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第 1回全国交流大会 (上)

「考える会」の第 1回全国交流大会は、去る11月16日働 に川崎市立労働会館で

開催された。参会者は90余名。 決 して多数とは言えないが、パネルディスカッ

ションなどの全体会、3つ に分かれての分科会、その議論を全員で共有するため

の全体会、さらに夜の部の懇親会など、初めての交流大会は活発にまた和気あい

あいと行われた。パネルディスカッションを中心に2回 にわけて報告する。

○総合司会

藤村コノヱ (エコ企画代表)

第 1部 全 体会

○挨拶  加 藤二郎 (21世紀の環境と文明を考える会代表理事)

○パネルディスカッション

コーディネーター

原  剛 (毎日新聞東京本社編集局特別編集委員)

パネラー

須田春海 (市民運動全国センター代表世話人)

中野良子 (eflオィスヵ会長)

松尾友矩 (東京大学大学院教授)

加藤二郎 (21世紀の環境と文明を考える会代表理事)

第 2部  分 科会

○第 1分科会   ラ イフスタイル ・待J度

○第 2分科会  技 術 ・企業

○第 3分科会  「 考える会」の今後のあり方

第 3部  お、たたび全体会

○各分科会の討議内容の発表

○挨拶  加 藤二郎 (21世紀の環境と文明を考える会代表理事)

第 1部 全 体会

●挨拶 加 藤三郎

貴重な土曜日にお集まりいただきありがとうご
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ざいます。「21世紀の環境と文明を考える会」は

ちょうど今から3年前に発足しました。

発足のきっかけは地球環境がただならぬ悪化を
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示してきたことです。先進国のあくなき豊かさの

追求と途上国の貧しさからの脱却のために、地球

の環境資源 (大気、水、上、生きものなど)が 犠

牲になり、大規模な地球環境の改変が行われてい

ます。このまま放置すれば21世紀は極めて危険な

世紀になってしまいます。大量生産 ・大量消費で

成り立っているこの20世紀型の社会を根底から変

えていかなければならないとの思いからこの会が

発足したわけです。

しかし、どこをどう変えていったらいいのか、

変える方法は何なのか、何をターゲットにしたら

いいのかは、当初の段階でははっきり見えていま

せんでした。そういう手探りの中で、 3年 前の 9

月に、知人 ・友人をたよりに会員を募ったところ、

短期間のうちに150名ほど集まり、この会がスター

トしました。

3年経った今、団体 ・企業 も含み約800人が参

加しています。環境と文明を考えるというこんな

雲をつかむような話を800人もの方が支えてくだ

さっていることは、今の日本で考えれば奇跡のよ

うな気もします。

一方で別の思いもあります。新宿のデパー トの

開店や日本シリーズには何万、何十万という人が

集まるのに、考える会には、ご覧の通りの少数の

人しか集まって下さらない (笑)。

さて、今日の進め方ですが、私自身は戦略目標

を価値観、制度、技術、企業などと考えています

が、会員の皆様のご意見もぜひ伺いたい。この全

国交流大会は初の全国的な集まりです。理事から

ご意見をいただいて計画したのですが、幸い川崎

市からご後援をいただき、市長さんからもメッセー

ジをいただきました。今日の半日、環境に対する

思い、会に対する思いを大いにぶつけてはしいと

思います。分科会では、一般概念でなく、会に何

ができるかを考えながら議論して下さい。

この大会が有意義なものになり、これまでの3

年を上台としてさらに飛躍し、21世紀の新 しい日

本づくりの一つの力になることを期待します。

(続いて川崎市長の挨拶文が紹介された)
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●パネルディスカッション

(テーマ :みんなで考えよう 「持続可能な社会」)

意思の上に3年

原 :皆さんこんにちは。今日は、これから行われ

る三つの分科会のテーマに沿ったご発言をいただ

きたい。また、今の加藤さんのお話をお、まえ、皆

さんの体験に基づいて、会の将来を見据えた様々

なご提言をいただけたらと思います。

中野 :この間の会報に 「意志の上に3年 」と書い

てあるのを見て、環境問題はまさにこれだと思い

ました。今日の会場も、本当なら地球や日本の未

来を考える人達でいっぱいにならなければならな

いはずです。今日ここにお越しいただいた方々が、

これから日本の環境を守っていく人達だと思いま

す。こういうことは、意志がないとできません。

それも私たちの未来や日本全体、地球全体に関わ

ることなのです。

「環境と文明」とは実にいい言葉で、この会は

知的レベルの高い集まりだと思います。この会が

日本の政策、教育に反映させるような会になって

もらいたい。憲法には平和がうたってありますが、

私は土と水と緑と国土、美しい空気を守っていく

ことが本当の平和だと常々考えていますので、そ

うしたことをたくさんやっていただきたいと思い

ます。

松尾 :私と加藤さんは東大の工学部土木工学科の

学生の時代から一緒にやってきました。土木とい

うのは、道路やダム建設などで時に国土を破壊す

る方に思われがちですが、私と加藤さんはその中

でも衛生工学を選択しました。

当時衛生工学は人気のない、マイナーなコース

でした。私は建設を進める一方で、最後に後始末

をする分野がないと世の中が動かないのではない

かという考えで、衛生工学を選びましたが、それ

は加藤さんも同じだと思います。私たちとしては、

都市計画などの上位計画に水道や下水道のことを

おいてほしいと考えていました。

最近環境基本法ができて非常に進歩したと思い
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ますが、それも加藤さんなどの リオでのご努力が

あったからでしょう。まさにこれから、環境を上

位においた社会 ・制度づくりが行われるのではな

いでしょうか。私は、彼なら多分やれると思い、

会に参加し理事も引き受けました。

技術について考えるならば、技術の新 しい評価

軸が動き始めていると思います。それは文明に対

する考え方と大局的には言えるのかもしれません。

従来は経済性や効率性が非常に重視されましたが、

これからは温室効果ガスを出さない技術や、環境

に優しい技術が上位の価値に位置づけられていく

と思います。

いろんなレベルで変わりだしています。その変

わる時期において、ただ大勢人々が集まることに

こだわる必要はないでしょう。高島屋や日本シリー

ズに対抗する必要もありません。今日これだけ大

勢お集まりいただくというのは、やはり状況が変

わり始めているからだと思います。

私自身は体制側を自認していますが、体制側が

きちんと対応しない限り物事は進みませんし、そ

の責任も私は自覚しております。皆様方から、工

学系の技術の限界、価値の位置づけなどのレベル

で、率直なご意見をいただければと考えます。

原 :東大の都市工学といえば、かつて宇井純さん

が活躍され、日本の環境行政や環境政策に非常に

大きな影響を及ぼす人材を輩出しました。

今、下水道や水道が日の当たらないところにあ

るというお話でしたが、実際は様変わりしていまし

て、東京の丸の内再開発計画の最大のネックは下

水道です。下水の問題が解決されない限り、三菱

地所の丸の内再開発は思うにまかせない状況です。

東京の中心的な場所でも、明らかに時代は変わっ

ています。事態は着々と動いていると私は感 じて

います。

武士の商法

須田 :加藤さん松尾さん原さんと私は、ほぼ同 じ

世代のようです。松尾さんのお話について言 うと、

私は一貫 して反体制派の人間です。60年安保で樺

さんが亡 くなった時に18才でした。

国、政府、国会を変えるのはいっぺんにはでき
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そうもないので、自治体から政治を変えていく、

地域から市民が変わっていくことが一番大切だと

思って、自治体改革運動、地域民主主義の運動を

一貫してやってきた人間です。

その過程で、ゴミや水や福祉の問題といった自

治体に関わる様々な市民運動と連携 して、1980年

に市民運動全国センターを作りました。 これは矛

盾だらけの組織でして、今は非常に困った事態に

なっております。

こういう詐欺的名称を掲げているものですから、

様々なことが私どものところへ来て、それに十分

対応ができていないのが実態です。

3年 ほど前に、加藤さんがこの会をつ くること

を聞き、なんで役人を辞めてわざわざ私のような

仕事をするのか、それは無理ではないかと思いま

した。武士の商法という言葉がありますが、環境

庁の責任あるポジションにいた人が、はたして一

市民として運動を展開できるのか、研究組織やN

GOが できるのかと思っていました。

今日は、会はどのように運営されていて、どん

な人がくるのか、ひそかな楽しみでした。来てみ

てびっくりしたのは、役所臭くないことです。もっ

とも、これほど大きな会場を構えてしまうのは、

ちょっと武士の商法的ですが (笑)。

気持ちはもうしっかりNGOに なってると、参

加者の雰囲気を含めて感じています。

私は、1990年にアースデイという地球規模のキャ

ンペーンが始まった時に日本での責任者をやれと

言われ、やらないと国際的に批判されやしないか

という気持ちから引き受けました。

そこでいくつかのことをやってきましたが、実は

壁にぶちあたっています。1990年に地球を救 う方

法を私たちは発表しました。これはとても流行り、

本は売れましたが、世の中は変わっていません。

同時に、アースデイの時に来たデニス ・ヘイズ

さんが持ち込んだのですが、バルディーズ原則は、

バルディーズ研究会の活動としてしっかり動いて

おります。

よく考えてみるとIS014000が動き出すと、企業

が私たちの先を動いているなと実感 しています。

それと並行して私たちが地域で動 く場合、個人で

は弱いので自治体を変えていこうということで、
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環境自治体という概念を作りました。

環境自治体会議は市長さんや町長さんの市民運

動ですが、それも行っています。加藤さんは国際

環境自治体協議会の日本の事務局長でして、そこ

でまた接点が出てくるのです。私たちは鎌倉の竹

内謙市長など30ぐらいの市町村長でそうした運動

をしていますが、これも制度を変えるにはまだ力

不足です。

また、持続可能な開発を目指す日本協議会 (」

CSD)が 一応できました。これは政府と市民と

産業の三つのセクターが対等な形で協議をする場

として生まれたのですが、場を作っただけで精一

杯で、私はNGO側 の幹事をやっていますが、い

い運営ができているとは言えません。

日本でどんなことができたかを議論 したら、政

府、市民、産業セクターともに世界に誇れるよう

な事例があまりないことがわかりました。そう考

えますと、加藤さんが気宇壮大に交流会をやろう

と思った心意気を持続していただくことを期待し

ます。しかも同じメンバーがやるのではなく、松

尾さんのような体制側の人間と私のような反体制

側の人間が話しあって新しいパワーが生まれたら

ありがたいと思います。

原 :須田さんはめったに人をほめる人ではなく、

今日は例外的に大変ありがたい言葉をいただきま

した。須田さんは、私が社会部の記者として東京

都庁を担当した折に、東京都政調査会の中心メン

バーでした。東京都政の舞台裏でいろんなことを

つくってこられた方です。

岩波書店社長の安江さんが特別知事をしていた

頃、須田さんの存在はもう一方の車輪であったと

私はにらんでおります。一貫してNGOで 頑張っ

てこ
・
られ、青山の国連大学の1階の環境パートナー

シップも須田さんが中心になってまとめ、最近オー

プンしました。

加藤さん。今の話で 「意志の上に3年 」、「体制

を変えよ」「武士の商法大丈夫か」という三つス

ローガンのようなものがでましたが、何かコメン

トがございましたらどうぞ。

官僚と新聞記者は経営に成功しない/

加藤 :3人 のパネラーから温かいお言葉をいただ
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き嬉しく存じます。それは単に私だけでなく、こ

の3年支えてくれている会員さんに対するエール

だと思います。

先ほどの私のスピーチでも若千触れましたが、

最初の1年は本当に手探りで何をどうやったらい

いかわかりませんでした。本来ならそこで見捨て

られるところが、会員はついてきて下さり、まが

りなりにも価値観 ・制度 ・技術という3つ の戦略

目標を見定め、そこへ向けて動き出す力を与えて

くださいました。

原 :加藤さんの特徴を一言で言うと、超楽天的で

す。私もそれに近いので、波長が合 うところがあ

ります。官僚と新聞記者は経営に成功 したためし

はないという評判がありますが、大いに頑張って

いただきたい。

須田さん、中野さん、松尾さん、ここで加藤さ

んに聞いておきたい、申し上げたいことがありま

したらどうぞ。

松尾 :確かに加藤さんには楽天的なところがあり

ますが、人にとても親切です。なんでも親身になっ

て考えるところがあって、地球のことまで親身に

なって考えているのが実状でしょう (笑)。

私はそばでけしかけているだけのような感 じで

す。時間がかかるテーマですので、すぐ結論を求

めずにゆっくりやったらいいと思います。

原 :大きな目標を定めて行動するのは、よほどの

ことがないと続きません。同じような目標で活動

されていていかがですか。

中野 :私たちの団体も国際NGOと いわれていま

すが、歴史だけは長いです。環境は非常に大切な

ものですが、人間は心の弱い動物です。痛みがお、

りかからないとまじめに考えません。

地震や火山の爆発、洪水などがあると、これは

神様からの警告だといって神妙になりますが、喉

元過ぎればけろっと忘れてしまいます。

私は今年の夏の東京の水不足を、都民 も痛い思

いをした方がいいと思って見ていました。ダム底

にキャンプを張って楽しんでいた不届きな人達 も

いましたね。蛇口をひねって水が出なくなり、東

京都民にはよい試練の夏になるかなと思っていま

したが、今は忘れ去ってどんどん水を使っていま

すね。同じことで、環境問題への取り組みは、骨

が折れ、忍耐が必要です。
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NGOは 初めに志しありき、政府は初めに予算

ありきです。この志しをなくさず、志しのある人々

がバックアップし、壁を超えて協力しあいながら、

この会がもっと盛んになって欲しいと思います。

ここにいる人々が、途中から逃げ出さず、最後ま

でおいでになるのなら、私はこの会は続 くと思い

ます。

技術の開発に新しい価値観を

原 :分科会に関して発言していただきます。松尾

さんに、技術 ・企業という第 2分科会についてお

願いします。

松尾 :技術が20世紀の文明を引っ張ってきたと見

るか、現代の産業社会が環境を破壊 したと見るの

か。環境をよくするためにも技術はそれなりに機

能を果たしてきたと私は考えます。

これからの世の中をよくする上で技術開発を進

める、というのが私の立場です。これから必要な

文明は、今の便利な社会を否定 したものではない

と思います。私は技術の目標がうまく与えられて

いないと感じています。

技術を否定する側は、江戸時代に比べてリサイ

クル社会になっていないと言いますが、今から江

戸時代に戻るのは現実的でないし、言うだけで意

味がないと思います。

今は技術の目標を失ってて、狭いところでの効

率主義、経済性にいっています。評価軸を従来型

からどう変えられるかが問題です。

国の行動計画では、C02の 排出を2000年には90

年のレベルに抑えるといっています。東京のC02

の排出を半分とか3分の 1に しますというような

目標を提示し、それに向かっていくにはどうした

らいいかという技術をみんなで考えるべきです。

企業も進んできていますので、日標づくりをする

必要があると思います。

皆様方からも、このぐらいにしなければいけな

い、という提案をしてもらいたい。今電気自動車

の開発が進んでいますが、それをどう考えるのか。

夢のようなものでいいから、こんなものがあった

らいいなという具体的な提案があれば、開発する

側もそれを目標にして動き出せます。
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今必要なのは、批判ではなく新 しい目標です。

それは価値観や評価軸だと思います。サステイナ

ブル・ディベロップメントといいますが、何がサ

ステイナブルなのか。私は土地利用が基本になる

と思っております。

大都市に集中して住むとエネルギー効率がよく、

東京がロンドンやパ リに比べてエネルギー効率が

いいのは、高密度で住んでいるからです。 しかし

排出負荷は他に比べて高いです。効率性を維持 し

つつ、排出量を減らす方法が最大のポイントです。
一方で、土地利用をオープンにすべきです。

下水処理をみても、あれは迷惑施設なので、地

下に入れますが、とてもお金がかかります。土地

代が高いのでコンパクトにすると、さらにエネル

ギーがかかる仕掛けになっています。土地の公的

な使い方にもっと工夫があっていいと思います。

以上私が申し上げたことは、一つは、否定する

側でなく新しい技術に対する目標を積極的に提示

できないか、もう一つは経済性の評価が土地によっ

て決まるところがあるので、そこを部分的にでも

緩和できないかということです。そういう点で、

具体的に議論されるといいと思います。

原 :今、技術の開発に新しい日標、新 しい価値軸

というお話でしたが、ある意味で日本の公害行政

は、他国の同じような状況の場所に比べて成功 し

たとは言わないまでも、少なくとも物理的には、

日本の環境は相当きれいになりました。

その理由は強力な規制があったからだといいま

す。規制に合わせて、企業が技術開発目標を定め、

そこへ投資し、排ガス規制や、硫黄酸化物を除く

ことができたというのです。今のお話は、その先

に新しい価値目標を据える必要があるというお話

だったと思います。時代はそうして動いていくも

のなのですね。

規制ももちろん必要でしょうが、そうでない積

極的な価値をどのようにして作っていくのか。お

そらく川崎のような場所がそうしたことを考える

適当なフィールドでしょう。 (以 下次号に続く)
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前号に引き続き
“
みんなで考えよう 「持続可能な

社会」
"と

いうテーマのパネルディスカッション

の後半部分をお届けする。

心のサイクルを

原岡J(毎 日新聞東京本社編集局特別編集委員):

中野さんに第 1分科会のライフスタイル ・制度に

ついてお願いします。

中野良子 (働オイスカ会長):私 は戦争や食糧難

を知っていますので、足るを知るというのが自分

の中にあります。環境を大事に考えたら、そうい

う考え方をもって欲しいと思いますが、みんなが

節約して物を大事にすると経済が元気がなくなり

ます。そんな矛盾した中にいるわけです。

今日の標題のような 「持続可能な社会」とは結

局 「循環社会」だと思います。一定に留まってい

るものではなく、生命体として皆動いているとい

う思想に立てば、私たちの心の持ち方もそれを取

り入れていかなければなりません。環境保全を考

えていけば、環境保全型産業の育成や技術革新の

ために、法制税制を政府がバックアップすべきで

す。

循環型の社会をつくることを考えたい。水でも

空気でも全部循環していますが、近代文明社会は

循環を閉ざします。それが、この世の中に行き詰

まりと汚染、破壊を生みます。

人間の体も循環がうまくいっていれば、ガン細

胞がはびこることもないし、病気も少ないでしょ

う。自然界、地球も人間の体と同じで循環が滞っ

ているところに問題が起きます。私どもは、自然

から恩恵を受けていることに対 して感謝の心を忘

れず、お返しする心を大切にしています。他人や

貧しい国に何かしてあげたくなる、その心のサイ

クルも循環だと思います。

そういうことで私たちのボランティアは始まり

ました。そういう心のサイクルをもちたいもので

す。そうすればライフスタイルもおのずと改まっ

てくるでしょう。

2

物質的には、循環型の産業を考えていく、自然

保護的な新しいビジネスを開発して、それが商売

として成り立つようなところまでみんなで育てて

いかなければなりません。

今までの日本はものづくりで突っ走ってきて経

済大国になりましたが、ものづくりはよその国が

やるようになりました。半導体ではマレーシアが

大変な市場を占めています。

日本が今まで稼いできた産業は変わらざるを得

ません。こういう時こそ、日本は地球の循環をビ

ジネスに乗せて、経済を衰退させず、ODAも しっ

かり世界に循環させていけたらいいです。話が大

きくなりましたが、足るを知る心と、循環社会の

中に自分をおきながら様々なことを考えていきた

いと思います。

原 :加藤さんが大好きな竜安寺の “
吾唯足るを知

る
"と いう考え方が出ました。今中野さんから、

電気自動車や太陽エネルギーの実用化を目指すべ

きだというご子旨摘がありましたが、カリフォルニ

アで太陽光や風力発電が商業化されて日本ででき

ないのは、経済的手法が違うからです。

例えば工場の減価償却や、利益から税を引くと

きの様々なやり方次第では、原子力に劣 らぬほど

のコストに火力や風力のコストをもってくること

は可能です。そういうことをわれわれの社会がき

ちんとやれるような政策提言をぜひこの会もごく

近い将来に試みてもらいたい。

それでは須田さんに 「考える会」の今後のあり

方をお願いします。

組織の中で失敗した経験が役立つ

須田春海 (市民運動全国センター代表世話人):

私は他人のNGOの あり方に意見を言えるほど、

自分の組織が十分に成長していませんので、私の

言うことは適当なイヤミだと思って聞いて欲 しい

と思います。

大命題から運動に入って成功 した例はあまりあ

りません。成功している例は宗教の運動と政党の

第 1回全国交流大会 (下)
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運動ぐらいです。市民運動として成功 している例

を見ると、極めて具体的なテーマから入っていま

す。しかもそのテーマが実践できる場合にだけ市

民団体が大きくなっています。

例えば雨水の利用などは単純な話で誰でも考え

つきますが、たまたま墨田区で実践 したのがあそ

こまでいろんなおゝうに広がっていった例です。

この会が、環境と文明という大きなテーマの中

にも、具体的なことがはっきり見えれば、会員は

増えていくと思います。

日本社会は中央集権国家だったんですが、これ

からは分権社会に変わり、そのとき社会に大きな

変化があります。一つは、法律で公正を守る政府

の役割、これは私たちは比較的しっかりやってき

たと思います。もう一つは、市場を通 してものを

充足すること。これも比較的よくできました。

市民社会の中にはもう一つ、共感をもって市民

の連帯を作るセクター、その市民セクターは、政

府セクターや、産業セクターと同じウエイ トで市

民社会の中になければなりません。同じぐらいの

ウエイトでそこで働く人がおり、それを支える寄

付やカンパや労力奉仕がなければなりません。

そういう社会をつくっていくためにはどういう

知恵が必要なのかについて、みんなで共通の議論

をしなければならないと思っています。

この 「考える会」に女性と青年が少ないと加藤

さんがおっしゃっていましたが、私が付き合って

いる団体は、例えば生活クラブ生協などは全員女

性です。アースデイのボランティアを見ると、20

代の人が圧倒的に多いです。

しかし今比較的しっかりしてきたなと思うNG

Oに は、60過ぎの会社を辞めた人がボランティア

で参加しています。その人たちは、30～40年も組

織の中で働いてきて自分は失敗 したという経験が

豊富であり、同時に社会がどういう仕組みで動い

ているかをよく知っているのです。

その人達が参加をしていると確実に強くなって

います。加藤さんの組織はそういう人材が豊富な

のではないでしょうか。そこがうまく融合 し合う

ともっといろんなことができると思います。

1997年1月号
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原 :確かに豊富でしょうね。いかがですか。

加藤 :さすがに須田さん、長いこと筋金入りのご

経験から、貴重な提言だったと思います。確かに

大命題を掲げて成功したNGOは ないでしょう。

私たちは環境と文明の調和ということを言って

います。先ほど中野さんが世の中の矛盾だとおっ

しゃいました。中野さんや私の世代は、足るを知

る、もったいない、無駄にしてはいけない、バチ

があたるということが、子供の頃親にしつけられ

た世代です。そういう世代が、大量生産 ・大量消

費の社会を築いてきてしまいました。

今度の総選挙でも、国民の多くの欲求は景気の

回復です。景気をよくするということは、今の経

済で言えばものをたくさん作って、たくさん売れ

るようにしてくれということですから、足るを知

るとは矛盾したことをやっているわけです。

私は新しい経済学が必要だと思います。井上信

一さんは仏教経済学で、幸せの方程式という素晴

らしい方程式を示されています。多分、中野さん

の言う足るを知るとか、ある一定世代以上の心の

中に巣くっている価値観と、今世の中で動いてい

る経済との大きな差を埋める経済学、経済政策、

新しい制度が必要です。大胆にも、そういうもの

を求めたいと言って始めたのです。

須田さんに言わせると、そんな大命題を掲げて

成功したNGOは ないよと言われるかもしれませ

ん。まして憲法を変えろ、税制を変えろなどと言

い始めたらおかしいと言われるかもしれませんが、

それを政治運動としてやろうとはさらさら思って

いません。

中野さんがおっしゃった矛盾を21世紀まで持ち

込むわけにはいかないと考えれば、まともに取り

組まねばなりません。それが簡単にできるとは思

いませんが、何とかやりたいと思います。

松尾さんは、そのためには技術の役割があり、

従来型でなく新しい目的をもった技術でなくては

ならないとおっしゃいましたが、私たちはそうい

うものを目指して運動していきたい。

須田さんのアドバイスのように、高次元のレベ

ルのことだけを言っていては、運動としてはなか

3
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なかうまくいかないのかもしれませんね。

私が今考えているのは、ゼロ・エミッションを

求めて動きだした日本の工場 ・会社、循環型社会

を目指して意識的に取り組み始めた自治体などの

レポート、研究をしながらこの大命題にアプロー

チしていったらいいのかと思っています。

なにせ 「武士」から始まったもので、私など憲

法を変えろなどという議論にすぐいきがちですが、

ぜひ須田さんなどのアドバイスをさらに求めたい

と思います。ありがとうございました。

原 :須田さん、この会の考え方や行動を世間に見

える形で何か具体策をという提言をなさいました

が、例えばどんな方向性が考えられますか。

須田 :それがわかったら僕がやっているでしょう

(笑)。循環型社会、持続可能な社会というのは言

葉は分かりやすいが、内容はわかりにくい。

一般的に、枯渇性のある資源は代替資源がある

までは、あるいは代替技術が開発されるまでは使

い方を考えなさいとか、持続的な資源に関しては、

再度それが持続可能性があるかどうかを確認 して

使いなさいとか、自然に還元されない質量の廃棄

物は出してはいけないというのが三つの原則とよ

く言われます。

それを実現しようとした瞬間に、日本の社会は

壊れてしまう、毎日の生活ができなくなってしま

うわけで、僕らは心の中で妥協して生きています。

その中でこれだけは妥協しなくてすむというもの

を発見するとうまくいくのです。そういうものを、

この会が発見することだと思います。

原 :。なるほど。松尾さんいかがですか。工学的、

システム的に表現できませんか。

ゆるやかな絆

松尾友矩 (東京大学大学院教授):こ の会の目的

が、運動体なのか、サロン的なものなのか。ある

時期、運動する部分があってもいいと思いますが、

一丸となって運動するというのは私のイメージと

は違います。

ルーズといえばルーズですが、須田さんはどち

4

らかというと運動を常に念頭におかれていますが、

私などは素朴に心配する人が集まってきて少 し話

をしているのだと思います。その中からいくつか

のグループが場合によってはできてきて運動を始

める方がいてもいい。しかしそれが他人を強制す

るようなもので、趣旨に賛同しない人はこの会に

入れられないというのには抵抗があります。

この会はもっと素朴であっていい。そこに根が

深くなり、強くなるのだという気がします。いく

つかのグループが、買い物袋を持参する運動をし

たり、リサイクル運動、石鹸運動をしてもいいが、

一丸となって何かをするというのではない。もっ

とルーズで、サロン、意見の場を提供しながらやっ

ていくのも一つの生き方でしょう。

原 :この会の近未来ですが、加藤さんは政策形成

というものを会の目的としてお考えになっている

と受け取れますが、会はその能力と手法はあるの

でしょうか。

加藤 :松尾さんが今おっしゃったことにも深 く共

感いたします。古くからの会員はご存知ですが、

私たちは何回か会のあり方に関するアンケー トを

とっています。そこで必ず出てくる意見は、「考

えてばかりでどうするんだ、考えていたって世の

中ちっとも変わらないじゃないか、考える会でな

く行動する会になれ」というものです。

私自身それも非常に大切だと思いますが、考え

るべきことも沢山ある。地球環境の未来、人類の

将来、文明のあり方、制度、価値観の問題などに

広く関心を持っている方であれば、私と全然違っ

た意見だとしても少しも不自然ではない。そんな

幅広い人達の集まりであり、一人一人が真剣に考

えていければいいと思います。

今までのやり方は、特に最初の 1年少々は全く

の手探りで、そんな状況の中よく皆さんはついて

きてくれたと思います。最近は薄明かりの中で多

少見えてきて、手ごたえが感じられるようになっ

ています。これからは各地で志ある人が数人でも

部会 ・支部活動を始めて、それが大きな流れにな

ることを期待します。

また、その過程で政策提言をしなければなりま
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せん。やはり世の中を変えなければなりません。

われわれは政治運動をするわけではないのでどう

するかわかりませんが、私たちが正 しいと思うこ

とは恐れず主張していかねばなりません。その結

果、もしかしたら政治にインパクトを与えるかも

しれません。その能力を身につけたいです。

ボー トピープルはなぜ生じたか

原 :そろそろ時間ですが、まとめは特にしないこ

とにして、中野さんはしきりに循環を強調されま

したが、関連するお話を申し上げます。

数年前にボートピープルの一家が東シナ海から

日本にたどり着きまして、官憲の目を逃れて、品

川の町の裏の長屋で暮らしておりました。彼らが

流れてきたルートをたどっていってたどり着いた

ところはタイの北東部の小さな村でした。農業が

壊滅したのですが、その理由は農民達の実感では

雨が降らなくなったからとのことでした。

ベトナム戦争以来繰り返し越境難民が入り、軍

用道路ができ、その場所の森林が伐採されて、雨

が降らなくなり、農業が壊滅し、人が流出し、バ

ンコクのスラムに住み着きました。 しかしどうに

もならなくなって、密出国し、対馬海流に乗って

流れてきたということでした。

その時、人が住めなくなった乾いた農村である

歌が聴こえてきました。バンコクのラジオ局から

で、エットカラパオというタイのフォークソング

シンガーがこういう歌を歌っています。「朝起き

る。神に祈る。どうか雨が降りますように。雨が

降ってきたら、雨は天から降ってくるのではなく

て、大地から降ってくる。それを覚えておこう」。

それがタイの若者の間でヒットしているというこ

とを聞き、様々なことを考えさせられました。

つい一週間ほど前、ストックホルム、 リオと続

いてきた地球サミットの事務総長を務めたモーリ

ス・ストロングが日本の大会社の環境問題が国際

化していく事態に備えて、その対策委の中心メン

バーとして招かれるという意外な話がありました。

ストロング氏とゆっくり話す機会がありました

1997年1月号
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が、意外なことに、彼は1949年、国民所得が300

ドル (今のバングラデシュ)の 時代の日本にきて

いまして、英和辞典を片手に日本の田舎を歩いて

いたというのです。

その後ストロング氏は日本に来るたびに、大都

市を避けて日本の農村を歩いていたというのです。

彼は長年日本の社会を見てきて一つ言いたいこと

は、「高度経済成長の時に経済の前に屈服させて

しまった自然に対する感性、恐れや敬いを持って

いた伝統的な文化を、一体いつ日本人は取り戻す

のか。フランス文化研究所が世界中にあるのに、

日本文化研究所がなぜないのか、もう少 し考えた

らどうか。君らは臆病すぎるんだ」とはっきり言

いました。何故臆病かと言えば、君自身が自分か

ら動こうとする内発的な動機を欠いているからだ

と言うんですね。

私は非常に驚き、近々そのことを新聞で書 こう

と思っていますが、おそらく加藤さんもそのあた

りを一番問題にしていて、これからもやっていこ

うとしているのでしょう。皆さんと一緒にこれか

らも力を合わせていきたいと思います。第一部は

ここで終了します。

第2部 分 科会

第 1部に引き続き、3つ の分科会に分かれて討

議が始まった。分科会の区分は次の通 りである。

第 1分科会 ラ イフスタイル・制度

第 2分科会 技 術 ・企業

第 3分科会 考 える会の今後のあり方

この少人数に分かれての討議の結果を全員で共

有すべく、お、たたび全体会をもち、この席上で各

分科会の討議の結果が紹介された。

第3部 ふ たたび全体会

各分科会での討議のまとめが集約されて報告さ

れたが、ここでは、「会として何をすべきかJと

いう視点にしばって述べる。

第 1分科会 (ライフスタイル・制度)

前号 2頁 “
ながれ

"(田
中充さん)参 照

5
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第 2分科会 (技術 ・企業)

技術の進歩について 「考える会」のできること

は、環境に関する技術の情報を数力月に 1度 の割

合で会報に載せること。通常の技術は現状改良型

と開発型と伝統継承 (伝統技術)型 の三つにわか

れる。エネルギーと環境の接点とか、人間の力を

介在して技術がうまく生きるということがこれか

ら考えられる。

企業については、その環境面での情報公開を重

視したり、企業のグリーンストックを重視するこ

と。また、例えば地球環境省をどういう形でつく

るべきか、といった行政改革について、経団連の

環境関係の委員会などとの交流をはかることも大

切である。

第 3分科会 (考える会の今後のあり方)

もう少し行動する要素を強めていったらいいと

いう意見が出た。具体的には二つの方法があり、

その一つは、政策提言を積極的にすすめることで

ある。憲法まで踏み込んで環境意識を定着させる

ような主張 (国政 レベルの提言)、そして一般の

人にもわかりやすいレベルの政策提言の両方の提

言をすすめること。もう一つは、若い人をターゲッ

トにイベントを行う活動があってもいいと思う。

これは環境教育にもつながる。若い人など、関心

を持ちやすい人達に、具体的な行動を提示する活

動があっていいと思う。「行動する」方ヘシフト

していくように議論された。

会報は評判がよいが、若干難 しすぎる。「会報

レベル」のものと、行動がしやすい 「イベントレ

ベル」の両方があってもいい。加藤さんには国政

レベルというか、他のNGOが やらないような提

言を考えてもらい、イベントは、会員の中か ら

「私がやろう」 と手をあげていただくといいと思

う。結論として、会の今後は、「行動する」方へ

シフトしていくことだと思う。

(その後フロアからさまざまな建設的な意見が出

されました。厚く御礼申し上げます。紙面の都合

上省略しますが、今後の会の運営に参照とさせて
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いただきます。)

●終了にあたっての加藤代表の挨拶

長時間にわたり活発かつ有益な意見を多く寄せ

ていただき、ありがとうございました。これまで

の3年間は事務局主導型でしたが、これからは皆

様のお力を期待したい。

具体的には部会活動 (女性部会、憲法部会、技

術部会、企業部会など)を すすめていきたい。皆

様方が3人でも5人でもお集まりいただいて、荷

物を一緒になって背負っていただく。会としても

予算が組めれば何がしか組んでいくが、基本的に

はボランティアになると思います。

それから支部活動。それぞれ会員がいるところ

で、数人でもまとまって活動していただけると、

そこからまたひらけていくと思う。 こ の会は会

の名称からしてこむずかしいが、日本を変えるた

めには絶対避けてとおれない部分であって、その

ための議論や勉強はどうしてもしなければなりま

せん。ただ、それだけでは会としてひろがりを持

たない。考える部分と活動する部分 (若者向けの

イベントも含めて)と が必要で、両者を多少分離

して、それぞれ得意の人達がボランティア ・ベー

スでやってもらいたいと思います。

具体的にはインターネットのホームページなど

も利用しながらやっていきたいと思います。いず

れにしても、この会の深みと広がりを両立させな

がらやっていきたい。広がったけど浅 くなったと

いうことなく、また深まって数人の人だけが知的

遊びのようなことをやっているようなことがない

ようにしたい。

国政レベル、県政レベル、市政 レベル、いろい

ろなレベルがあるでしょうが、活動が政策提言に

つながり、世の中にインパクトや影響を与えられ

る会になりたい。

5時間という長い時間をおつきあいいただき、

重ねてお礼申しあげます。今後もこの会のために

一肌も二肌もぬいでご参加下さいますようにお願

いを申しあげたいと存じます。

環境と文明 Vol.5 No.1




