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もう技術だけに頼るのはやめよう！

藤村　コノヱ

今月の
テーマ

痛ましい事件や事故が連日のように報道さ

れる中、老後 2000万円問題や妊婦加算の復活
問題なども加わり、世界同様、日本社会の混

迷もさらに深刻さを増し、気候変動と併せて、

先行き不安感は増すばかりである。被害を受

けられた方々の悲しみ・怒りは如何ほどかと

思うが、そうした犯罪を生み出す現代社会の

病巣は本当に深く、人間の尊厳を守り環境・

社会の持続性を確保していくことがいかに困

難な時代になってきたかを改めて思い知らさ

れている。

一方そうした状況にあっても、この国をど

んな国にするのかという本質的な議論が全く

ないままに、場当たり的、選挙対策だけしか

考えていない政治には怒りを感じるし、それ

を容認しているかのような世間の風潮は、不

思議でもある。

この国をどんな国に、と言う議論がないと

書いたが、実は、現政権は、IoT、AIなどの
技術革新を駆使した、Society5.0（狩猟、農耕、
工業、情報社会に続く人類史上 5番目の新し
い社会）という未来社会コンセプトを掲げた

成長戦略「未来投資戦略」（2017年 6月閣議決

定、2018年改定）を掲げている。また 6月 11
日閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦

略としての長期戦略」を見ても、少なくとも

現政権は、全ての生命基盤である環境よりも

経済を、個々の生命や尊厳よりもビジネスや

技術を優先しているように私には思える。そ

して、これら戦略の中心を成す経済や技術も、

本来は人々の幸福や社会の持続性を実現する

ための手段だったはずが、権力と結びつくこ

とで、むしろ、社会の混迷を一層深める大き

な要因になっているような気がする。

確かに、これまでは 技術が産業・経済そし
て社会を変えると言われてきた。実際、第一

次産業革命は蒸気機関の発明で生産力も高ま

り英国は世界の工場として発展。1800年代後
半からの第二次産業革命では、エンジンを発

明したドイツや電気を産業化した米国を中心

に大量生産が可能になり、軽工業から重工業

へと産業構造も変化し、経済力でも米国やド

イツが力を持つようになった。1900年代後半
にはコンピューターの登場による第三次産業

革命がおき、生産、流通現場はもとより私た

ちの暮らしも大きく変化した。そして AIや
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風

IoTなど第四次産業革命により産業構造も私た
ちの暮らしや社会も激変すると言われている。

現在政府も含め、多くの人が、あたかもそ

うした社会が、人々を幸福にし社会を豊かに

するかのような錯覚に陥っているようだが、

私自身は、労働が奪われたり、人間力の低下

がさらに進むのではないか、情報・教育・経

済等格差がますます広がり社会の不安定さが

増し、前述のような事件・事故が多発するの

ではないかという不安の方が大きい。

本年 6月 6日付朝日新聞で、米国の経済学
者ロバート・ゴートン氏は「画期的発明によ

る生産性の劇的向上はもう起こり得ない」と

し、AIも電気やエンジンほどには、幅広いビ
ジネスの本質を変えたり生産性を高めたりは

しないと語っている。また少し古いが、『最後

の選択』（松井孝典：編著、徳間書店 1994年）
で、ノーベル賞受賞者の利根川進氏も、無駄

だったり悪影響を及ぼす技術開発は沢山あり、

それがなくても十分人間らしく満足に生きら

れるのに、あらゆる知識を利用してモノを作

りエネルギーを使って公害を出す旨述べた上

で、「テクノロジーをどう使うかには人間の判

断が不可欠であり、人間がどんなポリシーを

もちどうコントロールするかが、人類がより

長く地球上に生かされるか否かの鍵」とも言っ

ている。かのマハトマ・ガンジーも人間性な

き科学は大罪だと指摘している。

実際に、最初の産業革命時代から、英国内

では公害や低賃金を生み、植民地政策が拡大

されたが、その後も環境破壊や格差問題等は

解決されるどころか、むしろ拡大・激化して

今日に至っている。技術が人間を幸せに、社

会を持続的にするとは必ずしも言えないこと

もわかってきたのに、何故技術に過度に依存

し続けるのか。

勿論、新たな技術開発が人間の知的好奇心

を擽ることも理解できるし、それ自体を否定

するものではない。しかし昨今のように、何

の議論もなく、技術が権力や経済活動とつな

がり安易に社会に導入されることで、それ自

体が歪（いびつ）なものに変化し、原発、リ

ニア、兵器など、人間・社会に恩恵よりもむ

しろ悪影響をもたらしている状況を、私たち

は容認し続けていいのだろうか。

本誌 4月号で加藤顧問が、新しい社会を支
える諸原則の一つとして、「新規技術やシステ

ムを社会に投入する際は、環境や社会面から

のアセスメントをクリアにしたものとする」

と述べている。その一つの方法として、コン

センサス会議がある。1980年代半ばにデンマー
クで生まれた市民参加によるテクノロジー・

アセスメントの一方式で、日本でも 1998年に
遺伝子治療をテーマに行われて以降、いくつ

か試行されている。手間暇、資金もかかるな

どの課題もあり、日本では研究、社会実験段

階にあるようだが、今後医療分野も含め益々

高度・複雑化する技術の社会導入に際しては

こうした方法も必要だろう。

しかしその前に、気候変動対応技術も含め、

本当にその技術が必要か？有効か？も不明な

ままに、多くの技術開発に莫大な公的資金が

投入され、その恩恵を受けるのは多くの場合

一部利害関係者であることを知り、こうした

従来の考え方や手法が、子どもたちの未来を

奪うことになっていることに気づき、変えて

いく勇気が必要なのだと思う。

「あなた方（大人）は、嫌われることを恐

れる余り、環境にやさしい経済成長が永久に

続くかのようなことを言います。良識的対応

は非常ブレーキをかけることだけだという時

になっても、あなた方は現在の混乱を引き起

こしたのと同じ悪い考えのまま進んでいくこ

としか語りません。」「私たちの文明は、ほん

の一握りの人々が莫大なお金を稼ぎ続けるた

めに犠牲になっています。」新年号で紹介した

グレタさんの言葉をもう一度思い出そう。



期待ばかりが先行する CCS・CCU

横山　裕道　( よこやま　ひろみち／科学・環境ジャーナリスト )
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苫小牧市の実証プラントでCO2圧入

世界中で二酸化炭素（CO2）の排出削減が

思うように進まない中で、火力発電所から

出る CO2 を地中や海底下に閉じ込める CCS
（CO2 回収・貯留）への期待が高まっている。

最近は回収した CO2 を有効利用しようとい

う CCU（CO2 回収・利用）も脚光を浴びる。

両者を合わせて CCUS（CO2 回収・利用・

貯留）という言葉もよく使われる。

政府のパリ協定長期成長戦略懇談会が

2019 年４月にまとめた提言でも「CO2 の分

離・回収や貯留・利用に係る技術は、将来、

有望な選択肢の一つであり、そのイノベー

ションが重要である」「CCS・CCU を 2030
年までに実用化し、日本から世界に輸出す

ることを検討すべきである」と強調した。

こうした背景には「気候変動に関する政

府間パネル」（IPCC）の存在があると言っ
てもいい。IPCC の第 5 次評価報告書は、産
業革命前から 21 世紀末までの気温上昇を
「2℃よりかなり低く抑える」という目標達
成に向けて、温室効果ガス削減のカギを握

るのは低炭素エネルギーだと指摘した。そ

れは再生可能エネルギーと原子力、CCS（同
施設付き火力発電所、の意味）の３つであり、

これら低炭素エネルギーの発電割合を従来

の 30％から 80％に引き上げる必要があると
いう考え方なのだ。

IPCC 第 3 作業部会の共同議長は 2014 年
4 月の報告書公表の記者会見で、CCS につ
いて「ないと 2℃以内は無理」とまで述べ、
CCS なしの火力発電は全廃される必要があ
ると指摘した。国際エネルギー機関（IEA）
の報告書も 2℃達成には 2060 年までの累積

CO2 削減量の 14％を CCS が担う必要があ
る、と述べている。

日本は CCS の実現を目指し、太平洋を
のぞむ北海道苫小牧市に代表的施設として

CCS 実証プラントを建設した。経済産業省
の実証事業であり、電力会社や石油会社な

どが出資して設立された「日本 CCS 調査株
式会社」が請け負った。完成した実証プラ

ントでは 2016 年度から年間 10 万㌧規模の
CO2 の圧入・貯留が始まり、地下の CO2 の

モニタリングを含め実証試験は 2020 年度ま
で続く予定だ。

年間130億円以上がCCS事業に

経産省の CCS 研究開発・実証関連事業の
予算額は、苫小牧の CCS 大規模実証試験事
業を柱に 2017・18 年度各 93 億円、19 年度
73 億 1000 万円だ。同省はそのほか CO2 貯

留適地の調査事業に 18、19 年度とも 5 億
5000万円付けた。環境省も「CCSによるカー
ボンマイナス社会推進事業」を進め、CO2

分離回収設備の建設をはじめとする環境配

慮型 CCS 実証事業などに 17 年度 60 億円、
18・19 年度各 52 億 5000 万円計上したほか、
海底下 CCS 実施の総合検討事業に 18・19
年度各 2 億 6000 万円付けた。今年度は両省
で計 130 億円以上が CCS 事業に使われる。
各事業はうまく進んでいるのだろうか。

肝心の苫小牧の実証プラントでは、2016
年度から 3 年間かけ、年間 10 万㌧以上の
CO2 を貯留する計画で、18 年 5 月までに約
18 万㌧圧入した。3 年間で累計 30 万㌧には
届かず、19 年度も残りの圧入を継続してい
るという。CCS の実用化に当たっては 1 カ
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所当たり 100 万㌧規模の圧入が想定される
が、まだその 10 分の 1 も達していない。

2014 年 4 月に閣議決定されたエネルギー
基本計画は「2020 年ごろの CCS 技術の実
用化」という目標を掲げた。ところが前述

したようにパリ協定長期成長戦略懇談会の

提言は CCS の実用化時期を 2030 年として
おり、早くも 10 年先送りされた形だ。
世界的に見ると、ノルウェーの石油・天

然ガス採掘業者が北海で大量の CO2 を海底

下の帯水層に封じ込め、カナダと米国では

CCS 施設で年間 100 万㌧規模の CO2 圧入試

験を実施している。経産省の調べでは 2018
年 3 月時点で大規模 CCS プロジェクトは世
界に 37 件ある。それでも本格的な実用化
に至らないのは、CO2 分離などに大量のエ

ネルギーを使い、関連施設の建設費や輸送

費もかさむからだ。コスト削減が大きな課

題で、経済性を持たせるには、CO21㌧の回
収・貯留に最近の試算で 7000 円かかるのを
2000 ～ 3000 円に下げる必要があるといわ
れている。

CCSがうまくいかないからCCU！

CCS には閉じ込めた CO2 が漏れ出たり、

海洋環境に悪影響を与えたりしないかとい

う懸念がある。IPCC も漏れがゼロとはみて
いない。日本では海洋汚染防止法によって

海底下 CCS の実施には環境影響評価（環境
アセスメント）を行うことが義務付けられ

ている。苫小牧市の実証プラントは、製油

所で分離した CO2 を斜めに掘った井戸で海

底下 1000㍍付近と 3000㍍付近の 2 カ所の
地層に入れるため、アセスメントの対象と

なった。実証試験中の現在は同法に基づき、

周辺の地震がもたらす影響や CO2 の漏出に

よる海水と海洋生物に対する影響などを調

べている。これまでのところ、問題は出て

いないが、規模が拡大した場合の環境影響

は未知数だ。

CCS には「高圧での注入が地震を誘発し
ないか」と心配する声もあり、2018 年 9 月
の北海道胆振東部地震（マグニチュード 6.7）
に苫小牧の実証プラントが関係したと一部

で指摘された。これに対し日本 CCS 調査は
「CO2 の地中貯留と約 30㌔離れた場所で発
生した地震との関係を示唆するデータは確

認されていない」と否定した。

CCS 技術はもともと油田に CO2 を注入し

て原油を増産する手法として米国で開発さ

れた。それが「CO2 削減に役立ちそうだ」

と関心を集め、世界的に研究開発が行われ

てきた。IPCC が出した特別報告書は、世界
で少なくとも CO2 を 2 兆㌧貯留できる可能
性があるとしており、単純計算では世界の

エネルギー起源 CO2 排出量の約 60 年分に
相当する。日本でも最大 1400 億㌧の貯留能
力があるとされ、実用化された場合のメリッ

トは大きい。

しかし、CCS の研究開発は思うように進
行していない。コスト問題がなかなか解決

しないことから、CCU に関心が移りつつあ
るというのがどうやら真相のようだ。CO2

を炭素資源として回収し、メタンやメタノー

ルなど多様な炭素化合物として再利用を図

ろうというもので、カーボンリサイクルの

言葉も登場した。だが、CCU の実用化もそ
う簡単ではない。

経済協力開発機構（OECD）は 2019 年
4 月に発表した対日経済審査報告書で、規
模の拡大に不確実性を伴う CCUS に過度に
依存することは気候変動対策の目標達成に

とってリスクになる、と指摘した。CCS や
CCU は期待ばかりが先行し、「こんな技術
に頼るより地道に CO2 を削減することが重

要だ」という声がますます高まりそうだ。



リニア中央新幹線の問題点

＜インタビュー＞  阿部　修治　( あべ　しゅうじ／武蔵野大学工学部教授 )
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リニア中央新幹線は、JR東海による単独事業として 2014年に着工し、東京から名古屋までの 286 kmを
最高時速 500 kmで 40分で結ぶとして 2027年に開業を予定し、現在各地で工事中。この事業に関しては、
膨大なエネルギー消費、安全性の問題、南アルプスの自然景観の破壊や地下水脈の涸渇、大深度トンネル工

事の問題等々、様々に疑問が呈され、住民による訴訟も各地で行われている。今回は以下の 5点に絞り、リ
ニア新幹線の電力消費量や安全性について調査されている阿部修治　武蔵野大学工学部教授に加藤三郎がイ

ンタビューした。阿部教授は材料・システム工学がご専門。産業技術総合研究所でナノテクノロジーなどを

研究。リニア新幹線の電力消費や安全性に警鐘を鳴らしている。

質問１．リニア新幹線はどうして多量の電力を

　　　　消費するのか？電力供給は十分か？

時速 500 km という高速で走行するリニア
新幹線は、通常の新幹線の 4 倍くらいの電
力が必要だと推定されている。リニア新幹線

は高速走行により速度の 2 乗に比例する大
きな空気抵抗を受けるため、またリニア特有

の磁気抗力が発生するため、時速 500 km を
維持するだけでも大きなエネルギーが必要で

ある。リニアモーターを動かす電力は地上コ

イルに供給され、そこに流れる電流の負荷と

して電力が消費されることになる。東京から

名古屋まで敷き詰められる地上コイルに供給

する多くの電力が必要となる。走行する列車

本数が少なければ、必要な電力は現在の電力

供給量の範囲内だろうが、リニアを大阪まで

延伸し、東海道新幹線並みの列車本数になる

と、極めて多量の電力が必要となり、それを

賄うためには原発の新設が必要になる可能性

はある。（加藤註：この事業を推進した葛西

敬之会長は、東日本大震災で全ての原発が停

止した後、2011 年 5 月 24 日、産経新聞に寄
稿して、「腹を据えてこれまで通り原子力を

利用し続ける以外に日本の活路はない。（中

略）今やこの一点に国の存亡がかかってい

る」と力説。リニア事業への影響に配慮した

ものか。）

質問２．電磁波が乗客に与える影響は？ 

リニア車両が停止している時にも常時生

じる超電導磁石の静磁界については、JR 東
海は車体にシールド（遮蔽）材を使って磁界

の人体への影響を ICNIRP（国際非電離放射
線防護委員会）の国際基準に収まるようにし

ている。ただし、磁界は完全には遮蔽出来な

いものであり、またシールド材は車体の重量

増になるため一定程度しか使えない。一方、

車両が動いていて高速で対向車両とすれ違

うときに変動磁界が生じるが、これについて

は国際基準はより厳しくなる。JR 東海は変
動磁界についても基準内に収まるようにし

ているとは言っているが、まだ十分に実験・

測定ができているわけではなく、微妙なとこ

ろである。上下線のリニア新幹線が同じトン

ネル内で 5分間隔くらいですれ違うことにな
るが、数秒間とはいえ近距離ですれ違うこと

のリスクがきちんと評価されているとは言

い難い。
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質問３．地下深く走行中の事故や故障時の

               乗客の安全は確保されるのか？

トンネル内で非常停止した時には、列車か

ら避難用梯子を下ろして、トンネル内の両端

あるいは真ん中の保守用通路を使って避難す

る計画であるが、人ひとりが通れるような狭

いスペースを乗客が 1 列で整然と避難でき
るか疑問である。超電導磁石のすぐそばを通

る際の人体への影響については、静磁界でも

あり、緊急時なので避難する間くらいは仕方

がないという判断になっているのだろう。ス

イスアルプスの下を通るゴッタード基底トン

ネルという非常に長い鉄道トンネルがある

が、そこでは避難計画がきちんと立てられて

おり、避難路は平らで広く、途中に避難駅や

多くの一時待避所を設けるなど、最初から安

全設備がしっかりできている。これに対し、

リニア新幹線では通常の作業通路を避難路と

して使うという点で、避難の計画としては不

充分なのではないか。また避難口まで数キロ

メートル歩かざるを得ず、健康な人ならとも

かく、高齢者や障がい者にとっては大変だろ

う。

質問４．リニア車両のメンテナンスは？ 

高速走行している車両には相当な力が常に

かかっているため、部材・部品の劣化を常に

チェックする必要がある。リニア新幹線の車

輪はゴム製で、時速 150 km までは常にこの
ゴムタイヤを使って走行し、時速 150 km 以
上で浮上走行に切り替わる時に収納し、停止

するときにまた車輪を出す。航空機の離着陸

時と同じような車輪の出し入れという機械的

に複雑な仕組みがあるので、航空機並みのメ

ンテナンスが必要となるだろう。当然ながら

タイヤの摩耗も激しいので、2 ヶ月に 1 回程
度の頻繁な交換が必要となるようである。ま

た、リニア車両は地上コイルとの隙間 8 セン
チくらいを維持して浮いた状態でガイドウェ

イの中を走るが、地上コイルには車両を持ち

上げるための大きな力がかかる。コイルの固

定ボルトが緩んだりすると大事故につながり

かねないため、ガイドウェイも日常的に厳格

な点検が必要となる。

質問５．リニア新幹線の事業性はどうなの か？

事業として気になる点は、名古屋まででも

5 兆円以上という大きすぎる建設コストであ
る。これをリニア新幹線事業だけで賄えない

ため、東海道新幹線の収入でカバーすること

になっている。持続可能な事業とはいえず、

宇宙開発に似て、国威発揚、あるいは組織の

威信をかけて技術力を示す、といった性格の

事業に思える。企業の宣伝効果という意味も

あるだろう。しかし、宇宙開発とは異なり、

リニア新幹線は公共交通機関であって、普通

の人々が移動に使うものである。そういうと

ころで技術力を誇示しようとするのはおかし

いのではないか。人々が安心して乗れ、楽し

い旅行が出来る交通手段であるべきところ、

大部分地下を走行するリニアは景色も楽しめ

ず、食事をとる時間もなく、乗客のためを考

えた事業とは思えない。

本来、公共交通機関であれば、情報をオー

プンにして議論し、その上でどういう方式を

とるのが良いか決定すべきである。ドイツで

は、磁気浮上システムを使ったトランスラ

ピッドという同様の交通機関を検討した際

に、議会などでしっかり議論した結果、利便

性、既存鉄道とのつながり、コスト面などを

踏まえ、通常の鉄道方式を選択し、トランス

ラピッドの建設は中止された。対照的に、利

点も問題点も公開して建設の是非を議論する

プロセスを踏んでいないのが日本のリニア新

幹線事業の大問題だといえよう。
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巨大技術開発の課題を考える事例として、

高速増殖炉原型炉「もんじゅ」を取り上げたい。

夢の原子炉と賞賛されたが殆ど運転をしない

ままに、福島第一原発の事故が契機となり、

廃炉となった。この間に１兆円を超える国費

がつぎ込まれた。開発見直しのチャンスは幾

度かあったが、いずれもそれに失敗してきた。

1956年の原子力基本計画で増殖炉の開発を

目指すと決定された。増殖炉はプルトニウム

を燃料とし、消費した以上のプルトニウムを

新たに生み出すように考案された原子炉であ

る。この基本目標は今日まで変わっていない。

増殖炉が原理的に可能かを確かめるための

実験炉「常陽」は日本原子力研究所（当時、

以下原研）が 1960年に設計をはじめ、70年

に設置許可を取得した。そして、翌年から建

設を開始して、77年から運転を行っている。

当初の熱出力は 7.5万 kWだった。増殖の確

認はわずか 1年で終了し、その後はプルトニ

ウムの消費炉に変更され、2007年に事故で停

止するまで運転を継続してきた。現在は、運

転再開を目指して新規制基準への適合性審査

中だ。

原型炉以降の開発のために設立されたのが

動力炉・核燃料開発事業団（当時、以下動燃）

だった。以前の原研にかえて、実用化に向け

て拙速に作られた組織で、民間メーカーの育

成を狙った開発体制が敷かれた。これは「護

送船団方式」と呼ばれたが、この拙速さが多

角的な詳細検討を欠き、国産動力炉の開発に

ことごとく失敗した原因といえる。

発電炉としての可能性を追求した原型炉「も

んじゅ」は、動燃が 1968 年から設計を進め
83年に設置許可を取得、85年から工事を開

始。性能試験に入ったのが 92年で、発電を開

始したのが 95年 8月である。電気出力 28万
kWである。ところが、40％出力で試験運転

中の 95年 12月に冷却材（ナトリウム）が漏

洩して火災になる大事故を起こした。それ以

来、発電することなく 2016年に廃炉となった。

漏洩の原因はナトリウム配管に差し込まれ

ていた温度計の鞘管が段付きの構造をしてい

たことにあった。破断事故が起きてみると、

最も初歩的な設計ミスと指摘された。これを

製造した町工場の社長は設計図面を見た途端

に折れる可能性を指摘したが、東芝の担当者

は設計図通りに製造することを求めたという。

先行していた海外では段付き構造が排除され

ていたが、その知見が活かさていなかったこ

とになる。

また、事故現場の生々しい映像をカット・

編集して隠ぺいしたことが明らかとなり、社

会的にも大問題となった。動燃改革が叫ばれ

たが、結果は「核燃料サイクル開発機構」（以下、

機構）への改名に終わった。

その後追加的な安全対策を施して試験運転

の再開にこぎ着けたのは 2010年、出力０％で

の炉心確認には成功したが、その直後に燃料

交換のための「炉内中継装置」を落下させる

事故を起こした。１次系は三菱重工が、主と

して2次系は東芝が、３次系は日立が担当した。

同様の構造の装置を比較すると東芝だけがト

ラブルを回避する設計になっていなかった。

事故から試験運転再開まで 15年ほどの歳月
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を要しているが、この間に非常に大きなでき

ごとがあった。2003年に名古屋高等裁判所が

「もんじゅ」の安全審査に重大な過誤・欠落が

あり、設置許可は無効であると、原告勝訴の

判決を下したことである。しかし、最高裁は

05年に事故後の追加的安全対策によって安全

は確保されるとして、前判決を覆す異例の判

断をしたことで、10年の試運転再開へつながっ

た。

原子力規制委員会は 2015年に、所管の文部

科学大臣に「機構に代わってもんじゅの出力

運転を安全に行う能力を有すると認められる

者を具体的に特定すること」、それが困難なら

「もんじゅ」の「在り方を抜本的に見直すこと」

を勧告した。しかし文科省は新たな主体を見

いだすことも、抜本的見直しもできなかった。

そしてついに 16年 12月に政府の原子力関係

閣僚会議が廃炉を決定した。しかし、高速炉

開発として続行し、政策の根本的な見直しは

しなかった。

9000件を超える設備の点検漏れや検査間隔

の無断変更、規制委の指摘事項の放置、等々

と深刻な組織的欠陥が勧告の背景である。欠

陥は長期停止による機構や現場で点検作業を

行うメーカー内での技術継承の欠落が原因

だった。

原子力先進国と言われる欧米では 1950年代

から高速増殖炉開発が進められた。核兵器の

拡大競走に伴いウラン資源の枯渇が心配され

ていたからである。しかし開発先進国は、深

刻な事故など技術の困難さ、莫大なコストな

どを理由に、1990年代にはすべて撤退した。

フランスでの高速炉計画の復活、ロシアの開

発継続、中国、インドの初期開発があるが、

実用化に到達した国はない。

日本でもこれまでに開発政策を見直すチャ

ンスは幾度かあった。最大の機会は「もんじゅ」

事故だ。1997年の原子力研究開発長期計画（原

子力委員会策定）では高速増殖炉が選択肢に

格下げされたが、04年の原子力政策大綱（長

期計画の改名）で復活した。利害関係者を中

心に構成される審議会の限界に加え、彼らか

らの強い巻き返しがあったからである。筆者

が委員として提案した高速増殖炉開発の総合

評価は採用されなかった。

また名古屋高裁判決では安全審査のやり直

しが可能だった。その時点の審査基準では許

可できないことが明らかだった。

原子力委員会のメルマガの中で岡芳明委員

長は、「できる」には、原理的にできる、技術

的にできる、実用化できる、の３つの意味が

あるとし、「原子力に関する技術開発・研究開

発を実施するに際し、実用化される市場や投

資環境を考慮すべきである」（2018.11.30）と

経済合理性が重要な視点だとしている。文部

科学省によれば、「もんじゅ」の開発に１兆

225億円を投じてきた（2015年度まで）。こ

れに先立つ実験炉や燃料のプルトニウムを取

出す再処理や燃料製造を考慮すれば３兆円を

超える。経済産業省は「もんじゅ」廃炉の一

方で、なおも高速炉開発に毎年約 50億円を投

じている。しかし、技術的には増殖炉と同じ

である。高速炉の開発に成功することはない

だろう。

この 60年間に増殖炉開発の必要性はなくな

り、技術的・経済的に実用化の見通しが立た

ないことも明らかになった。にもかかわらず、

開発から撤退できないでいる。その原因は官

僚の無責任・不作為によるが、より根本には、

３つの「できる」を切り分けた冷静な分析と、

この情報提供に基づく専門家間および国民合

意を得るシステムの欠如にある。
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6 月 11 日（火）16 時～ 18 時 45 分、東京
都南部労政会館（東京都品川区）において、

2019年度 通常理事会および総会を開催した。
通常理事会（16 時～ 16 時 30 分）には、

理事 11 名のうち 9 名が参加、欠席の 2 名か
らも書面により表決があり、総会議題案が承

認された。

総会（16 時 45 分～ 18 時 45 分）には、理事・
正会員 72 名中、出席者が 20 名、書面 11 名、
議長等への表決委任者が 27 名であり、定款
に基づき総会は成立した。

●総会出席者（敬称略、50音順）

(代表)藤村コノヱ、(顧問)加藤三郎、(理事)

上田勝朗、埋田基一、工藤泰子、許斐喜

久子、田崎智宏、内藤弘、原剛、松尾友

矩、(監事)山口耕二、(正会員)池田正基、

石川レイ、木村峰男、小林料、紺野道

昭、庄司元、寺井栄治、堀内道夫、宮本光

晴、横山裕道

１．事業報告および活動計算に関する事項

［2018年度 事業報告］

１）環境問題に関する政策提言

①持続可能な脱炭素社会に向けた政策提言

②�日本国憲法に環境原則（持続性理念）を導

入することについての政策提言

③グリーン連合活動

２）環境問題に関する調査研究

①中小企業の脱炭素化を支援する活動

②�市民版環境白書 2018（グリーン・ウォッ
チ）の発行支援と次年度白書の編集・執筆

③「脱炭素」部会

④「憲法」部会

３）環境問題に関する普及啓発

①会報の発行（年12回発行）
②「経営者「環境力」大賞」の顕彰・発表会

③�グリーン連合「市民版環境白書2018（グ
リーン・ウォッチ）発行記念シンポジウ

ム」支援

４）環境問題に関する交流

①全国交流大会

②25周年記念誌の発行
③経営者「環境力」クラブ

④東近江エコツアーの開催

⑤�支部活動（関西グループ及びその他の支

部）

５）その他

①運営委員会の開催

②企業との協働

③ホームページの更新

④�会報等のインターネット配信システムの整

備

⑤インターネットを介した広報活動など

［2018年度 活動計算書］

（収入の部）　　　　　　　　　(単位：円)

会費収入　���　　　　　　　　 6,412,600
助成金収入    　　　　　　　　1,950,000
寄付金収入   　　　　　　　　 3,610,836
その他収入（受取利息他）　　       5,880
当期収入合計 　　�　　　　　11,979,316

（支出の部）

事業費                　　　　　��     9,507,725
管理費      　　　　　　　��       1,150,144
法人税等（受取利息の税金） 　　���      2
当期支出合計       　　　　���   10,657,871
当期収支差額 　　　　　���       1,321,445

事務局

2019 年度　通常理事会及び総会
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２．事業計画および活動予算に関する事項

［2019年度 事業計画］

１）環境問題に関する政策提言

①持続可能な脱炭素社会に向けた政策提言

②�日本国憲法に環境原則（持続性理念）を導

入することについての政策提言

③グリーン連合活動

２）環境問題に関する調査研究

①中小企業の脱炭素化を支援する活動

②�市民版環境白書 2019（グリーン・ウォッ
チ）の発行支援と次年度白書の編集・執筆

③倫理部会

④憲法部会

⑤脱炭素部会

３）環境問題に関する普及啓発

①会報の発行（年12回発行）
②�「経営者「環境力」大賞」の顕彰・発表会

③環境文明塾の開催

④�グリーン連合「市民版環境白書2019（グ
リーン・ウォッチ）発行記念シンポジウ

ム」支援

⑤ECO動画甲子園事業支援
４）環境問題に関する交流

①全国交流大会

②経営者「環境力」クラブの活動

③エコツアーの開催

④�支部活動（関西グループ及びその他の支

部）

５）その他

①インターンの受け入れ

②企業との協働

③ホームページの更新

④�会報等のインターネット配信システムの整

備

⑤インターネットを介した広報活動など

［2019年度 活動予算書］

（収入の部）　　　　　　　　　(単位：円)

会費収入 　　　　　　　　　��4,200,000
助成金収入  　　　　　　　���  2,200,000
寄付金収入 　　　　　　　　  2,300,000
当期収入合計  　　　　　　　�8,700,000

（支出の部）

事業費                                          8,262,920
管理費                                             870,000
当期支出合計                              9,132,920
当期収支差額    　　　　　�     ▲432,920

※�収支がマイナスとなっているのは、2019年度賛助会

費のうち、2018年度に支払をいただいた分が数十万円

あり、2019年度単独ではその分が減収のため。2018年

度、2019年度を併せて考えると収支はプラス。

３．その他、今後の活動方針等

主な意見は下記の通り。

〇�中小企業の脱炭素化支援について

・�中小企業向けCSR報告書フォーマット作成
や中小企業向けの企業内資格取得プログラ

ムなど、環文らしさを打ち出した具体的な

事業を検討する。

〇活動の広がり、会員数減少について

・�気候変動の危機的状況に対し世界で若者が

立ち上がっていることを受け、中高年の参

加を促すキャンペーンを実施する。

・�進化するITツールを活用して若い世代に働
きかける方法を工夫するとともに、環境意

識の高さが企業の採用基準に組み込まれる

ように働きかけていく。

・�プラスチックごみ対策については、プラス

チックを単にごみとして考えるのではなく、

文明論的な切り口でアプローチしていく。

・�環文の活動を一般に広く伝えるために、過

去の会報についても、著作権を考慮した上

で、できる範囲で少しずつウェブに掲載し

ていく。
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「環境文明 21」会費等の使途について

いつも「環境文明 21」をご支援いただき、
誠にありがとうございます｡ 皆様から頂いてお

ります年会費及び寄付金は、下記の通り 2018
年度の主な事業に充当させて頂きました。

1）全国交流大会（東京都千代田区）

日時：2018年 12月 8日
テーマ：「環境文明 21のこれまでとこれから」
内 容：設立 25周年の節目に、これまでの活動
を振り返り、今後の方向性について意見を交

わした。

話 題提供者：中川雅治氏（参議院議員）、篠原
孝氏（衆議院議員）、福山哲郎氏（参議院議員）

2）「2018 年度 経営者「環境力」大賞」の顕彰・

発表会（東京都渋谷区）

日時：2019年 2月 22日
内 容：先進的に取り組む経営者を評価し、広く
意見交換する場として「経営者『環境力』大賞」 
の顕彰・発表会（今回で 11回目）を開催し
環境力大賞に 6名の経営者を表彰した。

3）グリーン連合の活動支援

内 容：長期脱炭素社会ビジョンに対する政策提
言、NPO活動促進のための政策提言などに
ついて、他の NPOとも協働して、議員や官
庁に働きかけるとともに、環境省との定期的

な意見交換等も連携して行った。

4）グリーン連合「市民版環境白書 2018（グリー

ン・ウォッチ）発行記念シンポジウム」支援（東

京都千代田区）

日時：2018年 6月 5日
内 容：市民版環境白書の内容を紹介するととも
に、環境 NPOの現状と課題、政府や助成財団、
市民に期待すること、環境 NPOとして努力
すべきことについて、意見交換を行った。

話 題提供者：大久保規子氏（大阪大学大学院
法学研究科教授）

テ ーマ：「欧州における環境 NGOに対する公
的資金助成」

5) 脱炭素部会

内 容：「パリ協定」の実現に向け、「脱炭素社
会」についての市民や企業の理解を得るには

どうしたらいいか、政策としてどのような提

言が可能かなどの検討結果を取り纏め、ブッ

クレット『脱炭素社会のための Q&A―気候
変動を乗り越えて』を環境新聞社より出版し

た。

6) 憲法部会

内 容：2010年に纏めた「日本国憲法に環境原
則を追加する提案（第四次案）」を基に政党

や一般市民などに働きかけ、内容の再点検や

活動の進め方等について議論し、憲法議論の

活性化に貢献した。

7）経営者「環境力」クラブ

内 容：勉強会および見学会等を開催し、「経営
者『環境力』大賞」の受賞者同士のコミュニ

ケーションの強化拡大を図るとともに、企業

の環境力の普及に繋げる活動を行った。

①     2018年 7月 3日、総会、勉強会 
　講師：藤野純一氏 （国立環境研究所）「気候　　
　変動の危機に対する中小企業の役割 ―2030　
　アジェンダとパリ協定 ―」
②  2018年 11月 12日
　見学会―株式会社 大川印刷（神奈川県横浜市）
　勉 強会 ―講師：増井利彦氏（国立環境研究所）
　　　「企業の環境保全行動を高めるには」

上記事業に係る会場費、備品借料、謝金・賃金、

旅費、印刷費などに、皆様からの会費・寄付金

を使わせていただきました。今後ともご支援の

ほど、よろしくお願いいたします。

事務局
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グリーン連合「グリーン・ウォッチ 2019」発行記念シンポジウム報告

2015 年 6 月 5 日（環 境 の 日） に 設 立 し た

グリーン連合も 4 年が経過し、5 年目に突入

した。設立年から毎年発行してきた市民版環

境白書「グリーン・ウォッチ」も 4 冊目にな

り、その発行記念シンポジウムを、6 月 5 日

13:30 から、参議院議員会館会議室で開催し

た。

冒頭、東京農工大学の高田秀重教授から『プ

ラスチック問題から脱炭素社会を考える』を

テ ー マ に 話 題 提 供 し て 頂 い た。 海 ご み が ク

ロ ー ズ ア ッ プ さ れ、G20 で も 大 き な 話 題 に

なったが、プラスチック問題はゴミ問題にと

どまらず、まさに文明の問題としてとらえる

べきものである。高田教授は長年の研究成果

を活かしつつ、現状の深刻さとともに、プラ

スチックが化学物質問題や気候変動問題にも

つながること、元を絶たなければ問題は解決

しないことを力説された。

そして第Ⅰ部では、各執筆者が内容の説明

を行った。最初に編集責任者でグリーン連合

共同代表を務める藤村から、グリーン・ウォッ

チの概要と、執筆部分であるカーボンプライ

シングについて、世界での導入状況やその使

途の紹介と併せて、不毛な議論ばかりが続く

日本での早期導入を求めたグリーン連合の提

案を紹介した。次いで、気候ネットワークの

桃井さんから、パリ協定以降の各国政府や企

業の動きに比べて日本の政策がかなり遅れて

いる現状や、市民の活動により石炭火力発電

所新規建設が中止されるなど変化の兆しも見

え始めていることが紹介された。また環境エ

ネルギー政策研究所の松原さんから、再エネ

は世界での急速な拡大に比べて日本にはまだ

課題が多く、特に地域での導入に際しての合

意形成の重要性が述べられた。次いで、顕在

化してきた新たな危機として、プラスチック

問題、福島の問題について報告があった。特

に、福島については、原子力資料情報室の伴

さんから、東京電力福島第一原子力発電所事

故から８年が経過する中、増え続ける汚染水

や汚染土の処理は困難を極めている実態、さ

らにチェルノブイリ事故と比較して、日本の

事故後の処理や対策の何が問題なのかについ

て述べられた。

第Ⅱ部では、大阪大学大学院大久保規子教

授 か ら、EU 特 に ド イ ツ の NPO 支 援 策 に つ

いて話題提供があった。プロジェクト助成に

偏っている日本とは異なり、EU やドイツで

は、NPO を市民として明確に位置づけ、 そ

の存続は不可欠であるという立場で、家賃や

人件費に対しても各種の助成が行われている

ことが紹介されたが、会場からは、「羨まし

い！！」との声があちこちで聞かれた。そし

て、グリーン連合としても今後そうした提案

も継続的に行うことが確認された。

ここ数年、この会を議員会館で開催してい

るのは、議員にも是非参加してもらいたいと

いう思いからである。残念ながら今年は、様々

な委員会の日程が重なったため、古川俊治議

員、河田龍平議員、福島瑞穂議員の 3 名の

参加だったが、

会場には沢山の

方が参加して下

さり、最後まで

熱気があふれて

いた。環境文明

21 からも 5 名

の会員さんが参

加して下さっ

た。ありがとう

ございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（文責：藤村）



報 告

13

事務局

G20 関連会合の乏しい成果

この春頃からG20という言葉をしばしば見か
けるようになった。

世界には、大中小 190を超す国があるが、G20
とは、そのうち人口や経済規模で大きい 20ヵ国
で構成されるグループ（Gはグループの略）。具
体的には、アジアでは日本のほか、中国、イン

ド、インドネシア、韓国、北米ではアメリカとカ

ナダ、中南米ではブラジル、メキシコ、アルゼン

チン、中東ではトルコとサウジアラビア、アフリ

カは南アフリカのみ、豪州のオーストラリア、そ

して欧州からはロシア、ドイツ、イギリス、フラ

ンス、イタリア、EUとなっており、この 20ヵ
国・地域だけで世界人口（現在 77億人）の約 6
割、GDP（約 9400兆円）では約 9割を占めてい
る。この20ヵ国の他に、正式メンバーではないが、
環境・エネルギー大臣会合ではオランダ、スペイ

ン、フィンランド、タイ、ベトナム、シンガポー

ルといった国と、アジア開発銀行（ADB）、経済
協力開発機構（OECD）、国連環境計画（UNEP）、
国際エネルギー機関（IEA）など、多数の国際機
関も招待されている。

今年は大阪で開催される G20の首脳会議（6
月 28-29日）に先立って、「G20持続可能な成長
のためのエネルギー転換と地球環境に関する関

係閣僚会合」が 6月 15-16日の 2日間、軽井沢
で開催され、原田環境大臣と世耕経産大臣が共同

議長を務めた。

この会議の結果について、環境省から中央環

境審議会地球環境部会メンバーである藤村に寄

せられた報告書と、関連する各報道機関の報道を

見ると、例えば、①イノベーションの加速化によ

る環境と成長の好循環として、水素社会、カーボ

ンリサイクル（CCUS）などの日本の技術努力の
紹介があり「歓迎」されたこと、②「海洋プラス

チックごみ対策実施枠組」の合意、③アジア太平

洋気候変動適応プラットフォームの立ち上げが

議論された旨記載されている。しかし、それぞれ

について、具体的に米国はじめ参加国の大臣から

どのような意見が出、どのような質疑のやりとり

があったかなどの肝心な点は報告されておらず、

コミュニケと称する合意文書もどのようにまと

められたかの途中経過は全く分からない。特に①

に関しては、先日日本政府から出された「パリ協

定に基づく成長戦略としての長期戦略」の内容を

書き写したような内容であり、気温上昇を抑える

具体的方策は何もない。また②に関しても、根本

原因であるプラの発生抑制については言及され

ておらず、海ごみの対策しか述べられていない。

全体的に、会合前にすべては調整（根回し）され

ていたかのような内容で、この会議の意義に疑念

を感じる内容である。

さらに、これらを受けて大阪で開催された

G20の首脳宣言を見ると、地球環境問題にはか
なりの頁を割いているが、気候変動に関してはト

ランプ政権の反パリ協定政策に変化がないため、

何ら目新しい成果はない。米国以外はパリ協定に

沿って行動することを確認した一方、米国の主張

も併記した内容である。気候変動に熱心な EU、
特に仏大統領筋からはパリ協定に反対する米国

政府が宣言を骨抜きにするよう圧力をかけたと

指摘した旨の報道もあるが、関係閣僚会議同様、

首脳間でどのようなやり取りがあったのかは報

じられていない。

G20の限界は既に指摘されている。中米貿易
戦争緩和に少しは役立ったようだが、世界各国か

ら時間と費用をかけて集結し、官僚もこの会合の

ために膨大な費用と時間を費やしていること、何

より、危機的状況にある地球環境の現状を考える

と、目先の損得議論でない、本質的な議論を期待

したいし、せめてその議論の過程を見せてほしい

ものである。
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地域だより

生まれ故郷に帰り最近思うこと

成田　研一　( なりた　けんいち／関西グループ )

昨年、約 60 年振りに生まれ故郷の豊中 ( 大
阪府 ) に移り住み、有料老人ホームに入居、
今月でちょうど一年が過ぎようとしている。

この町は大阪市の北側に隣接し、北に池

田、箕面、東に吹田、西に兵庫県尼崎、伊丹

の諸市に囲まれた、いわゆる北摂地域に位置

する住宅を中心とした人口約 40 万人の中核
都市である。

市域の約 3分の 2を占める東北部は千里丘
陵からなる台地で、大規模公園・服部緑地が

ある。残る南西部は神崎川、猪名川流域にい

たる低地となっており、伊丹市域にまたがる

広大な大阪空港が存在する。また中央部を阪

急宝塚線が南北に貫き、北部を大阪モノレー

ルが東西に横切っている。大阪の中心部から

近く交通も至便で、住環境に恵まれているこ

とから、人口も僅かながら増加傾向にある。

私は大学を出るまでの 22 年間ここで育っ
たが、『環境』というものを意識したことは

ほとんどなかった。もっともその頃は、まだ

田んぼや二次林などの緑も豊か、空気もきれ

いで、それが当たり前の環境だった。家の前

の田んぼでは夏の夕方になると幾種類ものヤ

ンマの群れが空を舞い、近くのため池の水が

家の前を小さな流れとなって、小ブナ、メダ

カ、ドジョウなどが棲みついていた。これら

を捕まえるのが何よりの楽しみだった。

いまその故郷に戻ってきて満一年、浦島太

郎よろしくホームから半径 5km 余りの範囲
をあちらこちら歩き回るのが日課になった。

それは日常生活に必要な場所へスムーズに行

くための道順をマスターすることと、運動不

足解消のため一日 7～ 8千歩の歩行が主目的
ではあるが、歩きながら町の環境の変化には

知らず知らず目を向けている。住宅街のみど

りや街並みの景観、公園緑地の樹木や花、そ

して生活ゴミの処理状況や道路・側溝・水路

の整備状況など、特に目に映るものはやはり

気にかかる。これらの多くは住民サービスの

一環として、当然市の行政が行うべき項目だ

が、自分も一市民となったからには知らぬ顔

は出来ないと考える。

そこで先月、市役所の環境政策課を訪ね、

この 3 月に刷り上がったばかりの豊中市環
境報告書『とよなかの環境』( 確定版 ) を手
にすることが出来た。これによると最近のト

ピックスとして豊中市では、

●�国の目標以上の温室効果ガスの削減に取り

組むことにより持続可能で強靭な地域づく

りを目指し、同時にパリ協定の目標に地域

から貢献するため、市長が「世界首長誓約

／日本」に大阪府で初めて(全国で4番目)
署名

●�他の６市3町と共に、「北摂地域における
マイバッグ等の持参促進及びレジ袋削減に

関する協定」の締結

●�市内で環境活動に積極的に取り組み模範

となる団体を表彰する「とよなかエコ市民

賞」の創設

などの動きがあったこと、さらに『豊中市環

境基本計画』や『豊中アジェンダ21』を今
日的課題に対応するため第3次まで改定し、
その目標達成に向け、市民、事業者、行政が

協働して『環境リーディングシティー豊中』

の創設に取り組んでいることを知った。

このうえは今後一市民として、これら市の

政策に大いに関心を持ち、地球温暖化防止や

地域の環境の創造保全に係る行事やイベント

等に参画していこうと思う今日この頃であ

る。
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「はじめて新井家のネコとしてかわれたのが三年前です。

ぼくはたんぼの中にうめられていました。それを犬の散歩

をしていた方が発見して、穴を掘って出してくれました。」

はじめは 2000 ｇしかなかったです。最初から人が好き

で、気に入った人には、足にからんでいきました。私が朝

ごはんの支度が出来ると主人を起こしにいってくれまし

た。それが日常です。主人がなんとなく、疲れていると見

にいってくれます。主人が、夜中にトイレに行くと出てく

る迄待っていてくれます。本当に役に立ちます。

主人が透析のある日は、バスが迎えに来ますが、乗るま

で待っていてくれます。帰りも送ってくれますが、しっか

りバスを待っていてくれます。本当に感謝、感謝です。

ネコの好きなしらすがほしいときは、ワンワンと言って

催促です。水を飲む時に、コップに氷を入れてやると喜び

ます。( 事務局注：「ネコなのだから「ニャー」と鳴きなさい」

と言っても、「ワンワン」と鳴くそうです。)

朝 5 時になると私の布団の上の方に上ってきます。6 時

前には毎朝起きます。私がスーパーから帰ってくると出迎

えてくれます。私が人工関節の手術をして、一ヶ月で退院

したのですが、久しぶりにスーパーに行こうとしましたら、

店迄ついて来てくれました。

名前がユウジロウです。皆さんはユーちゃんと声をかけ

て下さいます。お風呂も入ります。湯舟につかって満足し

ています。身体がぬれていますが、自分で二時間ぐらいか

けて、乾かします。

私が首をさすってあげるとゴロゴロといって喜びます。

庭の木にも登ります。細い枝の先迄行くのですが、本人は

平気です。

これからもユーチャンと仲良く付き合って私達も長生

きしたいと思います。私の家に来てくれて本当にありがと

うと言いたいです。これからも病気しないで長生きしてね

と言いたいです。

新井英美子さん（埼玉県蓮田市在住）

ネコ
4 4

のユウジロウとつき合って

ご投稿をお待ちしています

「みんなのページ」は会員のみなさまの交流の場です。
テーマは問いません。ご投稿をお待ちしています。

メール（kaihou@kanbun.org）または
郵送でお送りください。 

初めまして。今年の６月より環境文明 21 でインターン

をしております吉見稔里（よしみ　みのり）です。私は現

在、早稲田大学社会科学部の 4 年生です。大学では主に政

治学や法律学、教育学など幅広く学んでおり、ゼミでは教

育格差をテーマに研究をしております。これまで環境問題

についてしっかりと学んだことはなかったのですが、私達

の生活の基盤である環境について社会人になる前にちゃん

と学びたい、と思ったことがインターンへの応募のきっか

けでした。

インターンシップが始まる前は自分の大学で関心を持

ち学んでいた教育と環境の繋がりをあまり意識していませ

んでした。しかし、スタッフの方に頂いた資料を読んだり、

職員の方々とお話しをさせていただいている現在では、教

育と環境問題は繋がっていると感じております。教育の目

的は、子ども達が社会で幸せに生きていくことが出来るよ

うにすることではないか、と私は考えています。そのため

には、単に知識を学ぶだけではなく、自分達の社会がどう

あるべきか、ということについて考え、社会に対して当事

者意識を育むことが大切です。そして私たち人間が幸せに

暮らすために必要である持続可能な社会について考える際

に、環境問題は避けては通れない問題です。それ故、将来

の社会を生きる子ども達に環境について教えることは教育

の大切な役割であると考えております。

また、私自身、インターンシップを始めてまだ日が浅い

ですが、これからの社会がどうあるべきなのか、豊かに生

きるとはどういうことなのか、ということを以前より考え

るようになりました。インターンシップを通して、環境問

題について学ぶことはもちろん、より長期的な視点で自分

達の社会について視ることができるようになれれば、と考

えております。

約８か月間と短い間ではありますが、どうぞよろしくお

願いいたします。倫理部会等で会員の皆様にお会いできる

ことを心より楽しみにしております。

吉見稔里（2019 年度インターン生）

インターン生ご挨拶
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今月のテーマ：大規模技術開発の課題

〔風〕

もう技術だけに頼るのはやめよう！………藤村コノヱ 1
〔ながれ〕

期待ばかりが先行する CCS・CCU……………横山裕道 3
リニア中央新幹線の問題点…( インタビュー ) 阿部修治 5
高速増殖炉開発失敗の教訓………………………伴英幸 7

〔報告〕 

2019 年度通常理事会及び総会……………………事務局 9
「環境文明 21」会費等の使途について………事務局 11
グリーン連合「グリーン・ウォッチ 2019」　

発行記念シンポジウム報告………事務局 12
〔地域だより〕

生まれ故郷に帰り最近思うこと………………成田研一 14
〔みんなのページ〕…………………………………………15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2019 年 6 月）

6 月   5 日 グリーン連合総会並びにシンポジウムに、藤村、

　　　　　加藤、尾利出参加

        11 日 環境文明 21 理事会ならびに総会の開催

        19 日 グリーン連合幹事会に藤村代表参加

        24 日  憲法部会開催

●環境省とグリーン連合の意見交換会

日時　2019 年 7 月 24 日 ( 水 )　13:30 ～ 16:30
会場　環境省会議室
　　　※ご興味のある方は事務局までお問合せ下さい。

●憲法部会

日時　2019 年 7 月 26 日 ( 金 )　18:00 ～ 20:00
会場　東京都南部労政会館　
　　　品川区大崎 1-11-1、TEL：03-3495-4915
　       ＪＲ大崎駅 南改札口から徒歩 3 分

●エコサロン大阪（関西グループ）

次回の会合について、日時、場所、内容は許斐（このみ）
さんにご連絡ください。
(tomato331konomidaisy@yahoo.co.jp)

◎ 5月号より、諸般の事情により、会報の用紙や使用する

インクを、より環境配慮型のものに変更いたしました。

　ご意見等ございましたら、お寄せ下さい。

◎夏季休業のお知らせ

　以下の期間、夏季休業とさせていただきます。

　　8月 10 日 ( 土 ) ～ 8 月 18 日 ( 日 )

2019 年 7 月号
2019 年 7 月 15 日発行 ( 毎月 15 日発行 )
第 27 巻　第 7 号　通巻 310 号

目次 (27 巻 7 号 )

■ 6 月は出張が多く、電車移動の距離や時間も長かった

のですが、とにかく毎日よく歩きました。1 か月の合計

歩数を確認したら 33 万歩を越えていました。休日を含め

た歩数なので、平日は 12,000 歩くらい歩いていたと思い

ます。今、ふくらはぎの筋肉は脚で稼ぐ営業マンのよう

になっています。こんなに歩いているのだから、脚力は

ついているだろうと思い、先週、ロコモ（運動器症候群

の通称）度を測る立ち上がりテストにチャレンジしてみ

ました。高さが 10cm、20cm、30cm の台が置いてあり、

それぞれの高さ台に腰かけ、腕を組んだ状態で片足で立

ち上がれるかどうかで下肢筋力の強さをみるテストです。

余裕だと思いきや、30cm の台ですら片足で立ち上がるこ

とができず、ガックリしました。ロコモの予防には歩く

だけではダメで、できる限り大股で歩く、または空気椅

子のような姿勢で太腿の筋肉を鍛えないと効果はないと

のことでした。これからは大股の力強い歩きで、老化防

止に努めたいと思います。　　　　　　　　　　　　（Y）

■総会ではいつものように会員減少が話題に。「若い人を」

「IT を使って」と様々なご意見。一方ゆとりのない若者

よりゆとりある中高年に「孫のために」と訴える方が当

会らしい、と言うご意見も。両方必要なのですが・・・。

／環境新聞に所長、横山氏、私の鼎談が掲載された翌日。

「（コ）の名前が一番大きい」と所長。そんなはずはない

と開いてみると、所長と横山氏は４文字なのに対して私

は５文字で、確かに横広に見える。「そんな細かいことで

僻んだんですか？」と言うや否や、噴き出してむせ出し

た所長。「危うく窒息しそうだったよ」と。あまり笑わせ

ないようにしないと。／３月のＩさんに続き、元インター

ン生のＹさんが４か月の坊やを連れてご主人と共に来訪。

小さく生まれたそうですが、順調に育っている様子で一

安心。一人娘で女系家族に育ったＹさん、プリンス誕生

にご実家も大喜びで毎日写真のリクエストがあるとか。

微笑ましい限りです。そして今朝は初代インターン生の

Ｎ君から女児誕生のメールと写真が。ベビーブームが

続いて、本当に嬉しい！　　　　　　　　　 　（コ）
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