
第 7回 全国交流大会の報告

循環社会へのビジョンとその道す じ

10月19日 (土)午 後、こまばエミナース (東京 口駒場)に て、全国交流大会を開催 した。7回 目

を迎えた今回は、日米循環社会研究チームからの提案をもとに、循環社会とは具体的にどんな社会
か、それをどう実現するかについて、約100名の参加者と研究メンバーが、熱い議論を交わ した。

なお、本大会の開催にあたつては、米国から、スーザン ・マーコットさん、ラルフ ・コフマンさ
んに来日いただいた。

プログラム

①開会 ・代表挨拶  加 藤三郎

①話題提供 1 循 環社会一 日本の視′点

○話題提供 2 循 環社会―米国の視点

①話題提供 3 循 環社会とグローバルコミ

①パネルディスカッション ー 循環社会を
<パ ネリス ト>ス ーザン ・マーコット、
<進 行>藤 村コノヱ

①閉会

<話 題提供>循 環社会―米国の視点一

スーザン ・マーコッ ト

●私たちは今どこにいるか

米国は非常に経済志向が強い国であり、お金に

満腹 している。世界中を開発 したい、とい う野心

を持っている国といえるかもしれない。米国人は

働きすぎであり、そのせいで体も心もぼろぼろに

なっている。交通渋滞にはまつては、C02や そ

の他汚染物質を撒き散 らしている。また、石油志

向も強く、自国でも石油資源の開発に取 り組んで

いる。スーパーマーケッ トに行けばたくさんの商

品が並んでいる。少 しばか りは リサイクル してい

るが、大きなごみの出を

築いているのも米国人で

ある。

米国による過乗Jな消費

の一つの結果 として、普

通以下の生活水準にある

人々が世の中には大勢いる。不健康、中毒、犯罪、

大量の移民、戦争などが起こり、環境の劣化が進

んでいる。

時間軸で考えてみると、地球の人口が10億人だつ

た頃は、まだ自然が多く残っていた。 ところが、

人 口が増えていくと、自然のままの地域はどんど

ん減 り、人間の手が入つた、あるいは回復不能ま

でに変えられて しまった場所が増えていく。
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フル フ ・コ フマ ン

どう実現するか―

ラルフ ・コフマン、後藤敏彦、新田義孝、加藤三郎

●私たちは将来どこへ行きたいのか

研究チームで作ったビジョンの一つのイメージ

を 「循環曼茶羅」と呼んでいる。曼茶羅の中核は、

経済と環境、人間 ・社会の二つのバランスである。

その要素は、エネルギー、廃棄物、ビジネス、

消費 ・ライフスタイルの4つ である (図1)。 現

在の社会では、ビジネス、つま り企業が関与 した

形で生産が行われ、ライフスタイルに関与 したと

ころで消費が行われる。そ して、一方通行のまま

ごみが出されている。それに対 して、循環社会で

は、一方通行ではなく、資源をリサイクル し、閉

じた系のなかでバランスして循環を作 り出す。

エネルギー政策  廃 棄物リサイクル
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図 1.四 つの基本的な要素

循環社会のビジョンに近づ くには、 日本側では

「バランス」 と 「循環」が重要 とい うことであつ

た。一方、米国は、その文化的価値観を汲むと、

「公平さ」と 「機会」の 2つ が最も良い切 り口と
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なるだろう。全ての人々が平等であることは、米

国の独立宣言にも盛 り込まれている。私たち米国

人は米国が多文化を内包 した社会であることをと

ても誇 りに思つているし、世界中の人々に門戸を

開いている社会である。また、米国の歴史を振 り

返ると、肌の色、貧富の差、男女に関係なく、多

くの人に同じような機会を与えることをめざして

進んできた。それは、金持ちになる機会もあれば、

人生の質を高める機会、つま り、単に物質的だけ

でなく精神的、文化的、知的な意味で豊かになる

機会 と考えることもできる。

しかし、エコロジカル ・フットプリント (表1)

を見れば、米国人が大切にしてきた理念 と現実と

のギャップを知ることができる。例えば、世界の

道路、住居、その他インフラに使つている面積を

計算 し、世界人 口60億で害Jると、インフラなどに

使っている一人当た りの面積を知ることができる。

同様に、耕地、放牧地、木材の生産、一人当た り

の生産に必要な土地なども計算 した。 C02吸 収

のために一人当た り必要な森林の面積は、 日本は

世界平均の 2倍 、米国は日本の 2倍 、世界の4倍

も必要 としている。公平さと機会の考え方を世界

に広げるならば、今の私たちのや り方を変える必

要がある。

表 1.エ コロジカル ロフッ トプリン トの上ヒ較

(単位 :ha/人 )

項 目 世 界 日本 米 国

化石燃料か らの

C02吸 収

道路、建物、

その他インフラ

0.12

耕 地 0.69

放牧地 0.31

木材生産 0.28

魚、その他

海産物

0.04 0。2

フッ トプ リン ト

合計
*

2.85 12.3

現存生物容量 2.18

*生
物多様性維持のための土地を除く。

http://、v、v、v.rprogress.org/ef/LPR2000/

EF-1966-sumIIlary.zipより作成。

●私たちの選択肢

私たちが選択する道にはどのようなものがある
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だろうか。
一つは地球規模での破局である。社会

的な不公平が今後も続き、もしくはもつと拡大して

しまうと、テロと貧困も繰 り返すことになり、地域

的にも地球規模でも環境破壊は大きくなるだろう。

もう一つの選択肢が、グローバル ・コミュニティ

ヘの道である。例えば、ローカルな経済で再生可

能な資源だけを利用 して生きていくことができる。

しかし、生活の質を下げる必要はない。シンプル

な生活でも、コンピューターや移動手段、近代的

なヘルスケアを利用でき、教育や雇用も保障され、

一定の社会的公平さも満たされたものだ。 こうし

た夢を描 くことはできるだろう。物質主義や競争

主義でない生活の仕方が可能性 としてある。そこ

では、生活の質を計るときに、家族 との対話やコ

ミュニティヘの参加、自然保護、知的 ・精神的な

成長、多様性を認め大切にすること、時間や資源

をもつと共有 しあ うことなどが大切になつてくる。

●循環社会への道す じ

エネルギー分野では、例えば、再生可能エネル

ギーに換えていくこと、効率の良いエネルギーの

使い方をすること、省エネを進めることなどであ

る。再生可能エネルギーでは、特に風力が重要で

あろう。また、化石燃料ではない車、公共交通を

使 う必要がある。

廃棄物の分野では、 リデュース、 リユース、 リ

サイクルを進めることによつてごみの処分量を減

らそ う。

ビジネスが持続可能になるためには、株主への

説明責任を大切にし、また自主的な行動をとるこ

とが重要 となる。単に株主 (シェアホルダー)で

あるだけでなく、利害関係者 (ステイクホルダー)

として、個人の責任 として企業の行動に対 して物

申す。こうした形で米国が持っている民主主義の

考え方を企業の中にも持ち込もう。また、社会的

責任投資を進めていくことが必要である。現在、

200以 上のミューチュアル ・ファン ドがあ り、資

産は合計 2兆 ドルにもなる。 さらに 「企業の無責

任」から 「企業責任」へと変えよう。デュポン社

は、自らが安全性や健康、環境などのキャンペー

ンを始めた後、短期間で汚染物質の排出を減 らし
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ている。 さらに、地元の生産物や大量生産ではな

い手作 り品の重要性をもう一度見直す必要がある。

ライフスタイル と消費については、物を減 らし

て共有 し簡素化する必要がある。私たちが生きて

いく上で、ある程度の物質的豊かさは必要だが、

それは今よりももつとシンプルなものだろう。例

えば、もつと自転車に乗るとか、グリーン購入を

するとか、仕事 と余暇のバランスをとって時間的

に豊かになるとい うことだろう。

日米は、それぞれ違った角度からこの循環社会

にアプローチ している。そ して、両国が持続可能

な社会の例 として世界に模範を示すことができれ

,ずいい。

| ス ーザン・マーコット (Susan Murcott)

日米循環社会研究チームの米国側パー トナーであるサ
ステイナブル・リビング・ネットワークの代表。水処理技
術の専門家でマサチューセッツ (MIT)工 科大学講師。
中国、ブラジル、ネパール、ハイチなどの途上国で、安
全な飲料水を安価に提供するためのプロジェク トにかか

わつている。プロジェク トは単に安全な飲料水を提供す
るだけではなく、公衆衛生に関する知識の普及や女性の

社会的地位の向上にも貢献している。

<話 題提供>米 国とグローバル ・コミュニティ

ラルフ ロコフマン

●はじめに

今 日は皆 さんにこれまでとは少 し違った話がで

きるかもしれない。私は考古学が専門で、その中

でも世界全体の文明の歴史とい う観点から、成功

した文明や失敗 した文明について研究 している。

今 日、私が提案 し

たいのは、今破局に

向かつていく状況の

中で、アメリカの諸

問題を解決するため

の革命的なアプロー

チとは何かを考えることだ。今、アメリカの社会

はグローバル ・コミュニティを実現できるのかど

うかの岐路にさしかかっている。地球的なカタス

トロフィーを迎えてしま うのか、それ ともグロー

バル ・コミュニティを実現できるのか、それは私

たちの手にかかっている。今、私たちは新 しい技

術を必要 とする時代にさしかかってお り、また、
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新 しい価値観が求められている。この新 しい価値

観は、新 しい世界観に基づいたものでなければな

らない。そこでは世界を一つの繋がったものとし

て考えるとい う哲学的観点が必要になる。

●グ回―バル ・コミュニティに向けた発展の可能性

世界には三つの経済的な階級がある。その うち

最も貧 しい人たちの苦 しみはますます激化 してい

る。今、私たちが見ているのは、過宋J消費社会 と

貧困その他の問題に苦 しむ多くの人たちが同時に

存在するとい う状況であり、これがグローバル ・

カタス トローフの根本的な原因となつている。そ

れでは、これに代わる代替案はあるのか。グロー

バル ・コミュニティが発展する可能性はあるのか。

これが今 日、我々が自身に問 うべきことだ。

私の国、私の会社、私の利益、私には望むもの

を何でも使 う権利があるとい う思い込み、このよ

うな狭量な世界観がグローバル ・カタス トローフ

を招いているわけであるが、これは持続性 とは相

容れない。 これに対 し、哲学的な代替案を提案す

るとすれば、それはより広い世界観を築 くとい う

ことだ。すなわち、我々の幸福は相互に結びつい

ている。公平に分かち合 う必要がある。貧困は撲

滅 させる必要がある。地方の文化 とグローバルな

文化を共存させる必要がある、とい うことだ。

●21世紀のアメリカ哲学

我々は変わらなければならないが、それはたや

すいことではない。そこで、少 し変わった提案を

してみたいと思 う。私は、今アメリカ人が支配 さ

れている、ユダヤ教、キリス ト教、イスラム教の

世界観から脱却 しなければならないと考えている。

必要なのはもつとホリスティックな世界観で、そ

の下では人間は自然 と平等であり、自然は保護 さ

れた資源であるとい う考え方だ。アメリカを良く

見てみると、実は先住アメリカ人がそのような考

え方を持っていた。そこで、アメリカ人がホ リス

ティックな世界観を身につけるための一方策 とし

て、アメリカ先住民の世界観を呼び覚ますことを

提案 したい。アメリカ先住民の世界観はどうい う

ものかというと、次の三点に要約できる。各人の人

生の目的は、自然 との調和を実現することである。



人間は自然の一部であり、その一つの具現化である。

自然の園は神聖なものであり、栃れたものではない。

これは仏教の世界観 と共通するところがある。

●アメリカ先住民の砂絵と仏教の員奈羅

アメリカ先住民と仏教は共に、何世紀にもわたつ

て曼茶羅の科学と芸術を発展 させてきた。両方に

おいて円が地球全体を包含 してお り、世界軸 とい

う調和の中心を持っている。仏教の曼茶羅でもナ

バホの砂絵でも、四つの方位があり、それ らは叡

知を現 している。調和は中心から周辺へ と広が り、

また中心に戻る。チベ ットの曼茶羅もナバホの砂

絵 も、個人または社会を癒すために作 られる一時

的なものである。曼茶羅は完全な調和である円を

意味 している。悟 りを得た仏陀は、目に見える形

を持たない。このため、曼茶羅が仏陀の悟 りを得

た体を象徴 しているのだ。仏陀は、 「私は仏教を

教えるのではない。仏教への道を教えるのだ」と

言つたが、同様に曼茶羅は個人の調和のための精

神的な道案内といえる。これは深遠なる良識なの

だが、それは個々人が調和すれば、地球全体も調

和するとい うことだ。

アメリカ先住民の砂絵はシャーマンによつて、

1国人の機能障害や社会的な困難を癒すために描か

れる。それは、混乱 と不調和 と破壊によつてもた

らされた忌まわしい状況を追い払 うことによって

調和を回復する。チベ ットでもそ うだが、砂絵は

今 もナバホ ・インディアンによつて実際に行われ

ている。ナバホの砂絵は癒 しの儀式であり、砂絵

には トウモロヨシの粉 と花粉が使われる。花粉は

新 しい命の源であり、 ト ウモロコシも農耕民であ

る彼 らにとって同 じような意味を持つ。癒 される

人は、歌われる人 と呼ばれる。それは儀式の間ず

っと歌が歌われるからだ。シャーマンが砂絵に触

ると、湿 り気により手に花粉がつく。そ して、そ

の花粉を癒すべき人の体につけることによリエネ

ルギーを与える。重要な点は、花粉が癒すべき人

につけられたその瞬間に、砂絵 自身はエネルギー

を失 うとい うことだ。その力はもう既に個人に移

つているからであり、これは循環社会が求める調

和を自然から導き出すプロセスなのだ。
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ナバホ ロインディアンによる砂絵

●循環社会が求めるもの

私達の考え方、ものの見方を変えなければいけ

ない とい うことに同意 していただけると思 う。

難 SヽAが 月から地球を撮ったものを見ると、地球

が広大な宇宙の中の本当に小さな存在であること

がわかる。私達は今までのような経済中心の非常

に利己的な社会から、シャーマンが手をかざして

人を癒 したように、人々が互いにコンタク トを持

ち、話 し合い、助け合 うような、そ うした社会ヘ

と変えていかなければならない。経済 と社会 と生

態系が調和 した社会を実現 しなければならないの

であるが、私は、その調和の中心に愛情を置きた

いと″8う 。

●グ回―バル ・コミュニティヘの転換

今 日言われていることとは違って、安全保障と

は自然を守ることだと思 う。ナバホの砂絵では、

母なる花粉が地球を取 り囲んで大地を豊かにして

お り、父なる太陽が大気 と鳥達を守 り、虹の守護

神が全ての創造物を守 り、幻 日の守護神が地球を

守っている。循環曼茶羅では、安全保障 とは、そ

の周辺部に描かれた青い地球を守ることだ。

安全保障の道す じとしては、軍事費をNGOに

よる人道支援や持続性のための方策に振 り向けて

いくことが必要だ。エネルギーの道す じは、エネ

ルギー消費を大幅に削減 していくことになる。

私はグローバル ・コミュニティは可能だと考え

ている。そこでは、自然 との絆を取 り戻 し、個人
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として互いの絆を取り戻すことができるであろう①

ラル フ ・コフマ ン (Ralph」.Coffman Jr.)

フィッチバーグ大学名誉教授。古代における世界の歴

史を専門とした考古学者 ・歴史家。1976年にハーバー ド

大学でPh.Dを 取得。フィンチバ~グ 大学にて世界の

文明について 3セ メスターのプログラム担当。現在、ユ

ーラシア、太平洋と北アメリカにおける古代の貿易と交

易様式について精力的な研究活動を行つている。    |

<パ ネルディスカッション>

循環社会をどう実現するか

0は じめに

藤村 :まず最初に自己紹介も含め、循環社会につ

いて、担当した分野からのご意見をお願い したい。

新田 :プ ロジェク トではエネルギー分野を担当し

た。四日市大学環境情報学部教授、 (財)電 力中

央研究所研究参事を務めている。 日本は火力発電

所で使 う石炭の 6害Jを土地のアルカ リ化がひどい

豪州から輸入 している。そこで、 日本の発電所の

脱硫装置で得た石膏を里返 りさせ、土壌改良に活

用するプロジェク トなどを実施 している。知恵を

出し合い、互いにないものを与え合 うことで、循

環社会の糸 口になるのではないか。エネルギーの

点では、 日本は人 口が減少すると理想的な省エネ

社会になるだろう。 ト ップランナー方式の効果で、

家電が高効率になつている。2010から2015年以降、

エネルギー消費は減っていく可能性がある。

後藤 :NGO環 境監査研究会の代表幹事を務めな

がら1990年前半から企業の環境マネージメン トを

研究 している。社会が投資によつて良い企業を選

択 しよう=SRI(社 会的責任投資)と い う考え

方が注 目されつつある。持続可能性 とは、
一人ひ

とりがどう考えるかが最大のポイン ト。それが社

会を動か し制度を作 り、循環社会をつくっていく。

多くの人 と議論をしながら認識を深めていくこと

がその道筋だと思 う。

藤村 :私 自身はライフスタイル、価値観の分野を

担当したが、持続可能な社会は単に環境や経済だ

けでなく、人間 ・社会の持続性が重要 とい うこと

を言い続けた。また、プロジェク トの最後に、研

究成果をイメージしやすいように、30年後の持続
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可能な社会での一 日と一生の一例をイラス トにし

て報告書に添付 した。人により循環社会のイメー

ジは違 うと思 うが、このような社会を実現するた

めに何をなすべきかを今 日これから話 し合いたい。

●持続可能な社会づ くりは動き始めている

加藤 :廃棄物については、米国でも問題は深刻だ

が、 日本では 2年 程前に循環型社会形成推進基本

法の下、各種 リサイクル法ができ、PR句限 法も実

施され、これが今後かな り効いてくると楽観的に

見ている。これはアメリカに見習ってほしい点だ

が、一方でデポジッ ト制など日本が学ぶこともあ

る。来年、京都議定書が発効すれば、二酸化炭素

の削減や廃棄物の問題に影響する。イラス トのよ

うな循環社会ができるかもしれない。

後藤 :ビ ジネス面の動きとして、CSR(企 業の

社会的責任)に ついての最近のアンケー トでは

380社 中86%が 持続性報告を必要 と考えてお り、

多くの日本企業が持続可能性への配慮 とレポー ト

提出の重要性を認識 し女台めている。世界的にSRI

が急増 し、 日本企業も2害1以上を外人株主が占め

るようにな り、世界の市場で評価 されるために必

要になってきた。一方で、外部不経済を市場経済

に落 としこむ手段 として、法律などの規制は依然

として重要だ。情報公開を通 して企業行動を変え

ていくPRTR法 や、 ISOの CSR規 格など自主

的な対応、ソフ トローもある。またフリーライダー

(ただ乗 り)を 許 さない社会的な圧力もいる。 日

米研究でも扱った石田梅岩の石門心学や武士道精

神等のような、失われたビジネス倫理の回復が重

要だ。グローバル化が進む中で、児童労働や強制

労働で作 られたものが入つてこないかをマネージ

メン トする、サプライチェンマネージメン トの老、

要性 も増すだろう。私はボランタリーな、地域に



即 したエコノミーがあって、始めてしなやかな社

会ができると考えている。NPO、 エコマネー、

地域通貨などとの組み合わせも必要になる。

●米国の心強い動き

藤村 :プ ロジェク トで全体 ビジョンと消費を担当

したスーザンさんは、シンプルライフを実践 して

いる。だが、消費を煽る広告が氾濫 している米国

社会の中でライフスタイルを変えること、つま り

本当にいいもの、必要なものを買 う消費スタイル

は可能なのだろうか。可能だとすればどのような

方法があるだろうか。

マーコッ ト:確かに米国は 「もつと買え、もつと

買え」の社会である。多くの人が買 うことで幸せ

を感 じている。そ して大きなクルマ、ファース ト

フー ド、肉食が大好き。
一方で、それを疑間に感

じ、消費 しすぎることが若い人や暮 らしの質に与

える影響を危惧する人が増えてきている。 「モノ

があれば」は中毒のようなもの。それが自分の人

生を台無 しにして しま うこともあると認める人も

現れはじめ、別の、心強い傾向が出てきている。

例えば、地産地消の地域型農業の取組みが広ま

りつつある。地域の生産地から有機農法の作物を

買つて農家を支え、健康的な食べ物を得ると同時

に、輸送による環境負荷も抑えられている。もう

一つの傾向は、健康に注目したNGOの 活動。 自

分や家族の健康を掲げたアプローチは、温暖化防

止より受け入れ られやすい。例えば、発癌率の高

ま りや、身近な人が癌にかかつたとい う経験から、

健康を守るために石炭火力発電所を止めようとい

う動きがある。また、省エネ型の商品や持続可能

な森林経営からの木材を使お うとい う動き、同時
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に、社会的に悪い所からは買わない動きもある。

いくつかのコミュニティでは独 自の持続可能性

指標作 りが始まっている。シア トルでは自転車保

有率、犯罪率、年配者の健康保険率、気候保全な

どを指標にし、自分たちにとつて持続可能なシア

トル とは何かを考え始めている。

米国の心強い傾向を紹介 したが、この持続可能

な社会に向けた動きはブッシュ政権の出す国家政

策ではなく、逆にローカルで草の根、分散型の

NGOが やる活動である。

●自分のスタンスを見極めることから始まる

藤村 :コフマンさんは、ネイティブアメリカンと

仏教の考え方が似てお り、彼 らの知恵を呼び起こ

すことが、循環社会を形作る上で重要だと先ほど

話された。
一方で、米国はグローバル化を押 し進

める中で、他国の固有の文化をつぶ した り、テロ

抑圧 とい う名 目で、最大の環境破壊である戦争を

進めようとしている。この現状は、循環社会の実

現に向けて逆行する動きではないか。

コフマン : 先ほどは、米国の哲学を変えるため

の提案をした。あくまでも提案ではあるが、これ

は事実に基づいてお り、米国での自然の捉え方や

歴史を教える中で、想いを紡 ぐ中で出てきたもの

だ。確かに米国の予防戦争は自然 との調和に反 し

たものだ。
一方で、私は希望の光があると信 じて

いる。米国ではグローバル ヒス トリー、地球の歴

史とい う新たな歴史を教え始めた。これは家族や

コミュニティの歴史を探 り、文明や歴史の中での

自分の位置づけを知る試みだ。感謝祭には祖父母

に伝統や行事について話を聞くように学生に話す。

米国は多文化国家であり、学生達は自分たちのルー

ツを知ることで他の国々の状況を理解 し、自分た

ちのスタンスがわかるようになる。 こうした学習

を通 じて学生達は持続可能な社会、循環社会をつ

くる自主的な活動がいかに大切かを学ぶ。人生を

考え、廃棄物の問題や土地の生産力を守ること

を認識 し、世界的な歴史やグローバル化の中での

自分の位置を知るようになる。世界で持続社会

の実現に成功 した例、失敗 した例を学ぶことにも

なる。
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●会場との意見交換

会場 :全体的な日本の動きを見てのコメン トだが、

まず、循環社会については技術的な解決に議論が

傾いていると思 う。 2点 目に、この研究では2030

年までのビジョンと道す じが描かれているが、
一

般に抽象的な話が多い。国で作る計画が個人のど

こまで関わるのかイメージがわきにくい。個人に

結び付けて考え、行動を起こさせる材料が必要で

あり、それを国の政策や計画、NPOの 活動に出

していったら良い。 3点 目に、会場に来ていない

人にも草の根で取 り組んでほしい。ボ トムアップ

で実現できたら一番良いが、どうしても環境税な

どの トップダウンが必要になるの ナはないか。

これは逆説的で興味深い。

会場 :ボ トムアップをはか りながら、循環社会を

形づ くつていくためには、問題意識のない人や企

業が少 しでも多く考えるようになるといい。例え

ば、オース トラリアで急増 している皮膚がんやイ

ワシの減少、穀物市況の変化などのような、人間

が優先的に考える健康 と食に関するニュースをメ

ディアは強調 し、まだ関心のない人を焦 らせ、環

境問題に直接的につなげていくのはどうか。企業

を変えるには、排出権取引が始まればその義務 と

報酬、 SRI面 で優良な金融商品の価値の安定性

や上昇率を強調 してはどうだろう。

会場 :自然 と共生 した生活を先住民族アイヌの

人々に学ぼ うとい う集まりに参加 したが、被差別

や単
一民族の問題に捉われている印象が強かった。

米国の先住民たちは、自分たちの生き方を伝えて

いくような元気を持つているだろうか。

ヨフマン :事情はよくわかる。北米のネイティブ

アメリカン保護地区には燃や された廃車やタイヤ、

ビールの空きビンなどがよく放置されている。私

たちが直面 している問題の共通の根つこは、歴史

の流れがポつつ り切れていることだ。失つてしまっ

た過去の歴史や絆 との接点を取 り戻す活動を通 じ

て、地球を癒 していくのかもしれない。

会場 :廃棄物 とC02排 出について専門家が楽観的

なのにはほつとした。ただ、 日本だけで見るので

は狭 く地球的問題 として考えるべきだ。国内法の
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成立を背景にした廃棄物の輸出や海外への自動車

生産拠点の移動、また中国での自動車普及なども

考えると、20年ぐらいは地球温暖化の点では悲観

的に考えなければならないのではないか。

新田 i COP3以 降、アジアの人々が多く出席する

会議では、省エネルギー ・環境汚染研究が増えて

お り、意識の浸透は速い。 日本が実現 し、見本を

示せばアジアの国々へ拡がるだろうから、一 日で

も早い取組みが望まれる。

加藤 :何 もせずにもう大丈夫 と楽観視 しているわ

けではなく、この数年、法律づ くりにNGOも 頑

張ったし、また今後も努力が必要だ。国の統計は

2年 遅れて出るのでまだ変化はわからないが、自

治体 レベルの統計では効果が現れ始めている。
一

方で、東南アジアなどに廃棄物を資源 とい う名の

下に輸出し、付けを回すことについては、確かに

貿易管理などの他の対策が必要だ。

●弛まぬチャレンジを続けよう

藤村 :現状は厳 しいが、より多くの人を巻き込み、

真の循環社会を築 く知恵を一言ずつお話 し願いた

い。

後藤 :チャレンジし始めている多くの国 ・企業に

刺激 となるような、公害輸出ならぬ実証輸出が重

要だ。新聞社などのアンケー ト調査では景気対策

を求める世論を乗せるが、マスコミは夢の見 られ

る21世紀の日本社会をどう描 くか問いかけるべき

だと思 う。技術に頼る傾向の意見が一般的に多い

が、意識の転換が一番大事で、システムができて

きて、必要な技術が開発 されると思っている。

新田 i C02排 出が多いから石炭は悪い、ではなく、

総合的な組み合わせでもつと良いことができる。

そ うい う可能性を掘 り起こし実現するのが私の夢。

日本にはすばらしい技術が多 くあり可能性はある。

コフマン :持続可能な社会づくりの鍵は教育にあ

る。それぞれの地域で自主的に規制をしていくよ

うな社会ができていくはず。歴史を振 り返ると重

要な局面は何度かあった。そこから学ぶことによ

り今の社会を変えようとい う意欲を持てるはずだ。

マーコッ ト:こ こにいる一人ひとりが力を持って

いる。30年前に比べ 日本は本当に広い意味で豊か



にな りNGOに 参加する個人も増えた。米国の強

みはNG① の活動が広がっている、つま り自分 自

身に何かやる力があると信 じている個人が行動を

起こしていること。
一人一人が何かできる、作 り

出せる力を持っている。その力が社会に大きなイ

ンパク トを与えていくと信 じている。

加藤 :私達の取組みは第
一歩に過ぎないが、これ

を土台に循環社会の実現に向けて、NGOと して

皆 さんと共にチャレンジし続けたい。

<参 加者の感想>

今回の大会で最も印象に残つたのは、カラフル

なイラス トで描かれた 「30年後の都市の暮 らし」

である。持続可能な循環社会創造に向けた取 り組

みが、これほど政治 ・マスコミ ・教育等あちこち

で叫ばれながら、なかなかそのための行動 と変化

がもたらされないのは、私たちが将来めざすべき

社会のイメージを明確に持てないことが一因であ

るように思 う。 もしそれが明確になるならば、そ

の理想像 と今ある現実とのギャップを埋めるため

に、一人ひ とりが今何をなすべきかをより具体的

に認識することができるのではないだろうか。イ

ラス トは、多少夢物語的な部分もあるのかもしれ

ないが、現在の社会の、どの部分をどのように変

えてゆけばよいのか、精神的な豊かさを享受でき

る未来の社会はどんなふ うかについて、道す じを

与えてくれているように思 う。

少 し話が飛躍 して しま うかもしれないが、現在

小泉内閣が当面 している道路の民営化や規制緩和

の問題にしても、それが遅々として進まないのは、

その改革の後に達成 されようとしているあるべき

社会のビジョンが明確ではないことが一因であろ

う。小泉 さん自身に、今回のような将来像のイラ

ス トを描いて頂きたいとふと思つた。

また今回は、スーザン女史が 「自分が社会を変

えられるとい う確信一一人ひとりが、何かをする
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ことが出来る力を持つている一を持った個人が行

動を起こすこと」の大切 さを訴えていたのが′きに

残つた。実は私は曲が りな りにも東京都の環境学

習推進に携わっているが、めざすべき将来像を夢

物語 として一掃 して しま うのでなく、自分にも行

動を起こせることに気づかせ、自信を持たせるこ

とが環境学習のひとつの目的であると思 う。その

自信により、持続可能な社会づ くりのために動 く

―投票により政治に働きかけ、社会責任に基づ く

投資により企業に働きかけ、理念 と目的に共感で

きるNPO活 動を支援する一 ことが可能になるの

ではないかと思 う。 とい うわけで今後も地道に、

めざめ、活躍する都民の支援に励んでいきたいと

思 う。

ラルフ ・コフマンさんのお話が印象に残った。

米国において 「持続可能な循環社会」を実現する

ための基本理念 として、アメリカ先住民の世界観

を想起することを提唱された。つま り 「人間は自

然の一部であることを認識 して、自然を尊重 し、

自然 と調和すること。競争ではなく協調を生命活

動の基本原理 とすること」によつて、グローバル

・コミュニテイが可能になるだろうと。

10年ほど前に読んだ 「ロー リング ・サンダー」

とい うメデイスンマンの話を思い出した。彼は、

民族の精神的伝統の上にしっか り立って、人間だ

けでなく大地をも癒す力を持っていた。彼は 「地

球汚染の原因は、人間の心にある」 と言つていた。

また 「輪はたくさんの意味を持っている。宇宙に

向かつて放たれた光線は長い旅の末やがて発射地

点に戻つてくる。これは、誰に教わったのでもな

い、古代から人々が持っていた知恵だ」 とも言つ

ていた。

あらゆるものの循環を信 じて、丁寧に、1真み深

く生きていた人々がいた。アメリカ先住民が特別

なのではなく、歴史をさかのばれば、地球上のい

たるところに、同じ知恵があったに違いない。

めざすべき将来のビジョン

循環をめぐる知恵
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