050年までには、人間は、拡張増幅され、電算機に支援さ

れた天才になる。

・しかしながら、拡張増幅を受けた金持ちと、拡張増幅を受

けられない、貧しくそして馬鹿なまま取り残された庶民の

差が生まれるかも知れない。

・2050年には、単純労働は人工知能を搭載したロボットに

よってなされるので、馬鹿なまま取り残された人々は、働

きたくても仕事がなく、貧困に苦しむことになるかも知れ

ない。
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チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ12：国境を越える犯罪組織：国境を越える犯罪組織：国境を越える犯罪組織：国境を越える犯罪組織

どのように国境を越える組織犯罪ネットワークが、より強力で表面上犯罪行

為を行っているとは見えないグローバル企業になるのを阻止することが出来

るか？

チャレンジ12は、マネーロンダリングや犯罪者の収益が、ピークの75%まで

減少することとする。

国境を越えた組織犯罪組織は、年間3兆ドルも稼いで

いて、これは世界の国防費を合わせた総額の2倍にも

達する金額である。

Havocscope.comの推定では、世界の196ケ国にあるブ

ラック・マーケットのうちの91のブラック・マー

ケットの稼いでいるお金は年間1.8兆ドルにも上ると

いう。

組織犯罪、暴動、テロリズムの区別がつきにくくなっ

ている一方、これらの脅威はますます民主主義や開発、

治安を脅かしている。

概ね、通常の犯罪被害額は年間1-1.6兆ドルである。

一方、サイバー犯罪は年間3.75億ドルから2兆ドルに達

すると見積もられている。

Global Financial Integrityの報告書によれば、開発途上

国は、海外援助で受け取っている支援額の10倍ものお

金を、詐欺、汚職、闇市場での取引で失っているとい

う。

国際刑事警察機構は、2015年4月、シンガポールにGlobal 

Complex for Innovationを設立した。

国連薬物・犯罪事務所は、あらゆる国境を越えた組織犯

罪に対応するような、戦略策定やその実施に必要な人員

や施設、設備等の資源の調達と関係部署との協力のため

の国家戦略を全ての国が策定するように呼びかけた。

（資金浄化の金額により）優先的に取り締まるべき犯罪

組織を決め、財務的に追い詰め、一度に摘発するための

世界的な戦略が必要とされている。

これによって、逮捕状を縦鼻し、容疑者の資産を洗い出

し、凍結し、所在地を見つけ、地域警察を動員して逮捕

し、裁判に送り込むことができる。
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・パナマ文書で最近話題になり、内閣総辞職に追い込まれた

国もあるが、グローバル化を利用した、国境を越えた犯

罪が増えている。

・国境を越えた犯罪とは、

－マフィアとヤクザの提携のような犯罪組織の提携

－麻薬密輸入などの国境を越えた犯罪取引

－マネー・ロンダリング

－税を逃れるためのタックス・ヘブンや資金移動

－企業組織が国際化する中での労働者の搾取や汚職、環境規

制が緩い国での環境汚染、相手国政府とグルになった強

制的な企業活動

などを含む。

・ここでは、

①違法組織とその対策

②違法組織とは言えないが望ましくない行為とその対策

に分けて説明を行う。

(1)違法組織とその対策

・ブラック・マーケット：196ケ国に存在

・そのうちの91のブラック・マーケットの稼いでいるお金

年間1.8兆ドル

－麻薬取引 ：3,390億ドル

－偽造薬 ：2,000億ドル

－売春 ：1,860億ドル

－偽ブランド商品の販売：3,340億ドル

－その他

・ここには、不法伐採、不法宝石発掘、危険物不法投棄やそ

の他の環境に害を及ぼす行為による環境破壊など含めて

いないので、それを含めるともっと多くなる。

・先進国では投棄できない、半導体製造後の処理液などが、

国際犯罪組織の手で、開発途上国に密輸されて、処理

（不当投棄）されている。
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・国境を越えた組織犯罪と絡んでのサイバー犯罪やサイバー

犯罪による情報漏洩、産業スパイ：年間3,750-5,750億ドル

の被害

・ゆすりや強奪を除いての組織犯罪の総収入は3兆ドル以上

・2014年の全ての国の軍事予算を総計したものの約2倍

・海外援助の総計額の20倍以上

・海賊行為

・武装襲撃

・2011-13年にかけて、国際協力によりアフリカ東海岸にお

ける海賊行為を取り締まり、著しい成果を挙げることに

成功した

・しかし、世界における海賊行為や海での武装襲撃は増え

2014年には前年に比べ26%も増加

・12-30百万人が奴隷で、その多くはアジア地域

・年間2-4百万人が奴隷として売られている

・その79%は売春目的での人身売買

・密輸と密入国：

－東アフリカ、西アフリカ、北アフリカから欧州へのルー

トと南米から北米へのルートの2つのルート：67.5億ドル
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・海賊行為

－国際海事機関と主要国の海軍の協力による取締

・人身売買防止の世界的なキャンペーン

・インターポール

・タックス・ヘイヴンや無名登記を無くそうという国際的

な取り決め

・条約を守らない国に対する金融封鎖や関連する銀行との

取引封鎖などの、条約批准を強制させるしくみが含まれ

ている

・アフリカ

－象牙、犀の角の密猟、密輸入

－猿などの動物の密猟と密輸出

－コンゴ熱帯雨林の不法伐採

－東アフリカ（サマリア）の海賊→取締で減少中

－奴隷輸出

・アジア

－人身売買

－アフガニスタン、中東、ミャンマーなどからの麻薬（ヘロ

イン）密輸

－中国製偽ブランド

－アンヒタミンなどの興奮剤（一種の麻薬）（中国、ミャン

マー）

－偽装結婚

－裸官（中国）

－ロシアマフィア、中国による土地買占め（フィジー等）
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・中南米

－コカインの密輸、麻薬戦争

・北米

－マリファナを合法化する動き

(2)違法組織とは言えないが望ましくない行為とその対策

・これは地球未来白書に記載されてはいないが、、、、

・タックス・ヘブンに登記先を移しての税金逃れ

・低賃金で過酷な労働を強いる開発途上国の下請け会社の使

用

・収賄（日立）
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未来をどう見ているか

・時間軸

・変化シナリオ

・システム

この図では簡略化して示しているが、食料の制約とエネルギーの制約で、金融や

経済の不安定が引き起こされ、それがさらなる食料やエネルギーの制約を生み、

食料を生産できる土地やエネルギーを求めての紛争や戦争になっていく。そうな

ると、さらなる食料やエネルギーの制約を生み、多量の人口減少を引き起こすこ

とで安定化する。
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エエエエエエ制制
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医医農農ににに死死効人人
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紛紛、戦紛

食食食通エ疎疎

エエエエ食通エ疎疎

社社社社イイイイエ崩環

人人人ににに人農化エ人人
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・人口を中心に考える

・増える要因

－伝統的な多産奨励文化、習慣→教育等で少子化

－このままでは少子化が進んでいく

－一人の女性が生涯に2-3人程度子供を産むこと（1.2-1.8%の

人口増）に落ち着いていく

・減少要因

－医療の進歩で死亡率減少

－都市化等で暮らしやすくなり、死亡率減少（長寿化）

－死にたいと思わない限り生き続けられる世界になりつつあ

る。

・紛争などが起きない限り、人口は増えていく（このショ

ミュレーションでは、人口増を1.5%とした。）

・ただし、紛争がシステムを崩壊させ、多量に死亡者を産み

出す可能性が高い。

人人

30 B

22.5 B

15 B

7.5 B

0

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Time (Year)

人

人人 シシシシ : A

人人 シシシシ : C

人人 シシシシ : B

理論的には240億人までが、地球が養える人口と言われていて、100年間で、この

人口に達してしまう。 （山賀 進）
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・未来シナリオ

(1)バラ色

・技術開発が進展させる

・食料制約、エネルギー制約などをうまく回避できる

・200億人ぐらいに増えることが可能だが、、、

(2)現状のまま

－念のため、現時点では、平均で見ると食料制約やエネル

ギー制約が起きているわけではない。あくまでも、流通シ

ステムや政治的な問題などで飢餓などが起きている。（配

分の不公平、非効率性、非対称性で起きている。）

・2050年までは、うまくやれば100億人程度は養える

(3)悪化

・部分的な不均衡が起きる

・部分的な不均衡を基に、2050年後に文明崩壊が起きる

・システムが崩壊することで

1)世界的な混乱

2)ブロック化

が起きると考えられている。

・未来シナリオ

(1)バラ色

・技術開発が進展させる

・食料制約、エネルギー制約などが起きない

・2050年以降が問題

－ロボット、人工知能の社会

－働かなくとも良い、古代ギリシャのような世界

－創造性が無い人間は働きたくても働けない社会

－かなり人工化された都市世界

－小国家に分かれた、古代ギリシャの都市国家のような社会

－大量生産ではなく、個人企業的な生産方式の社会

・多くの予想が2050年以降を予測不可能としている。

・いろんな意味で、完全に違った世界にならざるを得ない。
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・未来シナリオ

(2)現状のまま

・食料制約、エネルギー制約などを何とか回避できる

－ピークオイルでも石油の適切な分配が可能

－再生エネルギー等で不足を補える

－それでも、せいぜい2050年まで

・効率性を改善できないので、人口は2050年頃をピークに緩

やかな減少に転じていかざるを得ない。

・食料からだけの単純な理論計算であるが、240億人まで人口

増加が可能

・ただ、不均衡や偏在が存在すること、エネルギー利用が必

要であることなどを考慮すると最大100-120億人になるであ

ろう。

・未来シナリオ

(3)最悪

・仮に2050年まで何とか食料制約、エネルギー制約などを何

とか回避できるとしても、、、

・紛争などで長くともせいぜい20年程度でインフラやシステ

ムが崩壊し、人口が激減する。

・これは、直接人が大量に殺されるのではなく、医療システ

ムや食料、エネルギーなどの供給システムが徐々に崩壊し、

そのために、食料不足などで徐々に死亡率が上がっていく

というシナリオ

・星野先生のデータが示すように、2050年以前にこの最悪シ

ナリオが起きる可能性が高い。

・そのきっかけは、石油だけではなく、金融危機などでも起

きうる。

・現在のシステムはあまりにも脆弱である。
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・2050年以降の世界

(1)バラ色世界

1)シナリオ1

・都市に集中して人工空間で生きる人類

・農村は食物生産工場

2)シナリオ2

・古代ギリシャの都市国家のような世界

・いずれにしろ、現在のような大きな国家といったものが存

在するかは不明

3)シナリオ3

・頭脳などが改良された人類の住む世界

・2050年以降の世界

(3)最悪

・自給自足型、自己防衛型の小さなコミュニティに戻ってい

く

・ただし、核戦争のようなことが起きた場合、人類滅亡とい

うことも十分あり得る。

1)シナリオ1（緩やかな崩壊）

・ブロック化する世界（直接的で大きな衝突はない）

・紛争やエネルギー問題からまずはブロック化する。

・地理的、政治的理由から、北米、南米、アフリカ、欧州、

中近東、東アジア、南アジアのブロックに分かれると考え

られる。

・中近東はイランを中心にしたものになると言われている。

・ただ、北アフリカ、東南アジアは不透明な部分が多い

・その後、エネルギー問題から、小コミュニティ、農村社会

になっていくと考えられる。
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・2050年以降の世界

2)シナリオ2（急激な崩壊）

・戦争などを経てブロック化する

・被害を大きく被る地域とあまり被らない地域ができる。

・共同防衛などのアライアンスはあるが、ブロック化し、コ

ミュニティを中心にした、自己防衛型社会になる。

・人口は、農業生産で自給自足的に養える人口に減少する。

Q&A


