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持続可能な生活に関する第3回日米合同セミナーの報告

テーマ :自然と調和する21世紀社会はどのよ

うなものか

場所 :ホノルル、東西センター

日程 :2000年 6月 10日 (土)～ 13日 (火)

主催 :NPO法 人環境文明21

サステイナブル・リビング・ネットヮーク

プログラム (概要):

10日 (土)(1日 目):カ ワイヌイ湿原にフィー

ルドトリップ

11日 (日)(2日 目):議 題 1〔 自然と調和す

る社会〕「自然と調和する21世紀社会はどのよ

うなものか」(内藤正明)、議題 2〔 ライフス

タイル〕「適度な消費」(藤村コノヱ)、「環境

のための消費者の選択」(スーザン・マーコッ

ト)

12日 (月)(3日 目):議 題 3〔 グリーン・ビ

ジネス/グ リーン・デザイン〕「ビジネスのグ

リーン化」(後藤敏彦)、「自然資本主義とグリー

ン・デザイン」(トム・ファイラー、有坂陽子)、

議題4〔廃棄物 ・リサイクル〕「なぜ リサイク

ルするのか ?」 (フランク・アッカーマン)、

「『循環社会』実現に向けた法制定の努力」(加

藤二郎)、「日本における産業廃棄物 リサイク

ルの新しい試み」(田中靖訓)

13日 (火)(4日 目):議 題 5〔 省エネと再生

可能エネルギー〕「ハワイにおける省エネの実

際」(バリー・ラレイ)、「セイラム発電所Health

Link/マ ーブルヘッド癌予防プロジェクト」

(ダグ・ヒル)、「日米共同研究について」(荒

田鉄二)

1日目 〔6月 10日 (土)〕

第一日目。朝のさわやかな空気の中、日米双方

の参加者が思い思いに握手を交わしながら、山吹

色のスクールバスに乗り込んで、いざ出発。スー

ザンさんの案内でオアフ島東南にあるカイルアに

向かいます。1200メートルを超える頂にはいつも

雲がかかっているというクーラ山脈を抜けると眼

下に広い沼地、街並み、その向こうには青い海が

見え、思わず歓声があがりました。このカワイヌ

イ湿原の東の一角にあるウルポウ・ヘイアウ (古

来から豊穣を祈ってきた神聖な場所)に 到着する

と、地元のボランティアの代表の人たちがハワイ

の伝統的な儀式で迎えて下さいました。大木の木

陰でぐるりと輪になり、お互いの自己紹介をし合

うことで、それぞれ背景を持った日米の科学者や

実践家が、同じテーマの下に交流 していくことの

意義を改めて深く感じさせられた人も多かったと

思います。

さてそれから夕方まで、950エイカーに及ぶ湿

原の周囲をチャック・ブルワウ氏らに案内しても
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らったのですが、内容を要約するとすれば 「伝統

文化にあるサステイナブルな知恵と方法を、科学

の視点で見直した上で、生きた現実の中でどう具

体化し根づかせうるか」という実践例だと言える

でしょうか。

古来ハワイにはアフプアアという、山から海ま

での自然界のエコシステムに沿って暮らしを展開

していく土地活用法があったそうです。特にこの

カイルアは最も豊かなアフプアアで、私たちも湿

原の周りの丘で古代に使われていた石組みや石段、

穀物を挽いていたグラインドス トーンを見ること

ができました。かつて最高で120万人は居たので

はないかといわれるハワイアンの食糧は、各地の

こうしたアフプアアですべて自給できていたわけ

ですが、現在はほとんどが島外に依存している状

態とのこと。

チャックさんは、「ハヮイが本来持っているエ

コシステムを回復させたい。一言で言えば、それ

は西洋と東洋、エコロジーとサィェンス、伝統文

化など今ある全ての要素のバランスをとりながら、
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ハワイアン自身の手で調和させていくことです」

といいます。数年前からこの湿原一帯にハヮイ固

有の植物を植栽しはじめている現場を見たり、エ

コシステムが滞ったために今は60センチあまりの

固めのスポンジのようになった湿原の堆積物の上

を歩きながら、これを取り除きたいという説明を

聞きました。苗の水遣りや修復作業には環境教育

の一環として地元の高校生達が大勢関わっている

そうです。「ボランティアだからできることだ」

「理念だけではここまでできない」「こうした方法

が科学的にどういうことになるのか、見当が付か

ない」という感想も聞こえました。

湿原の海側では、かつて水害から住民を守るた

めに作られた堤防が、生態系の障害となっている

こと。また環境教育のための見学コースとして公

園を整備したいというチャックさんたちの希望に

対して、静かな暮らしができなくなるので困ると

いう地元の声があることを紹介されました。一つ

のことには様々な断面があることが象徴的な場面

のように思いました。チャックさんはほとんどの

時間を市民や行政など様々な立場の人との話 し合

いに割いているとのこと。地道な話 し合いを通 し

て社会的なコンセンサスを作り上げていこうとし

ているチャックさんの姿から、強靭な精神力と実

戦力を学びとりたく思います。
一日の終わりは、コバルトブルーのワイマナロ

ビーチ。それぞれ思い思いに波と戯れ、私は犬掻

きでも十分楽しめて本当に幸せ。//美 しい砂浜と

波に疲れも吹き飛び、初めて出会ったみんなとも

一つに溶け合った夕暮れでした。(報告 :片山弘子)

2日 目 〔6月 11日 (日)〕

● 午前

第 1議題は 「自然と調和する社会」である。今

回のセミナーの議論全体を方向付ける、この重要

なテーマについて、日本側を代表して内藤正明先

生から発表していただいた。社会システムの変革

という大枠から農系循環という具体例まで、また

経済的仕組みや倫理の問題など、幅広 く網羅 した

内藤先生のお話は、米国側参加者にとっても大変

刺激的だったようだ。
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まず、20世紀から21世紀へ向けて転換すべきパ

ラダイムが示された。20世紀はその思想的背景に

(資源と環境は無限)と するフロンティア世界観

と成長史観があり、これが 「市場原理」と 「一過

型大量生産/化 石燃料」を基礎にした社会システ

ムにつながっていた。しかし、21世紀には、この

パラダイムを変えていかなければならない。つま

り、「ガイア的自然観」と 「持続史観」を思想的

背景にした、「市場/社 会/生 態原理」と 「循環

適量生産/自 然エネルギー」の上に立つ社会シス

テムをつくるべきである。

ただし、社会シナリオは決して一つではなく、

2つの潮流と4つのシナリオに分けられる。一方

の潮流がTechnO_Centrismであり、そこには高度

先端技術を志向した①現状延長シナリオと、技術

改善やリサイクル技術によって立つ②エコビジネ

スシナリオがある。他方は、Eco―Centrismと名

付けるものであって、エコ産業革命による③産業

変革シナリオと脱工業社会 ・脱石油文明を目指す

④文明変革シナリオがある。この4つのシナリオ

を見比べると、④が最も私たちが目指すべきシナ

リオではないかと思う。技術に期待しすぎるEnd―

of―Pipe式の方法では限界があることも、また、

産業のみでなく文明の在り方までも転換 しなけれ

ば真に 「持続可能な生活」はできないことも、私

たちは知っているからだ。

また、内藤先生は、循環社会を作る上では、世

界貿易の問題も考えなければならないと指摘した。

日本は日々大量の資源を輸入している。例えば、

農産物などの形で海外から輸入される窒素の量は、

国内の環境容量を超えており、富栄養化による水
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質汚染などを引き起こしている。逆に輸出国から

見れば土壌の栄養分を失っているわけである。栄

養分を肥料の形にして輸出国に船で送り返すこと

も考えられないではない。しかし、最も環境負荷

が少なく、経済も人間関係も望ましい社会は、循

環型農系生産を基礎としたコミュニティ共生型社

会ではないか。これは江戸時代という閉鎖系社会

を経験している日本にとっては、至極当然の発想

だが、フロンティア精神 ・移動の自由 ・競争主義

などの精神性を持つ米国人にはどのように受け止

められただろうか。 もしかしたら、「自動車をア

メリカに売ることで経済が成立 している日本が自

給自足を目指そうと唱えるのは、滑稽だ」とも思

われたかもしれない。しかし、その困難な課題に

挑戦しなければもう後がない、と私は思う。

内藤先生は、価値観や倫理に触れて、「日本で

は、戦後、宗教や哲学の問題に触れることはタブー

とされてきた。しかし、それを考えなければなら

ない時期にきている」と発言した。また、こうも

言っていた。「社会システムさえ用意されれば、

技術はそれに合わせて開発される。つまり、技術

開発よりも社会システムの変更の方がはるかに重

要だ。」工学系の先生でありながら、むしろハイ

テク技術による解決は無理であると悟 り、社会シ

ステムとの関連から農系循環の研究に取り組んで

おられる内藤先生は、本当に素敵だと思う。

このように、第 1議題はいきなり核心に踏み込

んでディスカッションも大いに盛り上がった。大

量消費 ・大量廃棄の大罪を負う日米両国の合同セ

ミナーという機会と、美しい地球を護りたいと誓

わせるハワイの自然が、よリー層私に染みた。

(報告 :松尾和光)

●午後

第 2議題 「ライフスタイル」では、日本側から

は藤村コノヱさんの 「適度な消費」、米国側から

はスーザン・マーコットさんの 「環境のための消

費者の選択」という発表があり、その後参加者全

体の意見交換が行われた。発表の内容と参加者の

意見を織り交ぜて私なりに受け止めたことをまと

めてみた。

藤村さん=消 費とは日本語辞書では、欲望の充
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足のために財貨を使いなくす行為とある。欲望が

あまりにも行きすぎて様々の問題をおこしている。

心を充たす方法としては種々あるだろうが 「モノ

の消費」で充たしている部分が余りにも多いよう

だ。金さえあれば簡単にできるモノの消費で心の

充足を得たつもりになる。金が欲 しいので労働

(勤労ではない)を する。 もっと欲 しいので長 く

働く、時間のゆとりがない、労働は苦痛となり心

は充たされずモノの消費へ ・・・と悪の見本の循

環だ。

では、適度な消費とは? 大 量生産をやめさせ

る、生産システム側から無理ならば、消費側から

大量消費を止め間接的にブレーキをかけ適度な生

産と消費のシステムにする。具体的には、①環境

負荷が少なく、②資源循環をし、③心が充たされ

る消費であった方が良い。それにはライフスタイ

ルや価値観を変える必要があるが、教育だけでは

難しく、ある程度の規制は必要である。モノ以外

の豊かさを本気で考えよう。金がない、忙 しい、

時間がないのではなく、思いこんでいるか思いこ

まされているのではないか考えてみる価値はある。

環境にやさしい行動は楽しみながらしないと永

続しないのかとも思える。広告におどらされず、

製品に対する正しい情報を知り、知 らせることが

大切だ。

スーザンさん=持 続可能な消費とは何か ? 私

達は毎日数多くの選択をせまられるが、何がどの

ような影響があるのか解らない。赤ちゃんのオシ

メは紙、プラスティック、布どれが良いのか ?

携帯電話、電子レンジ、家電製品、良いのか悪い

のか ? 消 費者や環境のための効果的なこととは

何か ? 何 が大切で消費者のできる範囲は? 消

費生活が環境に悪い影響や害を与えると言うこと

は簡単だ。①大気、②水質、③生態系の変化、④

温暖化の問題、数え上げればきりがなく50以上あ

る。①自動車など乗り物は、②食肉類は、③野菜

や穀物は、④エネルギー、⑤電化製品、⑥住宅関

係、②上下水道、人間が生きていく基本的必需と

いわれている全てが含まれている。旅行を減らし、

肉も食べず、再生エネルギーを使い、電力会社も

良く選択して、家の構造も省エネを考え太陽熱を

利用し、水や湯の使い方も工夫する。燃料も良 く
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考える。先進国の消費文化は伝統的社会に比べて

選択肢が多すぎるし、余裕がありすぎる。

消費行為は個々人の判断が主で、環境影響が大

きく、社会的要素をもつ幅広いことなので何がど

れほど社会的に必要なのか政治面、社会面で検討

すべきである。

スーザンさんがビルマ北部へ行った時、自動車

はおろか自転車すら通れず移動は徒歩のみという

ところで、建物 (住宅)は 周囲にあるもの何でも

活用して創っているのに感動した。何もない (消

費文明と比べて)中 で豊かさ、裕福さを感 じる人

達で感動の連続であった。個人の選択を優先させ

るのが米国の伝統的なことなので倫理教育は大切

であるが、60年代からこういう話がされているの

にあまり変わっていない。やはり規制をしなけれ

ばどうにもならないところまで来てしまっている

のではないだろうか。スーザンさんは17世紀に建

てられた住宅を10数年修繕しながら住み続け今後

も修理しながら生活するという。

彼女のお母さんは1940年頃からクズ糸をつなげ

てボール状にして大事にし、スーザンさんは今も

それを使っているとのことである。次世代を担う

青少年の消費パターンをみると13～6才 で100ド

ル/人 ・週。車の保険や音楽関係が主で自動車は

力の強い大型を好んで乗り回している。炭鉱坑道

の安全確認に使っていたカナリヤ鳥のような 「カ

ナリヤ青少年」を社会に送っているのは常識的で

ない。倫理教育の重要性を感じる。青少年の消費

は個人の選択というより社会的圧力、マスメディ

アに左右されているといえる程にマスメディアは

大きな存在になっている。にもかかわらずそれを

チェックする方法が見あたらない。消費を拡大さ

せるため巧みに作られたマスメディアの大洪水の

中で、溺れかけ、のたうちまわる犠牲者にも見え

る。国立公園等の大自然を背景に、カッコイイ映

画スターなどを使って若者をはじめ消費者を煽動

し、洗脳しているし、されているようだ。世代間

の公平や子孫への責任を考える面がおろそかになっ

ているようだが個人的選択をする場合の重大性を

認識すべきであるが、これを実現するには、NP

O、 NGOの 主体的活動が最もお、さわしいのかも

しれない。

2000年7月号

現社会制度では紛争解決は最終的には裁判とい

う方法なので法的整備がなされているかが重要と

なる。青少年に対する親の責任、成人の責任とい

う考え方でとらえれば現行法でも可能ではないか

研究に値するし、意義あることと思える。

活発な発表や意見交換が行われたが限られた時

間であったので、掘り下げた議論まではできなかっ

た。消費は、即、環境負荷であること。 ライフス

タイルは消費パターン・行動であるから個々人の

選択は最も重要である。だから慎重かつ真剣に行

わなければならず、そのためには環境倫理の追求、

情報公開、マスメディアのチェック、メディア担

当者そのものの変革等を粘り強く、繰り返 し継続

するしかないのではないかと私は思った。

(報告 :小森悟)

3日 目 〔6月 12日 (月)〕

●午前

「2000年4月時点で、日本企業による環境マネー

ジメントシステム、Is014001取得サイ ト数は約

3700件に上り、世界一の取得数である」後藤敏彦

環境監査研究会代表幹事によるプレゼンテーショ

ンは、近年の日本企業のグリーン化を裏付けるグ

ラフから始まった。

ISO取得件数からも分かるように、最近の日本

企業の環境への対応はめざましい。ほんの 5, 6

年前までは殆どの企業にとって 「環境」とは 「コ

スト、企業の行動を阻害する要因」でしかなかっ

たものが、大変な変わりようである。では、なぜ

これだけ急激に日本企業がISO取得に熱をあげて

いるのであろうか ?後藤代表幹事は、「ISOという
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国際的に認められた認証を得る事で、国際競争力

を強化できる」「企業イメージを向上される事が

出来る」などを挙げられた。私は、環境に配慮 し

た企業活動を行う会社へ投資を行 う投資信託 「エ

コファンド」の企業調査を担当する、株式会社グッ

ドバンカーの調査員であるが、昨年に当社と日興

講券グループによって 「エコファンド」が開発さ

れた。これはグリーンコンシューマーをグリーン

インベスターに進化させる市場メカニズムの構築

に寄与することとなったのだが、2000億円という

市場規模を獲得したことで、そのメカニズムが実

際に機能し始めている。

このように、市民社会の意識の向上とともに、

市場メカニズムの点からも 「環境への配慮」を促

す社会状況が形成されつつある。これらは環境ヘ

の配慮が企業の利益になる状況が生まれたと言う

事であると考えられる。現在我々が直面 している

地球環境問題は、その問題の発生に極めて多くの

者が関与しており、被害者、加害者の区別がつき

にくい。また、それ故に社会を構成する全ての主

体が、それぞれに変化を求められている。いま日

本は、遅まきながら多くの主体が環境と言うもの

に対してこれまでとは違った行動を起こしつつあ

り、それらが有機的に繋がりを持ち 「良き流れ」

を形作り始めているのではないかと感じる。

日本企業が熱心なのはISO取得だけではない。

後藤代表は続けて、製品の環境情報を表し、環境

負荷の低い製品の購入を促す為のエコラベル、廃

棄物ゼロを目的としたゼロエミッション、環境負

荷の低い製品を優先的に購入するグリーン購入、

企業の環境負荷情報、環境対策の費用対効果を表

そうとする環境会計、そして企業の環境情報を包

括的に公開するツールとしての環境報告書につい

ての動きを説明された。エコラベルについては、

製品の環境負荷を表すツールとして多くのメーカー

によって実施されているが、個々の企業が環境に

優しいと認めた製品に付する 「タイプ2エ コラベ

ル」への活発な取組のみならず、その実施の難 し

さから、ISOでは一時棚上げとなった製品のLCA

情報 (製品の原料採掘から廃棄に至るまでの環境

負荷を定量的に表したもの)を 公開する 「タイプ

3エ コラベル」へも日本企業が政府機関と協力 し
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て意欲的に取り組んでいることを紹介。同じくグ

リーン購入、環境会計では、企業がNPO、 政府機

関のイニシアチブの下、それらの活動に取り組ん

でいる事などを紹介された。また、環境報告書に

ついては、某大手電気機器メーカーがこの会議の

日本側主催者である環境文明21と共同で環境報告

書を作成したという日本企業の例のあと、国際的

な環境報告書のガイドライン作りに取り組んでい

る団体であるGRI(Green Reporting lnitiative)

の紹介をされた。GRIは 、企業の情報開示を 「持

続可能性」で行う事が今後必要となるとして、一

①従来の財務パフォーマンスを中心とした財務的

側面、②企業の事業活動から発生する環境負荷を

表す環境側面、③地域社会への影響、マイノリティ

問題への対応、女性の雇用状況などの社会的側面―

の3つの側面から情報を開示する 「トリプル ・ボ

トムライン」を提唱しているとのことである。 G

RIの ほかにも、UNEP(国 連環境計画)や 、ヨー

ロッパの諸機関などが環境報告書のガイ ドライン

作りを行っているが、今後、従来の財務報告書の

みならず、環境報告書の開示が、企業のアカウン

タビリティーとして、21世紀のグローバルスタン

ダードになることが予想される。

後藤代表のプレゼンテーションから、現在、企

業における環境対策が急速に進みつつあり、対策

を有効に実施するツールも日進月歩で進化 してい

る。また、それら多くの進化は、企業単独で進め

られているのではなく、世界的な環境問題への関

心が高まる中、政府機関、NGOな どとの協力によっ

て加速されており、社会全体の環境への意識がそ

の急速な変化を下支えしているという構図が私の

中に浮かび上がった。

私自身、企業の環境対応を調査するという仕事

を行っているが、それら良き変化の加速に、微力

ながら貢献していきたいと思っている。

(報告 :松尾雄介)

●午後

議題 4の テーマは 「廃棄物・リサイクル」に関

してであった。アメリカ側からはフランク・アッ

カーマン氏が 「なぜ リサイクルするのか ?」、日

本側からは加藤二郎代表が 「『循環社会』実現に
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向けた法制定の努力」、田中靖訓氏が 「日本にお

ける産業廃棄物 リサイクルの新しい試み」と題 し

て発表があった。その後、他のセッション同様に

活発な討議が展開された。

最初の発表としては、アッカーマン氏が、 リサ

イクルという行為に対し、一般論としての根源的

な動機を考察してみせた。確かにリサイクルに反

対する人はいないし、漠然とそれは良い行為だと

誰もが感 じているが、突き詰めてその理由を問わ

れると、スラスラと説明するのは難 しい。氏はそ

の理由を3つ に要約している。①現在の経済活動

はごみが多いと言う感覚、②長期的には資源もエ

ネルギーも枯渇するので、守らなければならない

と言う信念、③子孫の為に持続可能な未来を築き

たいと言う熱望である。

日本ではともすると、ダイオキシン問題、最終

処分場の不足等、身に迫った課題がクローズアッ

プされ、こういった根本的な問いかけはおざなり

にされがちである。前提として自覚 しておくべき

視点であると感じた。

また、アッカーマン氏はアメリカの先進的なリ

サイクル促進の事例として、シア トルの取組を紹

介した。

第 2の 発表として、始めに加藤代表からは、

「循環」という概念の意味説明があり、江戸時代

の日本が循環社会の実例として引き合いに出され

た。続いて循環社会づくりのための必要条件と、

物質循環を促進する法体系の説明があった。

特に、循環型社会形成推進基本法に関し、法体

系の根幹を支える理念法として、要点が解説され

た。その中で、リサイクルの優先順位がハッキリ

と明文化され、国民の責務が示されたことは画期

的なことであるとの説明があった。加藤氏は、こ

れだけの短期間に法体系の整備がなされた事に驚

きを示すと共に、ここ5年程で大きな効果が上が

るとの期待を表明した。

次に加藤代表は、物質循環を促進するには、相

応のコストに関して公平な負担が必要であると訴

えた。また、社会が持続的に発展する為には、

「環境保全」と 「経済の質の確保」との 2軸 が大

切であると主張し、これまでの 「経済規模の拡大」

といった 1軸を中心とする社会からの転換が説か

2000年7月号
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れた。

第3の発表としては、田中氏より廃棄物処理の

現場の立場から、リサイクル事例が紹介された。

まず、静脈、動脈産業の垣根がなくなりつつある

産業界の現状についての言及がなされた。次に、

廃油 リサイクルとして、独自ノウハウによるセメ

ント会社向け補助燃料への活用事例が紹介された。

また、セメント業界の環境事業への参画に関して、

その影響力の大きさと可能性が指摘された。環境

事業戦略として、セメント事業を核にし、関連 リ

サイクル事業を有機的に連関させるというクラス

タリングの手法が説明された。実例としては、エ

コセメントヘの取組が紹介された。

さらに、食品残さのコンポスト利用。通信衛星

を利用した廃棄物情報管理システムの紹介もあっ

た。最後に、廃棄物処理市場の成熟と処理業者ヘ

の信頼性向上の為に、情報公開の重要性が強調さ

れ、締めくくられた。

討議においては、まず、アメリカにおいても、

ハヮイやグアムのような島嶼においては、最終埋

め立て地の不足といった逼迫した状況もあるとの

指摘があった。また、リサイクルが進んでいる地

域の条件として、指導力を発揮するリーダーの存

在、行政と民間の協力体制、市民の意識の高さ、

処理料金の高騰といった強制力の存在等の説明が

あった。

また、日本の今回の法整備の効果として、加藤

代表より、食品、建設、工場等の産廃分野で、劇

的な削減が実現されるのではとの見解が表明され

た。アメリカ側からは、ヨーロッパでも進んでい

る法律による規制は、アメリカでは馴染まないと

の意見が出された。 (報告 :大島伊貢)

4日目 〔6月13日(火)〕

第4日 目の議題 5は省エネと再生可能なエネル

ギーというテーマで講義とディスカションが行わ

れました。

講師は、バリー・ラレイ氏 「ハワイにおける省

エネの実際」とダグ・ヒル氏の 「セイラム発電所

Health Link/マ ーブルヘッド癌予防プロジェク

ト」の2題でありました。

バリー氏によれば、ハヮイにおいてソーラユニッ
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卜の普及を行えば、2018年までで40億 ドルの節約

ができるとしている。そこでハワイの電力会社は

6000ユニットを用意して各家庭に使用をすすめて

いる。但し、500ドルの援助があったとしても1家

庭4000ドルの出費である。これを分割で支払 うと

8年間で経費回収できるとのこと。

コロラドエネルギー省の意識調査で、人々はソー

ラユニットについてどのように思うかの問い合わ

せに、1番多くはお金の節約が出来ると言い、環

境に良いから使用すると答えた人は2番目であっ

たという事でした。

なぜ ?使用しないのかの問い合わせでは、値段

が高すぎる、太陽光線が少ないという錯覚とお湯

の精製量が少ないと答える人が多いとの事でした。

環境について考える前に、やはり自分の損得を考

えてしまうのは仕方がないように思いました。 し

かし、環境を維持していくにはその意識を切 り替

える必要があります。

次に、購入に対しての心配事は何ですか ?の 間

い合わせには、 1。メンテナンス 2.ア フター

ケア 3.使 用するお湯の温度と量であったとの

こと。

自分の身近の事で考えるならば、例えば車の購

入を考えるとメンテナンスすべき箇所や方法、ど

の程度までの保証があり、対応が速やかに行って

もらえるか、燃料の種類や燃費はどれくらいなの

かを考えて購入するのと同じであると思います。

しかし、ソーラユニットは、それだけでは購入に

は踏み切れないところもあると思います。今現在、

電力会社から電気の供給を受けているためそれ以

上のメリットが無ければいけないと思います。環

境にやさしいことはもちろんですが。…………。。

ここでひとつ疑間に思う事があります。このユ

ニットは永久に使用することは出来ないと思いま

すが、これが使用できなくなった場合に廃棄物と

なるのでしょうか?廃棄物とはならないリサイク

ル可能な素材であってもらいたいと思いました。

ここでひとつ本題とはずれますが、ハワイに来て

最初に思った事は、ゴミをどのようにしているの

かなという事でありました。参加者の中から埋立

処分されていると聞きましたが、何もかも一緒 く

たにゴミ箱に捨てるにはここ5日 間抵抗がありま
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した。これは日本人参加者皆さん思われていたの

では,……。

日本のように、空き缶は個人回収者 (ホームレ

ス?)が いればかなりの量が回収され、再生可能

なエネルギー?になるのではないでしょうか。

次にダグ氏の講義は、1997年友人を乳癌で亡く

した話で始まりました。

その友人は常に健康に気をつけた生活をしてい

ました。ビーチをきれいにする会をつくったり役

所の庭をきれいにしたりと行動的な人でした。犬

の散歩をしている途中、庭木に殺虫剤を散布 して

いる人がいると注意を呼びかけていたそうです。

そんな人が6ケ月後、死亡してしまいました。

友人などの集会において、ボストン郊外のマー

ブルヘッドは乳癌 ・皮膚癌と白血病が多いと分か

り、プロジェクト計画が始まったとのこと。そし

て殺虫剤メーカに庭木の手入れを断り、薬剤の使

用を止つた人が一人でてきたそうです。

又、癌の経験者が家族や友人にいる人はと尋ね

れば、集会の参加者600人が全てあると答えたこ

とは私にとっては大変驚きでした。

市民団体は、コミニュケーションを大切にして

個人に訴えることで、徐々に同志が増えるとのこ

と。

マーブルヘッドの風上にあたる所にセイラム発

電所があり、ばいじんや毒物を放出しており古い

施設のため法的規制の対象外であったとのこと。

しかし、これも市民の集まりで情報収集や国や市

長 ・市民に情熱をもって訴えることにより成果が

あがったとのことでした。

Inspirationo OrganizatiOn. InfOrmation.

参 加 者 の 面 々
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Actionの4つ のモーションが必要であると認識さ

せられました。

この様に話を聞くといつも思うのですが、なぜ

市民からこの様な行動をしなければ事は解決 しな

いのでしょうか ?国や行政の力で第一歩から改善

できるといいのですが。

1日目は野外研修とはいえ、4日 間も講義だらけ

で果たして自分は耐えることができるのだろうか

と不安でありました。しかし、講義がすすみ日数

が経つにつれて引きずり込まれるようになってい

ました。確かに自分にとって大きな問題でもあり

何から手をつけて良いのか迷ってしまいますが、

自分の出来る小さな事を手がけ、機会があれば何

かに参加して意識を高めたいと思います。

このセミナーに参加させていただいた事により、

良い経験と情熱のある方々に出会う事が出来、こ

ころより感謝いたします。 (報 告 :桜井久夫)

0日 米共同研究プロジェクト

第 3回 日米セミナーに引き続き、日米共同研究

プロジェクト(日米における循環社会創造のため

の制度構築に関する研究)の 第 1回会議をハヮイ

大学内で開催した。このプロジェクトは、2025年

を目標年次として、日米が共に目指すべき循環社

会 (環境負荷が少なく循環を基調とする社会)の

ビジョン (目標像)と そこに辿 り着 くまでのシナ

リオ (実現方策)を 作成するものである。研究の

成果は政策提言として取りまとめ、広く社会に公

表することにより、日米のみならず世界全体での

持続可能な社会の実現に寄与することを目指 して

いる。なお、ビジョンとシナリオは包括的なもの

(全体ビジョンおよびシナリオ)と 共に、循環社

会を構成する主要分野である①エネルギー、②廃

棄物 ・リサイクル、③ライフスタイルおよび④企

業活動の4分野について、分野別のビジョンとシ

ナリオを作成する。このような多分野にわたる包

括的な研究を実施するため、本プロジェクトでは、

互いに異なる背景を有する日米の環境問題の専門

家それぞれ6名からなる研究チームを設置した。

研究チームの名称は
“
」unkan SOciety Research

Team"で 、メンバーは下記の通りである。

2000年7月号

第豊1頭|1由1米1合1扇!セ|ミ|ナ|キ

・加藤 三 郎

究 リーダー)

・内藤 正 明

・後藤 敏 彦

・新田 義 孝

・藤村コノヱ

・小澤紀美子

・スーザン・

リーダー)

・バ リー ・ラ

部長

・ナズリ・シ

・フランク・

・トム ・ファ

:環境文明21 代 表理事 (日本側研

:京都大学教授 地 球環境工学専攻

:環境監査研究会 代 表幹事

:四日市大学教授 環 境情報学部

:環境文明21 専 務理事

:東京学芸大学教授

マーコット:MIT講 師 (米国側研究

レイ :ハヮイ大学海洋地球工学部学

ョークリ:MIT教 授

アッカーマン:タフッ大学教授

イラー :ロッキー ・マウンテン・イ

ンスティテュート

・有坂陽子 iサンフランシスコ大学助教授

この研究プロジェクトは今回および過去 2回 の

セミナーと密接に関係している。今回のセミナー

のテーマは 「自然と調和した21世紀の社会はどの

ようなものか?」であるが、これに対する答えが

「循環社会のビジョン」であり、1998年の第 2回

セミナーのテーマである 「持続可能な社会。我々

はどう辿り着くか?」に対する答えが 「実現 シナ

リオ」だからである。今回のセミナーにも研究チー

ムのメンバー12名の内9名が参加し、コーディネー

ターや発表者として重要な役割を果たした。

このプロジェクトは2000年3月から2002年2月

までの2年計画の研究であり、日米の研究メンバー

が集まる第 2回会議を2000年10月下旬にボス トン

で開催する。また、11月11日 (土)に はスーザン・

マーコット氏を日本に招き、本会の全国交流大会

と併せて 「循環社会のビジョン」に関するシンポ

ジウムを開催するので、会員の皆様にも是非ご参

加頂きたい。

なお、このプロジェクトは国際交流基金日米セ

ンターおよび地球環境基金より助成金を得て実施

(報告 :荒田鉄二)される。




