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気候政策を歪めたアメリカ大統領

加藤　三郎

今月の
テーマ

今年はオリンピック・パラリンピックの

年ではあるが、私にとって 2020 年といえば、
パリ協定の実施の年であり、この絡みでも

11 月の初旬に実施されるアメリカ大統領選
挙が大注目される年だ。ここではアメリカ

大統領選挙と気候変動対策とに焦点を絞っ

て、率直な思いを述べる。

１．トランプ再選？

多くの人にとっても、トランプ氏が大統領

に再選されるか否かは大いに気になることで

あろう。私は少年時代から、アメリカの民主

政治に多大な敬意を抱き、長いこと仰ぎ見て

いた。もちろん、大人となって、アメリカだ

けでなくいくつもの国の政治システムや政治

家達を見てきた中で、敬意に値しない人や政

策もあったが、総じて言えば、アメリカの大

統領制や議会制度などは、世界のリーダーた

るにふさわしいと評価してきた。

４年前にトランプ氏が大統領候補として

登場し、様々なことで人々を驚かせて来た

が、地球の温暖化は中国が自国の経済のた

めにでっち上げたものだという旨の発言に

は耳を疑った。また長年、世界中の人々が

苦労してやっと実現させたパリ協定に対し、

自分が大統領に選ばれたら、即、離脱する

旨の発言を繰り返しているのを聞いた時に、

このような人物が間違ってもアメリカの大

統領にならないでほしいと強く願った。ア

メリカの選挙民が選んだのがトランプ氏で

あった時には大いなる失望を覚えたが、そ

の後も彼の気候変動を中心とする環境政策

についての言動をフォローしてきた。最初

の頃は、大統領に選ばれたら、さすがにパ

リ協定から離脱するとは言わなくなるだろ

うとの一抹の期待をかけたが、就任から半

年もたたないうちに、トランプ氏はパリ協

定からの離脱を正式に表明しただけでなく、

前政権時代に築かれた様々な環境対策を

ひっくり返してしまった。

桁外れの人格を持つトランプ大統領は、環

境政策を攻撃しているだけでなく、オバマ政

権の遺産を弊履の如く捨て去り、アメリカ第

一主義を貫き通している。国内外から厳しい
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風

批判はあるものの、トランプ支持の分厚い固

定票を有しているためか、今年 11 月の大統
領選挙には共和党からの候補者として再び登

場することはほとんど確実である。

彼の強烈な武器は、自分に不都合な事実

をマスメディアや批判者から突きつけられ

ても、それはすべて Fake( 嘘 ) だといって
片付けてしまい、恬として恥ずることがな

い姿だ。「今だけ、金だけ、自分だけ」が

露骨にみえるトランプ氏に、半数近くのア

メリカ人が戸惑っていると思われる。強力

な競争者をアメリカの民主党は担ぎ出さな

ければならないのに、未だに（1 月末現在）
12 人の候補者がひしめき合い、有力な対抗
馬が浮上していない段階では、トランプ氏

の再選を予測する人は決して少なくないの

が、私の心配事だ。

２．二人の米大統領の「大罪」？

１．ではトランプ大統領の気候政策への

危険なまでの無責任さに触れたが、実は残

念なことに、気候変動対策については、日

本を含む多くの国が必要な対策を前向きに

取ることを妨げた大統領がもう一人いる。

2000 年の大統領選挙で当選し、2 期 8 年務
めたブッシュ（子）大統領だ。

ブッシュ大統領も選挙運動の最中から、

気候変動問題に懐疑的な見解を繰り返し述

べ、前政権がまとめ上げた京都議定書には

加わらない旨、表明していたが、2001 年に
大統領に就任すると、わずか 2 か月後に京
都議定書に米国は参加しないと決定してし

まった。当時、アメリカは世界一の温室効

果ガス排出国であっただけに、その国の大

統領が、不公平で自国経済に悪影響を与え

るとの理由で拒否してしまったことで、京

都議定書は出発時点で不幸を背負ってし

まった。

アメリカがこのような対応を取ったこと

で、京都議定書が発効するまで、その後 4
年の歳月を要し、一時期は、一片の紙切れ

に終わってしまうのではないかと、国内外

の多くの関係者が強く心配した。そのため、

私たち NGO は、首相官邸前で日本が早く
批准することを求めてデモ行進をしたし、

アメリカ大使館やロシア大使館にも出かけ

て、担当外交官に早く批准するよう陳情も

した。幸い、プーチン大統領が京都議定書

批准を決定したことにより発効条件を満た

し、同議定書は 2005 年 2 月に発効し、やっ
と命を得たのである。

しかしながら、米政権が京都議定書に背を

向けてしまった結果、例えば日本の財界も、

温暖化対策に力を注がなくてもよい理由を見

出したと私には思われる。そのころ、日本の

財界や経産省筋から、「京都議定書は安政の

不平等条約以来の不平等な悪条約であり、こ

れを日本が批准したのは大きな間違いだ」と

言わんばかりの意見が、霞が関・大手町界隈

で大手を振っていたが、このような大胆な発

言は、ブッシュ大統領のあからさまな反京都

議定書の姿勢がなかったらあり得なかっただ

ろうと、私は今でも思っている。

このようなことを考えると、アメリカは

少なくとも 20 世紀においては偉大な政治家
や科学者、実業家を生み、私たちにも科学

の尊重と民主主義のお手本を示してくれて

いたが、ブッシュとトランプという二人の

大統領は、人類にとって最も重要な生存の

基盤である環境政策を歪めてしまった。も

しブッシュ氏もトランプ氏も、科学が指摘

する気候の異変という重大な問題に真正面

から誠実に取り組んでいれば、日本も世界

も一丸となって努力し、恐らく世界の気候

は、今世界が体験しつつあるような極めて

危機的な状況にはならなかったはずだ。
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「人も社会も『動けば変わる』」この言葉を

実感したのは今から 25年前、19歳で実名公表
した薬害エイズ裁判で歴史的和解を勝ち取っ

た瞬間だった。あれから四半世紀がたった今、

「何故、人は、そして社会は変われないのか？」

という今回のテーマを前に、現代の時代背景

や社会構造、人間の意識の移り変わりを改め

て実感せずにはいられない。それはますます

複雑になるこの世界で、あの頃よりもずっと

難しく、そして意義のある問題提起だろう。

スウェーデンのグレタ・トゥンベリさんを

はじめ、今世界では若い人たちが地球規模の

問題を自分事として声をあげ、世界中で運動

が盛り上がりを見せている。日本でも彼らに

共感した若者たちがデモに参加したものの、

他国に比べ今ひとつ世論の反応が小さいのは

何故だろう。加えて国会議員をはじめ、政治

家一般の気候変動問題に対する関心は非常に

低く、国の政策に影響を与えられないでいる。

環境問題だけではない。かつてと比べて国民

の関心はますます個人レベルに細分化され、

もっと抽象度の高い「いのち」や「環境」、「飢

餓」や「戦争」、「感染症」などの問題を自分

事として捉えにくくなっている。19歳の自分
が薬害被害者として実名を公表した事をきっ

かけに、25年前の日本では共感した若者たち
が自ら立ち上がり、集まり、彼らの親たちが、

マスコミが、医療関係者が、大学関係者が、次々

に運動に加わった。水に投げた小石が幾重に

も輪を広げるように、みるみる高まった世論

が政治を動かし、最後に社会を動かしたのだ。

一体あの時と今と、何が違うのだろう？

思えば自分の幼少期は、「いつまで生きられ

るかわからない」、という諦めに似た死生観と

共にあった。先がないのだから何をやっても

無駄だ、どうせ社会は変わらない。その無力

感が、いつしか「自分さえよければいい」と

いう刹那的な考えに変わってゆく。今の若者

が、「頑張って働いても生活は楽にはならない。

経済格差は固定されているのだから」と口に

する際も、やはり根底にあるのは諦めと閉塞

感ではないかと思う。

先の見えない生きづらさを打ち破ったのは

二人の人間が見せてくれた「生と死」だった。

同じ薬害被害者で病室を共にしていた同年代

の友人の死、まだ 13歳なのに実名を出して米
国で堂々と生きていた薬害エイズのジョナサ

ン・スウェインとの出会いが、自分を大きく

変えたのだ。

死と隣り合わせの病気でも、生きている限

り、自分にはまだ選択肢がある。行動するこ

とで、社会を変えることはできるのだ。それ

は理屈ではなく、想定外の生と死を目の当た

りにする事がもたらした実感だった。

国相手の裁判は最高裁で必ず負ける、とい

う持論で反対し続けていた私の父は、息子や多

くの原告が諦めず闘い続ける姿を側で見ている

うちに、少しづつ変わっていき、自分を驚かせ

た。人は 60歳を超えても、なお考え方を変え
ることができるのだ。病室で死んだ友、堂々と

生きるエイズの少年、そして還暦後に大きな変

化を見せた父がくれた、「生きている限り人も

社会も変わる」という信念は、今もずっと、消

えることなく自分の中に残っている。
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もちろん目をあげれば目の前にあるのは過

酷な現実だ。

薬害エイズの原因となった国の情報隠ぺい

体質は変わるどころか悪化して、責任の所在

や取り方もちっとも変わっていない。「資料が

ない」などという公文書管理のずさんさは、

情報公開法や公文書管理法成立、東日本大震

災や森友・加計学園問題を経てもなお、未だ

に根深く存在している。

かつて自分を含め多くの被害者を出し、歴

史に傷跡を残した「薬害」が、今再び別の形

で出てきているのをご存知だろうか。

日本政府は農薬の毒性について、「予防原則」

を取ろうとしない。他国で指摘されている農薬

リスクの情報を隠蔽し、使用基準をどんどん緩

めて国内農家に使わせ、国民に食べさせている。

それを使用する農家の方々や、口にする子

供と大人のいのちと健康、ミツバチのような昆

虫の生態系よりも、経済的な利益を優先するこ

のやり方は、一部の者たちの利益のために、い

のちに関わる情報を隠蔽することで多くの被害

を出した「薬害エイズ」と全く同じ構造なのだ。

2018年、米国で、巨大農薬メーカーのモンサ
ント社を相手にした農薬グリホサート裁判で、

発がん性のある農薬によって末期ガンを発症し

た原告が勝訴した。決して勝てないと言われて

いた農薬メーカーの敗訴は、日本の薬害エイズ

と同様、国全体を揺るがせた。ニュースは瞬く

間に広がり、農薬とセット販売されてきた遺伝

子組換え作物のリスクに誰よりも反応する母親

たちが立ち上がり、彼らの選択が食品会社や流

通に影響を与え始めた。欧州でもまた、消費者

の意識の変化が、神経毒性があるネオニコチノ

イド系農薬の屋外使用禁止の流れを作り、フラ

ンスを筆頭に規制強化が進行中だ。欧米だけで

なく、中国、韓国などアジア各国、ロシア、国

連でも有機（オーガニック）や無農薬に注目が

集まり、世界中で農業全体の転換が進んでいる。

こうした世界の変化に、なぜ日本の政治家

たちは反応しないのか？

国会議員の行動原理は、一般的に選挙のた

めの金と票だと言われている。地盤、看板（知

名度）、カバン（お金）がある政治家は、浮動

票である有権者の意向や世論には靡
なび

かない。

二世議員だけでなく、地べたを這うようにド

ブ板選挙をする議員も、世論に動じない。時

の政権を官僚が牛耳っていることも、政治家

と違って官僚には国民が任命権（選挙）を持

たないために、やはり世論の動きには動じな

い。つまり目先のことしか見ていないのだ。

デモや労働組合のストライキ運動に対して

も、60年代運動に対するネガティブなイメー
ジが強すぎる上に、マスコミ報道は、政府や

スポンサーへの忖度が強まる一方だ。「人も組

織も変わらない」という無力感が支配する今

の日本の現状を変えるキーは、時間はかかる

が、最終的には「教育」だと思う。

「民が社会を変えられる」という社会的教

育の不在が、政治で社会を変えるよりも、実

業界で社会を変えたほうが早道だと考える若

者を量産しているからだ。

薬害エイズの時のように、知識ではなく、

大人が「変えられる」と信じること、自ら実

践する姿を見せることで、たとえ理屈がわか

らなくても若者の閉塞感には小さな風穴があ

く。国政への失望と反比例して、自治体の首

長となり、新しい共同体を作ることに希望を

見出す若い人の数が増えているのは、偶然で

はない。

組織を変える、人を動かすのは、知識では

ない。組織を動かすのは、人であり、人を動

かすのは、見えない未来を信じる力だ。だか

ら大人は決してあきらめてはならない。薬害

エイズ事件で、「いのち」の価値を問うために

本気で動いた一握りの人々が、自分を動かし、

家族を動かし、周りを動かし、最後には国を

動かしたように、若い世代に見せ続けるのだ。

「人も社会も、必ず変われるのだ」と。
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問題の所在

或る講演会でのことであった。私はリニア

新幹線を材料に、果てしない科学技術の進歩

とそれへの盲信に警鐘を鳴らし、過度な技術

の進展は環境を破壊し人間自身を危機に追い

込むといったことを骨子とした話題を提供し

ていた。講演が終って意見交換に入った時、

大学を退職した科学技術系の研究者とおぼし

き人が、私に次のような意見を述べた。

「�それは無理ですよ。人間には欲があるの�

です��から。」

私は愕然とした。一言で言えば、これは小学

生レベルの発言である。なんともお粗末な一言

が大学に在職した研究者の口から飛び出したの

である。その大学の学生たちは、このような価

値観のもとで教育を受けてきたことになる。技

術の進歩を絶対善だというに等しく、それがい

まの日本の科学技術立国観を支えている。

確かに人間には欲がある。しかし大学のよ

うな知の集合体は、その欲をいかに抑制し克

服するかを議論し、そのすべを模索するのが

本来の場であり役割であるはずである。欲望

のままに技術の進歩ばかりを追求し、利便性

だけを求めていたら、人間の破滅は必然では

ないのか。福島の原発事故はその象徴である。

私は技術の進歩をむやみに否定しようとい

うのではない。しかし技術の進歩を是認する

のであれば、どうしても必要な絶対条件があ

る。それは技術の進歩とパラレルに人間の倫

理が深められねばならないということだ。巨

大技術になればなるほど、それを扱う人間の

倫理は深められねばならないのである。だが

昨今の風潮を見ていると、ITにせよ AIにせ
よ、すでに人間はそれとは逆方向に向って歯

止めのないままに歩き始めているようにしか

思えない。いったいなぜこんな末期的状況を

迎えてしまったのだろうか。

問題の原因

その原因を私なりに突き詰めると、二つの

問題に絞られてくる。一つは人間の自然との

乖離による自然観の喪失と、もう一つはゆき

過ぎた経済への欲望である。しかもこの二つ

は根底のところで分ち難く結ばれている。そ

のことを説明しよう。

近代という時代は、農林漁業から工業や商業

中心の社会への移行を意味している。そのこと

によって何が起こったのかと言えば、労働人口

の都市への極端な集中であった。資本主義経済

はこの圧倒的な都市化によって発達してきた。

そして都市は肥大化すればするほど、人工的な

空間と化し、自然は失われていく。そのような

自然喪失空間の中で生きている人々に、自然を

理解しろと言っても無理である。

ではここで言う自然とは何か。それは美しさ

や癒やしの意味の自然ではない。そこでの自然

とは、私たちの衣食住を支えてくれる自然であ

る。いや言葉を変えて言い直した方がいい。そ

れはつまり〈いのちの自然〉ということだ。

いまでは誰もが知るところとなった金子み

すゞの「大漁」という詩がある。

　　朝焼小焼だ

　　大漁だ

　　大羽鰮
いわし

の

　　大漁だ

　　浜は祭りの

　　ようだけど
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　　海のなかでは

　　何万の

　　鰮のとむらい

　　するだろう

人工的な空間に身を置くと、私たちが口に

するいのちの出所が分からなくなる。魚も肉

も野菜もすべてスーパーで調達される。そこ

には収穫や捕獲の現場はなく、すべて金銭の

現場と化す。となれば自然（いのち）よりも

金銭に比重が置かれ、経済優先になるのは必

然の成行である。私がさきに自然観の喪失と

言ったのは、このことを指している。そして

倫理の問題も、これに深く関わっている。制

御がきかない自然の猛威の中で、私たちのい

のちを育む膨大な量のいのちたちを手に入れ

ようとする人たちは、自然を畏敬し、自然に

感謝し、自然を愛してきた。そういう心の用

い方が、私の言う一つの倫理なのである。し

たがって科学技術もそれを基 (もとい )とし
なければならないはずなのだが、その倫理を

蔑ろにしたためにさまざまな環境問題が惹き

起こされてしまったのではないか。

問題の処方

ではどうしたらよいのだろうか。一つは机

に向ってでもできることがある。それはいの

ちの知に耳を傾けることだ。たとえば石牟礼

道子を読むという手がある。『苦海浄土』に代

表される彼女の作品は、いのちの主題で満ち

満ちているが、彼女と昵
じっこん

懇であった渡辺京二

氏は次のようなエピソードを書き留めている。

高速道路で車が猫や狸にぶつかって死ぬと

誰もが気に止めるが、自分の車が海から這い

上ってきた小動物を轢いて真っ平にして走って

も誰も意識しない。ところが彼女はそれを見て

書いた。石牟礼道子一人が書いた。これはやは

り生命に対する並々ならぬ共感能力です。

そしてその原稿を依頼した澤地久枝氏ら

は、それを読んで皆で泣いたという。これは

活字の中のいのちの発見と言っていい。

一方それを体感するにはどうすればよいの

だろうか。その手っ取り早い方法としては、

たとえば自ら土を耕し農業に触れるという手

がある。私自身省みても、いのちの発見の出

発点は故郷に戻って始めた畑仕事だった。農

事に携われば土の生産力の大きさに気付かさ

れる。土は陽光、雨水、気温、微生物のさま

ざまな循環によって、自ずと無限のいのちを

育む力を持っている。これは環境問題の原点

と言えるものだが、まずは個人のライフスタ

イルの中にこれを取り込むことはそう難しい

ことではない。問題はこれをはたして社会の

制度の中に組み込めるかということだ。

モンゴル研究者の小貫雅男氏は、つとに

CFP複合社会を提唱し、菜園家族構想の実現
に努めている。CFP複合社会とは、資本主義
社会 (Capitalism）、家族小経営（Family）、公共
性 (Public)の各セクターを複合化させた社会で、
一週間のうち二日間だけ従来型の仕事（民間企

業、公的機関）に携わり、残りの五日間は菜園

や手工業、商業などを家族的経営において行う

というものである。

当然そこでは高い経済水準を求めることは

できない。しかし経済水準の高低が幸福とは

無関係であることは、世界の幸福度ランキン

グ調査の結果が示している。むしろ菜園で家

族が自らの食料を調達し、教育や文化活動に

も携わることができるという利点をこそ評価

すべきであろう。何より「家族全員で仕事が

できた昭和 30年代前半が最も充実していた」
と追懐する農民たちの証言は、私たちに一つ

の幸福を予感させるものである。そしてそこ

には環境問題への懸念はひとかけらもない。
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第 12 回 (2019 年度 ) 経営者「環境力」大賞　受賞者発表

事務局

2019 年度も「経営者『環境力』大賞」の募集を行いました。今年度も、環境に対してすばらしい理

念と優れた実行力を持った経営者から多数のご応募がありました。

これを受けて、2020 年 1 月 15 日に審査会を開き、応募資料、およびヒアリング結果を総合して審

査を行い、その結果、大賞 4 名、奨励賞 1 名の受賞が決定しました。

今年度も、受賞者様の理念や活動を多くの人に知っていただきたく、2020 年 2 月 21 日（金）に東

京都渋谷区のアイビーホール青学会館にて「第 12 回（2019 年度）経営者『環境力』大賞顕彰式およ

び発表会」を開催します。（詳細は 12 頁、当会 HP 等でご確認下さい）

受賞者様のお話を直接お聞きいただける貴重な機会です。是非お誘い合わせの上、ご来場ください。

たくさんのご参加をお待ちしております。

主催　認定 NPO 法人環境文明 21

協賛　西武信用金庫／公益財団法人 SOMPO 環境財団／武州工業株式会社／

           株式会社リガルジョイント／リマテックホールディングス株式会社　　(50 音順 )

後援　環境省

氏名 会社名・業種
青山　裕史

（代表取締役）
油藤商事株式会社（滋賀県豊郷町）

卸売・小売業 ( 廃食油リサイクル燃料　バイオディーゼル )
堂上　勝己

（代表取締役）
梅南鋼材株式会社（大阪府大阪市）

製造業 ( 鋼材の卸販売業務及び鋼材・鋼板の加工 )

永野　仁士
（取締役 管理本部部長）

東阪電子機器株式会社（東京都渋谷区）
製造業 ( 各種モータードライバ、小型メカニカル装置、

医療機器等の開発・製造及び販売 )

村上　尊宣
（代表取締役）

株式会社エコファクトリー（熊本県熊本市）
製造業（輻射式冷暖房の製造、販売及び保守点検、省エネルギー機器、

自然エネルギー利用機器の研究、開発及び保守 )

氏名 会社名・業種
福寿　満希

（代表取締役）
株式会社 LORANS.（東京都渋谷区）

卸売・小売業 ( フラワーギフトサービスやフラワーショップ及びカフェ運営 )

大　賞

奨励賞

（敬称省略、五十音順）

（敬称省略）
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100 年後の夕日

松本　由利子　( まつもと　ゆりこ／コンサベーション・インターナショナル・ジャパン )

もし 100 年後の未来にタイムスリップし
たら、その世界をどう思うのだろうか？逆に

100年前の時代の人が現在にやって来たら？
やや大げさではあるが、以前それに似た錯覚

に陥った瞬間がある。ウガンダ僻地の農村に

行った時と、日本に戻ってきた時のことだ。

その時感じたことを書いてみたい。

【現代から過去の世界へ

　（日本から　ウガンダの農村へ）】

ウガンダ北部地域、南スーダンからの難民

を受け入れているその地域は、アフリカの中

でも極端に貧しい地域だった。大平原に草葺

の家が点々と散っている。電気、インターネッ

トはなく、水も川や井戸から汲んでくる。何

より驚いたのは所有物の少なさで、子どもた

ちが 1セットしかない服を川で洗い、乾かす
間泳いで過ごす姿をよく見かけた。これを先

ほど「貧しい」と表現したが、今日の多くの

先進国でも 100～ 200年遡れば同様の生活を
送っていた経験があるはずで、過去の先進国

の姿が現代のウガンダ北部に残っている、そ

んな風にも言えるかもしれない。

この大草原での生活にどっぷり浸ってい

て、強く感じたことがある。それは、ここで

暮らす人々が「人間らしい」と思ったこと。

自然の流れの中で、人間が等身大で生きてい

る。感情表現が豊かで、視力や身体能力が高

く、生活の知恵に長けている。トラブルが発

生すると、人が人を呼び、みんなで意見を寄

せ合って解決法を探す。物質的に頼れる術が

限られる分、人間自身が持つ力が最大限に発

揮されていて、日常の小さな場面で人間の新

しい姿にハッとさせられることが多かった。

私も真っ赤に染まる夕日を見ながら一日の活

動を終えると、自分がしっかり大地の上で生

きている新鮮な気持ちになった。

【過去から現代へ

　（ウガンダから日本へ戻った時）】

前述したようなアフリカの大草原から日本

に戻ると、かつて住み慣れた世界が違った角度

で見える時がある。最近衝撃的だったのが、帰

路に寄ったシンガポール空港に昨年誕生した

「ジュエル」だ。空港のターミナルを結ぶ空間に、

熱帯雨林と人工の滝が中央を貫く巨大なショッ

ピングモールが登場する。これを見た時、正直

すごいと思うより違和感のようなものを感じ

た。世界では難民や貧困、気候変動など問題が

溢れているのに、人間はこういう物質的な豊か

さを求め続けるのだろうか。キラキラ輝くシッ

ピングモールと買い物に忙しい人々を眺めなが

ら、ふと人間が天まで届く塔を作ろうとした「バ

ベルの塔」の話を思い出した。

日本社会に戻ると、便利な生活の中に気に

なることが多い。過剰な包装、行き過ぎた冷暖

房、大量の食品廃棄物など。また、恐ろしい勢

いで IT化の波に飲まれ、望まずとも ITに頼ら
ざるを得ない生活を送っていること。改めて見

直す日本は、より便利で快適な社会に向かって

直線的に発展しているように思う。しかし、そ

の発展の方向は物質への依存度を高め、自然の

中で生きていく力を自ら弱めていくことになり

はしないか、、。東日本大震災の時、最終的に人

の命を支えることになったのが、人間同士の繋

がりだったという話が忘れられない。

100年後の未来では、どんな気持ちで夕日を
眺めているのだろうか。アフリカでの日々を懐

かしく思い出しながら、そんな想像をしてみた。



ミシェル・オバマの自伝書

「Becoming（邦題：マイ・ス
トーリー）」が世界中で読ま

れている。自分自身が置かれ

た状況を積極的に受け入れ、

自らを能動的・受動的に変化

させることによって、マイノ

リティに厳しいアメリカ社会

を生き抜いてきた姿が、大変

な共感を呼んでいる。

私自身はここ数年ではある

が、「負の感情」を「正のエ

ネルギー」に変え、毎日を乗

り切りたいと思いながら過ご

している。例えば、想像以上

に仕事と家庭と 3 人の子育
ての両立に苦労している。そ

れに輪をかけるように夫の家

庭へのヘルプが年々減ってい

る。夫が昇進する度に「私の

キャリアはなくなった（そも

そもそれほどのキャリアもな

いのだが）」と落ち込む自分

がいる。特に男の子のケアが

大変で、毎日のように頭に血

が上る。子供のケアを含めた

家族への負担が、機会均等で

なくてもイーブンであれば納

得できる。しかし、状況を変

えられず受け入れてきた。行

く当てのない理不尽さと常に

闘ってきた。しかし、そう

いった「負の感情」を抱えた

まま日々を過ごすと、時間だ

けが過ぎてしまい、目の前に

ある大切なものを見落として

しまう事に気が付いた。私は

いつからか、「負の感情」の

処理時間を早め、「正のエネ

ルギー」を生産して次の行動

を起こす、そんな思考の転換

ができるようになってきた。

作家の角田光代さんのエッ

セイ記事（JAFMate 2020.2.3）
によると、幸せとは「確実に

幸せなもの」、「確実ではなく

状況によって幸せだと思うも

の」、「とくに理由のないしあ

わせ」の３種類あるそうだ。

そして、それらは時間の流れ

とともに変化していくとあっ

た。現在の私にとって確実に

幸せなものとは、「睡眠」「誰

かが作ってくれたご飯」「家

族の健康」だ。長男出産後か

らのこれまでの約 10 年間は
ほとんど眠ることができず、

常に意識朦朧としてきた。今

は布団に入った瞬間にとても

幸せを感じる。自分以外の誰

かが作ってくれたご飯は何で

も美味しい。家族の健康は何

事にも代えがたくありがたい

と思う。きっとそれらは 10
年前とは異なるし、10 年後
には違う「幸せ」が私の中で

再定義されているのだろう。

核心はないが、幸せの見つ

け方は以前より上手くなった

ような気がする。特に「とく

に理由のないしあわせ」を見

つける機会はとても増えた。

春には、静かに咲き誇る桜を

みてうっとりし、夏には鴨川

で飛び石から落ちる子どもを

笑う。秋は黄色や赤色に染ま

る山々の語らいに心を躍らせ、

冬の澄み渡った空にそびえる

比叡山を見ては背筋が伸びる。

そういった一つ一つの幸せを

思い浮かべると私はこの土地

に生かされているのだなと思

う。そして、同時に故郷を思

い出す。誰かに常に応援して

もらっているような気持ちに

なる。それによって変化する

勇気を持てるのかもしれない。

あと 10 年先を見据えて、
今年は大学院（博士課程）を

受験することを考えている。

次のステージに向けての準備

だ。それには大きな困難が伴

うと思うが、失敗してもいい

ので挑戦しようと思う。その

先に幸せが待っているかどう

かは分からない。しかし、目

の前にある大切なものを見落

とさなければきっと大丈夫だ

ろう。「Becoming」し続ける
ことで、変化を恐れず、私ら

しく生きていきたい。

Becoming
末次　聡子（すえつぐ　さとこ／京都市在住）
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黒部渓谷エコツアーと吉村昭著『高熱隧
ずいどう

道』を読んで

10　環境と文明　2020年 2月号

昨年 11月のエコツアーでは黒部峡谷を訪れ
た。一行は宇奈月からトロッコ列車に揺られ終

点欅平で一旦下車、ここから乗り換えて数分で

下車、トロッコ車両も積載できる大型エレベー

ターで 200ｍ昇る。そこで軌道は前後に分かれ
ていて私たちは後の軌道を歩き、後立山連峰を

望むパノラマ展望台まで登る。一方、前方の軌

道はさらに奥の方へ進み黒部第 3、第 4発電所
まで続いている。ふと壁の説明板に目をやると、

この先のトンネル工事は難工事であり中間に高

熱断層が存在すること、また作業員宿舎が雪崩

で吹き飛ばされ 80数名もの犠牲者が出たこと
などが書かれており、この工事の状況は吉村昭

著『高熱隧道』で紹介されているという。

吉村氏の小説は氏の信条として事実に反す

ることは書かないことで有名であり、小説と

いうよりは記録文学に入ることから、早速図

書館から借りて読み始めた。

北アルプス連峰に源を発し富山湾に注ぐ黒

部川はその急流と水量の豊かさで知られ、下流

には明治の頃から発電所が多く設置されてい

た。大正期に入るとさらに上流部分にダムと発

電所を設け、その電力を阪神方面に送る計画が

持ち上った。それがこの隧道の目的となった仙

人谷ダムと日本電力（現関西電力）の黒部第 3
発電所である。まず黒部川の急陵な絶壁を穿ち

幅 60㎝ほどの歩道（日電歩道）を作り、ここ
を重いセメント袋や資材を背負ったボッカ（歩

荷）が往復する。荷を岩肌に引っかけたり足を

滑らせたりして深い谷底に転落するものが相い

次ぎ、遺体も収容できないことも多々あった。

隧道工事は早速高熱断層にぶち当る。岩盤温

度は 85℃で、更に高い所も現れる。高熱で削
岩機を持つ人夫も後からホースで冷水をかけら

れての作業、そのかけ屋もさらに後から冷水を

かけられている。一人一回の作業時間は 20分
とし一日の限度が 1時間という短かさ。また高
熱を帯びた岩盤のためダイナマイトが点火する

前に爆発し多くの人夫が犠牲となったりする。

さすがに工事を監督する富山県と県警察部は工

事の中止命令を出す。しかし世界は第二次世界

大戦へ向けて日本も軍備増強のさ中、軍需産業

に供給する電力を生む使命を帯びたこの工事は

政府の強い要請により工事が再開する。ところ

が昭和 12年末の未明、志合谷に建つ 5階建の
作業員宿舎の 3階以上と、80人以上が消え去っ
た。2か月近く周辺を掘っても分からなかった
が、一人の技師が山岳地帯に発生する泡（ほう）

雪崩という特殊な現象があることを知り、捜索

範囲を広げたところ、宿舎からひと山超えた岩

肌に宿舎の残骸や遺体がたたきつけられている

のを発見する。ここで再度県から工事中止命令

が出る。もう再開は不可能かと思われたが、突

然、天皇から犠牲者一名につき 25円という御
下賜金が下附された。これが、この工事の錦の

御旗となり頑なに工事の再開許可を拒んでいた

県当局も再開を認めざるを得ず、この後も数多

くの犠牲者を出しつつ昭和 15年 11月高熱断層
地帯を含む軌道、水路の隧道と仙人谷ダムは完

工した。この間、転落、火傷、爆発、雪崩等に

より 300名を超える人命が失われた。完工直後、
人夫頭は工事の直接の責任者 3名に直ちに現場
を離れるよう促す。多くの仲間を失った人夫達

の怨嗟が 3人の命を狙っているという。3名は
命からがら山を降りる場面で話は終っている。

読後、トロッコ列車のこの先の隧道にこの

ような凄惨な事実があったことを初めて知り

犠牲となった人々やその家族の無念さに思い

を馳せた。是非ご一読をお薦めしたい。

前田紘志さん（茨城県石岡市在住）



環境文明 21 での活動を通して

インターン報告

吉見　稔里　( よしみ　みのり／ 2019 年インターン生 )
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昨年の 6 月から今年の 1 月までの 8 か月
間、環境文明 21 でインターンをさせて頂き
ました。インターンを通して感じたこと等

を書かせていただきたいと思います。

環境文明 21 での活動では社会と環境問題
の関わりについて考える機会が多くありまし

た。例えば倫理部会です。何度か倫理部会に

出席させていただき、会員の皆様と共にこれ

からの社会の在り方について議論しました。

経済や教育といった視点も交えながら、環境

にこれ以上負荷をかけない社会にするために

はどうしたらよいか、ということを考えるの

は非常に楽しく、私に広い視野を与えてくれ

ました。環境は私達の社会の基盤であり、ほ

とんどの社会問題と関わっています。それに

もかかわらず、私達は資源が無限にあるよう

な感覚に陥り、 “ 発展 ” のために資源を湯水
のように使い、環境を破壊しています。私達

自身の未来を守るためにも経済など含めて社

会、そして人の価値観を変えていかなければ

いけません。それをどう変えていくべきなの

か、ということを環境文明 21 での活動を通
して考えました。

次に、私が目指したい社会について書き

たいと思います。それは市民が作る社会で

す。日本は民主主義制ではありますが、正

しい知識の基に選挙に行く人はごく少数で

あるように思います。日本では市民教育を

ほとんど行わないため、社会問題に対して

あまり関心を持たず、政府が何とかするだ

ろう、という考えがあるように感じます。

市民教育を取り入れることで、そのような

人々の意識が少しずつ変わっていくと思い

ます。多くの人が自分たちの社会に対して

関心を持つことで、社会をより良くしてい

くためにはどうすべきかを考え、選挙や消

費活動等、個々人の行動においても意思を

示していくことで、大きく社会が変化して

いくのではないでしょうか。そしてこれは

環境問題についても良い方向へと動かして

くれると考えています。

活動を通して印象に残っているのが、幅広

い年代の方との交流です。自分の知らない時

代の日本の歩みを知っていらっしゃる方とこ

れからの日本社会についてお話したことはと

ても良い経験となりました。私達の世代はつ

い海外の事例に目を向けがちですが、これま

での日本の歩みと照らし合わせて環境問題の

解決の糸口を探ることをもっとすべきではな

いか、と思うようになりました。また、今の

若い世代は社会に対してあまり関心がないよ

うに思う、との言葉を頂いたこともありま

す。以前は、極端な例でいえば学生運動もあっ

たように若者に社会を変えていこう、という

意識があったのでしょう。現代の若者も自分

たちが社会を変えられるかもしれない、とい

う想いを持ち、行動していくことが将来の私

達にとって重要な一歩です。私自身、4 月か
ら社会人になりますが、目の前の利益を追う

だけではなく、社会にとって良いことは何

か、という視点を常に持ち、行動に移したい

と思います。

最後に、環境文明 21 でインターンをす
ることができたのは私にとって大きな財産

です。環境問題について学べたことはもち

ろん、職員の方々や会員の皆様との出会い、

そしてインターンを通して得た社会に対す

る考え方などは、これからの私の人生に大

きく影響すると確信しています。本当に有

難うございました。
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〔うごき〕……………………………………………………12

環境文明 21 の主な動き（2020 年 1 月）

1 月 6 日 仕事始め

        9 日 早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科で

　　　　　藤村代表指導

      15 日 経営者「環境力」大賞審査会

      16 日 グリーン連合幹事会に藤村代表参加

      21 日 環境コミュニケーション審査会に藤村代表参加

　

●「環境文明塾」第四回開催

日時　2020 年 4 月 10 日 ( 金 )　13:30 ～ 
会場　聖心女子大学 4 号館　聖心グローバルプラザ
　　　東京都渋谷区広尾 4-2-24　TEL：03-3407-5811

●環境倫理部会

日時　2020 年 4 月中旬予定

●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)

2020 年 2 月号
2020 年 2 月 15 日発行 ( 毎月 15 日発行 )
第 28 巻　第 2 号　通巻 317 号

目次 (28 巻 2 号 )

 ■経営者環境力大賞顕彰式及び発表会

 日時：2020 年 2 月 21 日 ( 金 )　14:00 ～ 17:00
 会場：アイビーホール　青学会館　４F クリノン
　　　　東京都渋谷区渋谷 4-4-25 ( 代表 03-3409-8181)

 　※プログラム、会場アクセスは HP で
　　ご確認いただけます。
　 ※参加ご希望の方は事前に事務局まで
　　ご連絡下さい。

■ 1 月の大相撲初場所は幕尻 ( 幕内で番付が最も下 ) の力

士が優勝し話題となりましたが、我が家では “ 呼出 ” が話

題となりました。呼出とは、「ひが～し～」「に～し～」と

言う人、というのが最近までの認識でしたが、ある日の中

継の冒頭、アナウンサーが「今日は呼出特集です」と言い、

土俵を作っている VTR が流れ始めました。その日は取組

の合間に呼出の紹介をしており、仕事内容は土俵整備、太

鼓叩き、拍子木打ち、懸賞幕の披露、その他審判員の世話

と多岐に渡り、行司同様に部屋に所属していることを知り

ました。私より観戦歴が長い夫も初めて知ったそうで、「土

俵も造っているの !? 体格がいい人が多いね。」と興味深く

みていました。後日インターネットでも調べたところ、現

在、相撲協会に所属している呼出は 40 名程、怪我や身長

不足で力士は諦め呼出に、という方もいるとのことでした。

そんなある日、保育園の連絡帳に 3 歳の息子の様子につ

いて次のように書かれていたのです。「お散歩の時、東～

西～と言いながら歩いていました。」呼出 !!（M）

■一月もあっという間に過ぎ去り、はや立春。暖冬で寒

がりの私にとっては有り難いものの、雪不足の便りが各

地から聞こえてきて農業などへの影響が心配です。オー

ストラリアでは森林火災が続いており気候変動真っ只中。

それに加えて巷は新型コロナウィルスで大騒ぎ。本を正

せばいずれも人間のもっともっとの欲望がひき起こした

ことなのに、そこから目を背け続ければ、自然の逆襲も

細菌の逆襲もますます激しくなる気がします。／出勤が
12 時近くになった所長。とてもいい天気だったので、い

つもの食後の散歩を提案したところ、「きっとそう言うだ

ろうとビクビクしてきた」と。「ビクビクではなくワクワ

クでしょ！」と言ったものの、老人虐待と言われかねない

ので、その日は女性陣だけで散歩に。これでもいろいろ気

を使っているのです。／ある昼下がり、田園調布駅のホー

ムで電車を待っていたら、改札階からピアノの演奏が。

何事かと思い階段をかけ上がってみると、素敵な婦人が

ピアノ演奏。空港ピアノ・駅ピアノの放映が大好きな

私としては大感激。さすが、田園調布です。（コ）


