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環境議論に倫理は欠かせない

　藤村　コノヱ

今月の
テーマ

昨年の脱炭素宣言、そして 2030年 46-50％
削減目標が示されて以降、脱炭素に向けた議

論が政府や専門家、企業の間で活発である。

こうした議論をWebで手軽に聞けることは歓
迎だが、技術やコストに関する議論が多く、

向かうべき社会像やその基盤となる倫理や価

値観に関する議論は殆どない。数値では表せ

ない議論ゆえ、こうした場での議論は難しい

と思うが、福島を忘れたかのような無責任な

政治家、使命を忘れ忖度に走る官僚、組織的

不正を隠蔽し続ける企業など、最近の出来事

だけでも枚挙に暇がないほどの倫理観の低下

を考えると、やはり日本の将来に係る重要課

題を省エネも含む社会像や倫理等の議論もな

く技術やコストだけの議論というのは心配だ。

一例として、昨年から続いているエネル

ギー基本計画の改正議論において、本年 5 月
13 日の基本政策分科会では、再エネ 100％
の場合のコストが 53.4 円 /kWh との高額試
算が示された。これは経産省の依頼を受け

地球環境産業技術研究機構（RITE）が示し
たものだが、その前提や根拠などは分科会で

は明確には示されていなかったようだ。この

時経産省はこのコスト試算を利用して原発

や火力発電を温存したままエネルギー政策

を進めようとした。しかし NPO はじめ環境
派の研究機関の科学的反論や社会からの反発

もあり、その後経産省はこの試算を見直し、

2030 年の発電コストは太陽光が最も安い旨
を示した。しかし、限られたメンバーによる

こうした議論は、エネルギー問題に対する国

民の不安と不信を煽っただけでなく、全ての

国民に公平に奉仕すべき官僚の使命を忘れた

かのような経産省の姿勢を（最近の若手経産

官僚の不正も含め）改めて露呈した。

そしてこのミスリーディングな数値を示し

た研究機関の行為は、『常に正直かつ誠実に

判断そして行動し、…、科学研究によって生

み出される知の正確さや正当性を科学的に示

す最善の努力を払うことが求められる』科学

者（注）の倫理に反しているように思う。勿

論、『人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、

そして地球環境の持続性に貢献する』科学者

も私の周りにはたくさんおり、こうした議論
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自体はとても重要だと思う。しかしその前提

には、人間そして科学者としての倫理観と科

学的根拠が不可欠であり、公の場でそうした

ことがあいまいな議論がまかり通ること自

体、憂慮すべきことではないかと思う。

その後新たな試算も踏まえ７月 21 日経産
省の原案が示されたが、再エネ割合はかなり

高くなったものの、原発や火力温存の姿勢は

変わらず、これでは 2030 年 2050 年の目標
達成は不可能である。今後パブリックコメン

トに掛けられるが、形骸化したパブコメがど

の程度政策に反映されるかかなり疑問であ

る。（『』内は「科学の健全な発展のために」

2015 年日本学術振興会）

エコサイドという言葉がある。本年７月２

日付毎日新聞によれば、ギリシャ語とラテン

語を組み合わせた「私たちの家を殺す」とい

う意味の造語で、大規模な環境や生態系の破

壊行為を指す。これについて国際法の専門家

グループが、戦争犯罪、大量虐殺（ジェノサ

イド）、人道に対する罪、侵略犯罪と並ぶ重

大な国際犯罪として、大規模な環境破壊行為

をエコサイドとして加えるよう国際刑事裁判

所（ICC）に求めたそうだ（ICC は国際社会
全体の関心事である重要犯罪に関与した個人

を裁く常設の国際裁判所）。この概念自体は

1970 年代のベトナム戦争時に、米国の科学
者が自らの開発成果を枯れ葉剤として軍事転

用されたことに対し使用反対運動を続けたこ

とに由来するという。そしてその後も続いた

様々な環境汚染に加え、気候変動に伴う危機

意識の高まりから、海面上昇に直面する島国

バヌアツやモルディブ、更に草の根レベルで

の認知度も高まっている。フランスでは気候

市民会議の提案を受け、エコサイドを「国内

の水や大気、土壌に継続的な影響が出る意図

的な環境破壊行為」と定め、違反した個人や

企業に禁固刑や罰金を科す内容の法案を可決

したそうだ。勿論エコサイドを国際法上の新

たな犯罪に加えるには様々な課題もあり、フ

ランス国内では産業界の反発もあるようだ

が、日本ではまだ話題にもなっていない。

複雑化深刻化する環境問題の解決には様々

な手法が必要であり、かつての公害も裁判で

決着した経緯から、こうした環境破壊を犯罪

として裁判で解決するのも一つの道筋だろ

う。特にグローバル化した世界では、政治や

外交に加えて、こうした法的手段も有効であ

り、使わざるを得ない場面も出てくるだろう。

しかしその一方で、対立ではない解決策も

あってほしいと願う。

例えば、前述のような誤った政策や情報を

意図的に発する人たちをエコサイドとして罰

することができるかどうかはわからない。し

かし、気候変動はじめ大規模な環境破壊は人

類社会の存亡に関わる重要課題であることを

考えれば、社会・国民そして将来世代に大き

な影響力を持つ人たちには、政治家、官僚、

企業家、科学者といった立場を超えた人間と

しての倫理観はぜひ備えてほしい。

現在、当会の環境倫理部会では「脱炭素時

代における環境倫理」として、この時代に生

きる人間としての基本倫理に加え、政治に関

わる人の倫理、消費者倫理などについて議論

している。そして、倫理や智慧といった「人

間性」「人間力」を、環境問題など社会的課

題の解決に向けた基本姿勢として発信したい

と思っている。

暑い夏に、少し深刻な話題になったが、ト

トロの世界でも、ドラえもんの世界でもい

い。子どもたちに夢や希望が持てる未来を残

すために、残された時間は限られている。

（注）日本学術会議によると、科学者とは、人文・社会

科学から自然科学までを包含する全ての学術分野におい

て、新たな知識を生み出す活動、あるいは科学的な知識

の利活用に従事する研究者、 専門職業者と定義。



65 年前の夏の思い出

許斐　喜久子　( このみ　きくこ／環境文明 21　理事 )
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夏になると思い出す風景がある。中学 1 年
生の兄が小１の私と幼稚園の弟を連れて、近

所の田んぼの中にある「溜池」によく連れて

行ってくれた。今考えるとそこはただの農業

用の溜池だった。なぜか皆「トーレン」と言っ

ていた。大きさは学校のプールの 6 分の 1 く
らいだったように思う。そこは近所の子ども

たちにとって、格好の夏の遊び場だった。

連日 50 人くらいの子どもたちで賑わって
いた。大人は一人か二人、日傘を差した暇

そうな女性がぼんやりとみていた。深さは

5 ～ 6 ｍくらいはあったように思う。幼稚
園児の私には当然足も立たない所だ。ちな

みにその頃の私はまだ泳げなかった。浮き

袋に体を預け、プカプカと浮いているだけ。

弟も同じようにただプカプカと浮いていた。

が、次の瞬間、弟は万歳をしながら浮輪か

ら手を離し、下の方に行ってしまった。そ

の時私は「義和は何をしに行ったのかな？」

としか思わなかった。なぜかそのように思っ

た自分を覚えている。兄が「義和はどこへ

行った？」と聞いた。私は平然と「何か知

らんけど、下へ行ったよ」と答えた。兄は「そ

りゃエライこっちゃ！」と言ってすぐ潜っ

て行った。しばらくして兄は弟を連れて下

から上がってきた。夕立の気配を感じた頃、

私たちは何も無かったかのように連れ立っ

て帰った。母はいつも通り畑仕事をしてい

た。「お帰り」。私たちは母に心配をかけま

いと多分何も言わなかったように思う。

今から考えるととても不思議な風景だ。ま

ず、そんな足も立たないような深いただの「水

溜り」で泳いでいたこと。次に大勢の子ども

がいたのに大人は殆どいなかった事。きれい

な服を着て日傘を差してこどもに付いて来て

いる大人に私は「暇なんやなあ」と思ってい

た。母は畑仕事で忙しく、そんな子どもの遊

びに付き合っている暇はない。

中学生の兄がよく面倒を見てくれたなあ、

とも思う。今ならまずそんな足も立たない

所に子どもたちだけで行かせない。第一、

池や川で泳ぐことはしないし、できない。

多分池の周りに柵を張り、「立ち入り禁止」

とか「泳ぐな」と書いた看板が立っている

だろう。もし行くとしても必ず大人が付い

て行くだろう。

今、私は孫のスイミングスクールに付いて

行く。ガラスで仕切られた見学席に座り、若

い逞しいリーダーについてクロールの練習を

している孫を見る。孫は腰に浮き袋を結び付

け、深いプールには下敷きが敷いてある。

冬でも温かいプール、美味しいランチを友

人と食べて子ども達の送迎やおけいこ事に付

きあう母親たち、手にはコンビニのコーヒー。

子どもの一挙手一投足に満足気にうなずく。

一方私の母は３日に一度の五右衛門風呂を

沸かすために草を刈っては乾かし、それを何

度も運んで風呂を沸かす。薪や石炭はお金が

かかるから勿体ないと言っていた母。友人と

ランチする事もなく、子どもの水浴びに付い

ていくこともなかった母。

今、化石燃料を使わない暮らしで持続可

能な世の中になるというなら、母たちは何

と持続可能な暮らしをしていたのだろう

か？そして私たちはそんな暮らしの覚悟は

あるのだろうか？



逆さまの望遠鏡

十文字　修　( じゅうもんじ　おさむ／新潟県佐渡島在住 )
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暑い夏に思うこと。このお題なら当然、

地球温暖化のことに触れるべきだろう。で

も、まずは別のことを書かせていただく。

それは、76 年前の暑い夏の日にひとまず
終わった戦争、そしてその後のことである。

子供の頃から、あの戦争の話を見聞きする

たび、私はチグハグな感じを覚えてきた。

それは例えていえば、ちょうど望遠鏡を逆

さまにして目に当て、自分の足元の地面を

眺めた時のめまいのような感覚だ。

自分の親や学校の教師が若い頃に経験し

た戦争。軍隊生活、空襲、疎開、外地から

の引き上げといった事々は、知識として私

も知ってきた。1945 年までつづいた惨
さんたん

憺た

る年月は、しかしわずか十五年後、1960 年
生まれの私にとって、遠い歴史上の出来事

に視えていた。この時間距離のチグハグ感

は、いったい何故なのだろうか。大地は途

切れなく続くように見えて、実はそうでは

ない。同じように戦中から戦後、そして今

日に至る時間の経過のなかに、目に見えな

い断層がある。時間の距離感をゆがませる

何かがある。

昨年末亡くなった作詞家なかにし礼の出

世作は、『知りたくないの』である。この曲

は菅原洋一が歌って 1967 年に大ヒットし
た。東京オリンピック（1964 年）を経て大
阪万博 (1970年 )に向かう、高度経済成長まっ
さかりの時代だ。

敗戦後二十年を経たこの頃、多くの日本

人が囁いてもらいたかった言葉とは何か。

その内心を、この歌は（はからずも）言い

当てたのではないか。「あなたの過去など知

りたくないの。済んでしまったことは仕方

ないじゃないの」。もう忘れていいんだよ。

あの時期に多くの日本人がそう了解しあっ

たのだ。そう私は想像する。右肩上がりに

給料が増え、生活が便利になり、街や村の

風景が変わっていった日々に。

その了解が、この国の民衆が近現代史を

自分ごととして受け止め、格闘し、克服し

た後にもたらされたものならよかったのだ。

でも現在の私たちの多くは、もしかしてあ

なたは、例えばあの戦争での自国民の死者

の数を問われ、すぐに答えられるだろうか。

そうでないとすれば、戦争をめぐる経験に

向き合った国の民の姿だとは思いにくい。

私たちにあったのは克服ではない、未消化

のままのなし崩しの忘却ではなかったか。

「戦争をめぐる経験」と私が言う時、そ

れは戦争そのものやそこに向かう道筋だけ

を指さない。敗戦後、いわゆる民主主義が

この国にもたらされた過程までを含む。そ

れらの過程の検証を、私たち日本人は十分

には取り組んでこなかった。それは特定の

意図のためばかりでなく、要するに皆ひど

く忙しかったのだろう。自分と家族の暮ら

しに追われ、技術の進化に追われ、東西冷

戦とその崩壊以降の国際情勢に追われて。

いま、私は三つの暑い夏のことを想う。

まず、経済効果以外の思想をついに持てな

かった 2021 年の私たちの社会で、この夏に
報じられる泥沼のような光景である。それ

からその直接の起点となった 1945 年の暑い
夏の日のこと。最後に、もしこの内なる空

虚を放置したままなら、社会的合意も支離

滅裂なままの私たちがもたらす、さらなる

酷暑の日々である。



ドイツで過ごす夏

杉浦　淳吉　( すぎうら　じゅんきち／慶応義塾大学　文学部　教授 )
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在外研究の機会を得てドイツ北部、ハンブ

ルク近郊で生活しています。渡独した 2020年
11月 2日はドイツにとって二度目のロックダ
ウンの初日で、そのことは今年 1月の会報に
書かせていただきました。ドイツでの「暑い

夏に思うこと」は、冬のことに触れずに語る

ことはできません。特に半年以上を政府によ

る厳しい規制のもとで過ごしたドイツの冬と

いうのは、それは暗くて寒くて家に閉じこも

らざるを得ない日々でした。北緯 53度、冬
至の頃には午後 4時には暗くなり、朝も午前
8時半を過ぎてようやく明るくなってきます。
今年の冬は例年よりも雪も多かったようです。

寒い時はマイナス 16度くらいになりました。
COVID-19の規制でマスクの着用がルールと
なり、特に屋外ではメガネも曇ります。

今年は春も寒くて、2月や 3月に 20度を超
える日も稀にありましたが、4月も 5月も最
高気温が 10度に満たない冬のような日々でし
た。それでも春分を過ぎる頃には日は長くなっ

てきます。3月最終日曜日には、1時間時計
を進めて夏時間となります。ようやく 6時頃
になった日の出は 1時間遅くなり午前 7時頃
に逆戻りですが、日の入りは一気に午後 8時
前と、生活の中で明るい時間が増えてきます。

とにかく太陽が出ていることが何より貴重で

す。気温が低くても日を浴びることができる

だけで何か幸せな気持ちになります。

6 月に入ると、春と夏が同時に来たような
暑く晴れた日が続きました。日中に曇ってい

ても、午後 6 時頃に急に晴れてきて強い西日
が午後 9時過ぎまでギラギラ差し込んだりし
ます。夏至の頃には、日の出は午前 5 時前、
日の入りは午後 10 時前です。午前中に窓を

あけて換気をし、午後はブラインドやカーテ

ンを引いて太陽が部屋に差し込まないように

しておかないと部屋の温度が上がってしまい

ます。エアコンも扇風機もない生活ですが、

気温が高い日でも外から帰ってくると室内は

ひんやりしています。街を歩いていると、日

光を避ける日よけ（オーニング）をよくみか

けます。

夏のドイツで人気がある食べ物の一つはア

イスクリームです。昨秋から飲食店はテイク

アウトだけで、お店での飲食はできませんで

した。それが今年 5 月を過ぎてようやく屋外
席で飲食が可能となり ( 州の状況に応じて規
制は異なります )、私にとってドイツにやっ
てきて半年以上たって初めて「外食」したの

がテラス席でアイスクリームを食べたことで

した。とても爽やかな気分でした。5 月には
春の名物であるアスパラガスが出回り、イチ

ゴの屋台も街中に登場し、7 月になっても山
盛りの熟したイチゴが売られています。他に

もアンズタケや平たい桃、ブラックチェリー

など、この季節の食材にドイツの夏を感じま

す。

近年の日本のような酷暑ほどではありませ

んが、今年の 6月は 30度を超える日が何日も
あり、日照時間も長く太陽光発電が活躍した

というニュースもありました。電車・バスの

車内やスーパーマーケットの店内で「今日は

エアコンがきいている！」と懐かしい感覚も

経験しました。一方で 4月のドイツは記録的
な寒さだったようです。つい先日はドイツの

西部や南部で洪水の大災害があり、多くの方々

が亡くなりました。気候変動をここ欧州でも

実感する、そんな夏を過ごしています。



福島に越して、初めての夏

大西　悟　( おおにし　さとし／国立環境研究所・福島地域協働拠点　主任研究員 )
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5 年間務めた大学をやめ、今年 4 月より国
立環境研究所・福島地域協働拠点に着任。郡

山市に住み、三春町に通う日々ですが、今は

半分程度テレワークです。娘が嬉しそうに宿

題を報告する姿を間近に、仕事ができる環境

は幸いで、コロナが収束しても、このライフ

スタイルは続きそうです。

仕事面では、ここ 3ヶ月は奥会津の三島町
で脱炭素の計画策定支援、福島第一原子力発

電所が立地する浜通り地域の復興支援に向け

た予備的な調査を行っています。コロナの影

響で機動力を発揮できず、地域の方とのコミュ

ニケーションもままならず、もどかしいですが、

その分、腰を据えて研究に取り組んでいます。

ローカルでの発信の意義

福島県に住んで感じるのは、日常の中に、

震災および原子力発電所事故に関連する情報

が溶け込んでいる点です。例えば、コンビニ

の新聞コーナーを横切ると、ローカル誌の一

面に、放射性物質、廃炉、帰還困難などのト

ピックが目につきます。仕事柄もあるでしょ

うが、毎日触れることで、意識は向かうもの

です。デジタル・メディアのように個人でカ

スタマイズされた情報空間と異なり、ローカ

ルな情報の発信は、その空間でより多く感受

できるものだと感じました。

山を感じる生活

私は関東平野で生まれ育ち、それ以外の地

域に住んだことがありませんでした。山とい

えば筑波山しか知らないので、山に囲まれた

ところに住み、山の中で仕事をすることは新

鮮でした。当たり前ですが、標高が高ければ

涼しい。緑は目に優しい。花が生えるとなお

優しい。草木も鳥も多種多様。

家族でも気候適応の一環で、山キャンプで

サバイバル力をつけようと計画をしています。

脱炭素の荒波で舵をとるには

仕事面では、脱炭素の荒波の渦中で地域主

導の脱炭素化に向け、自治体の方にゼロカー

ボンビジョンづくりを通じた研究支援を行っ

ています。おおよそ考えられる対策の中で、

その地域に寄り添った対話と協働を通じて、

その地域らしい組み合わせを導き出すのが役

割です。

そこで、脱炭素というひとつの指標で地域

を考えることの強力さと危うさを実感してい

ます。サイエンス・ベースド・ターゲット

(SBT) に基づき脱炭素を進めることはまった
く正しいわけで、地域の再エネのポテンシャ

ルと住まい方を把握すれば、いくつかのシナ

リオを描くことは可能です。しかし、地域が

求めているのは脱炭素なんだろうか？という

ことは常に自問すべきと思っています。なぜ

なら地域の多くの人にとって切実なのは、暮

らしと生業、自然との関わりに関することで

す。そのため、脱炭素を実現することで、ど

んな変化が起きるのか、丁寧に想像し、カル

チャー・ベースで説明することが重要だと考

えています。地域の脱炭素を計画する上で、

数値一つ一つに人間味が出るようになれると

よいな、と思いながら取り組んでいます。

暑い夏をこえて冬を過ぎると、少しは地域

になじみ、その頃には、福島特有の夏をお伝

えできるかもしれません。



遠い記憶に眠る「夏の夜行列車」

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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初夏に先祖のお墓参りを終えた帰路途中で

瀬戸内海に面した山陽本線徳山駅を利用した

際に、今では姿を消した寝台特急の列車愛称

がホーム上に擦れ文字で残されていた。私は

その光景を見て小学校時代に経験した一人旅

の記憶がタイムカプセルのように甦った。

寝台特急の歴史は昭和 33 年の登場以来、
九州・本州・北海道まで運行路線を拡大させ

青い客車塗装から通称ブルートレインとして

時代を一世風靡した。そんな旅浪漫ある列車

で冒険したいと考えついた 1997 年 8 月、当
時小学校五年生だった私は夏休みを利用し祖

父母の住む山口県を目指すため、時刻表を手

にして東京発下関行の寝台特急あさかぜ号を

予約した。好奇心に駆られお年玉の貯金を全

額握りしめ、東京駅 10 番線ホームに到着す
ると電気機関車に牽引された 13 両編成の客
車が堂々入線してきた。扉が開いて車内に入

ると石鹸のような国鉄車両の独特な香りと暖

色の優しい室内灯が昭和の良き名残を感じさ

せてくれた。指定の寝台車に向かい寝床に備

付けの浴衣に着替えた頃、列車は大都会のネ

オンに見送られ 19 時 00 分動き出した。

人情も運ぶ長距離旅情

目的地の岩国までは約 12 時間を要するが
相席の高齢夫婦に挨拶され偶然にも行き先が

同じという共通点から会話が弾み、一人旅の

不安感は一気に解消。御婦人の手造り弁当を

ご馳走になりながら昔話やお互いの夢を語り

合いそれを見兼ねた車掌も思わず微笑んだ。

私たちの寛ぐＢ寝台車は上段と下段に区別さ

れた二段式ベッドだ。下段を予約していた私

は恩返しをと思い、上段の御主人にお声を掛

けてハシゴの昇り降りで負担の掛からない下

段に寝床を譲った。子供ながらもその時に相

手を敬う人情が芽生えた事を覚えている。

移りゆく東海道・山陽路

列車は横浜 → 熱海 → 静岡を通り過ぎてゆ
き 21時頃に就寝放送が流れた。私は通路側の
折畳み椅子に座り名古屋まで窓に映る茶畑や

工場夜景を眺め、沿線地域の風土や暮らしを

垣間みて感慨深い思いで就寝。郷愁漂う汽笛

を響かせ大阪 → 姫路 → 岡山へと西に縦断し、
目覚めると広島。岩国に無事到着して最後は

御夫婦と互いの健勝を願い握手を交わした。

未来に継ぐ思い出の切符

夜行列車は単に移動目的としてだけでなく

時間的余裕が心にもゆとりを生み、時短優先

の新幹線や飛行機では味わうことのできない

旅情を与えてくれた。平成 17 年に半世紀の
歴史に幕を閉じた「あさかぜ号」は客車のみ

タイ王国に譲渡され異国で再び走っている。

この一人旅は今の私に夢と探求心をくれた人

生の切符であったと追憶した今夏だった…



社会の変革に伴った出来事を強みに

岸波　秀美　(きしなみ　ひでみ／2020年度インターン生 )
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去年から新型コロナウイルスの影響によ

り、「新しい生活様式」を誰もが強いられて

いる。マスク着用はもちろん、コミュニティ

の閉鎖、経済の低迷、子どもたちのあらゆる

楽しみの禁止令など、問題をあげるときりが

ない。私もこの社会の変革によって、これま

で予定していた学生生活を変えられてしまっ

た一人だ。しかし、たとえ予定通りの学生生

活でなくとも、私は歩むべき道を歩めてきた

と確信している。去年、学生生活の予定が突

然大きく変わった中でも、自粛生活を強いら

れた中でも、万事これで良かったと思えるこ

とが二つある。

一つ目は、留学中の突然の帰国とそれに伴

う進路変更である。私は 2019年の 11月から、
2020 年の 7 月頃まで、セネガルというアフ
リカ最西端の国に留学生として 8ヶ月滞在す
る予定だった。しかし、コロナの大流行によ

り、滞在 5 ヶ月目の 3 月に帰国を余儀なくさ
れた。ちょうど語学力が身につき始め、試験

に向けて本腰を入れて気合を入れ始めた頃で

あった。私は現在通う大学を志望した理由の

一つに、「アフリカへの交換留学と、そこで

何かしらの結果を果たすこと」という目標を

入学時から掲げていたが、それが果たせない

まま帰国しなければならないことに憤りを感

じずにはいられなかった。しかし、帰国が

早まったことにより早い段階で、自分の進

路について考える時間、相談する時間、調

べる時間、体験する時間を存分に取ること

ができ、最終的に大学院進学という道を選

んだ。留学前まで、大学卒業後は企業就職

を予定しており、院進学など全く考えてい

なかったが、これで悔いのない進路選択が

できたと感じている。

二つ目は、環境文明 21でのインターンシッ
プ経験である。留学帰国後、進路選択で迷う

中でも、「環境分野で働きたい」という思い

は増していった。留学先での環境後進国の現

状を目の当たりにし、もともと関心のあった

環境分野が、より一層自分の使命に思えてき

たからだ。しかし実際に「環境分野で働くこ

と」について全く無知だったため、何か一つ

でもいいから環境分野での活動経験をしたい

と思い、SOMPO環境財団が主催するCSOラー
ニング制度に申し込んだ。そこで初めて環境

文明 21 を知り、インターンへの志願をし、
環境文明 21の一員として加わらせて頂いた。
通年行っていたインターンの様式とは異なる

ものの、あらゆる角度からの環境分野の知識、

リモートワークでの業務作業、環境文明の皆

さんとのご縁など、自分が予想していたもの

以上に素晴らしい経験を積むことができた。

これらの出来事は、コロナの影響が無けれ

ば起こり得なかったことかもしれない、と私

は時々思い返しては感慨深くなる。もちろん

社会の変革に不安を感じることも多々ある

が、昨年を通して得た「どんな出来事も万事

それで良かった」という経験が私の心をいつ

も支えてくれる。この夏は、院試に向けて勉

強することが私の課題だが、この困難も自分

にとって大成長となるきっかけだと捉え、立

ち向かっていきたい。院進学を果たしてから

は、この選んだ道の先々で、感謝の気持ちを、

行動や自分の力を発揮することによって、恩

返ししていきたい。



事務局

環文ミニセミナー ( 第 13 回 )

7月30日(金)開催の、第13回環文ミニセミナーの概要をご紹介します。
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報 告

第 13 回「原発は温暖化対策になりえない」

日時：7 月 30 日（金）16:00 － 17:00

講師：明日香壽川氏

（東北大学　東北アジア研究センター・

同大学院環境科学研究科教授）

原発が気候変動対策にならないのは、原発

よりコスト的にも安全面でも優れ、廃棄物処

理問題も少ない他のオプションがあるため

だ。技術の進歩により省エネ、再エネの選択

肢が増えており、総合的に考えて原発より合

理的になっている。私が関わる「未来のため

のエネルギー転換研究グループ」による脱原

発・脱石炭火力のシミュレーション（2030
年原発・天然ガス以外の石炭火力ゼロ、同年

エネルギー起源 CO2 排出削減 13 年比 46％以
上）では、政府の 2030 年削減目標（2013 年
比 46％削減）プラス 15％程度（合計 61％程
度）の削減が経済合理的に可能であり、電力

需給バランスも問題ないとの結果が出た。

他国との比較において日本の 46％削減目
標は野心的とは言い難く、世界レベルでは

全く不十分。EU のシンクタンク Climate 
Action Tracker が計算した 1.5℃目標に整
合する日本の削減率は最低でも 62％、更に
途上国が求める公平性（一人当り排出量・

GDP、国の発展レベル、過去の排出量など）
を考慮した場合は 120％程度の削減が必要
となる。

2020 年の IEA（国際エネルギー機関）報
告書では、再エネは安価で、短期間で稼働

可能、雇用創出効果が高いとされ、経済復

興、温暖化対策として推奨されている。更

に 2021 年の IEA「Net Zero by 2050」報告

書では、日本のエネルギー基本計画案とは

逆に、2050年ネットゼロ（再エネ発電量 9割、
内 7 割は太陽光＋風力）でも世界の発電コ
スト単価は殆ど変わらないとされている。

実際、日本と同様に孤立電力系統のアイル

ランド、スペインでは、2030 年にそれぞれ
再エネ 70％、74％にコミットしている。ま
た脱原発＋石炭火力フェーズアウトの具体

的な時期を示している国はかなりあり、日

本だけができないのはおかしい。

日本では原発推進派も反対派も再エネか

原発かの議論で終わってしまい、「省エネ」

の議論が圧倒的に不足している。その理由

は、エネルギー大量消費が利益に繋がるか

らで、また日本では省エネの研究者が非常

に少ないことも影響している。我々の 2030
年原発・石炭火力ゼロ＋ 2050 年カーボン
ニュートラルのシナリオでは、省エネと再

エネの組み合わせが CO2 削減の鍵だ。政府

が検討中の 46％削減（原発・石炭火力維持）、
再エネ強化（2030 年原発・石炭火力フェイ
ズアウト）、省エネ強化（同）の 3 つのシナ
リオにより経済影響を比較したところ、発

電単価は変らず、雇用創出数は再エネや省

エネ強化シナリオの方が高い。同様のシミュ

レーション結果は、バイデン政権の米国を

含め世界中のシンクタンクが出している。

より野心的な「2030 年 61％削減シナリオ」
でも、発電コスト総額、発電単価とも政府

シナリオより低く、電力需給バランスも、

域外融通などの対策さえとれば大丈夫との

結果となった。しかし肝心の対策を講じる

ために必要な、各地域ピンポイントの議論

が日本では不足している。
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報 告

会員の皆様、初めまして。今年の 6 月から
環境文明 21 でのインターン活動を始動しま
した、仲亀壮流 （なかがめたける ) と申しま
す。あまり聞き馴染みの無い苗字（父曰く、

山梨県に多いらしい）かもしれませんが、こ

れを機にご認識いただけると幸いです。

それでは、まず簡単な自己紹介から。現在、

明治大学政治経済学部の大学４年生で、就

職活動を終えてホッとしながら原稿を書い

ております。これまで環境分野について特

段勉強していたわけではなく、いわゆる環

境にあまり関心のない層の一人でした。し

たがって、環境志向というよりむしろ工業

国・ 経済大国ニッポンなる標語に魅了され
ていました。

では、なぜ環境 NPO のインターンに応
募したかというと、日本の将来への強い危

機感です。この１年間、新聞を広げれば必

ずと言っていいほどコロナと脱炭素に関す

る記事が記載されていたのではないでしょ

うか。国際世論からは「日本は環境対策に

消極的だ」と見られることが多いと思いま

すが、このままでは日本が産業競争力を失

うことになるのではないかという懸念が

きっかけです。

何事においても、当初の考え方や思惑と

異なる形で進むことがあると思います。現

に、私自身も少なからず変化しています。

活動を始めて間もないですが、環境問題に

対して自分の軸を持てるように今後も学習

を続けていきたいです。そして、皆様のお

考えをお伺いできることを楽しみにしてお

ります。

仲亀壮流（2021年度インターン生）

インターン生ご挨拶

我々の 61％削減シナリオではメガソー
ラーゼロが前提。風力発電はアセス期間の

短縮がポイント。省エネに関しては、家庭

部門の断熱工事・ゼロエミッションハウス

義務化（= 業者キャパビル）、運輸部門の
EV 車導入拡大が、それぞれ鍵となる。素材
産業で省エネベンチマーク遵守が徹底され

ない（罰則なし）ことはエネルギー基本計

画の最大の問題点。世界のビジネス環境が

急速に大きく変化する中、企業戦略が問わ

れている。雇用については、日本でエネル

ギー転換で年間約 20万人が影響を受けるが、
61％削減シナリオでは再エネ＋省エネで新
たに年間 254 万人の雇用が創出され 10 年間
維持される。既に世界では転換に伴う雇用

転換が進んでいるが、日本ではそうした議

論がほとんどない。

脱原発・脱温暖化は可能・不可能の二項

対立ではなく、複数のシナリオから何を選

択するかであり、選択により生じた経済影

響への対策を細かく検討することで対応可

能な問題だ。世界は再エネ・省エネに向かっ

て予想以上の早さで動いている。日本でも、

雇用問題を含めたエネルギー転換に伴う課

題について政治的な議論が不可欠である。

しかしエネルギー基本計画素案では、原発

安全、省エネ困難、海外資源開発の重視の

姿勢は変わらず、水素、メタン、アンモニア、

CCS など革新技術への依存は日本が突出し
ている。電気自動車の拡大も後れを取って

いる。今後、炭素国境調整メカニズムが EU
や米国で導入された場合、日本は課税され

る側となるので、その対策も検討しておく

べきだろう。　　　　　　　（文責：事務局）



環境文明社会づくり

           あれこれ (1)

源流（１）

加藤　三郎
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先月号の「風」において、

私の NPO 生活の中でなし
得たと自己評価できること

の 1 番目に、「環境文明」の
発見を挙げた。公務員生活

の最後に担当した温暖化な

ど地球環境のただならぬ悪

化の根本的な原因は、大量

生産・大量消費に支えられ

た 20 世紀型の都市・工業文
明の病であると見定めた。

しかしそれを本格的に追

求しようとすると、どうし

ても個人の価値観が伴うた

め、組織的対応を重視する

役所にいては困難である。

そのため独立して自由に探

究し、発言できる NPO が
よいと考え、退官した。当

時私は、「規定演技を卒業し

て、自由演技がしたくなっ

た」と周りの人には語って

いた。

早速、同志の仲間と環境

と文明の様々な関係の探求

に乗り出したが、当初はあ

くまで、文明がもたらす影

である地球環境の悪化を止

める政策に関心が集中した。

しかし十数年経った頃、い

くつかの偶然も重なって、

「待てよ、環境の保全を何よ

りも大切にする文明があり

得るのではないか」と明確

に考えるようになった。当

時も今も多くの人が語る「持

続可能な社会」を形成する

文明とほとんど同義だが、

人類の生存の基盤である環

境の保全を最優先する文明、

即ち「環境文明」が必須だ

と強調した。

ただ、私は社会学者でも

文明論の専門家でもない。

学校では水質汚濁に係わる

工学を学び、役所に入って

からは四日市コンビナート

公害や大都市の公害の防止

計画づくりなどを担当した

ので、もっぱら行政的・技

術的対応は考えても、「文

明」のことなど考えること

はなかった。しかし、1980
年代の後半に、温暖化など

の地球環境問題の深刻化に

直面し、対応策を考えるよ

うになると、その根っこに

ある文明そのものを変えな

ければ有効な対策は考えら

れないのではと思い始めた。

これまで当会の仲

間たちと正面から環

境文明を論じ、新し

い文明の基礎となる

環境倫理や憲法を改正して

環境原則を入れる、政治や

経済をグリーン化するなど

の提案をしてきたが、最近

になって、役所時代の仕事

の中にも、今日につながる

契機ないしはヒントのよう

なものがあった筈だと考え

るようになった。私も人間

である以上、役所生活前後

で人間が変わるわけではな

く、前の仕事の中にも今日

につながる大切な流れがあ

る筈だと考え始めたのだ。

そこで本欄では、当分の

間、私にとっての「環境文

明」の源流探訪を書き記し

てみたい。それは多分、次

の 5 つとなろう。
１）�最初の開眼、ストック

ホルム国連会議

２）�OECD 環境担当書記官
時代の多様な学び

３）�江戸時代の知恵が教え

る廃棄物の処理と循環

４）北川正恭議員のつぶやき

５）�「地球サミット」が生ん

だ人類の知恵「リオ宣言」



日程のお知らせ うらかた日記　抄　

発行所：〒 145-0071 東京都大田区田園調布 2-24-23
                                               ハイツ DORIKONO 301
                            認定 NPO 法人　環境文明 21
                            TEL  03-5483-8455    FAX  03-5483-8755
                             E-mail : info@kanbun.org
                             URL  http://www.kanbun.org/
年会費：9,600 円 ( 正会員・賛助個人会員・購読 )

郵便振替口座 00220 － 1 － 51770
ゆうちょ銀行 〇二九 ( ゼロニキュウ ) 店 当座 0051770

取引銀行　三菱東京 UFJ 銀行 武蔵小杉支店　普 3973465

発行人・編集人：藤村コノヱ　印刷所：株式会社大川印刷 

環境と文明

12　環境と文明 2021 年 8 月号

今月のテーマ：暑い夏の日に思うこと

〔風〕

　環境議論に倫理は欠かせない………………藤村コノヱ 1
〔ながれ〕

   65 年前の夏の思い出…………………………許斐喜久子 3
　逆さまの望遠鏡……………………………………十文字修 4
　ドイツで過ごす夏…………………………………杉浦淳吉 5

福島に越して、初めての夏…………………………大西悟 6
遠い記憶に眠る「夏の夜行列車」……………岡田精一郎 7
社会の変革に伴った出来事を強みに……………岸波秀美 8

〔報告〕

第 13 回環文ミニセミナー………………………事務局 9
インターン生自己紹介……………………………………10

〔環境文明社会づくりあれこれ〕………………加藤三郎 11
〔うごき〕……………………………………………………12

環境文明 21 の主な動き（2021 年 7 月）

7 月   6 日  環境力クラブ総会・勉強会
7 月 17 日 環境倫理部会開催
7 月 29 日 グリーン連合幹事会に藤村代表参加
7 月 30 日 第 13 回環文ミニセミナー開催

※全てオンライン

●環境倫理部会

日時　2021 年 8 月 21 日 ( 土 )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。
(tomato331.konomidaisy@gmail.com)

2021 年 8 月号
2021 年 8 月 16 日発行
第 29 巻　第 8 号　通巻 335 号

目次 (29 巻 8 号 )

 ★環文ミニセミナー
　
　第 14 回　8月下旬～ 9月上旬開催予定

     ※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。

■私が子どもの頃住んでいた町は電車が通っておらず、乗

ることも少なかった。そのため電車に興味を持つことは

なく、上京した際には、“JR ＝東海道線 ”（山手線などは
JR ではない）だと思っており首都圏在住の友人と会話が

噛み合わなかった。一方、現在住んでいる場所は、近くに

私鉄、JR の線路が通っており、徒歩数分圏内で 20 種類

以上（相互乗り入れ、ラッピング車両、旧車両・新型車輌

を区別してカウント）の電車を見ることができる。そんな

環境で育った息子は、完全な “ 子鉄 ”（＝電車好きな子ども）

となった。最近は、色々な路線に乗ることが楽しいようで、

既に神奈川の 8 割、東京の 6 割位の路線に乗車したと思う。

電車に乗ることが重要なので、どこにも寄らず電車に乗っ

て回ってくるだけの場合もある。さらに、全国の路線図と

駅が全て載った本（ふりがな付）や子鉄向けの雑誌を読み、

日々知識を増やしているため、最近は「青函トンネルを通

りたい」等、希望が全国規模になってきた。運賃無料のう

ちにいくつか行けるといいのだが…（苦笑）(M)
■梅雨が明けるやいなやの猛暑。朝の徒歩通勤はさすがに

あきらめましたが、駅からオフィスまでの公園の緑はこの

時期は特に有り難い。それなのに、この緑をつぶして体育

館にという計画が。時代逆行も甚だしいと反対運動を少し

応援しています。ちなみに歩数稼ぎのため帰りは遠回り

コースです。／ある昼休み、どんな流れからか忘れたので

すが、お墓の話に。すると所長、「すでに戒名は、環境院

知足循環居士に決まっているからね」と。「どうせなら、

環境院知足循環脱炭素居士にしたら？」と提案。「90 まで

は現役で頑張る」と常日頃明言している所長。この分だと、

まだまだ長い戒名になりそうです。／テニスのジョコビッ

チらが猛暑を避けるため試合時間変更を要求した由。そも

そもこの時期の日本が猛暑になることはわかり切ったこ

と、ここでも「誰のため？何のため？」が問われる事態に。

頑張った選手が報われることがせめてもの救いですが、首

都圏でも関係者の間でも感染拡大が続く。この事後評価は

ノリ弁当（塗りつぶしだらけの報告書）にすることな

く、全て明らかにしてほしいものです。（コ）

「みんなのページ」への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。

環境や暮らしについて思うこと、ミニセミナーや本の感想

等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。 


	p.01-02(風)
	p.03(ながれ)許斐喜久子様
	p.04(ながれ)十文字修様
	p.05(ながれ)杉浦淳吉様rev2
	p.06(ながれ)大西悟様rev2
	p.07(ながれ)岡田精一郎様
	p.08(ながれ)岸波秀美様
	p.09-10(報告)ミニセミナー、自己紹介
	p.11(あれこれ)
	p.12

