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「グリーン社会づくり（環境立国）」しませんか

加藤　三郎

今月の
テーマ

1．やっと吹き始めたグリーン化の風

                  ～菅政権のゼロ宣言の重み

2012 年 12 月から約 7 年 8 ヶ月にわたっ
て 2 回目の首相を務めた安倍晋三氏は、本
年 8 月末に持病再発のため辞意を表明。そ
の後、自民党内での総裁選挙を経て、9 月
16 日に菅義偉政権が発足した。菅氏は安
倍政権の政策を継承すると繰り返し言明し

ていたが、10 月 26 日の所信表明演説では、
こと環境・エネルギー政策においては安倍

路線とは大きく異なるグリーン政策を遂行

することを明確に宣言した。

菅首相の「グリーン社会」に関わる演説

を私なりに分解して再現すると、次のとお

りである。

①成長戦略の柱に経済と環境の好循環を

据え、「グリーン社会」の実現に最大限注

力、② 2050 年までに温室効果ガス排出を
全体としてゼロとし、脱炭素社会の実現を

目指すと宣言、③温暖化への対応はもはや

経済成長への制約ではなく、積極的に温暖

化対策を行うことが産業構造や経済社会の

変革をもたらし、大きな成長に繋がるとい

う発想転換が必要、④その鍵は次世代型太

陽電池、カーボンリサイクルなどの技術革

新で、実用化のための研究開発を加速度的

に促進。規制改革などの政策を総動員、グ

リーン投資の普及、脱炭素社会の実現に向

けた国と地方で検討する場の創設など、総

力で取り組む。⑤グリーン化を効率的・効

果的に進めるため、環境関連分野のデジタ

ル化を進め、世界のグリーン産業を牽引、

⑥省エネの徹底、再生可能エネルギーの最

大限導入とともに、安全最優先で原子力政

策を進めることで安定的なエネルギー供給

を確立、⑦長年続けてきた石炭火力発電政

策を抜本的に転換。

ご覧の通り、安倍前政権の環境・エネル

ギー政策と比べると、殆ど革命的と言って

もよいような抜本的な変化だ。何故、短期

間にこれほどの変化が生まれたのかの政治

的背景を私は知らないが、最近の報道を見

る限り、小泉進次郎環境大臣が大きな役割

を果たしたのかなと推察している。
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この変化は、日本はもとより、地球環境

にとっても良いことだが、せめて 5 年前、
つまりパリ協定が採択された直後にでも安

倍首相が決断していれば、日本の産業も正

しい方向に大きく踏み出せ、次世代や国際

社会に対する現日本人の責務を一つ果たす

ことが出来たものを、と誠に残念である。

しかし、そんな繰り言を言っても始ま

らない。菅氏の政治的思惑はどうであれ、

「2050 年 CO2 等排出実質ゼロ」は、下図が

示すとおり、本格的な社会変革を実行しな

ければ到底達成できない公約だ。

2．成せばなる

「50 年にゼロ」がそんなに難しいのか
と不審に思われる方もいるかと思うので、

ごく簡単に説明すると、日本が温暖化対策

を開始した 1990 年の温室効果ガスの総排
出量は 12.7 億トン。それから今日まで約
30 年経ち、家庭も企業もそれなりに省エ
ネに努め、太陽光パネルを屋根に乗せ、自

動車などもハイブリッドカーにかなり乗り

換えた。その上、人口の減少や中国、東南

アジアへのビジネス転出など産業構造も相

当に転換したにも関わらず、直近のデー

タ（2018 年）は 12 億 4000 万トン。つま
り 28 年間もあれこれ努力したつもりでも、
豊かさ、便利さ、快適さを求める欲求が大

きく、わずかに 2.8％程度しか削減出来て
いないのだ！

菅首相が胸を張って公約した 2050 年ま
では、今から 30 年の時間しかない。その
間に実質ゼロ（排出量と森林などによる吸

収量とを均衡させてゼロ）にすることは、

技術革新など現状を強化した位では不可能

だ、ということは右図を見ただけでもご理

解いただけよう。

菅首相もそのことをご承知なのか、10
月 30 日に「地球温暖化対策推進本部」会

合において、小泉環境、梶山経産両大臣は

もとより、全閣僚に対し、所管分野での温

暖化対策の具体化を指示したようだ。また

議会も超党派の議連からの提案で「気候非

常事態宣言」を決議し、国会も同様の意思

を示して脱炭素社会の実現を国民に訴える

という。

このように、遅きに失するとはいえ、政

府も議会もやっと前向きに動き出したこと

は歓迎するが、問題は対策の中身だ。私自

身は 10 月に刊行した『危機の向こうの希
望 ―「環境立国」の過去、現在、そして未来』
において、急ぎ取り組むべき政策課題とし

ては、①憲法に「環境（持続性）原則」を

導入、②経済のグリーン化、③技術のグリー

ン化、④信頼できる教育・情報、そして⑤

「片肺政治」を改める、の 5 点を提案し、各々
についてかなり詳しく説明している。いず

れも大きな課題ではあるが、中央・地方の

政府や議会だけでなく、企業、志ある個人

や市民組織（NPO/NGO）、メディアなど
の積極的で持続的な参加があれば、さしも

の気候危機もある程度は抑え込めると考え

る。すべてのセクターが自分ごととして取

り組めば「成せばなる」ことを気候危機に

ついても証明したいものだ。

環境省 2018 年度（平成 30 年度）の温室効果ガス
排出量（確報値）を元に事務局作成



生物多様性の危機が新型コロナを生み出した

五箇　公一　( ごか　こういち／国立環境研究所　生物・生態系環境研究センター )
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●生物多様性が支える生物圏と私たちの生活

この地球上には、約 40 億年前に生命の起

源が誕生して以降、脈々と進化の歴史を繰り

返し、 生命の多様性を育んできた歴史があ

る。時間的にも空間的にも変動を繰り返す環

境のなかで、多様な遺伝子をもつ多様な種が

生み出され、それぞれの環境に応じて種が集

まることで、環境に特異的な生態系が形成さ

れ、生態系の多様性が生み出される。この遺

伝子・種・生態系という様々なレベルで構成

される多様性こそが生物多様性である。

森、湖、川、海と様々な地球環境に展開す

る多様な生態系は、内包する遺伝子や種がも

つ多様な機能によって、独自の生態系機能を

発揮する。 美しい空気を供給する森林生態

系、美しい水を育む湿地生態系、広大な物質

循環と栄養供給の源を担う海洋生態系…これ

らの多様な機能が複合することで、この地球

表層上には隅から隅まで生物が活動できる生

物圏が安定して維持されている。

我々人間もこの生物圏の中で生かされてお

り、生きていく上で必要とされる空気も水も

食料も全て生態系の機能から供給されるもの

であり、その生態系を支える生物多様性は、

まさに我々人間生活の必須基盤といえる。

さらに人間は大脳を巨大に発達させること

で、文化や社会を発展させてきたが、この文化・

社会の多様性にも生物多様性は大きく関わっ

ている。地球上の環境や地形は一様ではなく、

それぞれ地域固有の地理的環境に合わせて、

独自の生態系が進化することで、独特の景観

を形成する。すなわち景観という大きなスケー

ルの多様性も存在する。そしてこの景観の多

様性こそが人間のインスピレーションに作用

して文化や社会の多様性を育んできた。

我々現代人が海外旅行に行って楽しいと思

えるのは、日本にはない独特の風景や自然環

境がそこにあり、そうした環境の違いに応じ

て日本とは全く異なるファッション・生活様

式・遺産・食文化があり、その異質性こそが

我々の感性を刺激し感動を与えてくれるから

だ。つまり人間社会の多様性・豊かさにも根

底には生物多様性が深く影響している。

まさに動物としての人間にとっても、社会

を営む人間にとっても、生物多様性とそれが

もたらす生態系の機能は、なくてはならない

環境要素なのである。したがって、現在、世

界的に唱われる生物多様性保全の真の意義と

は、マスコミや生物保護団体が語るような「可

愛い動物を保護する」とか「美しい植物を守

る」といった単なる愛護や保護の精神にとど

まるものではない。

我々は生き物が好きか嫌いかに関係なく、

またその生き物が美しいか醜いかも関係な

く、 あらゆる生物と共生していく必要があ

る。その目的は今後もこの人間社会を安全で

豊かなものとして持続していくことにある。

生物多様性の保全は人間社会の安全保障であ

ると理解しなくてはならない。

●生物多様性の劣化と地球環境問題

そんな人間社会にとって不可欠な生物多様

性が現在、急速に劣化していることが重大な

問題となっている。すなわち、多様な野生生

物の絶滅が加速しており、 その速度は過去

1 千万年間における平均絶滅速度の 10 倍～

100 倍とされる。このまま手を施さなければ、

生態系機能も麻痺し、人間社会の存続にも大
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きな影響が及ぶと危惧される。

生物多様性の劣化・野生生物の絶滅を招い

ている要因は人間活動の肥大化にある。森林

伐採・土地開発による生息地の破壊および分

断化、 生物を資源として大量に捕獲する乱

獲、プラスチックや農薬などの合成化学品に

よる環境汚染、外来生物の持ち込み・持ち出

し、そして大量の炭素を燃やすことによって

発生する気候危機…などなど、人為的な環境

影響の速度が大きすぎて、生物たちの進化が

間に合わず、絶滅が進行しているとされる。

人間が登場する前より、地球上の生物は、生

態系というシステムに組み込まれ、物質循環と

エネルギー生産を行って生命を保ってきた（図

左）。植物が光合成によって栄養素をつくり、

それを草食動物が消費して活動エネルギーに転

換し、さらに草食動物を肉食動物が捕食して活

動エネルギーを得る、という “ 食う食われる ”

の関係で物質が流動し、全ての生物は死ねば屍

と化して無機物に分解され、再び植物の光合成

の材料として利用される。この完全循環型シス

テムにより、多様な生物が生命エネルギーを得

て、次なる生命を生み出すというサイクルが維

持されてきた。このシステムに必要とされる外

部エネルギーは太陽光だけだった。

ところが人間の登場で、この循環システム

が崩壊した。人間の人口は今や 77 億人にも

上る巨大バイオマスへと膨張し、生態系ピラ

ミッドの頂点に立ち、大量の生物資源を消費

し続けている。人間による資源および生息場

所の大量搾取によって野生生物たちはその数

を減らし続け、これが生物多様性の劣化へと

結びつく。これだけの人口を支えるには、太

陽光エネルギーだけでは足りず、人間はつい

に地下の化石燃料を掘り出し、これをエネル

ギーと物質生産に充当した。その結果生み出

されるプラスチックや農薬などの化学物質を

分解する能力は自然界にはないため、環境中

に残留・蓄積し続け環境汚染に結びつく。そ

して大量に排気される温室効果ガスも自然林

ではもはや吸収が追いつかず、温暖化・気候

危機に結びつく。

生物多様性劣化・廃棄物汚染・気候危機と

いう現在の地球環境問題は全て三位一体とし

て、その根元は人間による大量消費と大量廃

棄に由来する。

●生態系破壊がもたらした新型コロナウイルス

こうした人為的な生態系システムの異変に

よって、新型コロナウイルスという脅威も出

現した。ウイルスなどの病原体微生物も、人

間が登場する遥か昔から、それぞれの地域環

境の中で様々な野生動物とともに進化を繰り

返し、 生物多様性の一員として生息してい

た。彼らは増えすぎて密になった動物集団に

感染して発症し、淘汰によってその個体数を

調整するとともに抵抗性を備えたより強い集

団へと進化させる、いわば天敵としての重要

な役割も担ってきたと考えられる。

野生生物の生息地を破壊し、その奥地まで人

間が侵食したことで、野生生物の世界に潜んで

いたウイルスが人間社会へスピルオーバー（噴

出）し始めたのである。増えすぎた人間はウイ

ルスにとっては格好の獲物でありエネルギー源

となる。巨大バイオマスとなった人間の天敵

として、HIV、エボラ出血熱、SARS など次々

と新興感染症が自然界から襲ってきている。

その最先端が新型コロナウイルスである。新

型コロナのパンデミックは起こるべくして起

きた自然の摂理と捉えるべきである。

新型コロナのような野生生物由来の感染症

はこれからも人間社会を脅かし続けると覚悟

しなくてはならない。加えて気候危機による

異常気象、資源の枯渇、国際情勢の悪化など、

人間社会に迫る危機はもはや回避の猶予はな

い。人間社会を安心・安全なものとして持続

し、後世に残すためにも、今こそ、我々現在

世代は社会変容と生活スタイルの改革という

大きなパラダイムシフトと具体策の実行を迫

られている。



図．生態系ピラミッドの崩壊（原図出典：国立環境研究所「ここが知りたい温暖化」）

自然生態系では、各生物種が利用・消費できる資源量に
応じて、そのバイオマス（生物量）が制限されており、
ピラミッド構造が形成されることで安定した循環システ
ムが維持される。

しかし、人間は化石燃料を利用してエネルギー補填およ
び生活物資の生産を行い、巨大なバイオマスとして生
態系の頂点に君臨することで生態系のバランスを崩し、
様々な地球環境問題を引き起こしている。
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➡
人間が

増えた

ことで…

イ ベ ン ト の お 知 ら せ

「テレ・エコツアー＆シンポジウム　宮沢賢治、最後の職場を訪ねて」

毎年開催している地域へのエコツアー。今年はコロナ感染拡大の影響で、ZOOM で開催します。
  場所は、岩手県一関市。市内にある「石と賢治のミュージアム」を訪ね、館長より同館の概要と賢治

の最後の職場「東北砕石工場」について説明して頂きます。「東北砕石工場」は震災後大規模修繕が行われ、

この 9 月 13 日に公開再開したばかり。「アメニモマケズ」はこの工場の技師として持ち歩いたトラン

クの中の手帳に書き残され、死後に見つかったものだそうです。

その他、グスゴーブドリの伝記の紙芝居、加藤顧問による講話も予定しています。

  日時：11 月 28 日 ( 土 ) 　13:30 ～ 17:00（Zoom によるオンライン開催）

　 全国交流大会　「真のグリーン・リカバリーとは　

　　　　　　　　～ 2 つの危機を乗り越えるための価値観と仕組み～」

近年の気候変動による大災害の頻発に加えて、この一年はコロナ感染拡大も続き、日本だけでなく世

界中が危機的状況の中で、いかにして危機を脱し希望ある社会を築いていけるか、が問われる、大きな

変革の年となっています。全国交流大会では、気候変動など環境の危機に加えて、感染症の拡大も踏ま

え、コロナ後の社会や企業活動、暮らしの有り様について、議論し考えます。
　日時　2020 年 12 月 12 日 ( 土 ) 　13 時 30 分～（Zoom によるオンライン開催）

　内容    ①話題提供　松下和夫氏（京都大学名誉教授、（公財）地球環境戦略研究機関シニアフェロー）

　　　　　　             中島伸二氏（東京ガス株式会社　サステナビリティ推進部部長）

　          ②ディスカッション　

　

※両イベント共、参加をご希望の方は、開催前日までに事務局へメールにてご連絡下さい。　

        事務局：  info@kanbun.org

※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。

生物界の危機



愛知目標の達成状況とその後の取組に向けて

永仮　敦善　( ながかり　あつよし／環境省自然環境局自然環境計画課
生物多様性戦略推進室専門官 )

地球上には様々な自然の中に、それぞれの

環境に適応して進化した多様な生きものが存

在し、相互につながり、支え合って生きてい

ます。現代の私たちの生活もこうした生物多

様性がもたらす恵み（生態系サービス）の上

に成り立っていますが、2020年 9 月 15日に
国連の生物多様性条約事務局（カナダ・モン

トリオール）が公表した報告書「地球規模生

物多様性概況第 5版」（以下「GBO5」という。）
において、大部分の愛知目標についてかなり

の進捗が見られたものの、20の個別目標で完
全に達成できたものはなかったという厳しい

評価がなされました。

愛知目標の達成状況

愛知目標とは、2010年に愛知県名古屋市で
開催された生物多様性条約第 10回締約国会
議（COP10）で各国が合意した、20項目から
なる生物多様性を守るための具体的な行動目

標です。GBO5は、2018年末までに各締約国
から提出された自国の国別報告書や生物多様

性及び生態系サービスに関する政府間科学政

策プラットフォーム（IPBES）による地球規
模評価報告書（2019）を含む多様な情報に基
づき、「愛知目標」の達成状況を条約事務局

が評価・分析したものです。

GBO5により示された世界規模の評価では、
20の個別目標のうち 6項目が「部分的に目標
を達成」、14項目が「目標が未達成」と評価
されています。

GBO5では、各国が愛知目標を達成できな
かった主な要因として、愛知目標と各国の目標

の内容で整合性がとれていないものが多かった

ことや、各国の目標設定が必ずしも愛知目標の

レベルと比較しても十分でなかったことなどを

挙げています。特に、愛知目標と国別目標との

整合性は 23％とされており、自国内で愛知目
標に取り組むコミットメントの野心度やコミッ

トメントに達するための行動の双方にギャップ

があることが示されています。

なお、我が国が 2018 年の国別報告書にお
いて「目標を達成及び達成見込み」と評価し

た目標は 5 項目ですが、「目標に向けて進捗
しているが不十分」と評価した大部分の目標

においても、例えば、トキ・コウノトリの野

生復帰や、サンゴ礁・藻場・干潟等における

各種指定区域の面積の拡大などの取組は進ん

でおり、愛知目標の達成に向けて着実に進捗

したと考えられます。また、我が国の最終的

な達成状況については、保護区に関する愛知

目標 11 など新たに達成できる見込みの目標
もあり、2020年中に公表する予定です。

生物多様性の損失がもたらすもの

2019 年 5 月に公表された IPBES の「地球
規模評価報告書」においては、『「生物の多様

性と、生態系が人類にもたらす機能やサービ

スは世界中で劣化」しており、さらに「その

劣化の進行は加速し続け」ているという事実

と、「このままでは私たちの暮らしは持続し得

ない」という深刻なシナリオ、そして「経済、

社会、技術といったすべての分野に渡る社会

変革を緊急に、そして協調して起こすことが

できるならば、持続可能な社会を形成するこ

とができるかもしれない」という可能性』など、

重要なメッセージを私たちに伝えています。

我が国においても、かつての高度経済成長

期の開発や、近年の高齢化や人口減少による
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里地里山における管理不足、外来種の侵入な

どにより生物多様性が失われてきました。気

候変動の影響などにより、今後さらに生物多

様性の損失が進むことが危惧されます。この

まま生物多様性の損失が進めば、生物の生息

の場だけでなく、地域での人と自然との関わ

りの中で育まれてきた日本の伝統的な文化や

慣習（和食や花見、祭りなど）などの私たち

の大切な価値観を形成してきたこうした基盤

を維持することも難しくなります。また、食

材の価格高騰や感染症の蔓延など、実生活に

係る問題が生じる可能性も否定できません。

生物多様性は人類の生存を支え、様々な恵み

をもたらすものです。日本だけで生物多様性

を保全しても十分ではなく世界全体で取り組

むべき課題であり、私たち一人ひとりが自分

事としても捉えるべき問題です。

自然共生社会の実現に向けて

愛知目標では、2050年までに「自然と共生
する世界」を実現することを目指すというビ

ジョンを設定しており、2020年を最終年とし
た 20の個別目標に替わる次の国際的な目標
（ポスト 2020生物多様性枠組）は、2021年に
中国で開催される生物多様性条約第 15回締約
国会議（COP15）で採択される予定です。

IPBESからの重要なメッセージや GBO5の
愛知目標が未達成だったという反省を踏まえ、

どのような後継目標が設定されるか注目されて

います。GBO5では「明確で簡素な文言と定量
的な要素を用いて適切に設計されたゴールと

ターゲットが必要」と指摘していることから、

分かりやすい目標が求められています。目指す

目標が分かりやすければ、目標の達成に向けた

機運が高まり、個人、地域、企業、国家などといっ

た様々なレベルで生物多様性の保全の取組が進

んでいくことが期待されます。したがって、人

類が生物多様性から計り知れない恩恵を受けて

いることを改めて認識し、愛知目標の「未達成」

という厳しい評価をしっかりと受け止め、自然

との共生社会を実現させるためにも、生物多様

性への取組が更に発展・継続するよう、次期目

標である「ポスト 2020生物多様性枠組」を分
かりやすい内容と構造にする必要があります。

新たな枠組みに向けての議論では、日本は

COP10議長国として「愛知目標」を取りまと
めた経験を活かし、自然共生社会の実現を目指

す「SATOYAMAイニシアティブ」の更なる展開、
ポストコロナにおいて求められる分散型社会へ

の移行、ビジネス分野の巻き込みに向けた数値

目標の設定、気候変動・防災との連携、非意図

的に侵入する外来種対策といった視点からも、

積極的に発信することが重要です。このうち

「SATOYAMAイニシアティブ」は、原生的な自
然環境の保護だけを目指すのではなく、人と自

然が一体となり共生してきた日本の里地・里山

のような地域の自然環境を保全し、生物多様性

の保全とその持続可能な利用の両方を目指すと

いう考え方であり、我が国が国連大学と共同で

提唱してきたものです。本イニシアティブの考

え方が各国の取組に活かされ、さらに COP15
を契機に自然環境だけでなく社会や経済をより

持続可能なものにリデザインし、分散型社会の

構築にも貢献できる幅広い取組に発展させてい

くことが期待されます。

なお、本稿は個人の見解をまとめたもので

あり、所属組織の見解を示すものではないこ

とを申し添えます。

愛知目標と達成状況：

    部分的に達成した目標…6 個 (9,11,16,17,19,20)

    未達成の目標…14 個 ( 囲み部分 )
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沈黙する生きものたちが語ること

鶴田　由美子　( つるだ　ゆみこ／公益財団法人日本自然保護協会　事務局長 )

イヌワシの減少で天狗が絶滅の危機に

山奥の森に棲む魔物として伝説や能に登場

する「天狗」。大きな羽
は う ち わ

団扇を振りかざし、そ

の飛行能力や風を起こす霊力を表してきまし

た。能の舞台で天狗が持つあの羽団扇の大き

な羽根は、イヌワシやクマタカなどの大型の

ワシやタカの尾羽が使われています。600年
の歴史を持つ能では、各流派の家元が代々、

装束や道具を受け継ぎ、現在もその精緻なつ

くりを見ることができます。中には江戸時代

につくられたと記されたものもあり、傷んだ

際は修繕をしながら大切に使い続けています。

４年ほど前、能や歌舞伎など伝統芸能の道

具の継承、復元を研究されている方が、イヌ

ワシやクマタカの繁殖地の森林の生物多様性

復元活動をしている我々、自然保護団体に相

談に来られました。「羽団扇に使われている

ワシの羽根は、今、どうしたら手に入るのか。

折れたときに修理や新調したくとも、羽根の

入手方法がわからない」というのです。

日本の大型の猛禽類の仲間は、残念ながら

ほとんどの種が絶滅の淵に立たされていま

す。羽団扇に使われているイヌワシ、クマタ

カなどは「種の保存法」で、捕獲はもとより

生死を問わず、羽根１枚に至るまで売買や譲

渡が禁止されています。飼育下の個体であっ

ても、野生生物の保護や、保護増殖の研究な

どの目的で環境省から承認を得ないと、譲渡

も貸与もできない希少種なのです。

たとえば日本のイヌワシは、現在、500 羽
足らずといわれ、繁殖成功率はたったの 2 割
と、超少子化が進んでいます。減少の原因は、

餌不足。日本の森がうっそうとしたスギやヒ

ノキばかりの人工林に成り代わり、羽根を広

げると 2ｍにもなるイヌワシが狩りをできる
場が減ったうえに、ノウサギなどの獲物が減

少し、ヒナが育たないのです。

この状況では、能楽師の方が日本産の大型

猛禽類の羽根を手に入れることは絶望的で、

今ある羽団扇が壊れたときには、天狗は大き

なワシの羽団扇を持てず霊力を表すにも事欠

き、登場できなくなるかもしれない…。伝統

芸能の分野では、他にも鯨の髭やべっ甲など

自然由来の材料が、生きものの絶滅危機で入

手困難となり、つくる技術も廃れ、道具や衣

装の継承の危機を迎えています。

「永遠に沈黙する」生きものたちの急増

レイチェル・カーソンの「沈黙の春」が日

本語訳で出版されたのは 1964 年、前回の東
京五輪の年でした。2020 年は再び東京五輪
の開催予定だっただけでなく、地球の生物多

様性の損失抑止が世界中でどれほど進んだか

を検証する、愛知目標の達成年でした。国際

機関から地球規模の評価レポートが相次ぎ発

表されましたが、厳しい現状が記されていま

す。「人間の活動により、地球全体でかつて

ない規模で多量の種が絶滅の危機に瀕してい

る。」「800 万種（うち 75% は昆虫類）の生
物のうち、100 万種が絶滅の恐れがある。」「野
生動物の個体数は 1970 年に比べ、3 分の 2
以上減少し、2010 年以降も減少が続く。」
これらの数値は漠然としていますが、この

まま「永遠に沈黙する」生きものの急増が続

けば、確実に私たちの暮らしや健康にも甚大

な影響を及ぼす、という評価です。

実は日本でもイヌワシやクマタカが棲む奥

山だけでなく、身近な里山でも生物の急減が
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深刻な状況にあることが分かってきました。

里山は国土の約４割を占める重要な生態系で

すが、2005 年から行われてきた全国の里山
市民調査「モニタリングサイト 1000 里地調
査」では、チョウやホタルなど身近な多くの

生物種の急減が明らかとなりました ( ＊ )。鳥

類ではハシブトガラス、ヒヨドリ、ツバメな

ど、哺乳類ではノウサギやテンなど、普通に

見られていた動物が減少しており、 特にチョ
ウ類は約４割が 10 年あたり 30％という速度
で急減していました。人知れずチョウなどの

昆虫や、身近な普通種の種類や総量が減り続

けていることが、日本でも世界と同様に起き

ているのです。

揺らぐヒトの健康、文化、経済の基盤

太古の昔から人類は自然界の恵みから栄養

を摂取し、近代の農林水産業も自然の循環を

利用し栽培、養殖をしてきました。現代では

75％の食料が、自然界の昆虫などの受粉の働
きによって生産されています。もしも花粉を

運ぶ生物が失われたとき、その被害は甚大で、

多くの作物が生産できなくなるばかりでなく

酪農や養殖にも影響が及びます。また、多く

の動植物が、餌資源や繁殖のために大量の昆

虫に依存しているため、昆虫の激減は連鎖的

に他の動植物の絶滅を加速させています。

昆虫に限らず、生物の危機を招く最大の要

因は、ヒトによる土地改変や環境利用の変化

です。75％の陸地、66％の海洋環境が改変
され、過剰に採取され続け、気候変動の影響

でも動物の 47％が負の影響を受けています。
ヒトや物のグローバルな移動に伴い、侵略的

な外来生物が拡散し、化学物質やプラスチッ

ク汚染は、ヒトの健康を含め、生物界に長い

間影響を及ぼし続けています。さらに、これ

までヒトと地域の自然の間で、遺伝的にも伝

統知としても保たれ続けてきた持続的な関係

が無視され、開発や過剰利用が進んでいま

す。そのため野生生物や未知のウイルスや細

菌との遭遇が増大し、covid-19 のような感染
症のパンデミックのリスクを高めています。

健全な生態系が保全され、ヒト社会の距離が

適切に保たれない限り、ヒトは自然の恵みを

損ない健康も脅かされ、社会的な活動ができ

なくなります。当然、経済を回すことも文化

の継承もままならなくなっていく―、そうい

う事態が現実となってきたのです。

羽団扇の話に戻ると、相談を受けた我々

は、能楽の分野の方々や動物園の方々ととも

に、絶滅危惧種の現状と自然由来の伝統芸能

の道具の危機について、一緒に警鐘を鳴らし

保全の取り組みを進めることになりました。

イヌワシの保護増殖を行っている動物園の協

力で、抜け落ちた羽根や不慮の死亡個体の羽

根を収集し、生物文化多様性保全の研究や普

及啓発活動を行っています。能楽師の方から

は、「今、この羽根が入手できない現実に直

面し、我々も意識が変わった。能楽は日本の

自然に育まれた風土の中に生きる人々の、祈

りや祭りを映したもの。健全な自然が失われ

威厳あるワシやタカたちが減り、伝統芸能や

道具の継承にも危機となっている。一緒に守

る必要があることを、能を通じて伝えていき

たい」そう、力強く語っていただきました。

我々はこうした分野を超えた協力を加速し、

生物界の危機はヒトの社会の基盤の危機と一

体である実感を広め、日常的かつ劇的に意識

と行動を変えていく必要があります。たとえ

ば、日本は農薬の使用基準や脱プラスチック

でも、欧州だけでなくアジアの国々からも遅

れを取っています。つくる側もつかう側もヒ

トと生態系の健康を最優先に考え、自然環境

に負荷の少ない産物や手段を選択し続ける。

あらゆる分野が協力して損なわれた生物多様

性を回復し、自然の恵みの循環の範囲で生き

る―、その選択肢しかないことを、沈黙した

生きものたちから学ばなければなりません。
＊モニタリングサイト1000里地調査2005-2017年度とり
まとめ報告書　https://www.nacsj.or.jp/media/2019/11/17887/
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第三回環文ミニセミナー

第 3 回　「欧州・ドイツの環境 NGO/NPO 政策

　　～参加権に基づく制度設計の重要性～」

日時：10 月 2 日（金）16:00 － 17:00

講師：大久保 規子 氏 ( 大阪大学教授 )

日本では 1990年代に環境に関する様々な制
度ができ、市民参加が政策の中で位置づけら

れたが、30年近く経っても参加範囲が広がら
ず、欧米と比べ政策提言能力が低いとの指摘

がある。その違いは欧州評議会が「環境と参

加」決議 9項を定めたことで、「環境政策決定
への環境団体参加強化」「政策協議」など、環

境団体がいかに重要かを前提に作られている。

背景には、環境団体は環境利益の代表であり、

行政では把握しきれない情報の収集、早期の

課題発見、アドボカシー活動など公益の担い

手という考え方がある。同決議の基礎は「参

加原則」の概念で、「リオ宣言第 10原則」で
国際的に認知された。同原則は、環境問題の

解決にはあらゆる主体の参加が必要であり、

そのために情報アクセス・決定参加・司法ア

クセスの 3要素が市民に与えられるべきとし
ている。これを条約化したものが 1998年の
「オーフス条約」（会報９月号参照）。多くの国

の参加促進のため、UNEPは 2010年に条約非
加盟国向けに立法ガイドライン「バリガイド

ライン」を策定（日本も採択）。SDGｓでも「目
標 16」に参加原則が示されている。

EUの環境団体助成として LIFEプログラム
がある。環境・気候行動プログラムの一環で、

対象はNGO/NPOに限らず自治体・中小企業で、
「NGOのインボルブメントと全てのレベルの
ガバナンス向上」を一つの目的とし、NGOに
は事業助成だけでなく運営助成も行う。バラ

ンスある政策形成のため、経済利益代表の産

業界に対し、環境利益の代表の NGOの意見が

必要との認識の下、行政に代わり環境団体の

意見集約を担う経費として運営助成が制度化

され、毎年 13億円が約 30団体に配分される。
ドイツの環境 NGO/NPO政策の特徴である

「承認団体制度」は、要件を充たす団体に特別

の参加権を与え政策立案の早い段階で意見を

反映し、手戻りを防ぎ事業の効率性の向上を

目的とし、承認団体は環境公益訴訟も可能。

助成制度もEU同様にプロジェクト助成（事業）
と制度的助成（運営）があり、連邦と州に分

かれて多様な助成（委託ではない）を行うほか、

環境団体の安定的財源も確保している。

欧州では NGOへの制度的助成は市民参加
の権利保障と位置づけ、3つの手続的環境権
（情報アクセス・決定参加・司法アクセス）が

一体的に保障されて初めて参加が保障される

と認識されている。世界の 2/3以上の国が環
境権（手続的環境権含む）を認める中、日本

では情報アクセス権はあるが、決定参加権・

司法アクセス権は極めて限定的。更に参加に

必要な基盤整備面でも日本は遅れており、環

境民主主義指標による評価はアジア各国より

低い。特に行政との直接的意見交換（意見提

出ではない）が法律で保障されておらず、環

境公益訴訟もアジア主要国で日本と韓国（検

討中）だけが認められず、アセス制度で公聴

会の義務づけがないのも日本だけ。世界で環

境権が確立しつつあり、欧州では権利保障と

いう公的機能を担う NGOへの助成予算は基
盤的経費との認識。一方、日本では「NGOは
弱いから助成するが、いずれは自立すべき」

との考え方で、環境団体の役割に関する政策

の違いが制度的助成の有無に表れている。ま

たドイツでは学生の環境 NGOボランティア
が制度化され環境教育も大きな差がある。

（文責：事務局）
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地域だより
With コロナ時代の「ある高齢者施設」での出来事
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新型コロナウイルス禍がなかなか収束す

る気配がない。それどころかヨーロッパ諸

国では、再び感染が急速に広がりつつある

という。日本ではこれからインフルエンザ

の流行期とも重なりどうなっていくのか、

不安に思う今日この頃である。

私の入居している老人ホームでは、外来者

や入居者の施設への出入りをかなり厳しく制

限、チェックしているためか、幸いこれまで

問題となる事態は発生していない。しかし最

近、施設内の雰囲気が何となく重苦しく明る

さがなくなってきたように感じられる。

このホームでは、毎月アクティビティ・

カレンダーが作成され、毎日午後 2 時～ 3
時の間に体操、音楽、映画鑑賞、各種のゲー

ムや脳トレなどが実施されている。特に音

楽については、外来のボランティアがピア

ノを弾きに来て皆で楽しく歌ったり、各種

器楽演奏を聴いたりと、人気のアクティビ

ティとなっていて参加者も多かった。とこ

ろがコロナ禍が始まった今年の 3 月以降、
ピアノに合わせて皆でうたうことがなくな

り、ダイニングルームに置かれた立派なグ

ランドピアノの音が響くことはなくなった

ままであった。

「音楽療法」という言葉をご存じの方もあ

ると思うが、音楽の持つ特性を利用して、高

齢者施設などで入居者の健康の維持・回復や

精神面での機能改善を図る目的で行われるも

ので、「音楽療法士」という民間資格もある。

何とか外来のボランティアに頼ることな

くホーム内のみで歌を唄ったり音楽を聴い

たりすることが出来れば、入居者の心も晴

れてホーム内の雰囲気が少しは明るくなる

のでは…と考えていたところ、何気ない会

話の中で施設の女性スタッフの一人（A さ
ん）がピアノを弾けることが判明、早速彼

女と相談しホーム長の了解を得て歌の会を

立ち上げることにした。何と以前 A さんは
他の高齢者施設で「音楽療法士」として働

いていたとのこと、打ってつけの人がすぐ

傍にいてくれたのだ。4月、5月と季節を唄っ
た童謡、抒情歌、外国民謡、歌謡曲、フォー

クソング等でプログラムを組み、入居者の

皆さんが喜んで歌い、順調なスタートを切っ

たかのように見えた。

ところが、6 月になってホーム側から、皆
で大きな声で歌うことは暫くご遠慮願いたい

との要請があった。どうやら施設を運営する

本部からの全国的なお達しのようであった。

「折角立ち上げた歌の会なのに何としたこと

か？！」不満は残ったが、いつか歌える日も

来るだろうとそれまで辛抱することにした。

そこで 6 月からは、本来皆で歌いたい曲を
中心に、ピアノ演奏にハーモニカ、リコーダー

も加えてピアノバージョンのプログラムを組

むことにした。NHK朝の連続ドラマ「エール」
の古関裕而の曲シリーズも組み込んだ。最近

ホームに入居した女性（F さん）もピアノが
弾けるので、A・F コンビのピアノ連弾も可
能となり、プログラムの内容に厚みが増した

のは不幸中の幸いであった。それにしても、

歌好きの入居者みんなで声をそろえて歌える

日は何時になったら来るのだろうか。

新型コロナウイルスワクチンの研究開発

も急がれるところだが、今回の小さな出来

事でさえ地球環境問題として大きな目でと

らえ、われわれ日常生活の在り方にもいろ

いろ創意工夫を加えることが求められてい

るのだろう。
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環境文明 21 の主な動き（2020 年 10 月）

10 月   2 日 第三回環文ミニセミナー開催 ( オンライン )
10 月 12 日 グリーン連合幹事会 ( オンライン ) に

　　　　　 藤村代表参加
10 月 16 日 第四回環文ミニセミナー開催 ( オンライン )
10 月 31 日 倫理部会 ( オンライン )

●テレ・エコツアー＆シンポジウム

日時　2020 年 11 月 28 日 ( 土 )   13:30 ～ 17:30
　※オンラインにて開催。詳細は 5 頁に掲載。

●第六回環境文明塾

日時　2020 年 12 月 4 日 ( 金 )   13:30 ～
　※オンラインにて開催

●環境倫理部会

日時　2020 年 12 月 5 日 ( 土 )   13:30 ～ 15:30
　※オンラインにて開催

●全国交流大会

日時　2020 年 12 月 12 日 ( 土 )   13:30 ～
　※オンラインにて開催。詳細は 5 頁に掲載。

●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 11 月号
2020 年 11 月 16 日発行
第 28 巻　第 11 号　通巻 326 号

目次 (28 巻 11 号 )

 ★環文ミニセミナー
　

　第６回　11 月 20 日 ( 金 )16:00 ～ 17:00

            「緑の地球を残したい」( 仮 )　　

　　　　講師　亀山 康子（国立環境研究所　社会環境　　

　　　　　　　　システム研究センター　センター長）

※参加をご希望の方は、各回の開催 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。

■先日、子ども向けの雑誌にどんぐりを擬人化した物語

が。それには、しましま、つぶつぶ、もじゃもじゃなど

異なる帽子（正式名称「殻
か く と

斗」）をかぶったどんぐりが…。

「え？どんぐりってこんなに種類があるの！？」と初めて

知り、さっそく web 検索。数十年間、「どんぐりは食べ

られない、椎の実は食べられる」と区分して生きてきま

したが、そもそも椎の実はどんぐりの一種で（クリもそ

うだと知りさらに驚き）日本に生息する “ どんぐり ” と呼

ばれるものは、20 種類以上とのこと。息子に実物をみせ

ようと、事務所近くの公園でどんぐりを探してみたとこ

ろ、何種類ものどんぐりを発見。足の踏み場がない程ど

んぐりに埋め尽くされた一帯も発見し、都内でもこんな

ところがあるのか、と驚きました。ちなみに、これでも

幼少期はかなり自然豊かな地域で育ちました。ですので、

名称や分類は知らなくとも「この実は食べられる、この

花は蜜が吸える、この実は売れる（茶の実）」など実用的

な知識ならバッチリでしたよ！（M)
■秋晴れの 1 日、ご近所さんと飯能へ。混雑を避けて

の平日だったので、のんびりと自然とお寺・街並みと

おいしいものを堪能でき、久々に開放感の感じられる
happy な一日でした。1 年前は当たり前のことが今は貴

重な時間です。／国内外の批判も受け、菅政権がやっと
2050 年温室効果ガス排出ゼロを宣言。国としての明確

なメッセージが出されたことは歓迎ですが、具体的にど

うやって実現していくのかが問題。エネルギー基本計画

の見直しの最中、一部の人の議論で原発や石炭火力を温

存することのないように、そして具体策の検討には、市

民・NPO の意見も取り入れ、技術論だけにしないでほ

しいものです。／先月号のこの欄に「所長のことが書か

れてないね」とご本人。「前の頁であれだけ本の宣伝を

したから」と言うと、仕方なさそうに「そうか…」と。

ちなみに読んで頂いた方にはとても好評で、「励まされ

た」というメッセージも、そしてまとめて購入して下さ

る方もいて感謝です。是非周りの若い方にも薦めて

ください。（コ）
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