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気候変動問題とコロナ問題、根は同じ

藤村　コノヱ

今月の
テーマ

コロナ感染拡大で世界中が緊急事態に

陥っています。未知のウイルスでワクチン

も治療薬もない状況で不安が募るのは仕方

ないことですが、連日報道される不要な買

い占めや人間性を疑いたくなるような出来

事を見ると、本当に悲しくなりますし、世

界に比べて日本人の危機感の低さも心配で

す (3 月末時点 )。一方こうした事態の中で、
“ 私たちの最も貴重な資産である社会と人間
性を守るために、文明的で合理的な思考を

しましょう ” と、イタリアのある高校の校
長先生が生徒に向けて送ったメッセージが

話題になっています。本当に素晴らしいメッ

セージで、こうありたいものです。

この問題が発生した時、そしてその後の

世の中の動きを見ていると、気候変動問題

同様、これも行き過ぎた現代文明への警鐘

であり、（気象災害とウイルスと形は違いま

すが）自然が私たち人間に、人としての生

き方や社会・経済の有り様を見直せと言っ

ているように感じます。特に日本人にとっ

てはあの悲劇の 3.11 から 9 年経ったのに、

その間に何をしていたのか、と問われてい

るような気さえします。

そして、多くの方がお気づきでしょうが、

コロナと気候変動という 2 つの問題には類
似する点がいくつかあるように思います。

その一つは、過度な人間の欲望がもたらし

たグローバル化と土地開発に根源的な原因

があるという点です。

グローバル化は、1990 年代、 東西冷戦の
終焉による民主化と IT 革命により時差とい
うものがほとんど意味を持たなくなり、全

世界が瞬時につながる時代に突入したこと

に始まったと言われます。実際国際航空輸

送協会（IATA）によると、2017 年に航空機
を利用して旅行した人の数は世界全体で 40
億人を突破、30 年間に約 4 倍も増加するな
ど、人の移動も世界貿易額も増加の速度を

速めています。( 図 1)
気候変動に関しては、それ以前の 1970 年

代には海洋汚染や酸性雨など地球規模の環

境問題への懸念が国連人間環境会議やその

年発行された『成長の限界』で示されてい
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ましたが、気候変動問題への本格的な取組

が開始されたのは 1992 年の地球サミット前
後で、IPCC の設立も 1988 年で、その後全
面的に活動を開始しています。そして CO2

濃度も図 2 の様に上昇し続けています。
一方、人類の歴史は感染病との闘いと言

われ、有史以前から人の疾患の大部分を感

染症が占めてきましたが、コロンブスの新

大陸「発見」（1492 年）以降、人やモノの行
き来が盛んになり、これと併せて感染病が

世界各地に広がっていったそうです。しか

し 1970 年以前までには公衆衛生の向上、ワ
クチン開発や予防接種の強化などにより先

進国の感染症致死率が低下したことから感

染症への関心は一時期低下。それが 1970 年
代後半になると、人とモノの移動が以前と

比べて格段に大量かつ短時間で行われるよ

うになったことや、熱帯林など未開の地に

まで開発を広げたことなどにより新たな感

染症が出現してきたそうです。

このように、グローバル化による大量の人

やモノの移動に伴い、大量のエネルギーが

消費され CO2 排出量が増加しただけでなく、

感染症拡大の可能性も増加。また熱帯林など

の未開の森林・土地開発により CO2 の吸収

源が減少した一方で、そこに生息する未知の

ウイルスの人間社会への進出が始まったわけ

です。今後温暖化が進むことで永久凍土に閉

じ込められていたメタンだけでなく、ウイル

スが放出されることも予測されています。

今なお世界人口の増加が続く中で ( 図 3)、

もっともっとの人間の欲望が、結局は、気

候変動による気象災害の頻発や今回のコロ

ナ感染拡大のような事態を生み出しており、

これは有限な地球環境の中で、私たち人間

の行動が成長の限界を超えたが故の苦難な

のだと、私には思えるのです。

二点目として、対策が遅れれば遅れるほ

ど、被害は拡大の一途をたどり止められな

くなるという点、そしてその被害は貧しい

人や国に、より大きくのしかかるという点

です。気候変動の被害は日本も含め世界各

国で起きていますが、経済的に貧しい島嶼

国での被害は人々の暮らしそのものを脅か

しています。一方コロナへの予防策として

“ 手洗い ” が有効ですが、世界人口の 40% に
あたる 30 億人の人たちは手洗いする清潔な
水などないのが現実です。気候変動もコロ

ナも南北問題である点は共通です。

三点目は、こうした状況にあっても、生命

よりも経済を優先するのが今の政治・社会だ

という点です。これまでも気候変動問題に関

しては、短期的経済優先の政策や過度な成長

志向の愚かさをたびたび指摘してきました

が、今回のコロナの国内対策を見ても、予防、

検査、病院・看護体制の整備といった感染拡

大の防止策よりも、目先の経済政策を重視し

ているように感じます。勿論感染拡大に伴う

失業、倒産などの被害が広がり厳しい状況に

ある方々への支援は重要ですし、緊急対策が

必要なことは否めません。しかし、今の日本

の政治の議論は、株価の下落を抑えるための

消費拡大、そのために一律に現金支給する、

消費税を引き下げるなど、どう見ても泥縄的

な対策ばかりです。経済対策も重要ですが、

まずは感染を押さえること、併せて、これま

でと現在の教訓を生かし、今後皆が安心・安

全に心豊かに暮らせる社会にするには経済・

社会をどう変えていくのか、こうしたリスク

を回避するための予防策は、といったような

議論も “ のど元過ぎれば熱さを忘れる ” 前に
こそ必要だと思います。

四点目として、危機感という点では差異

がありますが、人間は自分や家族のことは

考えられるけれど、社会全体のことは二の

次になってしまうという点です。これが一
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概に悪いとは思いませんが、皆が社会の一

員であることを忘れてしまえば人類の存続

はあり得ません。前記した校長先生のメッ

セージにも「この手の危機に打ち勝つ際の

最大のリスクは、社会生活や人間関係の荒

廃、市民生活における蛮行」とあります。

残念ながら、気候変動もコロナの様な感染

症も、グローバル化が進む世界では止めるこ

とは難しい時代になっており、長い闘いにな

ることを覚悟する必要があります。マクロン

仏大統領は「ウイルスとの戦争状態」と表現

しましたが、戦争の相手は直接的にはウイル

スかもしれませんが、真の相手はこうした社

会を築き、それを良しとしてきた私たち人間

の欲望とそれを助長してきた社会・経済シス

テムにあるのではないかと思うのです。

毎年のように襲ってくる猛暑や大型台風・

大雨、そして突如襲いかかる新型の感染症。

このまま欲望を押さえることなく利便性や

経済的成長だけを求め続けるのか？それと

も地球の有限性と成長の限界を認識し安心・

安全で心豊かに暮らせる社会へと舵を切る

のか？福島事故の後にも問われ、それ以前

にも幾度となく舵を切るチャンスはあった

はずなのに、相変わらずの道を進んできた

私たち人間。今度こそ、「拡大・成長」「経

済」より、気象災害や感染症などのいかな

るリスクにも対応できる「持続性」と「人間・

生命」を重視する価値観を私たち一人ひと

りが持ち、それを基盤とした社会・経済活

動へと世界が連携して変えていくことがで

きればと、この事態の早い収束と併せて願

うばかりです。

図 3　世界人口の推移（統計値）
出典：国連人口基金東京事務所ホームページ

図 2　大気中の二酸化炭素濃度の経年変化
　　 出典：気候変動監視レポート 2014
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図 1　世界の貿易額 ( 財・サービスの総輸入額 ) の推移

         出典：国連データベース



公正な転換と日本の国策企業の残念な戦略

明日香　壽川　( あすか　じゅせん／東北大学　東北アジア研究センター　教授 )
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１．2400万人対600万人 

この二つの数字は、エネルギー転換の必要

性と困難さの両方を端的に示している。2400
万人の方は、国際労働機関（ILO）のレポート
で示された産業革命以降の気温上昇を 2度以
内に抑えるという目標に従ったエネルギー転

換シナリオでの 2030年までの世界全体の雇用
創出数で、600万人というのは雇用喪失数だ。
もちろん、このような数値は大まかな数字

でしかない。ただ、別のデータを見ても、規

模感はほぼ共通している。例えば、国際再

生可能エネルギー機関（IRENA）によると、
2018年の世界全体での再エネ産業における従
業者数は約 1100万人であった。多くの国で、
再エネ産業や省エネ産業の従業者数は、すで

に原発や化石燃料産業の従業者数を凌駕して

いる。例えば、米国のエネルギー未来イニシ

アティブ（EFI）というシンクタンクによると、
2018年時点での米国における再エネ・省エネ
分野の従業者数は合計約 326万人で、原発や
化石燃料産業の従業者数（それぞれ約 6万と
約 117万人）よりもはるかに大きい。
したがって、温暖化対策やエネルギー転換

において最大の問題は、雇用の転換をどのよ

うにスムーズに進めるかだと言っても過言で

はない。それは中東諸国や中国などだけでな

く、米国、カナダ、EU、オーストラリアなど
の化石燃料を産出し、多くの化石燃料産業従

事者を抱えている西側先進国にとっても、い

かにスムーズに、かつ「公正」に転換するか

が非常に切実な問題となっている。

２．適応できなかった国策会社

日本はどうだろうか。日本には、今は炭鉱な

どの化石燃料産業はほぼ存在しない。したがっ

て、日本は他国よりもエネルギー転換は容易な

はずだと言える。しかし、いわゆるエネルギー

多消費型の重厚長大産業は存在し、基本的には

彼らが温暖化対策やエネルギー転換において、

強大な抵抗勢力として存在している。

ここでは、原発や石炭火力発電所の発電設

備（例：タービン）などを作ってきた重電メー

カーについて考えてみたい。彼らは、ザクっ

と言うと、いわゆる国策に則って、兵器から

タービンまで、国が求める大きな構造物を製

造してきた。

原発や石炭火力発電に関わるビジネスの場

合、顧客は大手電力会社であり、総括原価方

式のもと、極めておいしいビジネスだったは

ずである。昨今の事件を考えると、キックバッ

クのようなものもあったかもしれない（と考

えても、それほど非論理的ではないと思う）。

実は、彼らも太陽光や風力の発電設備を

作っており、2000年代初頭は、輸出もする世
界のフロント・ランナーだった。しかし、そ

の後、将来性がないという経営判断のもと市

場から撤退した。

３．政府・官僚の失敗

国策を作った方も責任を問われるべきであ

ろう。ここでは、電力中央研究所の「政府エ

ネルギー技術開発プロジェクトの分析－サン

シャイン・ムーンライト・ニューサンシャイ

ン計画に対する費用効果分析と事例分析－」

（Y06019）という 2007年に発表された報告書
を紹介したい。日本の場合、政策が定性的・

定量的に評価されることは多くなく、この報

告書は、政府の再エネ技術開発プロジェクト



気候変動政策の遅れの現状とそのことが及ぼす影響

5

の評価を行なった貴重なものである（ちなみ

に、オランダの場合、政策の第三者評価や結

果公表が義務化されている）。

その報告書によると、太陽光発電に関して

は、「研究開発支援と同時に、市場創出施策

も同時に展開していく必要がある」（p.26）、
風力発電に関しては、「技術の将来性につい

ての期待が低い状況で、国プロとしての位置

付けや市場創出策が不十分であると、民間に

よる技術開発は活発にならない」（p.27）とし
ている。そして、これらの「予言」どおりに、

日本企業は市場から姿を消した。

筆者が原告として関わっている仙台での石

炭火力発電所の稼働差止裁判でも、被告の電

力会社の主張は「国策に従っているだけ」で

ある。それを聞いて思わず筆者は、「国策は

憲法か」と叫びそうになった。

４．残存者利益獲得戦略

実は、すでに日本でも、エネルギー転換は

急激なスピードで起きている。前出の国際再

生可能エネルギー機関（IRENA）によると、
2018 年の日本での再エネ産業における従業
者数は約 28 万人とされる。一方、日本原子
力産業協会によると、2017 年における原子
力関係従業者数は 4 万 8538 人に過ぎない。
そのうち電気事業者における従業者数は 1万
3032 人で、鉱工業他の従業者数は 3 万 5506
人である。原子力発電所立地地域における地

元雇用者数は、原子力関係従業者数全体の約

半分の 2 万 3612 人である。日本の CO2 大排

出の約 6割を占める 6つのCO2大排出産業（発

電、鉄鋼、セメント、製油、化学、製紙）の

GDP寄与率も雇用数も日本全体の 1%以下に
なっている。

では、国策企業であった重電メーカーに

は、どのような戦略が残っているのだろうか。

経営学の教科書によると、「残存者利益」と

いうのがある。すなわち、どれだけ社会から

批判を浴びようと、最後の最後までしぶとく

残っていれば、メンテナンスや増設などは取

れるはずだから一定の利益は得られる。もち

ろん、この戦略は自慢できるようなものでは

ないので、誰も大っぴらには言わない。しか

し、客観的にはそのような戦略をとっている

ようにしか見えない状況が続いている。

５．エネルギー転換専門部局の創設を！

公正な転換のためには、具体的にはどのよ

うな政策が必要か。まず考えられるのは、失

業対策（社会保障、職業紹介、職業訓練）、住宅・

教育対策、地域における新たな雇用の創出、

低所得者のためのエネルギー・チェック（補

助金）の配布、などである。

日本は、すでに 1950年代後半から 60年代
前半にかけて大きなエネルギー転換期を経験

している。石炭から石油への転換であり、多

くの炭鉱閉鎖によって、20万人以上の雇用が
失われた。この時に政府は、炭鉱労働者の離

職や産炭地振興に関する「臨時措置法」や「雇

用対策法」を制定し、雇用促進住宅や職業訓

練、手当支給、年金上積等が実施された。

今、起きているエネルギー転換に関しても、

政府は、EUの国々などのように、総合的な戦
略を練る省庁横断的な専門部局を早急に作るべ

きだ。迅速かつきめ細やかな対応が必要であり、

まずビジョンの共有や様々なステークホルダー

とのコミュニケーションが求められる。

ただ、日本の場合、他国より恵まれている

ことは強く認識すべきだと思う。日本にとっ

てのエネルギー転換は、日本国民や企業が産

油国や化石燃料会社に貢いでいる年間約 20
兆円ものお金の多くの部分を、国内で回すこ

とであり、日本経済全体にとって必ずプラス

になるからだ。

あとは、政府がどれだけ合理的にビジョン

を持って考えられるかだ。コロナウィルスに

よるパンデミックという混乱した状況のなか、

今ほど、合理的で公正で長期的なビジョンに

基づいた国策が必要とされている時はない。
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国内初の液化天然ガス導入から半世紀

2019年 11月 4日、東京ガスグループは液化
天然ガス（LNG）導入 50周年を迎えた。公害
問題が大きな社会課題となった高度経済成長

期の 1960年代、当時の経営者が「青い空を取
り戻そう」という決意を胸に社運を賭けて挑

んだのが LNGの導入だ。それまで主な原料で
あった石炭や石油と違い、比較的少量の CO2

しか出さない革新的なエネルギーとして登場

した LNGは、50年の年月を経て日本の基幹エ
ネルギーの一つになるまで利用が拡大し、今

私たちの暮らしと社会を支えている。

当社グループは、エネルギーの安定供給だ

けでなく、クリーンな天然ガスを活用したも

のづくり、スマートエネルギーネットワーク

による都市づくり、燃料電池など新技術を利

用した暮らしづくりなど、エネルギーソリュー

ションを通じ、日本で、世界で、この新しい

エネルギーの普及拡大をリードし天然ガスの

時代を切り拓いてきた。エネルギーで変革を

起こし持続可能な社会の実現に挑戦すること

は、SDGsの精神にも通じる、創立者・渋沢
栄一が大切にした公益追求への高い志であり、

当社グループの DNAでもある。

ふたたび新たな挑戦へ

21世紀に入り、気候変動をはじめとする
社会問題は深刻化し、脱炭素化が大きな潮流

となっている今、SDGsに代表されるように、
地球市民として社会や地球の問題を自分ごと

として考えることが当たり前になりつつある。

また、2015年のパリ協定採択以降、CO2 を排

出する化石燃料に対する世界の視線はより厳

しくなっている。さらに日本では、エネルギー

の分散化や自由化の進展も受け、さまざまな

付加価値型の競争が激化している。

そこで昨年 11月、次の半世紀を見据え、不
確実な時代にあっても進むべき方角を示す羅

針盤として、当社グループは経営ビジョン

「Compass2030」を策定し、50年前と同様、新
たな挑戦に立ち向かう決意を示した。（https://
www.tokyo-gas.co.jp/Press/20191127-01.pdf）天然
ガスは、供給安定性・環境性・経済性のバラン

スに優れており、私たちは石炭・石油を使用し

ている世界各地域のエネルギー源を天然ガスに

転換していく。さらに、そのガスも単純に燃や

すのではなく、コージェネレーションや面的利

用などで高効率に使用し、より低炭素化を進め

ていくことが重要で、この分野でしっかりと貢

献していく。しかし同時に、化石燃料である天

然ガスを扱うリーディングカンパニーとして、

気候変動と真摯に向き合うことは私たちの責務

であり、次なる半世紀に向けて「CO2ネット・

ゼロに挑戦しリードする」ことを目標として掲

げた。再生可能エネルギー活用をはじめ、排出

された CO2の回収、ガス体エネルギー自体の

脱炭素化など、技術的なイノベーションに真正

面から取り組み、これら新しい技術と天然ガス

を組み合わせ、サステナブルな暮らし・都市・

地球を実現するソリューションを提供していこ

うと考えている。
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連帯により磨かれる多様性、

歴史に学ぶ先進性

ここからは一エネルギー企業の枠を少々は

みだし、これからの日本の進むべき道と世界

における日本の役割について少し考えてみた

い。（※以下は筆者の見解であり、当社の公的

見解では無い部分も含む）

昨今の気候変動、いや気候危機と呼ぶべき

現況を目の当たりにし、多くの日本人が出来

るだけ早期に地球上の CO2 を減らさなければ

ならないと真剣に考え始めたと思う。

問題は、その「スピード感」と「削減の仕方」

だ。

スピードはもちろん早いに越したことは無

い。パリ協定や IPCC報告を踏まえれば、理
想と現実がかけ離れないよう留意しつつも、

CO2 排出を実質ゼロにするゴールの時期を前

倒しするアプローチはこれからも重要だ。

一方、削減の仕方だが、無尽蔵にお金を投入

し再生可能エネルギーを一斉導入するような極

端なやり方で、国家が疲弊したり、今日の生活

水準が維持できなくなってしまっては元も子も

ない。国力の維持は地政学的リスクが高い我が

国の安全保障課題にも直結する。また、今日の

日本を支えている製造業からの CO2排出を議

論するには、この先の日本のあり方やありたい

姿の議論なしには前に進まないと思っている。

加えて、これから人口が増え、日本が過去

経験した経済成長ステージに入る多くの新興

国は「地球のことよりまず明日の生活」とい

う状況で、そこに対して先進国は自国の削減

の仕方を強要できない。国ごとの事情を勘案

することが重要だ。無理に押し付けると国家

間の分断を生むだけである。

そこで大事なのが、最終的な共通のゴール

に向かって、経済性や他のベネフィットも含め

国ごとに統合的なロードマップを描くことであ

り、まさにそれがゴールまでの移行期、「トラ

ンジション」の考え方である。そしてそこには、

実効性が高く、費用対効果にも優れる省エネ手

法や高効率システムなど、日本の素晴らしい技

術や運用の仕組みがフィットするし、特に新興

国の現実解には最も有効だと思う。

加えて日本には、江戸の鎖国時代、日本を

限られた地球と見立て、その中で「山水郷」

と言われる自然の恵みを最大限活用し、エネ

ルギーも食料も資源も全て循環させ持続可能

に営む仕組みが既に実現していたという財産

がある。社会の仕組みに加え、清貧で徳を重

んじる生き方、人間も大きな自然の中の一部

の存在にすぎないという東洋思想観、「おすそ

わけ」に代表される相互扶助のコミュニティー

など、今や失われつつある人生観や世界観も

歴史から学ぶことは多い。

これからは分断でなく共存、連帯の時代だ。

世界一律ではなく、各々の国が各々に最も適

した削減の仕方で進めることが、世界が持続

可能でありながら CO2 を最も早く減らせる近

道だと私は信じている。

最後に、私は一休宗純（とんちの一休さん）

の以下の言葉が好きだ。

「一本筋は通しても頑固になるべからず」

違う意見を持つ者同士が、遠慮せず意見は

ぶつけつつも、自分の意見に固執するのでは

なく互いの意見を尊重しながら前に進んでい

く。明治以降の日本は西洋文明という見本を

見つつ発展してきたが、これからは世界に唯

一無二の答えなど無い時代に突入していく。

こういう時代には、一人一人が多数派の意見

に安易に流されることなく個として未来の姿

を考え抜き、その個と個が互いの意見を尊重

しながらぶつかり合うことで、昇華・統合し、

少しでも全体として良い答えを導き出してい

くことが最も大事だ。

今こそ日本の培ってきた素晴らしい技術、

そして思想や叡智を世界と共有し、持続可能

でかつ人間が活き活きと生きられる社会を

作っていきたい。
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「国内で新たな石炭火力発電所の建設を続

け、発展途上国への援助も続けている日本の

行動は恥ずべきものだ」―。今年 1 月、「ダ
ボス会議」の名で知られる世界経済フォーラ

ム（WEF）の年次会合でのイベントで、グ
リーンピース・インターナショナルのジェニ

ファー・モーガン事務局長は、日本の石炭依

存を厳しく指弾した。「日本は石炭中毒から

脱却し、再生可能エネルギーへの投資に向か

うべきだ」とも。温暖化の経済影響の専門家

で世界銀行副総裁などを歴任、温暖化の経済

学に関する「スターンレポート」で知られる

英国のニコラス・スターン博士も「石炭への

投資は日本の評判にとっての大きなリスク

だ」と述べた。

金融システムのリスクやテロのリスクなど

を主要テーマとすることが多かったダボス会

議だが、今年、世界の政治や経済のトップリー

ダーが最重要テーマの一つとしたのが気候変

動のリスクだった。

WEF は毎年、会議に先立ち、各国の専門
家の意見を基に国際社会が警戒すべきリスク

を分析する「グローバルリスク報告書」を発

表する。2020 年版では、今後 10 年間に発生
する可能性が高い世界のリスク上位五つすべ

てを、気候変動対策の失敗や異常気象、生物

多様性の消失と生態系の崩壊など環境関連の

リスクが占めた。15 回になる報告書の中で
初めてのことだという。

報告書は「温暖化の進行や生物多様性の消

失は将来、人類にとっても致命的なものとな

り、食料や医療制度の崩壊を意味する」と指

摘。各国のリーダーが環境対策に取り組むこ

とや、企業が温室効果ガスの排出量を急減さ

せることの重要性に言及した。

議論の中でクローズアップされたものの一

つが、日本の石炭火力発電への依存だ。二酸

化炭素の排出量が多いことから、英国、フラ

ンス、ドイツなど多くの国が全廃を打ち出す

中、日本は大手電力会社を含めた石炭火力発

電所新設計画が目白押しだ。世界銀行や欧州

復興開発銀行などの援助機関は発展途上国で

の石炭火力建設支援を行わない方針を打ち出

しているが、日本政府は支援を継続すること

を決めており、国際協力機構（JICA）、日本
貿易保険（NEXI）などの政府系機関が、東
南アジアでいくつもの計画を支援している。

日本のエネルギー基本計画では、石炭は「熱

量当たりの単価も化石燃料の中で最も安いこ

とから、現状において安定供給性や経済性に

優れた重要なベースロード電源の燃料として

評価されている」と位置づけている。

日本の石炭依存はデータからも明白だ。総

発電量に占める石炭火力の比率は 1990 年に
は 10％だったが、その後増加を続け、東京
電力福島第 1 原発事故直前の 2010 年には
28％に増加。事故後には 30％を越えるまで
になった。現在の「エネルギーミックス」で

は 2030年度の発電比率は 26％とされており、
依存度低減にはほど遠い状況にある。

批判は環境保護団体にとどまらず、各国政

府や国連などからも名指しで批判されること

がしばしばだ。

ダボス会議での一幕は、石炭火力発電への

依存を続けるなど、グローバルスタンダート

にはほど遠い日本の消極的な地球温暖化政策

にまつわる「評判のリスク」が非常に大きい

ことを示すほんの一例に過ぎない。
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石炭火力への依存は、2015 年のパリ協定
に基づく日本の温室効果ガス排出量削減目標

（NDC）の足を引っ張る結果ともなっている。
「30 年度に 13 年度比で 26％削減」というの
が日本の削減目標だが、これは 1990 年比で
は 18％減にとどまり、欧州連合（EU）の
40％減には比べれば大きく見劣りする。日本
の排出量は近年、減っているとはいえ、現在、

90年比では 3％足らずの減にとどまっている。
よく知られているようにパリ協定に基づい

て各国が提出した NDC の削減量を合わせて
も「産業革命以降の平均気温の上昇を 2 度よ
り十分低くし、1.5 度に抑えるよう努力する」
との協定の目標達成にはほど遠い。5 年に
一度のサイクルで NDC の深掘りを目指すパ
リ協定の仕組みが最初に動き始める今年 11
月の気候変動枠組み条約第 26 回締約国会議
（COP26）は「野心向上の COP」とも呼ばれ、
NDC の上積みに、各国がどれだけ踏み出せ
るかが問われる。

だが、日本政府は早々に、削減目標の上

積みは行わない方針を決めた。1.5 の目標を
実現するためには「2050 年に実質排出ゼロ」
とすることが不可欠とされ、英国、フランス

など約 20 の国と地域がこの目標を掲げるこ
とを表明、あるいは目標を定める国内議論を

始めているのだが、日本は「2050 年 80％減」
という現行の目標も見直さないことを既に決

めている。エネルギー基本計画とエネルギー

ミックスの見直しが進んでいないことが理由

で、ここでも石炭依存が日本の取り組みの足

を引っ張っている。

自然災害が多発し、「気候の危機」が叫ば

れる中で、このような日本の消極的な温暖化

対策に関連するこのようなリスクは大きくな

る一方だ。

そして、これは単なる評判のリスクを越

え、そのような政策の下にある日本経済に

とっての実質的なリスクとなりつつある。

この 2 月、世界の機関投資家などでつくる
6 グループが連名で、安倍晋三首相に日本の
排出削減目標の引き上げを求める提言を発表

した。提言は、オーストラリアの森林火災な

ど「温暖化のリスクが高まり、影響も拡大し

ている」と指摘。日本の削減目標を早急に引

き上げるよう求めた。投資家の運用資産総額

は数百兆円に上る。日本の対策強化を求める

国際圧力が強まっていることの証明で、関係

者は「環境配慮投資が拡大する中、このまま

では日本企業の資金調達にとって温暖化政策

の遅れが大きなリスクになる」と指摘する。

同じ 2 月、駐日英国大使館で開いたイベン
トで、COP26 の特使を務めるジョン・マー
トン氏は「日本の目標は、産業革命以来の気

温上昇が 3～ 4度上昇することを許すレベル
だ」「途上国の石炭を支援する日本の資金が

気候変動を悪化させる」と厳しく批判した。

外交官が公の場で他国の個別政策を批判する

のは異例で、日本の姿勢に対する厳しい見方

が示された形だ。

経団連や日本商工会議所など既存の経済団

体は「日本の産業界は絞った雑巾で、目標上

積みはするべきではない」と相変わらずの主

張を繰り返すが、産業界の中にも「日本が目

標を据え置きにすれば、消極姿勢を対外的に

表明するばかりでなく、他の国々の努力に水

を差す」「脱炭素化に後ろ向きな国という評

価が広がれば、日本企業の世界的なビジネス

展開への障害となり、中小企業も含めサプラ

イチェーンからの除外という事態も招きかね

ない」（気候変動イニシアティブ、JCI）と
の声も出ている。

だが、日本の政策決定者の関心も危機感も

低いままだ。米国のアル・ゴア元副大統領は、

ダボス会議で「今、何よりも欠けているもの

は温暖化対策に真剣に取り組もうという政治

的意思だ」と指摘した。日本の政策決定者に

聞かせてやりたい言葉である。
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パリ協定にとっての2020年という節目

2020 年という年は、世界的な温暖化・気
候変動対策を約束したパリ協定の実施に

とって大きな節目となる年である。

パリ協定は、世界全体での平均気温上昇

を、産業革命前と比較して、2℃より十分低
く保ち、1.5℃に抑える努力を追求すること
を長期目標としている。この長期目標を達

成するためには、世界は化石燃料をベース

としたエネルギーからの脱却、つまり脱炭

素化を目指さなければならない。しかし、

現状、パリ協定に参加している国々が掲げ

ている温室効果ガス排出量削減目標を積み

上げても、この大きな目標には足りないこ

とがすでに分かっている。

そこでパリ協定では、5 年ごとに目標を
徐々に引き上げていくための仕組みが導入

されており、2020 年はその最初の機会に当
たる。つまり、2020 年は、パリ協定で掲げ
られた長期目標に向かって、各国が努力を

積み増しできるかどうかを試す最初の機会

ということになる。

出遅れる日本

安倍首相は 2020 年 1 月の国会の所信表明
演説において、「国際社会が直面する共通課

題の解決に向け、世界の中で、主導的な役

割を果たしていく覚悟です」と述べ、その「共

通課題」の一つとして気候変動・地球温暖

化を挙げている。こうしたレトリックとは

裏腹に、日本は国際社会での議論を主導し

ているとは言い難い。

昨年 9 月にアメリカ・ニューヨークで開
催された国連気候サミットおよび 12 月にス

ペイン・マドリードで開催された COP25 の
主要テーマも、先に述べた「削減目標を引

き上げることができるかどうか」というト

ピックであったが、いずれにおいても日本

の「主導」的な動きはなかった。

ニューヨークの国連サミットについては、

日本ではグレタ・トゥンベリさんのスピーチ

がクローズアップされる一方、小泉環境大臣

の初外交舞台ということで、その言動が大き

く注目された。気候変動をテーマとする同サ

ミットが普段以上に注目されること自体は望

ましいことであったが、そもそもこのサミッ

トが開催された文脈や背景は日本ではほとん

ど無視されてしまった。グテーレス国連事務

総長が同サミットを開催した意図は、「削減

目標強化の意志を示す」ことができるリー

ダーたちに、そのための「舞台」を用意する

ことであった。実際、同サミットの機会に発

足された Climate Ambition Alliance では、80
か国を超える国々が合同で「削減強化に向け

て議論を進めていく」意志を表明する流れと

なった。その中に、日本の姿はなかった。

続く 12月の COP25。正式な議題としては、
パリ協定 6 条にある市場・非市場メカニズ
ムをはじめとする、パリ協定実施に向けた

ルールの最後の詰めが主であった。市場メ

カニズムとは、排出削減量を国同士の間で

取引できるようにする仕組みである。この

ルールに関する交渉が紛糾したことで、会

期を 2 日間延長する事態となった。それに
もかかわらず、COP25 ではこのルールにつ
いての合意を得ることができなかった。

「6 条」をめぐる議論はもちろん重要であ
るが、その一方で、さらに重要だったのが、
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やはり「削減目標強化に向けての意志」の

表明という議題であった。COP という国際
会議の場で、各国の国内政策である削減目

標そのものを直接的に議論することはでき

ないが、争点となったのは、「各国は削減目

標の強化を 2020 年におこなうべきである」
というメッセージを COP25 決定として打ち
出すことができるかどうかだった。

中国、アメリカ、インド、ロシアといっ

た排出大国は目標強化の方針を表明してい

ないため、これはかなり難しいタスクで、

結果としてはあまり強い文言に合意できな

かった。しかし、EU、ノルウェー、一部の
中南米諸国、島嶼国、後発開発途上国などは、

その中でも、なんとかポジティブな文言を

COP25 決定の中に盛り込もうと奮闘してい
た。そして、その努力を行ったグループの

中にも、日本の姿はなかった。

日本の国内事情は言い訳になるのか

日本が「目標強化」に向けた意志を表明

できない背景は比較的単純で、そのような

議論を国内で一切していないからである。

ではなぜできないのか。それらしい言い

訳としては、日本国内の政策プロセスのタ

イミングがある。パリ協定の目標達成に向

けた具体的な目標や対策は、「地球温暖化対

策計画」という計画の中に整理されている。

ただし、温室効果ガス排出量の約 8 割強は
エネルギー起源の CO2 排出であることから、

実際の政策の影響としては、エネルギー政

策の影響が大きい。そして、エネルギー政

策の大方針は、「エネルギー基本計画」およ

び「長期エネルギー需給見通し」の中で決

まっている。次の「エネルギー基本計画」

の見直しは来年度、つまり 2021 年度の予定
であり、議論自体は 2020 年内から開始され
るとしても、実際の変更は 2021 年度の予定

である。したがって、それにあわせて仮に

温室効果ガス排出量削減目標を変更できる

としても、それは、2021 年度以降になる、
という理由である。

これは一見もっともらしい理由に見える

が、実際はそうでもない。そもそも、パリ協

定の下で「2020 年」という年が目標強化を
求められる年になるというのは、パリ協定が

採択された 2015 年 12 月時点で分かってい
た。そこから 5 年間、もし仮に政治的に本当
に脱炭素化を主導する意思があれば、たとえ

国内プロセス上のずれはあったとしても、目

標強化を検討するプロセスを立ち上げること

は十分に可能であったはずだ。実際、そのス

ケジュールを見据えて、EU は議論を重ねて
きている。つまり、「エネルギー基本計画の

改定がまだだから 2020 年には目標強化は議
論できない」というのは、そもそも目標強化

を議論するような政治的・政策的な意思が欠

如していることを、国際・国内プロセスのタ

イミング不一致に置き換えるという、論点の

すり替えにすぎない。

目標変更なしでの提出

3 月 30 日、日本政府は目標強化をなし
に、全く同じ数字で目標を国連に提出して

しまった。気候危機や気候非常事態宣言が

世界的に叫ばれ、グレタ・トゥンベリさん

に触発された世界中の若者が大人たちの都

合の良い言い訳を喝破し、一層の対策強化

が前提となりつつある中で、日本が現状目

標のままで再提出、つまり、「今のままで構

わない」というメッセージを打ち出すとい

うことは、もはや現状維持ですらなく後退

だとみなされても仕方ない。いまからでも

遅くはない、国内で、早急に目標強化に向

けた議論を開始していくことが必要とされ

ている。
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庄司　元（しょうじ　はじめ／環境文明 21会員）

経営者『環境力』大賞

本賞も 12 回目、十二支で言えば丁度一巡。
スタートした 2008 年に生まれた赤ちゃんが
小学校 6 年生、早生まれなら中学生になる。
一時代前は、生まれた子供たちに戦争のない

平和な世の中をつくることが、悲惨な戦争体

験を経た日本人にとっては一つの大きな願

だった。現行憲法はそのことの象徴でもあ

る。だが今は、平和はもちろんだが、それ以

上に安心・安全に暮らせる地球環境を維持す

ること、否、これ以上の地球温暖化を食い止

めることが、国境を越えた大人たちの大きな

課題となっている。

この課題に対する大人たちの対応にしびれ

を切らした若い力が現れてきたが、そのしび

れを切らせた大人たちの責任をいち早く捉

え、地球環境を取り戻す「環境文明社会」の

構築を掲げて立ち上がったのが、我が「環境

文明 21」だった。
どんな文明社会であれ、その社会を動かす

要はその経済活動にある。環境文明社会でも

然り。だからその経済活動の舵を取る企業経

営者には、環境力すなわち温暖化を食い止

め、地球環境の保全、社会の持続的発展を念

頭に置く企業活動の経営戦略の有無が問われ

る。企業経営者は環境文明社会構築の鍵を

握っていることになる。ここに着目して、環

境力ある企業経営者に求められるものはどう

いうものか…と検討するプロジェクトが環境

文明 21 内に立ち上げられ（2006 年）、約 2
年の歳月をかけ纏まったのがこの大賞が掲げ

る「未来をリードする経営者の資質 12 項目」
である。

当初この「12 の資質」は、現役の経営者
に企業経営における環境力の大切さを認識し

てもらうために、この「資質」について自己

評価することを呼びかけるだけのものだった

が、これに予想を上回る反響があったことか

ら、自己評価だけにとどめずその結果を顕彰

して広く社会にその存在を発信し、環境力あ

る経営の有効性を世に広く知ってもらうこと

が必要ではないかとの考えに至り、生まれた

のがこの「賞」である。

「環境」をテーマにした企業・経営者に対

する「賞」は種々あるが、この「経営者『環

境力』大賞」は、他者からの評価を基礎にし

ていないこと、ご自身の評価（自己評価）を

出発点にしていることにその特徴がある。一

つ間違えば、単なる自慢大会になってしまう

が、そうならないためにこの「賞」の選定課

程では、各応募者からその自己評価点と同時

にその根拠となる評価理由書を提出していた

だき、それを企業の環境報告書などの諸デー

タと合わせ、その自己評価点が十分裏付けら

れているかどうかを確認している。さらに個

別の面談も行っている。

応募者はもちろん受賞者も含めて、この自

己評価は難しかったとの感想をよく聞く。こ

れは選定する（この用語を使うおこがましさ

をご容赦ください。）側にも共通することだ

が、環境力を数値化することの難しさ…と言

うよりその評価の視点 ―― 取っ掛かりの見つ
けにくさにその理由があるように思う。福祉

分野あるいは事業の国際化が進む中での企業

経営者からの応募があった際に、こうした事

業における環境力をどのような観点から捉え

るかについて大いに議論になったが、環境文

明 21 としてもまだ十分に整理されていない
これからの課題でもあろう。

12 頁に掲げた表は、過去 12 回の項目別、
年度別の自己評価点の平均点一覧である。（紙
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誌面の関係上一部年度省略）各年の項目ごと

の点数は、その年の各受賞者が付けた自己評

価点の平均点を示している。全 12 回・全 12
項目を通しての１項目当たりの自己評価点の

平均は 4.4 点で 100 点満点なら 88 点。先に
述べたように、この自己評価点は様々な資料

で裏付けられているのだから、顕彰に値する

点数であることに相応しいと自信を持って言

えるし、何よりもそのことは顕彰された方々

を見ていただければ納得いただけるだろう。

全 12 回・全 12 項目を通して最高平均点
は 4 と 7 の項目の 4.55。「昨今の厳しい経営
環境中で、環境のことなど…」の風潮がまだ

もって少なからずある中で、受賞者はこの項

目に自信を持って企業経営に取り組み、か

つ、それで経営業績を立派に上げていること

を自ずから示していることになる。

逆に最低は 4.10 の項目 9。評価点が低い
のは評価者の科学への理解力が足りず、「経

営に活かす力」については自信が持てないと

言うことだろうか。最近の科学技術の進歩は

著しくかつ早い。しかし、AI 技術の目を奪
う進歩、遺伝子の組み換え、クローン人間の

誕生…など人間の存在、人間の尊厳を脅かし

かねない科学の進歩がある。チャップリンの

“ モダンタイムス ” は笑いの中で科学技術の
進歩を痛烈に風刺したが、現代の科学の進歩

には風刺では済まない、背筋の寒くなるもの

もある。環境力の視点から科学の進歩を如何

に捉えるか、これからの課題になる。

12 回を終えて、この「賞」に関わった事
務局の一員の感想を述べさせていただいた。

現今のコロナ事変の一刻も早い終結を願い、

次回第 13 回の成果を待ちたい。

2008
1回

2009
2回

2010
3回

2011
4回

2016
9回

2017
10回

2018
11回

2019
12回

項目
平均

1.情報を公開し、公正な競争に率先して
取り組む勇気

4.14 5.00 4.40 5.00 4.38 4.14 4.17 5.00 4.51

2.100 年先を見通した中期的な企業価値を設定
し、価値を浸透させる情熱と達成する戦略性

4.14 4.50 4.40 4.80 4.62 3.86 4.33 4.25 4.40

3. 国内外の時代の潮流を洞察し、先取りする力 4.14 4.67 4.40 4.80 4.13 3.86 4.83 4.50 4.43

4. 他社とも恊働して、社会に対する責任を
果たそうとする意志

4.57 4.83 4.40 4.80 4.50 3.86 4.50 4.25 4.55

5. 地域社会との交流を大切にし、その伝統や
文化を尊重する意思

4.43 4.67 3.60 4.80 4.00 4.14 4.83 4.50 4.36

6. 経済と環境を一体化しようとする意志 4.43 4.50 4.20 4.60 4.25 4.43 4.37 5.00 4.47

7. 働くことの価値を認め、自社で働く全ての
人々の働く意欲を高める力

4.43 4.83 4.60 4.80 4.25 4.57 4.17 4.75 4.55

8. 事業を大きくしすぎない勇気 4.00 5.00 3.80 4.60 4.00 4.43 4.67 4.25 4.29

9. 科学を理解し、経営に活かす力 4.00 4.67 4.00 4.40 4.13 3.86 4.00 4.50 4.10

10. 技術動向を常に把握し、経営の発展に
繋げる力

3.86 4.67 4.60 4.40 4.25 4.29 4.50 4.75 4.39

11. 人知の及ばない大いなるものへの畏敬の念 4.71 5.00 3.80 4.20 4.00 4.14 4.50 4.25 4.32

12.NPO を含む全てのステークホルダーと
コミュニケーションをとる力

4.57 4.83 4.20 4.80 4.38 4.29 3.83 4.5 4.41

年平均 4.29 4.76 4.20 4.67 4.24 4.16 4.42 4.54

（中
略
）

自己評価点の年次別・項目別平均点一覧
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『脱プラスチックへの挑戦』　堅達京子 著
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仕事柄、時々本が贈呈されます。よく知っ

た人から送られてくることもあり、全く知

らない方からいただくことも。最近二つの、

性格を全く異にする本が送られてきました。

一つは私の親しい友人　竹本和彦さん編著

の『環境政策論講義 ―SDGs 達成に向けて』
という、東大出版会から出た、環境政策の

研究者による、特に若手の専門家に向けた

本です。もう一つは『脱プラスチックへの

挑戦－持続可能な地球と世界ビジネスの潮

流』と題する本で、著者は NHK BS1 スペシャ
ル取材班のベテラン環境ジャーナリストの

堅達京子さんです。

『環境政策論講義』は、国連大学サステ

イナビリティ高等研究所の竹本和彦所長と

同僚たちが、SDGs 時代における環境政策の
在り方に一石を投ずることを目標に執筆し

た本です。まず「環境問題への対応」とし

ては、大気環境、水環境、廃棄物と資源循

環、気候変動、化学物質そして生物多様性

について、それぞれ国内および国際的な政

策展開をコンパクトに整理しています。そ

の後、「社会を変える仕組み」として、持続

可能な開発と SDGs、SDGs 達成に向けた取
り組み、そして最後に SDGs 時代の環境政
策の更なる展開に向けて、という課題を掲

げ、研究者らしいオーソドックスな書きぶ

りでまとめられています。本書を一言で評

すれば、一世紀以上に及ぶ人間活動が環境

に与えた影響とそれへの対策を手際よくま

とめてぎゅっと絞った質の良い上澄液のよ

うな印象を与えます。

それに対して堅達さんの本は、前のとは

ガラッと変わり、プラスチックに関わる

ヒューマンストーリーを上手に伝えていま

す。テレビのプロデューサーらしく、まず

は人に注目して、その人がどういうことを

したのかが興味深く書かれています。例え

ば書き出しのところで、オーシャン・クリー

ンアップというオランダをベースにする

NGO の活躍の物語が出てきます。リーダー
は、ボイアン・スラットという青年で、彼

らが開発した特殊なネットで海洋プラごみ

の半分くらいを回収しようとしている青年

達の痛快な話です。若者の環境活動家とし

ては、ここ 1 年余、いつもスウェーデンの
グレタさんのことが話題になり、実際彼女

のしていることは素晴らしい行動だと思っ

ていますが、堅達さんの本でボイアンさん

のことも知り、このような勇敢な青年の挑

戦がよくわかり、嬉しくなりました。もち

ろん本書はこれだけでなく、脱プラスチッ

クに絡まるストーリーが満載で、驚きをもっ

て読めます。

この二冊の環境本は書き方が対照的で、

私にも勉強にもなりました。　　（加藤三郎）

 

『環境政策論講義

    ー SDGs 達成に向けて』

竹本和彦 編

発行：東京大学出版会

『脱プラスチックへの挑戦』

堅達京子 + NHK BS1

スペシャル取材班 著

発行：山と渓谷社
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佐渡には三十をこえる能

舞台がある。これは国内に

現存する能舞台の三分の一

にあたる。

「鶯や  十戸の村の  
　　能舞台」（大町桂月） 
私の暮らす十数軒の村に

も、茅葺屋根の小さな能舞

台が杉木立の静寂の中に立

つ。

なぜこの島で、能楽は盛

んになったのだろう。室町

期に能の創始者・世阿弥が

ここに流された歴史がある。

しかし島民の間に広まった

きっかけは、江戸時代初頭、

大久保長安という人物が奨

励したことによる。

この人は甲斐や石見で鉱

山の経営に辣腕をふるい、

認められて初代佐渡奉行

（代官との説もある）とし

て赴任した。鉱山技術や都

市計画のエキスパートであ

る彼は、その一方で猿楽の

太夫を父に持つ能楽師でも

あった。最先端の技術と芸

能。奇妙に見える取り合わ

せではある。しかしこれは

偶然ではなかった。そう私

には思われる。

佐渡金山（相川鉱山）の

開発は長安の指揮のもと、

島の一角に突如人口５万の

鉱山都市を出現させた。そ

こに物資を供給するため、

島内の津々浦々に急速に貨

幣経済がもたらされた。山

の木、海の魚がお金になる。

自給のための作業が収入の

ための労働になる。その変

化を島民は勇んで受け入

れ、しかしまた、得も知れ

ぬ不安を内面に抱え込んだ

のではないか。

暮らしと仕事、全体と個、

自然と人間。一体であった

それらがバラバラに解体さ

れてゆく。家や村のならわ

しも変化する。お金のやり

とりという光がもたらす影

のような不安感が、この島

の人びとの心を浸したに違

いない。その漠たる不安を

癒すための技法として、迎

え入れられたのが能楽だっ

た。私はそのように考える。

型に沿ってゆっくりと動

く能の所作は、密度濃い集

中に充ちている。それに接

する時、私は初期仏教の歩

く瞑想を連想する。能の所

作を動く座禅とする見方も

ある。（『仕舞入門講座』野

村四郎）

私 の 拙 い 理 解 で は あ る

が、それらは日常の目まぐ

るしい思考の渦から心と体

をひきもどし、しずめ、正

気を保つための智慧だと思

う。生と死をふくめた存在

の全体性を回復するための

技法である。

大 久 保 長 安 は、 旧 来 の

村々の暮らしを文明の端緒

へ引き入れ、同時に文明が

もたらす病の治療法ももた

らした。彼はある種の天才

だったのかもしれない。だ

から徳川家康にこのうえな

く重用され、長安死後、そ

の一族はおなじ家康によっ

て根絶やしにされた。

さて、それから四百年が

経った。かつてとは比較に

ならない巨大なマネーの世

界、猖獗を極めるグローバ

ル資本主義の渦中にあっ

て、私たちは自分の心をず

いぶん無防備に晒してい

る。正気を保つ芸が要る。
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環境文明 21 の主な動き（2020 年 3 月）

3 月 26 日 グリーン連合幹事会 Web 会議に

                  藤村代表参加

  　

※コロナ感染拡大のために、多くの会議・行事が

　中止・延期となりました。

コロナ感染拡大の動きを受け、４月に予定していた環境文

明塾並びに倫理部会は延期いたします。

●「環境文明塾」第四回開催

次回日時　（未定） 

●環境倫理部会

次回日時　（未定）

●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)
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 ■環境文明 21 の活動について
　環境文明 21 は、新型コロナウイルス感染拡大の動き
を受け、当面の間、自宅勤務、営業時間短縮等を実施
いたします。お電話、FAX でのご連絡には対応できな
い場合がございますので、その場合はメールでのご連
絡をお願いいたします。
　また、今後の活動につきましては、HP でもお知らせ
いたしますので、宜しくお願いいたします。

メール： info@kanbun.org
  H   P  ：  http://www.kanbun.org/ 

■ 3 月最後の週末、季節外れの大雪に、例年より早く咲い

た桜も凍えているようです。外出自粛、在宅勤務、時差出勤

などの流れの中で、生活リズムを崩したり、ストレスが溜まっ

たなどの話も聞き、健康な方が体調を崩しかねないと感じて

います。マスクの効果については、様々な見解が示されてい

ますが、公共交通機関ではマスクをすることがマナーの雰囲

気。入手困難な状況が続き、若干の買い置きも底を尽くこと

が想定されてきたので、「いよいよ手作りか…」と近くの手

芸材料店に行ってみると、手作りマスクコーナーが既に作ら

れていました。白無地は売り切れで、色や柄の選択の余地は

あまりなかったのですが、とりあえず材料を購入。早速作っ

てみたところ、ガーゼの感触が肌に優しく、何とか使えるも

のができました。色々な予定の変更やキャンセルが相次ぎ、

心身共に疲れることの多い状況ですが、家の中の片づけなど

も含め、日頃やろうと思ってできなかったことに取り組む時

間ができたと少し前向きになりながら、世の中が落ち着き、

日常が戻ることを静かに待ちたいと思います。皆様が心身共

に健康に過ごせるよう心より願っております。（Y）

■コロナの感染拡大が止まりません。世界の現状を見ている

と、現時点（３月末）では日本はまだましだと思うのですが、

危機感を持たずに行動する人、検査体制や入院・治療体制の

不足、後手後手の政治判断などを見ていると、先が見えない

だけに心配です。／そんな中当事務所は、自宅でできない仕

事もあるため、徒歩通勤・時差通勤で凌いでいますが、状況

次第では自宅勤務に切り替える予定です。ただそうなると、

高齢の所長が少々心配。戦時を生きてきただけに精神的には

一番強いと思うのですが、外に出なくなると体力的に衰える

のではないかと。またこの会報がいつも通り届くかどうかも

心配です。／一方で、収束後の反動として、経済の活性化で
CO2 が急増するのではないかとの声も聞かれます。いずれに

しても、この機会に冷静に様々なことを考えてみることが大

切だと自分にも言い聞かせています。／なお、偶数月の風は

加藤顧問の番なのですが、急遽時期を得たテーマということ

で交代しました。所長ファンの皆様には申し訳ありませ

んが、次回をお楽しみに。（コ）
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