
第 2回 日米合同セミナーの報告

テーマ :持続可能な生き方一いかにしてそこに

至J達するか

場所 :ホノルル、東西センター

期間 :1998年1月19日 (月)～ 23日 (金)

主催 :21世紀の環境と文明を考える会

ェコシステムズ・エンジエアリング

センター・フォア・ア・サステイナブル・

フューチャー

ハワイ州土地天然資源局

プログラム (概要):

19日 (月):事 務局打ち合わせ、日本側参加者

ミーティング

20日 (火)(1日 目):コ コナッツアイランド、

クアロアパークを見学、住民との対話

21日 (水)(2日 目):第 1議題[価値観/ラ イ

フスタイル/消 費の変革](藤 村コノヱ 「環境

家計簿」、スーザン・マーコット 「消費抑制の

ための5つの提案」)第 2議題[天然資源](マ

イク・ウィルソン 「ハワイの水問題」、キンバ

リー・クラーク 「有機農業」、 マ ーシャル・ピ

コア 「メノミユーの持続可能な森林管理」、ス

コット・ターン 「エネルギー」、荒田鉄二 「食

と農業」)

22日 (木)(3日 目):第 3議題[制度の変革/

経済](柳 沢賢一郎 「癌と地球環境問題」、 加

藤二郎 「自動販売機がもたらす利便と問題」、
バリー・ラレイ 「グリーン・タックス」)、 第

4議題[ビジネス/エ コテクノロジー](/1 澤ヽ紀

美子 「環境共生型住居」、ホルヘ ・バレラ 「M

ITソ ーラーカー」、後藤典弘 「IHDP― I

Tプ ロジェクト」、ランス ・ギリランド 「持続

可能なホテル経営」、田中靖訓 「日本の廃棄物

処理ビジネスの展望について」)

23日 (金)(4日 目):第 5議題[NGO](ヘ ン

リー・ケンドール 「懸念を抱く科学者の会」、

藤村コノヱ 「考える会の活動」、許斐喜久子

「地球市民ネットワーク」、後藤典弘 「循環社会

推進国民会議」)、第 6議 題[地球温暖化防止京

都会議のフォローアップ](ヘ ンリー・ケンドー

ル、 カロ序葉E三員円)

第2回 日米合同セミナーからのアピール

セミナーの閉会にあたり、地球温暖化防止に

関し、「第 2回 日米合同セミナー」から日米両

政府にアピールを行いたいとの提案があり、ア

ピールの原案が示された。原案に対する出席者

の意見はインターネットのウェブサイ トに載せ

ることとなった。

(アピール案)

NGO、 学者、政府関係者および市民の代表

者が集まり、「持続可能な生き方―いかにして

そこに到達するか」をテーマに、第 2回 日米合

同セミナーを開催した。

日米両国は世界全体GNPの 40%を 占める二

大経済大国である。両国民は現代の産業社会の

形成に極めて重要な役割を担っている。我々は

地球の資源を利用し、汚染しているが、同時に

環境適応の技術と持続可能な方策を促進させる

能力を有しており,他 の世界の人々の発展の手

本となるような影響力も持っている。我々には、

地球の将来に対する特別の責任がある。

「京都議定書」が各国により批准されれば、

先進国の温室効果ガス排出を2008年から2012年

の間に1990年比平均で5。2%削 減することが法

的に義務づけられる。国別には、日本が 6%、

米国が 7%で ある。他の先進各国の目標は、

1990年比92%か ら110%の間に定められている。

持続可能な生活を営む伝統社会の知恵を尊重

し、且つ21世紀を如何にして持続可能な方法で

生活するかを我々は学ばなければならない。

我々は次のように認識する。

1)近 い将来の気象変動は深刻である。

2)我 々には時間の余裕が残されていない。

3)我 々は、発展途上国、特に中国を仲間

に引き入れなければならない。中国の

温室効果ガス排出量は近い将来米国を

凌駕すると予想される。

更に大きい削減目標が必要であると信 じてい

るが、我々は、日米両国による 「京都議定書」

の速やかな批准を求めるものである。
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1日 目 〔1月20日 (火)〕

「明日は、砂浜で水遊びができる唯一の日です

から、サンダルをもって行った方がいいですよ」

という言葉を信じて、前夜慌ててセブン・イレブ

ンで3ド ルで買ったゴムぞうりを リュックに詰め

て、鼻歌まじりでバスに乗った私達が、間違いに

気がつくのに、そう時間はかからなかった。

コヨナッツ・アイランドヘの船に乗った途端、

ケビン・コスナーばりのハンサムなグラウ博士は

講義を開始。「ここハワイでも、原住民が千年以

上も守ってきたライフスタイルは、変わってしまっ

た。昔の考え方や伝統的ライフスタイルから、我々

が学ぶものは多い。昔に戻る事は不可能だが、持

続可能な考え方や、生き方を取り込む事は大切だ。

持続可能な未来を可能にするのは教育だ。そのい

い例がタバコだ。以前、タバコを吸うのは恰好い

いと思われていた。しかし、その危険性が指摘さ

れ、我々もそれを認識した。このように持続可能

なライフスタイルを一般知識として市民に知らせ、

教育する、それが大切だと思う。ハワイがモデル

を作り、そのライフスタイルを世界中に広めてい

きたい。」「企業、農業、商業、家庭が狭い所に密

集 しているここカネオヘ湾は、研究に適している。

15年前までカネオヘ湾とサンゴ礁は死ぬと言われ

ていたが、今は対策が効じて回復しつつある。」

船を降りた私たちは、みみずを百倍にしたよう

なナマコの一種 (?)の お迎えにびっくり。

島内の研究所ではサメ、マグロ、サンゴ礁等の

生態や、将来のタンパク質不足に対応するための

稚魚の養殖、DNA細 胞学、産業漁業の研究等が

行われている。外の水槽には、テイラピアが一杯

だ。「普通は淡水で育つが、海水で育てると3倍

の大きさになる」 との話に感心 し、「公害物質に

強い魚を育てたい」との話に 「大丈夫 ?」の声も。

貝がいっぱいの食事の後、湾内をクルージング。

船底のガラス窓を通して見たサンゴ礁は心なしか

元気がない。ここ百年間の、農業や放牧に因るド

1998年3月号

カネオヘ湾を見学

また、島中央のパイナップルエ場が小川をせき

止めていること、海兵隊の基地建設 もサンゴ礁に

ダメージを与えてしまったこと、今は下水は全て

パイプを通して外海に流していること、等が語 ら

れる。島の水問題を考えているブンさん、タロイ

モを植えている原住民のバットさん、ホノルル市

会議員スティーブ、みんなとても情熱的だ。 しか

し一番情熱的だったのは所長だったとの声も。

私たちが何気なく食べているパイナップルも、

いろいろな環境問題を含んでいるのだな、と思う。

出発までの短い時間に行った砂浜は、太古の昔

そのままの美 しさで私たちを迎えてくれた。「さ

あ、泳ぐぞ/」 とパンツひとつで泳ぎだ した青年

2、 3人 ・・・女性はサンダルでハヮイで最初で

最後の水遊びと興じる。これでやっと3ドルで買っ

た甲斐があったというものだ。

「地球上でハワイが一番きれいだった。ぜひこ

の美しい自然を守ってほしい」と、宇宙飛行士を

して言わしめたというハワイ。ここも例外ではな

く開発が進み、汚染も進んでいる。

しかし、国の違いはあれ、自然と人間の関わり、

開発との環境の問題は同じだということ、また、

これらの問題を自分の問題として真摯に捉え、行

動しようとしている人々がいることを知った。

帰りのバスの窓から眺めた、ハヮイの美 しい海

と青い空よ、永遠にあれ。

口の流出でサンゴが汚れてしまったとのこと。



クアロアパークにて

(報告 :許斐喜久子)

2日目 〔1月21日 (水)〕

● 午前

セミナー第一日目は、日米共に 「もったいない」

の言葉で開始された。

今世紀は、消費と廃棄の上に成り立ち今日の繁

栄を築き上げてきた。経済は消費と廃棄なくして

は成り:立たないというシステムのうえに築かれた

種々の問題点が今我々が解決をしなければいけな

いテーマとして取り上げられている。

まず、第一セッションでは藤村コノヱ氏が環境

家計簿を取り上げ提案した。冒頭、藤村氏より日

本には 「もったいない」という言葉があるとの話

を3つ の意味で説明した。<謙 虚、ありがたい、

無駄にするのは惜しい>日 本人の多くは物にも命

があるから大切に使うの心があり生活 してきた。

しかし戦後の大量消費時代に、物に対する感謝の

心を無くし最近まで続いた。此処にきて少しずつ

変わりつつあり、地球環境の不安を懸念する人が

多くなった。環境問題に取り組むべきとする人が

多数を占めて何か新しいシステムが必要と思われ

ていることの現れととらえた。

しかし意識と行動は乖離しており、環境行動や

再生紙の使用、廃油処理、冷房のコントロール等

の実践と参加では相当に差がある。この原因は麻

痺感、ボランティアの質の低さ行政が主体でNG

Oが 弱い等の問題がある。

4

以上を配慮し環境家計簿を作り日常生活を数値

化C02を どれだけ出しているかチェックするもの

で自分で簡単にできる。

メリット

1.自 分で見直せる

2.数 値化できる

3.行 動がわかりやすい

<こ のチェックで車を買い換えようとしたがやめ

た人がいる。>

デメリット

1.わ かっていてもなかなか対応ができない

2.無 関心の人には面白みが無い

このチェックで日米の差を見てみる (セ ミナー

中に集計した結果では差が無かった)。この手法

はまだ定着しておらず今後の教育が要COP3で

も日本が 6%を 実施する為にはこの環境家計簿

(エコライフチェック)が 必要であり環境教育及

び本来日本人が持っていた自然の中で生かされて

いる助け合いの精神文化を思い起こし大切にして

いく生き方がこれから求められてくる。最後にハ

ワイでもったいないと思ったことは冷房のききす

ぎとゴミの分別の無さと結んだ。

引き続き、米国側のスーザン・マーコット氏よ

り20世紀の中心は 「消費」との話で始まり、アメ

リカは消費拡大により今日に至っているが自分の

義理の母は90歳になるが冷たいシャワーを使い、

冷房は少なくしてラジオは25年前の物を使い、 ド

レスも大事に使い大切にしているとの 「もったい

ない」表現が聞かれた。

消費拡大は化石燃料の消費でもありC02が 排出

されるわけでこれを表で説明。

先進国の消費は拡大しているが併せて発展途上

国の人口抑制も必要であり増加率は先進国0.5%に

対し途上国は4.2%と多く70年間で2倍 に達してい

る又技術革新によるのびは23倍となりこのままに

しておくことはできない、消費を抑制 しなければ

ならず次の提案をしたいとして
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ライフスタイルとして公害の少ない製品

(前回田中氏から提起のあった内容)

温室効果ガスの削減

消費エネルギーの土地換算

全世界が同一レベルの生活をすると地球 3個

分の土地が必要

クリーンコンファリズム

個々の生活でより節約を。「もったいない」

科学的な研究

この後活発な質疑の中で社会環境、企業倫理、

税制等諸問題は山積みだがやはり自分の周りから

始める 「もったいない」精神が必要と考える。

会 場 風 景

(報告 :有賀八千夫)

● 午後

1月21日午後のテーマは、「天然資源」であった。

ァメリカ側からは、マイク●ウィルソン氏、キン

バリー・クラーク妖xマ ーシャル・ピコア氏、スコッ

ト・ターン氏の4名 。日本側からは、環境文明研

究所の荒田鉄二さんがスピーカーとして水資源、

農業、森林資源、新しいタイプのエネルギー等の

テーマでプレゼンテーションをされ、その後様々

なアングルから資源について意見を交換 し合いま

した。

その中で、天然資源を持続可能な形で有効利用

していかなければならないということは会議の出

199軸三3月号

席者全員の一致した意見であるが、その方法につ

いては大きく分けて2つ の考え方が有るように私

は思いました。

すなわち一方は、古き良きシステムを見直 し、

それを参考にして現状の資源利用システムを再構

築していくという方法です。

それに対してもう一方は、現状の資源利用のシ

ステムを新しい技術などを利用 して変えていきな

がら有効利用していこうという考え方です。

私個人としては、前者は非常にス トイックなイ

メージがありなじめなく、後者のほうがより建設

的で実現可能であるという考え方でした。という

のも、私は昭和48年生まれの24歳で、生まれたと

きから資源の大量消費社会の中で育ってきたから

です。自動車がないとたちまち困ってしまいます

し、利便性が高ければついつい使い捨てのものも

利用してしまいます。暑ければクーラーを使うし、

寒ければ暖房も使います。今更、車も使わず、暑

くても寒くてもエアコンを入れないような生活に

戻ることなど私にとっては不可能です。このこと

は私に限らず多くの人達、特に若い世代の人達に

とってそうであると思います。わざわざ現状のラ

イフスタイルを変えてまで資源の有効利用に取り

組むことは非常に難しいことでしょう。

それよりも、新しい技術をうまく活用すること

で、資源を有効利用している例は数多くあります。

トヨタはプリウスというハイブリッドカーを開発

しましたし、他の多くのメーカーも次々と電気自

動車の開発に成功しています。また、ベンツは排

ガス中のC02量 が従来よりも格段に少ない画期的

なディーゼルエンジンを開発中です。また、サー

マルリサイクルを徹底すれば暖房のための資源利

用は格段に少なくなるだろうし、ペットボ トルの

リサイクル技術は格段に向上しています。そうい

う観点から見ると、私にとってスコット・ターン

氏のバイオマスによる発電の話は、非常に興味深

いものでした。

4.

5,



しかしながら、キンバリー・クラーク氏のハヮ

イにおける有機農業の発展の話やマーシャル ・ピ

ヨア氏のメノミユー族 (アメリカインディアン)

による森林保全の話を聞いているうちに、なにも

ストイックにならずに法律や制度をうまく整備す

ることで資源の有効利用に成功 している例もある

ということを知り、同時に以前はごく当たり前の

こととしてやっていたことがいつのまにかできな

くなってきているということに気がつきました。

確かに、技術は様々な問題を解決 していくため

に重要なファクターの一つです。 しかし問題の末

端を改善していくことはできても、根本的な解決

方法を導き出すことはできません。やはり全体的

なシステムを変えなければなりません。それには、

大量生産 ・大量消費のライフスタイルが構築され

る以前の社会システムをもう一度見直すことが必

要でしょう。

大切なのは、以前と同じ状態に戻って資源の有

効利用に取り組むことではなく (以前と同じ状態

に戻ろうとすると人間は非常に大きな忍耐を強い

られることになる)、技術をうまく利用 しながら

大多数の人々が受け入れることのできる新 しいシ

ステムを作ることなのです。

左よリバ リー ・ラレイ教授、キンバ リー ・

クラーク女史、荒田鉄二氏

最後になりましたが、この日の夕食後のナイノ

ア ・トンプソン氏によるカヌーでの太平洋航海の

お話は、我々現代社会に生きる人間が忘れかけて

6

いる、人としての原点を見せられ、人間にとって

最も大切なものは何かということをもう一度考え

直させられた非常に心暖まるものでした。

(報告 :田中靖訓D

3日 目 〔1月22日 (木)〕

● 午前

第 3議題は 「制度の変革、経済」であり、日本

側から柳沢賢一郎氏と加藤三郎代表、アメリカ側

からはバリー・ラレイ教授が発表しました。

まず柳沢氏が 「癌と地球環境問題」という興味

深いタイトルで発表しました。氏は、欧米、日本、

東南アジアの3地域で癌による死亡率の増加は、

それぞれの長期的な経済水準の動向と一致 してい

ること、癌の原因はストレスと疲労であり化学物

質やウイルスなどの外的刺激はトリガーにすぎな

いことを説明します。さらにストレスの原因は、

近代科学 ・技術 ・経済成長の連鎖による①社会変

化の高速化、②複雑化、③反自然であり、これは

地球環境問題とも共通であることを指摘 します。

癌と地球環境問題に共通する原因を解決 し、持続

可能な社会を実現するためには、科学 ・技術 ・経

済成長の連鎖を見直し、物質文明に決別すること、

自然を一元論に基づいて有機的に把握すること、

経済成長を抑制し、成長の対象を精神活動の分野

に転換することを提案しました。

次に加藤代表が、制度部会として検討を重ねて

きた自販機問題について 「自動販売機がもたらす

利便と問題」というタイトルで発表しました。ま

ず自販機の利便性として、利用者からは①24時間

いつでも使用できること、②対面販売に比べて、

素早く購入できること、業者からは③閉店後の客

の取込みになること等を挙げ、「使い捨ては豊か

である」という意識の浸透によって自販機が増え

たことを説明しました。次に、利便の反面にもた

らされる問題として①電力の無駄使い、②景観や

交通の阻害、③空き缶など廃棄物の増加、④人間
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関係の希薄化、⑤青少年への悪影響を挙げました。

さらに自販機問題への対応として、自治体などが

取り組んでいる景観条例やリサイクルの推進を紹

介し、市民やNGOは 何ができるかという問いかけ

をしました。自販機の普及台数や缶飲料消費の日

米比較を図表を使って紹介すると、アメリカ側の

参加者からは、日本での人口や面積に対する自販

機の数の多さに驚きの声が上がりました。またア

メリカでは、自販機のほとんどが広告としての規

制を受け、建物の中の目立たないところに設置し

てあるということでした。

最後に、バリー・ラレイ教授からはC02問 題に

関連 して、「A Revenue― Neutral Green Tax」

というタイトルで環境税についての発表がありま

した。ハワイ州は合衆国の中でも最も高い税金を

取られており、しかしそれが地元の産業に全 く役

立てられていないということです。ハワイはエネ

ルギーの90%を 石油の輸入に依存 しており、その

購入のために多くの貨幣が海外に流出し、一方で

個人による自動車の利用が減らないため、交通渋

滞と大気汚染が発生しています。所得税を減らし

てその分を輸入化石燃料に課すことができれば、

自動車の利用が減って渋滞やC02発 生などの環境

問題が緩和されるでしょう。また、環境税の税収

をエネルギー自給のための産業開発 (例えば、サ

トウキビを利用したバイオマス発電など)に 使え

ば、貨幣の流出は少なく抑えることができ、また

新たな雇用が創出できるでしょう。このように所

得税の減税分を環境税に充てることで、環境保全

だけでなくハヮイの産業にとってもプラスである

ということを氏は述べました。会場からは、この

提案に多くの人が賛成しました。また、C02削 減

のためにはまず公共交通などの大量移送手段が必

要であるといった意見も出されました。

どの演者による発表も大変興味深く、普通の国

際会議では知ることができないような細かな状況

を理解することができました。近代科学のあり方
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を根本的に見直すべきとの提案はとても斬新でし

たし、自販機問題はハワイでの今後の都市計画に、

環境税は日本の経済に、互いに参考にすることが

できるのではないかと思いました。

左よリスーザン・マーコット女史、バリー ・ラレ

イ教授、加藤三郎代表、柳沢賢一郎氏

(報告 :松尾和光)

● 午後

第4セ ッションでは、「ビジネス」「エコテクノ

ロジー」をテーマに日本側から3名 、アメリカ側

から2名 の発表があった。

東京学芸大学教授の小澤紀美子氏は、日本のス

トレスの高い都市の住宅事情から、環境共生型の

新しい公営住宅について自身が携わったモデルケー

スを発表した。1990年以降、アメニティー・改善 ・

創造 ・快適 ・水 ・緑をテーマに、「エコポリス」

という概念の基、日本の農家を手本とした持続可

能な家づくりを目指したもので、場所に対するセ

ンスや感性を養うことの重要性が説かれた。驚 く

ことにこの公営住宅は昨年、東京であってもエア

コンを使用しなかったという。ソーラー発電&風

力発電システムの設置やビオトープなどの配慮 も

みられた。

マサチューセッツエ科大学生であるホルヘ ・バ

レラ氏は、究極のエコエネルギーで走る夢の自動

車ソーラーカーについて発表した。1985年アメリ

カで初めてこの車の開発に成功し、1997年には



サンレースにて全米 2位 の実績を持つ同大学であ

るが、彼の悩みは晴れの日以外この車が走らない

こと (あたりまえ)の 他に、製造コストやメンテ

ナンスに金がかかり過ぎること、また非常に壊れ

やすいことなどをあげた。これらから将来一般市

場への参入は課題が大きいと言えるが、一方ヨー

ロッパでは4人乗リタイプの研究開発が進んでお

り、更にグリーンタクスをソーラーカー開発に充

てるという声も上がっているとのこと。

日本の国立環境研究所部長である後藤典弘氏は、

先進国の産業社会をどうしたら持続可能なものに

転換できるのか、今世界的なプロジェクト (IH

DP)が はじまろうとしているとの発表の中で、

それは全ての産業活動をそのもたらす環境への影

響から切り離すことであるととなえた。また、産

業転換 (IT)の ポイントとして①国の施策のベー

ス②持続可能③消費者のアクションを掲げた。更

に、テクノロジーの役割をもう一度考え直す時期

に来ている今、ゴミ処理ではなくリサイクルする

ことへの方向転換を促した。

ハワイの大きなリゾートホテルの専務であるラ

ンス・ギリランド氏は、同ホテルのハウスオペレー

ションシステムのあらゆる面に持続可能な経営方

法を取り入れ、また従業員 1万 2千 人及びその家

族含め約4万 6千人に対し、徹底的な社員教育を

行った結果、電気や水の節約に大きな成果が得ら

れたとの報告をした。更にハワイを美 しい島とす

るための従業員のゴミ拾いや緑化、ゴミのリサイ

クルの実践を紹介した。このホテルは持続可能な

ホテル経営のモデルとなっているという。

日本の廃棄物処理業者の田中靖訓氏は、まずア

メリカに比べ非常に零細な日本の廃棄物処理業界

の発展なくして廃棄物処理は進まないことを強調

した。日本は国土が狭く埋め立て処分場の確保が

できないため、焼却処理が主体にならざるを得な

い。そのことから発生したダイオキシン問題は今

最も注目されている問題の一つ。日本における年

8

間排出量のうち、焼却工程からの排出量が95%を

占めていると言われ、ほとんどの焼却施設で何ら

かの対策が必要とのことであった。また、廃棄物

の資源化問題は、分別収集や新しい技術開発、更

に経験に基づくノウハウなど必要であり、 リサイ

クルの難しさを浮き彫りにした。

夕方から、ワイキキ近くのホテルに場所を移し、

アメリカ人参加者をもてなす日本側主催のスペシャ

ルイベントが開催された。日本人による詩吟や民

謡踊りを披露、更に歌やゲームで大いに盛り上が

り楽しい親善の一時を過ごした。

日本側主催のスペシャルイベント

(報告 :中村徳彦)

4日 目 〔1月23日 (金)〕

● 午前

まずはじめに、アメリカ合衆国 「UCS」 (UniOn

of Concerned Scientist)代表のヘンリー ・ケン

ドール博士の講演があった(Concernedとは、時

事的な社会問題に関心のある、の意か)。氏は1990

年ノーベル物理学賞の受賞者であるが、現在 は

UCSの 代表として、一般市民の立場に立って科学

的な活動を行っている。はじめに人間活動が地球

環境に大きな影響を及ぼすまでになった状況を、

例をあげて説明した。これが科学とテクノロジー

によるものであり、人間の生活の質の向上に大き

く貢献する一方、コントロールしないと環境悪化

など悪い方向にも働く。そしてこれらを操る、政
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府なり産業は短期的な成果だけを重視するため、

長期的なダメージを見逃すという、構造、制度的

な欠陥を指摘した。長期的な問題の本質を見極め、

調査し、その結果を公表するのは、これらとは独

立した組織、すなわちNGOの 活動が重要になる。

UCSは Sustainableな将来を指向して活動 してお

り、シエアの科学者を積極的に活用している。そ

の後の質疑応答の中伽 GOの 役割として、ジャー

ナリストの教育、専門分野に没頭 しやすい科学者

の視野を広げてやるといった返答が科学者らしい

着目点であった。

次いで藤村コノヱ氏は 「21世紀の環境と文明を

考える会」の活動の概要について報告 した。当会

は、月報を発行するほか、環境倫理についての調

査報告を本として出版している。また
“
ひなの会

"

という部会を設け、特に女性に関心の高い金融、

食料といった立場から活動をしている。問題点と

して、会員数が増えない、若い人たちが少ない点

などをあげ、活動を活性化する意味でも、NPO

法案の国会への提出、成立を望んでいる。

許斐喜久子氏は、奈良県の 「地域市民ネットヮー

ク」というNGOで 、環境庁が支援する
“こどもエ

コクラブル
を通した環境教育活動を報告 した。氏

はまず日本の環境教育の不備を指摘 し、その背景

に塾通いなど子供に自由な時間が持てないことや、

PTA活 動といった環境体験学習に大変好適な活動

機会があるにもかかわらず、親に積極性がないこ

とを指摘した。このような背景から、1990年に子

供たちのための自然体験プログラムを立ちあげた。

最後にケネディ大統領就任演説を引用し、達成に

どんなに多くの時間がかかろうとも、とにかくこ

のような活動を始めることの大切さを訴えた。

後藤典弘氏からは、昨年10月に発足したばかり

のNGO「 循環社会推進国民会議」の紹介がされた。

ところで講演前の昼食で氏が話された一世界の人

口の2割の先進国の人口が、全資源の8割を消費し

ており、2割の途上国は、明日の食料のために働

199軸三3月号

いていること、資源も国土も豊富にある合衆国ス

タイルの生活を、これらを有していない途上国が

追い求め、今も行っているということが矛盾 して

いる一という話は印象的でわかりやすかった。活

動の背景にはまさにこの点にあるが、趣旨は以下

の通りである。人類社会を持続的に維持 ・発展で

きるようにするためには、日本の社会を循環を基

調とした環境への負荷の少なぃ社会に作 りかえる

必要がある。この国民会議は、NGOの 立場で循環

社会の①あるべき姿の探求、②実現のための諸方

策の提言、③関係方面への働きかけ、④普及 ・啓

発活動などを継続的に行う。

以上4氏の講演を聞いて①NGOは 経済 ・社会シ

ステムの構造的な欠陥を、市民が自発的に指摘 ・

調査し対策に向けて行動する、②わが国のNGOは

歴史が浅く、活動の規模、数、法体系か ら見ると

いまだ弱体であり、経済的にも厳 しい現状が、よ

く理解できた。NGO活 動の活性化には(学校にお

ける)環境教育とボランティア意識の向上が重要

になると考えられる。筆者も微力ながらボランティ

アとして、環境教育を実践する決意をした次第で

ある。 (報告 :萩原富司)

参 加 者 の 面 々

● 午後

5日間のセミナーの4日間が講義室。

題では 「もうこのくらいにして外に出ま

となるのでは、と思ったのは参加前のこ

最後の議

しょう。」

と。 もっ
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と時間があればいいのに、あれも聞きたい、これ

も言いたいという感想の人が多かったのでは。

第 6議題の京都会議の内容は大まかには知って

いたつもりだったのが、ケンドール博士の話はあ

まりに重苦しく、解決の見つからない話でした。

もう時間がないとか、いまC02の 排出をやめて

も2倍 になるのは間違いがないなどなど。とくに

アメリカ議会での議定書の批准の見通 しについて

の質問では、「futureの予想は難しい。」との答え。

近い将来、地球温暖化で大変なことにならないた

めの議定書の批准が未来のことだって ?と驚きま

した。もちろんアメリカだけでなく日本でも世界

でもそれほど深刻に考えていない人の方が主流の

ようなので、多くの人や団体の努力が必要になる

のでしょう。セミナーに参加したからといって私

もその重荷の一部を担う1人になることができる

のか。と考えながら時間ぎりぎりまで続 く討論や

スピーチを聞いていました。

加藤二郎代表とヘンリー ・ケンドール博士

何らかのコンクルージョンを作ろうという意見

も多かったが、全く時間がない状況なのでインター

ネットで意見を交換しましょうということになっ

たようで、これも科学技術の進歩の良い面という

声も出たが議論だけではなかなか解決にはつなが

らない。

持続可能な生活の知恵を私たちは発展の過程で

忘れてしまったという意見や、環境倫理の必要性

の話も日ごろ思っていることでもあり、共感が持

10

てたが、私は誰がその知恵を失わせてしまったの

か、環境倫理は誰が持つ必要があるのか、という

ことを知りたく思った。よくひとりひとりが気を

つければという人がいるが、例えば戦争を望んで

いる人は個人個人のレベルではひとりもいないと

思うが、世界には紛争や戦争が絶えないのが現実

だ。環境問題でもひとりひとりが気をつけて環境

にやさしい生活をすればすべて問題がなくなるの

か ?といえばノーでしょう。今現在でも、かつて

の持続可能な伝統的な知恵に満ちた生活をしたく

ても手放さなければならない人が世界や日本でも

たくさんいるのではないでしょうか。

個人で良い事をいっても自分の所属する国家や

企業が、それに反する行動をするとき、自分の信

ずるものにしたがって行動できるのか、 しかしそ

の結果その個人が地位を失ってしまい、結局他の

人が国家や企業の望むようにしてしまえば、個人

の良心は何の役にも立たずに終わってしまうので

はなどと考えていたら、いよいよ終わりに近づい

て加藤代表から、最後の最後にまだ発言をしてい

ない人、縁の下の力持ちの役割をして下さった人

の紹介があった。

この会報で、主催者のヨイショをするのは気が

ひけるがこういう細かい所に気を遣ってくれるの

が 1人でハワイヘ来たものにはうれしい。

全くおとなしくしていて突然、英語でスピーチ

されたYさ ん始め、とってもすごい人たちといっ

しょの空間に5日間も居る事ができて、長いどこ

ろかもっと時間があってもよかったセミナーでし

た。

しかし深刻な地球環境の状況を知ることになっ

てしまって、自分の生活を変えぎるを得ないセミ

(報告 :久野 宏和)ナーでもありました。
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