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気象災害にも感染症にも負けない
　　　　地域・社会づくりができないものか…

藤村　コノヱ

今月の
テーマ

いったん落ち着いたかに見えたコロナ感染

が再燃する一方、今年もまた、熊本やわが故

郷大分など九州各県、そして全国で大雨によ

る大規模災害が発生し多くの生命・財産が奪

われています。次々と襲いくる災いに、本当

に大変な時代になったと改めて思う毎日です。

４月号で気候変動もコロナも、根は人間の

過度な欲望がもたらしたグローバル化と土地

開発にあることや対策の遅れが被害を拡大さ

せること、そして人命よりも経済優先が現在

の政治・社会とも書きました。それに加えて

気づいたことは、その場しのぎの “ 対策 ” ば
かりで、先を見通した予防原則に基づく “ 政
策 ” が殆どないことです。毎年同じような地
域が豪雨被害に見舞われている現状や、コロ

ナ対策として私たちの大切な税金が目先の経

済や政治家の私欲のために不透明な方法で無

意味な対策に使われているのをみていると、

腹立たしさと同時に、どうしてもっと先を見

通した、意味ある “ 政策 ” が取れないのかと
いう苛立ちが募ります。

度重なる災いの中で多くの国民が究極的に

望むことは、「安心・安全に心豊かに暮らす」

というごく当たり前の要求であり、それは例

え不確実な時代であっても変わることはな

く、これこそをすべての “ 政策 ” の要にすべ
きだと思うのですが、この国難の時でも現政

権にはその姿勢は全く見られません。

一方、良識ある企業人や研究者の中には時

代の転換期に真摯に向き合う動きも出てきて

おり、私自身も、改めて原点に戻り、次のよ

うなことはできないかと考えています。

〇拡大・成長・競争から、持続・調和・

　　　　　　　　　共存の倫理観ある経済へ

2 つの災いの主な原因として過度なグロー
バル化と土地開発を上げましたが、感染症

の再燃にもかかわらず、経済との「両立・

共存」として、日本を含む殆どの国で経済

再開に躍起です。勿論私も経済の重要性は

理解しています。しかし、経済は経世済民（世

の中を治め人々を救う）であり、「経済は人々

を幸せにする道具」と習い、それが経済の

本来の姿と信じている私には、様々な災い
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の原因にもなっている現在の経済は、本来

のそれとは異質のものに思えてなりません。

そして拡大・成長を基本とした現在の経済

の姿を変えないままに、気候危機や感染症

という災いと「調和」「共存」「両立」させ

るなど、そんな都合のいいことは到底あり

得ず、転換が必須だと思うのです。ではど

う方向転換していくのか？ 
例えば、かつての日本には、近江商人の “ 三

方よし ” や渋沢栄一の “ 論語と算盤 ” といっ
た倫理ある経済活動がありました。日本とい

う島国で生きていくには競争よりも調和・共

存が商売の鉄則で、それこそが有限な環境の

中で持続する経済の姿でした。そうした思想

は、今も多くの企業の創業者の言葉にも残っ

ています。経済のグローバル化の弊害が顕在

化し益々不確実性が増す中で、この日本流の

経済思想と手法を再生させること、それは

多くの企業が熱心に取り組む SDGs を本物に
し、人と社会を幸せにする本来の経済の姿に

立ち帰ることを可能にするはずです。規模の

拡大ではなく質の向上を目指す経済です。

その第一歩として、経済悪化がもたらす最

大の弊害が失業や格差であるとすれば、企業

として、まず人件費はコストではなく暮らし

や社会を支える基盤という考え方に立ち戻

る、また人命に係る医療・福祉・食・教育・

防災などの産業の国産化を目指す、さらに新

たな感染症との遭遇や自然災害を少しでも避

けるために森林開発はじめ、自然を痛めつけ

る不要な開発（例えばリニア新幹線）を止め

るなど、元に戻るのではなく、今回の経験を

活かした新たな企業活動と、それを支える仕

組みができないものでしょうか。

〇先を見通した政策、予防原則に基づく

　　政策を、ボトムアップでつくり上げる

毎年繰り返される気象災害、今後も新た

なウイルスとの戦いは不可避と言われる中、

少しでも希望が持てる暮らしや社会を次世

代に引き継ぐには、無責任な小手先の対策

ではなく、先を見通した戦略性ある政策が

不可欠です。

予防原則とは、簡単には「たとえ科学的に

確固としたエビデンスがない場合でも、影響

が甚大な場合は予防を第一にする」という考

え方で、1960年代に旧西独の環境政策に「予
防」概念が導入されたのを起源に、1992 年
のリオ宣言で国際的に定着、日本でも第二次

環境基本計画（2000 年）で基本的方針の一
つとされて以降環境政策の重要な柱に位置付

けられています。当会の「憲法に環境原則を」

でも提案しており、元々環境政策から始まっ

たのですが、フランスでは SARSが流行した
2003 年に憲法に加えられたそうです。しか
し日本では、例えば気候変動緩和策として有

効とされる炭素税もいまだ導入されず、脱石

炭も中途半端といった具合に、常に短期的経

済対策に負かされ、予防的政策は不十分なま

まです。感染症に関しても、ここ数十年の保

健所の削減や当初の PCR 検査軽視は、予防
より対策重視の姿勢のように見えます。要は、

将来を見通し未然に防ぐことより、今できる

ことに注力するのが日本のこれまでのやり方

です。（実際に将来像も未だあやふやです）

しかし、科学も進みデジタル化も加速する

中で、科学的知見やデータを適切に活用する

ことで、的確な将来予測も可能なはずです。

政府や自治体はそれを隠蔽や誤魔化すことな

く、市民に伝えること。そしてこれまで蓄

積してきた「智慧」も踏まえ、市民・NPO、
研究者、企業等、さらに周辺地域とも連携し

て、将来像を明確にし、既存の様々な計画を

気候リスクや感染リスクにも配慮した政策と

して作り直すことはできないでしょうか。

帰省や出張も叶わず、いつもと違う「暑い

夏」に負けないように、こんなことを考えて

自らを鼓舞する毎日です。
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宇郷　良介　( うごう　りょうすけ／湘南工科大学・人間環境学科　教授 )
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１．４５年前の「夏」

45 年前の 1975 年の夏。大学入学後、初め
ての夏休みに何を思い立ったか、当時返還

間もない沖縄 (1972 年返還 ) に、小林旭の扮
する船乗り ( 古い？ ) の如く頭陀袋一つ抱え

て、約 1 ヵ月間、一人旅した。貧乏旅行で鹿
児島まで国鉄 ( 現 JR 西日本・九州 ) を使い、
その後船底三等客室で船を 3 回乗り継ぎ、約
10 日間かけて日本最西端の与那国島まで放
浪した。オジーとオバーだけの民宿に 2 週
間近く滞在して、日本の近代化から取り残さ

れたような周囲 25km 程の島内で思う存分自
然・文化・伝統を探索した ( 当時、１日 3 食
付きの民宿で 1 泊 1,500 円だった！ )。
その間、船中や民宿で地元の人たちや旅

行者とのたくさんの出逢いを得た。それに

は、沖縄のおおらかで開放的な南国の雰囲

気、そして何よりも果てしない海や、だだっ

広い真っ青な空に囲まれた自然の影響が大

きかった。カジキマグロや椰子ガニを肴に

泡盛やオリオンビールを試飲 ( ？ ) し、それ

までの自分から何か大きくはじけるような

感覚を味わった。その想いや感覚は、今で

も鮮明で、歳をとるにつれますます美化さ

れているかもしれない。しかし、そのとき

体験した自然の雄大さや穏やかな時の流れ

が、その後「環境」に関わるルーツになっ

ていることは間違いない。

２．４５年前の「夏」の後

45 年前の体験の影響か、子ども達が小さ
な頃、都市部に居ても自然に少しでも触れさ

せたいと、家庭菜園 ( 最盛期は 500m2) で野

菜類を自給したり、カブトムシやクワガタ採

りに山梨方面へ出かけたりした。昆虫採集が

昂じてブリードになり、アウトドアからむし

ろインドアに変わり、裏庭から部屋はもちろ

ん、玄関の棚まで芋虫の飼育瓶や虫かごが

いっぱい積み重なっていった。

３．４５年後の「夏」

コロナの影響で、今年は自粛の夏。成人し

都内に家庭をもった息子が、最近、小さい頃

を思い出し、またカブトムシやクワガタのブ

リードを始めた。先日、息子の家を訪ねると、

部屋の一区画に虫棚が整理され、卵から孵っ

た幼虫やツヤツヤの成虫を自慢している。仕

事はほぼテレワークで、自粛状態である。昆

虫ブリードという、人間の都合で切り取った

自然ではあるが、生命との関わりをもつこと

で、自粛にもかかわらず、ストレスとは程遠

く、むしろ自分達の時間を十分楽しんでい

る。そのためか、逆にテレワークでより効率

的に仕事にも集中できているようだ。

４．「新しい日常（New Normal）」へ

回帰的転換

最近、新しい日常（New Normal）への転
換ということをよく聞く。これは日常的なマ

スクの着用や社会的距離のことではあるま

い。自然・環境とどう共生するかという人間

の根源的な振る舞い方の創造である。「知的」

ではあっても「生物」としての原点を見つめ

直すこと。スパイラル・アップした原点回帰

を促されているように感じる。

この夏、45 年前の一人旅を思い出しなが
ら、息子からカブトムシをもらい受けて自粛

の中で「昆虫日記」でもつけてみようかな！？



新しい夏の過ごし方

柴山　徳一郎　( しばやま　とくいちろう／群馬県高崎市在住 )

今年は年明け早々新型コロナウイルス

感染拡大により社会が一変してしまった。

毎日報じられる感染状況に、いつ身近に

発生するのか、いつ自分が感染するのか

戦々恐々とし、職場も毎日変化する状況

に神経をとがらせて対応しなければなら

ず、家庭でも感染のリスクを減らすため

閉じこもり、ストレスはマックスのまま

半年が過ぎた。

現在、日々報じられる感染情報に慣れて

きたのか、それともストレスで麻痺してき

たのか、平然と受け流している自分に今ま

でとは違うストレスを感じている。自然の

驚異に対し、あまりにも無力な自分を再認

識しているのかもしれない。また、九州を

はじめとした豪雨の被害をみても、ダブル

でその無力さを痛感させられてもいる。

今まで環境問題を考えてきたが、その根

底には「人間が自然を破壊し温暖化をはじ

め様々な環境問題を引き起こしたのだから

人間が責任を持って対応すべきだ」と考え

ていた。しかし、新型コロナウイルスが発

生した原因も新たな環境問題とすれば、あ

まりにも重い責任を取らされている状況に

いら立ちさえ感じている。しかもその被害

をまともに受けるのはいつも弱い立場の人

たちであり、環境問題を引き起こして利益

を得ている人々では決してない。

梅雨明けし、これから本格的な夏が到来

する。しかも猛暑ではなく酷暑。プールや

海水浴も今年はコロナ禍でなくなり、夏休

みは大人も子供も１週間。旅行も帰省もほ

とんどなくなり、家から出なくなり、皆

ネット社会に没頭していく。ネット社会が

なかったら皆何をするのだろうか？掃除・

読書・勉強・家でできる趣味と色々あるし、

またそうしている人も多いと思う。IT の
技術がなければテレワークもオンラインも

できず、日本経済は今以上に相当なダメー

ジを受けていたかもしれない。

AI が発達し、IT の進歩がすべてビジネ
スのために使われている気がしてならな

い。現在の環境問題を AI に解決策を求め
たらどうなるだろうか？温暖化をスーパー

コンピューターでシュミレーションした映

像を今でも強烈に記憶している。地球上、

いたるところで寒暖の差が一層激しくなり

豪雨と干ばつの場所がはっきりと分かれ、

人が果たして住めるのか心配になった。現

在起きている異常気象に、人類がどう責任

を持って対応しなければならないのか、グ

レタさんが各国１人いても足りないかもし

れない。

新しい生活様式が求められているこの

夏、コロナ対応だけでなく、環境問題も考

えた生活様式を考えてみるべきなのかもし

れない。７月１日からレジ袋有料化が始ま

り、テレワークで CO2 の排出も減ってきて

いる。観光も自然環境が許容できる人数に

押さえることもできる。温暖化問題の前に

立ちはだかっていた経済優先主義は、皮肉

にもコロナ禍で見直しを求められている。

人類はこのコロナ禍をワクチン・特効薬

の開発で必ず乗り切るだろう。しかし、そ

の先にはやはり環境問題にまじめに取り組

む生活様式ができていなければ先はないと

思う。今年の夏はそれを考えてみる新しい

夏である。
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2020 年の夏に思う事

末次　聡子　( すえつぐ　さとこ／京都市在住 )

今年の夏はこれまでとは違う夏になりそう

だ。帰省先の宮崎県は新型コロナ感染者急増の

ため県内出身者の不要不急の帰省を自粛するこ

とを求める (7月 27日現在 )。もう一つの帰省先
福岡県では過去最高の感染者。現実を無視して

はいられない。何を優先すべきか、一人一人が

責任をもって考え行動することが求められる。

3月末から休校措置が始まり、小学生 2人と
保育園児 1人、遅れて 5月からテレワークの
主人と 5人で 70平米の決して広いとは言えな
い集合住宅で密な自粛生活を送った。突然休校

措置となった小学生にすぐに与えられるドリル

も手元になく、分別のつかない保育園児はエネ

ルギーをもてあまし、元気な彼らにとっては過

酷な（いや最高！）状況で、YouTubeとゲーム
と散歩と少々の公園遊びで最初の一カ月をなん

とかやり過ごした。その間はまるで落とし穴に

落ちたような気分だった。中学受験を控えるマ

マ友は3人の子ども達に1人1台の端末を与え、
塾を通し Zoom学習させていた。自分を新たな
環境に適応させられるかどうかがその人の存在

価値を決定づける、そんな社会的風潮が蔓延し

ているようで息苦しささえ感じるほどだった。

「コロナ禍が人と人を分断させる」とある

知識人が話していた。それとは逆に、我が家の

場合、普段不在の父親が家にいる事になり、逆

に家族団らんの時間が増えた。仕事の忙しさに

かまけてゆっくり見る事のできなかった子供た

ちの様子をじっくり見る事が出来た。これまで

学校任せになっていたことを反省し、新たな目

標や考え方を発見することができた。ミニマム

な単位の人間関係は本来の形に戻った。同時に

パンデミック時には、その大きさの単位で社会

を回すことがベストの対処であることが分かっ

た。人の移動が制約されたことで見えてきた、

生み出されたことがきっと他にもたくさんある

のではないかと思っている。

当たり前と思っていたことを、改めて考え

直してみる、見つめなおしてみる。コロナ禍は、

そんな時間なのだと言い聞かせる。「この危機

の時代、哲学への要請が強まっている」と新

聞 (7月 20日日経新聞 ) にあった。コロナウィ
ズ・アフターを知識人や論客が活発に紙面や

テレビ上で議論しているがどれも空虚感が漂

う。きっと、誰にも分からない。ただ、一つ

だけ言えることは、私たちは何か危機的な状

況に対して備えが必要だということ。それは、

一つとは限らないし、物質的なものだけでは

なく、精神的な実態のないものかもしれない。

最近、子ども達に交じって書道教室に通い

始めた。大人は「いろは」と一緒にそれぞれの

ひらがなの由来となる漢字を横に書きながら学

習する。先生曰く、「ひらがなの形の本質を知

るにはもとの漢字を知ることが必要」とのこと。

同時にひらがな自体は漢字を崩してそれを再構

築して形作られたものであることが分かる。今

の私たちには、我々が目標としているものは何

かを改めて考え、当たり前と思ったことをいっ

たんバラバラにし分解し、再構築していくこと

が求められているのではないかと思う。同時に

それらは、西洋文化の賞賛や借り物にとどまら

ず、日本社会独自のものであってほしいと願う。

社会がもっと強くならなければならない。そん

なメッセージを、私は強く感じている。
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簾
すだれ

になごむ夏の風流暮らし

岡田　精一郎　(おかだ　せいいちろう／特定非営利活動法人マングローバル　代表理事 )
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新型コロナウイルスの影響で在宅勤務へと

移行してから外出機会が減り、今までに無い

家で巣籠もる生活を経験した。新しい日常と

向き合いながら快適に過ごす第一歩として、

仕事部屋を隠れ家のような居心地の良い空間

に変えようと梅雨明けに模様替えを試みた。

そこで注目したのが昔ながらの味わいある

風情や和の寛ぎを与えてくれる簾（すだれ）

であった。簾は日本古来から風を通し景色も

楽しめる日除けとして人々に親しまれ続け、

私が以前乗車した九州新幹線つばめ号の車内

窓では簾が備わり感動した思い出もある。簾

の原料は竹、葦（ヨシ）、蒲（ガマ）の芯が

使われこれを横一列にして紐糸で編み上げた

様式美ある伝統工芸品だ。一方で、簾よりも

仕立ての大きい立掛け用は葦簀（よしず）と

呼ばれ海水浴場や露天風呂で馴染み深い。

久し振りに雑貨店へと足を伸ばし夏物売場

で陳列されていた天然葦製の定番簾を 10 個
購入した。店には燻し焼きにした香り放つ簾

のほか、消臭・抗菌効果のある備長炭粉末を

素材に配合した品も取り揃えており、最近は

百円均一でも売られていてお財布に優しい。

窓際から風流演出

簾自体は取り付けに専門知識を必要とせず

賃貸物件でも導入が簡単で、今回の設置方法

は内掛式で作業した。手順はカーテン生地を

外して、簾上部の凹みに専用金具を差し込み

そのままカーテンレールに引っ掛けるだけ。

数分で家の雰囲気は様変わりし秘密基地の

ように特別な安心感に包まれた。簾にしてか

らは木漏れ日のような優しい光が朝の目覚め

を良くしてくれ、換気する際も室内は目隠し

された状態でありながら簾の透かし部分から

新鮮な空気が吹き抜ける為、体感温度は 2℃
ほど涼しく感じられ仕事も集中できそうだ。

緑が宿る箱庭水景

模様替えしていくうちに深緑の恋しさから

渓流植物を添えたいと意識し、造形美を創る

苔・シダ類を水晶鉢に植えつけて小さな流木

も一緒に飾った。特にシダ類は半日陰を好ん

で育つ習性の為、簾の遮光環境で栽培すると

葉焼けすることが無く１週間ほどで美しい葉

を次々展開してくれた。生長とともに自然が

与えてくれる命のささやきに愛が育まれた。

粋な伝統装飾と心

最後は簾部屋の彩りを一層引き立てるため

江戸風鈴を軒先に吊り下げ、硝子細工を床の

間に配置すると清涼感あふれた透き通る夏の

風物詩が息づいた。こうして風流と寄り添う

暮らしに転換させた事で心身ともに健康的に

過ごせるようになり、今まで忘れかけていた

純粋な遊び心や創意を活かし続ける大切さも

気づかせてくれた、そんな情趣の夏だった…



コロナ禍の新社会人生活

吉見　稔里　( よしみ　みのり／ 2019 年度インターン生 )

新型コロナウィルスの影響で ”Stay Home”生
活が始まり、約 4か月がたちました。そのよ
うな自粛生活の中で私は 4月から新社会人と
なりました。在宅勤務は、先輩の仕事に向か

う姿勢・業務実施方法を見て学ぶ、といった

ことや、休憩時間や仕事終わりの食事会等を

通じて仕事に関するお話を聞けないといった

マイナス面があります。しかし、今回は上記

のようなデメリットではなく、新社会人生活

の中で考えた ”Stay Home”のメリットについて
3つほど書きたいと思います。

1つ目は、仕事と私生活の時間のバランス
です。私は、これまで 3回ほどオフィスに行っ
たのですが、オフィスに行く日は出勤準備や

通勤時間を含め、仕事関連のことで一日の大

半が過ぎます。しかし、在宅勤務の日は、出

勤日と比較し 3時間ほど自分の時間が増えま
す。そのため、在宅勤務の日は、自分の時間

を十分に使い、好きな映画を見たり、本を読

んだり、資格の勉強をしたりと私生活を楽し

んでいます。私生活を充実させることで仕事

に対してもストレスなく前向きに取り組むこ

とが出来ているように感じます。入社前は、

仕事に追われる 20 代を想像しており、その
ような生活に少し憧れもありましたが、今は、

自分の時間を十分に持って、仕事だけではな

い私らしい生活を続けたいという思いが強く

なりました。

2つ目は、家族との関わり方です。自粛生
活が始まってから家族と過ごす時間が何倍に

も増えました。私の家族のほとんどは、現在

テレワークを基本としています。そのため、

昼食も夕食も家族そろって食べることが増え

ました。また、休日も家族が揃うことが多く

なりました。これまでは、各自の仕事や学校

等が生活の中心となっていましたが、自粛生

活においては、家で家族と過ごす時間が生活

の基本となりました。メディア等で “お家時
間 “の特集が組まれ、家で家族と楽しめるグッ
ズが紹介されているのを見ると、日本中でよ

り多くの時間を家で家族と過ごす人が増えた

のだと感じます。自分含め、日本中でコロナ

が収束しても、家族との時間を大切にする生

活が続いてほしいと思います。

3つ目はオンライン上での人との関わりの可
能性です。私は、会社の研修を全てオンライ

ンで行いました。そのため、ほとんどの同期

には実際にあったことがありません。しかし、

研修中のグループワークやオンラインランチ、

オンライン飲み会を通じて、まだ会ったこと

がないということを忘れるくらい仲良くなり、

研修が終わった今でも、オンライン飲み会を

開催し、お互いの近況について話しています。

自粛生活はまだまだ続きそうですが、外出出

来ないからと言って人との繋がりまで諦めて

しまうのではなく、オンラインでの関わりが

普通な今だからこそできる、人との繋がり方、

出会い方を楽しみたいと感じています。

コロナ流行前は当たり前に行っていたこ

とが出来なくなった現在、不自由することも

たくさんあります。しかし、現在の生活を送

ることで気が付いた良い面はしっかりと吸収

し、コロナ収束後の人々の生活がコロナ以前

の生活よりも精神的に豊かなものになれば、

と願います。そして、私自身、今回の経験を

活かし、自分にとって幸せな生活とはどのよ

うなものなのか、ということを考えたいと

思っております。
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「今」を楽しみ「将来」へつなげる夏休み

森　遥香　( もり　はるか／大学生 )

東京オリンピックが開催され誰もが良い

年になるであろうと考えていた 2020 年、私
達は新型コロナウイルスとの戦いで生活様

式を変化させざるをえなくなった。当たり

前に会えると思っていた友達にも会えない。

大学も入校禁止。今年度に入ってから大学

はリモート授業を初め、友達と話すのも

Zoom という SNS 上が主流になった。
さて、新しい生活様式が浸透しつつある

2020 年が早くも夏に差し掛かっている。今
年の夏休みは例年とは違った夏休みになりそ

うだ。まず、イベントが続々と中止されてい

る。例えば、花火大会やお祭り、サークルの

合宿などである。そして、もちろんのことだ

が今は海外旅行や海外留学にはいけない。私

達大学生にとって、このようなイベントがで

きないということは夏休みの醍醐味が全て失

われたようである。しかし、このような状況

に対して、どうにかして今年の夏休みを楽し

く有意義なものにしようと様々な代替え案が

上がっている。例えば私の入っているサーク

ルでは、夏休みの合宿をオンラインで開催す

ることになった。また、海外留学の代わりに

オンラインでサマースクールが開催される大

学もでてきた。日本にいながら海外の大学の

授業を受けられるのである。これは韓国や

オーストラリア、アメリカなど世界中の大学

で開催されるので、場合によっては複数の大

学に参加することも可能である。

このような「今」を楽しむ過ごし方だけ

でなく、「将来」に向けて「今」に自己投資

をするという夏休みの過ごし方もある。例

えば、私の友人で就職活動に向けて公認会

計士の勉強をしている人がいる。彼女はコ

ロナによる就職氷河期がくることを危惧し

て将来のために今勉強しているのだ。ちな

みに私は外国語学部に所属しているのだが、

私を含め学部の友人の多くが将来の海外留

学に向けて TOEFL や TOEIC といった試験
に向けて日々勉強している。夏休みはこう

した将来の為の勉強に費やす大学生も多い

のではないかと考えられる。

勉強面以外での自己投資としては、料理

や運動などの趣味が挙げられる。これらの

趣味は楽しいだけでなく、続けていると自

炊できるようになり健康になるといった将

来の自分に役立つ力が得られる。例年のよ

うな楽しみ方ができない今年の夏休みを将

来の自己投資に費やすのも一つの有意義な

過ごし方だろう。

ここまで、夏休みの楽しく有意義な過ご

し方といった前向きな考えを述べてきたが、

この前向きな考え方をするのには理由があ

る。今、前向きな考えで生きていないと、

将来につながらないからだ。本当はイベン

トも行きたいし友達とも遊びたい。留学に

も行きたいし大学生のうちに世界の国々を

旅したい。しかしこれらの夢はコロナによっ

て実現不可能になりつつある。まさに青天

の霹靂だ。だが、私達が夢のために今あち

こち出かけて知らぬ間に感染者になり、他

の誰かが亡くなってしまうということは

あってはならない。命より大切なものはな

い。だから今年の夏休みはコロナによるこ

の危機的状況を乗り切るために、新しい形

の楽しく有意義な過ごし方を模索する。「今」

を楽しみ、「将来」の夢につながるような過

ごし方を。

8　環境と文明　2020年 8月号
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事務局

第四回環境文明塾「脱炭素社会を支える技術」

6月 26日にWeb 会議システム Zoomにて第四回環境文明塾を開催しました。二名の講師による「脱
炭素社会を支える技術」をテーマとした話題提供、全体討議の様子をご紹介します。

Ⅰ．技術がもたらす功罪―プラスチックと

                     デジタル化・AI に関する技術

　　       　国立環境研究所　

資源循環・廃棄物研究センター

　　　　田崎智宏氏

「技術」は、脱炭素社会の実現に貢献す

る一方、様々な問題を引き起こす可能性を

持つ（技術の「光」と「影」）。技術の両面

性と技術に起因する問題について考える。

1．技術の功罪とそのコントロール

（技術ガバナンス）

従来、社会の発展に貢献した技術は、同

時に環境問題を含む様々な社会問題を発生

させてきた。科学技術の人間、社会、自然

へのプラス / マイナスの影響を評価し、科
学技術を人間福祉に貢献する方向に誘導す

るために、テクノロジーアセスメント（TA）
という概念が 1960 年代に生まれた。しかし
日本では、①技術推進者からの反発、②評

価手法開発の困難さ、③企業メリットが不

明確、④開発者の自主性に限界、⑤公害問

題の沈静化による社会の関心低下、⑥石油

ショックによる意欲低下、という 6 つの理
由により国が主導する TA 活動は停滞して
しまった。近年ではバイオテクノロジーや

情報技術の発達により科学技術が社会に多

大な影響を及ぼすことが懸念され、国際的

にも科学ガバナンスが強化されつつある。

米国では、研究開発予算の一部を使い当

該研究成果が社会に与える諸問題を倫理的・

法的・社会的課題（ELSI ＝エルシー）の有

無という観点から研究し始めており、欧州

では、多様なステークホルダーの参画によ

り社会が受容可能な形での科学技術の発展

を目指す RRI（責任ある研究・イノベーショ
ン）という考え方に基づき研究を事前に評

価する動きもある。今後 ESG 投資が主流化
してくると、誤った技術投資はビジネスへ

の大きな痛手となるだろう。

2．プラスチック問題にまつわる技術

プラスチック問題は、非再生資源である石

油依存、海洋プラスチック汚染、地球温暖化、

大量廃棄社会という 4つの問題が複雑に絡ん
でいる。バイオマスプラスチックは石油を使

わず再生可能な有機資源（森林等）を原料と

しており、温室効果ガス（GHG）を排出せ
ずに石油起源のプラスチックと同じものも作

れるが、生分解はしない。一方、生分解性プ

ラスチックは微生物の働きにより分解して水

と二酸化炭素に変化するが、分解する条件は

様々であり、海洋プラスチック問題解決に貢

献しないものもある。どちらのプラスチック

技術もすべての環境問題の解決にはならず、

無制限な使用は環境破壊につながるので、問

題と解決策の対応関係を的確に理解し、認証

制度や罰則の導入等により適切にコントロー

ルする技術ガバナンスが必要である。

3．デジタル化・AI にまつわる技術

デジタル化により膨大なデータの蓄積と

広範なネットワーク活用が可能となり、AI
の導入により GHG 削減に向けた資源の最
適化も進むだろうが、データセンターやサー
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バー等の運用・維持のためエネルギー使用

量が増大し、また社会の管理化が進むとい

う懸念もある。

Ⅱ．技術にどこまで頼るのか

                 　～コストや安全性が課題～

　科学・環境ジャーナリスト　

横山裕道氏

日本では火力発電がいまだ主流であり、

CO2 濃度は増え続けている。現時点で地球

温暖化対策として考えられている技術の最

新事情について説明する。

1．CO2 をどう処理するか

CO2 処理方法として CCS（CO2 回収・貯留）

に大きな期待がかけられている。世界各地

で約 40 カ所のプロジェクトが稼働しており
日本も実証プラントを建設したが、処理に

大量のエネルギーを使うだけでなく、プラ

ント建設や維持運営経費がかさむため実用

化が進まない。また貯留した CO2 の安定性

や安全性、地震を誘発するのではとの懸念

もある。そこで CO2 を炭素資源として回収

し再利用する CCU（CO2 回収・利用）にも

関心が高まっており、カーボンリサイクル

や CCUS(CO2 回収・利用・貯留 ) という言
葉も使われ始めている。

2．水素社会の実現を掲げる

CO2 を発生しない燃料として水素が注目

されており、日本政府も利用に力を入れて

いる。水素は安定的で環境への影響が小さ

く貯蔵もできるが、製造コスト抑制と燃料

電池車や家庭用燃料電池の普及が鍵となる。

なお、現在使用されている水素のほとんど

が化石燃料から作られており、今後は再生

可能エネルギーによる製造が必須である。

3．高性能の蓄電システムができれば

変動の大きい再生可能エネルギーの普及

には、安価で高機能かつ安全な次世代蓄電

池の開発が不可欠である。両者を一体的に

運用できれば CO2 の大幅削減が軌道に乗る

だろう。また自動車や航空機からの CO2 削

減にも貢献することが期待される。

4．原発をどうすべきなのか

原発は発電時に CO2 をほとんど発生しな

いという点で IPCC も期待するエネルギー
源だが、安全性が課題であり 1 基 1 兆円の
建設費がかかる。日本のような地震国と電

力使用量の増加が顕著な新興国とでは状況

が異なる。

5．気候工学の有効性

気候をコントロールして温暖化を防ごう

とするもの。太陽光を反射して地球を冷や

そうとする「太陽放射管理（SRM）」と大気
中の CO2 を除去する CDR という二つの手
法があるが、どちらも地球規模での副作用

が懸念され、安易に着手できない。

6．人工光合成や微生物の利用

植物の光合成のメカニズムを応用してエ

ネルギーを得たり、微生物を利用して大気

の成分を変えるという発想もあるが、まだ

基礎研究の段階である。

7．実現はいつか、脱炭素社会

各技術の実用化の段階は様々だが、いず

れも課題がある。日本政府の脱炭素社会に

向けた方針は技術頼みのところがあるが、

温暖化のスピードと新しい技術の開発・普

及のスピード／コストとの乖離を考えると、

現状で可能性の高い選択肢である再エネの

徹底利用や省エネ以上のものが出てくる見

通しは立っていない。
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講義の後、2 グループに分かれて、「技術
は脱炭素社会実現の切り札か？否か？」につ

いて、また「脱炭素社会における技術のルー

ル」について話し合いました。そして全体で

の意見交換では、次のような意見と感想が出

され、最後に田崎講師がまとめを行いました。

【意見と感想】

・ 水素社会の実現が 2050 年までにできるの
か？燃料電池車が失敗した場合は膨大な無

駄になるのではないか。CO2 を発生しない

というだけで、安易に原発から水素に乗り

換えてうまくゆくのだろうか。

・ 水素社会といった高度な技術については一
般の人はわかりにくいので、理解を促進す

る工夫が必要ではないか。

・ 燃料電池車のように環境によいといわれる
製品を作っても、日常で簡単に使えるよう

にするためには、制度や設備の整備が必要。

現状では水素ステーションが少ない。

・ 多額の費用をかけて開発した技術が産業
スパイに奪われる懸念があり、そうした損

失は誰が被るのか？これも技術依存のデメ

リットと言える。

・ 資本主義は効率化を目指す過程で壮大な無
駄を発生される仕組みだと言われる。こう

した無駄を削減するには、一定の制約があ

る中でのロードマップを描いて技術を評価

する必要があるだろう。

・ 新たな主要技術について、政府や専門家に
よる議論だけでなく社会的議論が必要だが、

日本はその仕組みが弱い。

・ SDGs を年度目標に取り入れているが、技
術の扱い・位置づけについて勉強になった。

経営の中で生かしていきたい。

・ 技術者として、知識と対話の重要性を改め
て認識した。会社の力としていきたい。

・ 会社としても部門としても技術とは距離が
あるが、顧客に対応するにあたり、技術に

ついて積極的に情報を収集して勉強する必

要性を改めて感じた。

・ 企業が投資する際に、リスクを含めた正し
い情報を積極的に得て判断する必要を感じた。

【田崎講師まとめ】

良い技術者とは、ある技術について正確で

詳しい知識を持ちそれを発展させるのみなら

ず、その技術のマイナス面も自覚して、一般

の人にもその技術を説明でき、社会に役立て

られる人である。専門家がすべて良い技術者

とは限らないので注意が必要。

「環境文明」では、将来世代の豊かな環境と

資源を奪わないよう、省エネ等の高度先端技

術のみならず、「中間技術」「適正技術」

「もう一つの技術」と呼ばれる新たな技術体

系（つまり、自立的な身の丈のローカル技

術）を真の豊かさを実現する技術として重視

してきた。技術が公正に評価されて技術の負

の側面が事前に認識され、技術開発・利用の

制約が自発的になされるような技術ガバナン

スが働き、技術リテラシー・技術コミュニ

ケーションを向上させ、適正技術を推進する

方向に向かわせることが期待される。

【代表より】４月に第４回を予定していた環境
文明塾、コロナ感染拡大により延期。５月末の
時点でも感染が収まる気配がなく、広島や名古
屋からの塾生のことを考えると東京での集合研
修は難しいと判断しました。しかし、異業種同
年代の塾生によるグループ討議（講師も参加）
はこの塾の最大の魅力であり、塾生が最も楽し
みにしているプログラム。これを外すことはで
きません。そこでコロナがきっかけで使用を始
めたzoomをグループ討議でも活用できないか
と事務所内で検討。資料も含め進行も色々と知
恵を絞り工夫した結果、当日は、講義はもとよ
りグループ討議もとても活発に行われ、塾生か
らも満足の声も聞かれました。今後の当会の活
動、特に研修に大いに役立ちそうです。
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今月のテーマ：いつもと違う今年の夏、新しい休日、

　　　　　　　夏休みの過ごし方
〔風〕

　気象災害にも感染症にも負けない地域・社会づくりが　
できないものか……藤村コノヱ 1

〔ながれ〕

　いつもと違う今年の夏、新しい休日、夏休みの過ごし方
　……………………宇郷良介 3

  新しい夏の過ごし方……………………………柴山徳一郎 4
2020 年の夏に思う事…………………………末次聡子 5

　簾になごむ夏の風流暮らし…………………岡田精一郎 6
コロナ禍の新社会人生活…………………………吉見稔里 7
「今」を楽しみ「将来」へつなげる夏休み………森遥香 8

〔報告〕

第四回環境文明塾「脱炭素社会を支える技術」事務局 9
〔うごき〕……………………………………………………12

環境文明 21 の主な動き（2020 年 7 月）

7 月   7 日 インターン生面接 ( オンライン )

7 月 29 日 経営者「環境力」クラブ総会開催 ( オンライン )

7 月 30 日 グリーン連合幹事会 ( オンライン ) に

　　　　　藤村代表参加

●環境倫理部会

日時　2020 年 8 月 29 日 ( 土 )   13:30 ～ 15:30
　※オンラインにて開催

●環文ミニセミナー

日時　第 1 回：9 月   4 日 ( 金 )　16:00 ～
　　　第 2 回：9 月 18 日 ( 金 )　16:00 ～
　※オンラインにて開催

●「環境文明塾」第五回開催

日時　2020 年 9 月 11 日 ( 金 )   13:30 ～
　※オンラインにて開催

●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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 ★環文ミニセミナー開講のお知らせ
先月 7 月号でお知らせしたオンライン（zoom）による

「環文ミニセミナー」を毎月原則として第 1、第 3 金曜
日 16 時より開催します。９月の日程とテーマは以下の
通りです。
第１回　９月４日 (金 )　「プラスチックを考える」　　

　　　　　講師　田崎智宏（国立環境研究所）

第２回　９月１８日 (金 )「リニア新幹線の問題点」　　

　　　　　講師　加藤三郎（当会顧問）

※参加をご希望の方は、開催 2 日前までに、事務局へメー
ルでご連絡ください。開催前日までに Zoom の URL 等
の案内をお送りします。
※参加にはマイク・スピーカー機能のついた PC もしく
はスマホ、タブレットが必要です。

■先月 7 月 15 日は「ファミコンの日」。1983 年 7 月 15 日

に「ファミリーコンピュータ（ファミコン）」が発売された

そうです。当時は、私を含む多くの子ども達が熱中しており、

懐かしく感じます。それから 40 年近くが経ち、ゲーム市

場のメインは、スマホゲームに。数年前までは「スマホゲー

ムなんて邪道！」と思っていましたが、今はいくつかスマ

ホに入っています。子育て中で娯楽が限られる中、隙間時

間でもできる娯楽 ( 現実逃避とも言う ) で、たまにゲーム

内で会話する仲間も子育て中の方が多く、よい気分転換に

なっています。しかし、中には「これは依存性が高い。は

まったら危ない。」と思い、スマホから消したゲームもあり

ます。しかも怖いな、と思うのが、そのゲームが R 指定や

暴力的な要素があるものではなく、可愛いキャラクターが

出てくる、小さい子でも簡単にできるゲームだということ

です。夫婦共にゲームが好きなので、子どものゲームを禁

止するつもりはありませんが、昔と違う、色々な種類の “ 危

ない ” があることを気に留めなければと思います。(M)
■相変わらずほぼ自粛的生活が続いていますが、“ 仕事も

あり、歩いて通えて、公園や多摩川も近くにあって恵ま

れているなぁ ” と。それでもたまには旅もしたい。最初

の旅は、やはり別府かな…。／コロナ禍の中、執筆に没

頭していた所長の本もいよいよ脱稿。そして今回も「本

が売れたら銀座のレストランで…」と宣う所長。この言葉、

これまで何度聞き夢幻に終わったことか…。今度こそ実

現してほしいものです。今回は本当にいい本です ! ／事務

所のアイドル R 君（M さんの息子）。相撲が大好きで御

嶽海や炎鵬を応援。本人の好みかと思いきや、“ 長野のお

じいちゃんとママが好きだから ” とのこと。3 歳児にして

この気配りに、参った !! ／感染拡大でも ” 死者は少ない

から怖がる必要はない “ という研究者や政治家。” 共生 “ と

いう言葉も当たり前になっていますが、個人的には ” 共

生ではなく排除を “ という国環研の五箇先生に賛成。対

策ではなく可能な限りの予防が必要で、その為には、「風」

に書いたように無駄な開発は止め、未知のウィルスと

の遭遇を避けたいと思うのですが…。（コ）
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