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今こそ、“ 食とエネルギーの自給に向けて ” 覚悟と行動を

　藤村　コノヱ

今月の
テーマ

３月中旬、憲法に環境条項を導入すること

についてのお考えを聞こうと、ある会員さん

の仲介で石破茂議員と面談する機会を得た。

議員のお仲間２名（元衆議院議員と元外務省

高官）も同席し熱心に私たちの提案を聞いて

くれたが、結論から言うと、“とても重要で正
論だが、今の日本の政治システムではなかな

か難しい ”というものだった。そして、“ 議員
は特に地元の市民の声によって動く。だから

提案を政治の土俵に上げるには、まず市民の

盛り上がりが重要 ” とのこと。もっともなご

意見で、30年近く当会の活動を続ける中で、
常に考えてきた「どうしたら、より多くの市

民の関心と声と行動を高められるか？」とい

う難問を、改めて突き付けられた思いだった。

一方 IPCC第 6次報告もこの４月の第３作
業部会（WG3）報告でほぼ出揃ったが、いず
れの報告でも、“現在の取組では不十分 ”“喫
緊の対応が重要でこの 10年が勝負 ”と警告し
ている。

しかし、コロナの収束は見られず、それに

関連した経済・社会問題も顕在化している。加

えて、ロシアによるウクライナ侵攻は、現地の

環境や人々の暮らし・いのちを破壊するだけで

なく、日本に住む私たちのエネルギーや食の安

全も脅かすものになりつつある。そして、最近

の各種報道も、コロナや IPCC報告よりも、ウ
クライナ問題が最優先されており、こうした状

況が長引けば、私たちの提案の環境条項導入ど

ころか、気候変動はじめ環境問題への市民の関

心も声も行動も低下、あるいは間違った方向に

誘導されるのではないか、脱炭素への取組も停

滞してしまうのではないかと懸念される。

最近の日本人の環境意識について、内閣府

の世論調査（2021年３月実施）では、地球環
境問題に対して、「関心がある（45.6％）」「あ
る程度関心がある（42.8％）」で、ほぼ 9割の
人が「関心がある」と回答している。また脱

炭素社会実現に向けて「積極的／ある程度取

り組みたい」との回答は 9割以上だ。一方、
残り１割の取り組みたくない人の理由として、

「効果が不明」「どう取り組めばいいのか情報

不足」などが挙げられた。NHK放送文化研究
所が加盟する国際比較調査グループ ISSPOが
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2020年に行った「脱炭素時代の環境意識」で
も、日本人の多くが日常生活で環境に配慮し

ているものの、個人負担が大きい取組には消

極的なことやカーボンプライシング導入など

日本の社会としての取組が進んでいないとの

回答が多かったそうだ。　

こうした調査からわかるように、日本人の

環境意識はかなり高く、その意識は個人の日

常生活での省エネ行動などにつながっており、

今後そうした人をさらに増やすことはとても

重要だ。しかし、個人の行動には限界がある

ことも事実で、かなりの省エネ生活を送る私

でさえも、これ以上何ができるだろうと思う

ことも度々ある。やはり、個人の行動を後押

しする政策を含めた社会の仕組みが変わらな

い限り、大きな変革にはつながらないと思う

のだが、社会の仕組みを変えるための行動、

例えば投票、抗議、声を挙げるなどの行動が

少ないのも日本の特徴だ。

これを変えるには、常々言っているように

教育の仕組みや内容の変更が必須だが、それを

目指しつつ、当面は、気候変動への関心低下や、

間違った方向への誘導、さらに脱炭素への取組

の停滞を防ぐ方策も必要で、そのために、自分

事として考えられる情報や機会の提供も、当会

としてできることの一つだと思う。

例えば、今回のウクライナやコロナの経験

から、日々の暮らしに欠かせない食やエネル

ギーの自給の重要性を学んだのだから、それ

らをテーマに、個人の行動と社会への行動の

変容を働きかけることはできないだろうか。

最近のデータでは、日本は輸入水産物の約

7.1%をロシアから輸入（カニ、サケ・マス、
エビなど）。小麦に関しては９割をアメリカ、

カナダ、オーストラリアなどから輸入し、直

接ロシア・ウクライナから輸入していないが、

国際価格が高騰すれば、当然、日本国内の小

麦の値上げにつながる。そして今回に限らず、

食料自給率の低い（37%）日本は、海外で何
か起きるたびに同じような経験を繰り返すこ

とになる。

一方エネルギーに関しては、輸入原油の多

くは中東産でロシア産原油は全体の 3.6%程
度、LNGは輸入全体の 8.8％をロシアから輸
入している（最多は豪州から全体の 35.8％）。
ロシアからの輸入が止まっても当面は EUほ
どの影響はなさそうだが、長引けば当然日本

でも電力やガスの供給に支障が出ることが予

想される。実際これを理由に、原発再稼働や

石炭継続を、という間違った方向への誘導議

論も出ているが、ここは脱炭素に向けたチャ

ンスと捉えるべきだと思う。

このように、食とエネルギーという私たち

が生きていく上で不可欠なものが、決して安

定的に供給されるものではないことを、今私

たちは再認識している。そしてこれからは、

これら資源の争奪戦が戦争にもつながること

も想定し、後ろ向きで悲観的な議論ではなく、

【食とエネルギーの自給を目指して】私たち市

民に何ができるか、政策として何が必要かを、

皆が真剣に考え、声を上げ、行動する時代で

ある。４月から始めた、環境と食の部会もそ

うした思いからだ。

幸いWG3報告は政策決定者向けで、より積
極的な政策の早期実施の重要性が随所で述べ

られており、これら提案を市民の立場からサ

ポートするのも一案だ。また、新しい学習指

導要領では、高校生が自ら課題を見つけ、調べ、

考え、結果をまとめる経験を通して、思考力・

判断力・表現力の向上を目指す「探求学習」

の推進がうたわれている。今更、という気も

するが、こうした学習機会を（支援することで）

活用するのも個人と社会に向けた行動の変容

に役立つだろう。一人ひとりが “できること
は何でもする ”そんな覚悟と行動がなければ、
平和も安定も得られない時代なのだと思う。



地球サミットの原点から未来を展望する

河野　博子 ( こうの　ひろこ／ジャーナリスト）
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●リオデジャネイロに渦巻いた熱気

明るい日差しの中、海辺の公園は色とりど

りの展示物や飾りつけの間を縫って歩く人々

で あ ふ れ て い た。1992 年 6 月 3 日 ～ 14 日、

ブラジル・リオデジャネイロで開催された「国

連環境開発会議」（通称「地球サミット」）を

振り返るたび、この景色が脳裏に蘇る。

読 売 新 聞 の 取 材 団 の 一 人 だ っ た 私 は、 会

議に並行して開かれた市民版の地球サミット

「‘92 グローバル・フォーラム」 を担当した。

世界各国の NGO 約 6000 団体、1 万 5000 人が

街の中心にあるフラメンゴ公園に集まり、環

境を破壊しない経済発展の道を探った。

ホスト国ブラジルの NGO のまとめ役の言

葉が忘れられない。「地球の生態系が危ない

と、今でこそみなが口にしているが、これは

市民による運動の成果」「どの政府も、有力

者の利益を損なわない範囲で環境問題を解決

しようとする。地球規模でものを考えていな

い」（ブラジル社会経済研究所のムエルベル

ト・ジ・ソーザ代表）。

本体の会議は大きな成果を上げた。気候変

動枠組み条約と生物多様性条約への調印や砂

漠化対処条約作りにレールを敷いたことで知

られる。特筆されるのは、1972 年の国連人間

環境会議から 20 年の節目に開かれ、「SDGs（持

続可能な開発目標）」という形で 2015 年に結

実した「持続可能な開発（発展）」という考え

方を世界に広める起点となったことだろう。

会議には 182 の国と機関が参加。国連のサ

イトには首脳たちの集合記念写真が掲載されて

いる。米ブッシュ大統領（父）やキューバのカ

ストロ議長の姿も見える。参加した首脳らは

100 人以上。日本の首相は不参加だった。政治

体制も経済状態も異なる国々の首脳らが一同に

会し、会議場は昂揚感に包まれた。取材中、こ

んな場面にも出くわした。各国政府のブースが

並ぶエリアに、「キャー」という悲鳴と大勢の

靴音が響き渡った。駆けつけてみると、カスト

ロ議長めがけ、メディアなのか各国政府スタッ

フなのか、女性たちが殺到していた。南米にお

けるカストロ人気のすごさに圧倒された。

ベルリンの壁の崩壊に続く東西の冷戦終結

直後の国際政治の「空白」にあたる時期。世

界の国々、人々の地球環境への懸念と関心が

リオデジャネイロに集まり、熱気が高まった。

●格差拡大、分断の現在

それから 30 年。気候危機は深まり、「われ

われは第 6 の大量絶滅の入り口にいるのでは

ないか」と言われるほど、生物多様性、自然

生態系劣化の現状は深刻さを増している。

ところが 2020 年初頭から世界的に広がった

コロナ禍、2022 年 2 月に始まったロシアによ

るウクライナへの軍事侵攻という二つの事象

により、地球環境への懸念がかすんでしまう

かのようだ。目の前の惨事に心を奪われてい

るので、根本的長期的な取組が必要な地球環

境問題に目がいきにくい。それだけだろうか。

最近、考えさえせられたことがあった。

こ の 4 月、 東 京 近 郊 で 長 年 有 機 農 業 や 環

境問題に取り組む女性と 2 年ぶりに会い、語

り 合 っ た。 彼 女 は「 こ の 2 年 で、 世 界 の 見

方が根底から変わった」と話した。2 年前に

YouTube 上である番組を見たのがきっかけで、

その世界観に「はまってしまった」というのだ。

その世界観とはざっくりいうとこうだ。＜

ウクライナのゼレンスキー大統領は悪者。米
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バイデン政権の背後にいる軍需産業が戦争の

泥沼化をもくろむ。コロナ禍の黒幕はビル・

ゲイツ。狙いは人口減。ワクチンを打った人々

は何年後かに消えていく。ロシア軍の蛮行は、

作られた画像による。＞

彼女がはまってしまったのは、いわゆる陰

謀論。 米国の大統領選があった 2020 年、 ト

ランプ前大統領支持勢力の間で広がった陰謀

論の「延長」かもしれない。ロシアによる戦

略、ハイブリッド戦争に関連する可能性もあ

る。私自身、詳細な調査や分析をしたわけで

はなく、よくわからない。

た だ、6 ～ 7 年 前 か ら 米 国 で も 欧 州 で も、

グローバル資本主義の恩恵にあずかれずに生

活が悪化している人々が「エスタブリッシュ

メント」への反感を強めている流れが気にな

る。この流れが反ワクチン、反グローバリゼー

ションに重なり、社会の分断を深めている。

世界の人々の地球環境への懸念が収れんし

た 30 年前。人々が分断され、懸念を共有し

づらい現在。その違いを生み出したのは、格

差の拡大、極端な富の集積ではないか。

国際環境 NGO の Oxfam が昨年 11 月に発表

した調査分析結果は語る。「地球上の人々の最

も裕福なトップ１％による二酸化炭素排出量

は 2030 年には、地球の平均気温の上昇を産業

革命前から「1.5 度」未満に抑える目標に沿っ

た一人当たり排出量のレベルの 30 倍に達する

だろう。一方、世界の人口の半数、貧しい方の

一人当たり平均排出量は、そのレベルに満たな

い。」この調査結果は、SDGs の「目標 10　各国内、

そして各国間の経済格差を減らす」が気候危機

の回避におおいに関係することを示した。

●世界への関心薄れる日本人

格差の拡大が、世界の人々が力を合わせて

地球環境の悪化に取り組むことの阻害要因と

なっていることがわかった。

その世界的なトレンドに加え、日本独自の

状況がある。

 「環境と文明」の2021年12月号に松下和夫・

京都大学名誉教授が「ガラパゴス化する日本

の気候・産業政策」と題する一文を寄せてい

る。「エネルギー多消費型の重厚長大産業は

依然として既得権益を擁護し、脱炭素化の取

組に立ち遅れ、本格的カーボンプライシング

の導入などに抵抗している」と断じていると

ころなど、まったくその通りだ。

日本の政策が世界の流れからはずれている

背景には、日本人が世界への関心を失い、内向

きになっていることがあるのではないか。

令和の時代に入る時、テレビでタレントが

「本当に平成の時代は平和で～」と語り、ス

タジオの一同がうなずいた場面に、「待てよ」

と 思 っ た。2001 年 9 月 11 日 の 米 同 時 テ ロ、

それに続くイラク戦争やアフガニスタン、シ

リア紛争などがあったではないか、と。核兵

器、戦争、安全保障といった分野には素人が

口出ししにくい雰囲気があるのか、あるいは

単に島国独特の無関心なのか。

地球サミットを前に、私は東南アジア、ブ

ラジル・アマゾンの森林破壊の現場を歩いた。

途上国を中心にした森林減少については、日

本の読者の関心も高く、先住民やアマゾンの

森林のゴム採取人たちの暮らしから学びた

い、という興味も広がっていた。

現在は環境問題も細分化され、自然生態系

と、気候変動・エネルギーのそれぞれの分野

ごとに専門家やアクティビストがいて、関心

がタコ壺化している感が否めない。

どうしたものだろうか。

地球サミットでスピーチをしたカナダの 12
歳（当時）の少女、セブァン・スズキさんの

言葉を思い出した。

 「直し方を知らないのなら、壊すのをやめて

ください。」

私たち市民は原点に返り、素朴な疑問から

声を積み上げていく作業を続けるしかない。



地球サミットから 30 年：気候温暖化対策と

                                            持続可能な発展

田村　堅太郎 ( たむら　けんたろう／地球環境戦略研究機関　
気候変動とエネルギー領域　プログラムディレクター）
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１．はじめに

国連人間環境会議（ストックホルム会議）

の 20周年を記念して、1992年 6月、ブラジ
ルのリオデジャネイロで国連環境会議（地球

サミット）が開催された。同サミットでは、

21世紀に向けた国家と個人の行動原則であ
る「環境と開発に関するリオ宣言」、同宣言の

行動計画である「アジェンダ 21」が採択され
た。また、「森林原則声明」の採択に加え、同

サミット直前に採択された「気候変動枠組条

約（UNFCCC）」及び「生物多様性条約」が署
名のために開放された。

リオ宣言の中核は、1980年代後半に提示さ
れた「持続可能な発展」という概念を具体化

していくための枠組みを示したことである。

経済成長と環境保全との関係を、これまでの

ように対立関係にあるという認識から、調和

可能な関係としてとらえ直した。ここで掲げ

られた持続可能な発展は国際社会が目指すべ

き宣言的な目標であり、この目標が実際にど

のように実践されるかは、その具体化のあり

方に依存するものである。本稿では、気候変

動に対処するための国際枠組みにおいて、持

続可能な発展がどのように位置づけられ、具

体化の試みがなされてきたかを振り返る。

2．UNFCCC と京都議定書

UNFCCCは、気候変動の脅威を認識し、大
気中の温室効果ガスの濃度を安全なレベルで

安定化させることを究極の目標として掲げた。

そして、この究極目的の達成に向けた行動を

とる際の指針の一つとして、持続可能な発展

の原則を謳っている。他方で、究極目標は、

経済開発が持続可能な様態で遂行できるよう

な期間内で達成されるべきとしている。さら

に、協力的・開放的な国際経済体制の確立に

向けての協力原則、および附属書 I国（先進国）
の約束の項目においては、持続可能な経済成

長という用語も使われている。温暖化対策が

経済発展の足かせになるとの懸念は当時、依

然として残っており、UNFCCCでは、持続可
能な発展という用語を環境保全が経済発展を

損なわないような形で用いている。

1997年に採択された京都議定書でも、先進
国に対しては法的拘束力のある排出削減目標

の達成に向けた政策措置の実施において、ま

た、すべての締約国に対しては UNFCCCで規
定された約束の実施において、持続可能な発

展の促進あるいは達成を目指すという一般的

な記述にとどまった。

一方で、京都議定書では、先進国が途上国に

おける排出削減プロジェクトから発生するクレ

ジットを自らの排出削減目標達成に利用すると

いうクリーン開発メカニズム（CDM）は、途
上国での持続可能な発展の達成支援をその目的

の一つとして位置づけた。このことは、持続可

能な発展への貢献をプロジェクト・レベルでよ

り具体化できる仕組みづくりにつながる可能性

があったことを意味する。しかし、プロジェク

トがもたらす持続可能な発展への貢献に対する

評価体制や基準が未整備であり、クレジット価

格に反映する仕組みもなく、CDMの持続可能
な発展への貢献は限定的なものとなった。

3．カンクン合意からパリ協定へ

持続可能な発展をより積極的に位置づけた

のが、2010年に採択されたカンクン合意であ
る。カンクン合意は、工業化以降の温暖化を
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2度以下に抑えるという長期目標（2度目標）
を初めて掲げ、1.5度に抑えることも含めた
長期目標の強化の必要性も認識した。加えて、

先進国のみならず途上国も、排出削減目標・

行動を提出するなど、国際気候枠組みにおけ

る大きな転換点となった。同時に、低炭素社

会の構築が多くの機会や継続的な高成長、そし

て持続可能な発展を提供する、という発想への

転換の必要性を指摘した。つまり、UNFCCC
のように、持続可能な発展を経済成長を阻害し

ないものとして消極的に捉えるのではなく、温

暖化対策と経済発展は互いに相乗効果を生みだ

すことができるという認識を示した。

この発想の転換の背景には、気候変動に関

する政府間パネル（IPCC）が 2007年に発表し
た第 4次評価報告書において、再生可能エネル
ギーの促進、廃棄物管理、輸送部門、建築部門

などにおける排出削減が持続可能な発展を促進

しうることが示されるなど、温暖化対策と持続

可能な発展との間の相乗効果が強く評価された

ことがある。実際、こうした考えを反映し、国

際交渉の場でも、持続可能な発展と温暖化対策

とを結びつけて促進しようという提案が途上国

から出された（例えば、南アフリカの「持続可

能な発展に資する政策措置（SD-PAM）」）。
その後、パリ協定（2015年採択）では、カ

ンクン合意のような環境保全と経済発展との

間の相乗効果についての言及はなく、長期気

温上昇目標（2度 /1.5度目標）の達成を持続
可能な発展の文脈で行うという一般的な記述

にとどまった。その一方で、パリ協定の下で

の各国の行動、特に長期戦略の策定において

は、環境保全と経済発展と相乗効果を生み出

そうとする考え方が浸透してきている。例え

ば、長期の国家ビジョンや開発ビジョンの実

現に対して、ネットゼロ排出に向けた長期戦

略が貢献できることを強調している（例：イ

ンドネシア、ナイジェリア、タイ）。また、一

部の先進国の長期戦略は、政府の成長戦略と

密接にリンクしている（例：日本、英国）。

このような動きの背景には、パリ協定と同

じく、2015年に採択された国連持続可能な開
発目標（SDGs）の影響がある。SDGsに含ま
れる貧困撲滅、不平等の削減、保健、水・衛生、

エネルギー・アクセス、気候変動などの様々

な発展目標の間にある関連性についての評価

が進み、目標間の相乗効果の最大化や、トレー

ドオフの最小化についての議論が深まった。

さらに、IPCC第5次評価報告書（2013/14年）が、
人為的な温暖化は疑う余地はなく、既にその

被害は顕在化しており、今後、温暖化が進め

ば被害は甚大化すること、そして、温暖化を

止めるためには人為的な排出量と吸収量を差

し引きでネットゼロにする必要がある、との

結論を出したことも大きい。つまり、ネット

ゼロあるいは脱炭素社会の構築は不可避であ

り、脱炭素化に向けた動きの中で国や企業は

いかに自らの優位性を保つかを考える必要性

が強く認識されるようになった。

4．おわりに

気候国際枠組みにおける持続可能な発展

の実践化の取組は、地球サミットから 30
年を経て、ようやく緒に就いたと言える。

UNFCCCや京都議定書では、持続可能な発展
という概念は積極的な意味には位置づけられ

ず、また、それを具体化するような取組も不

十分であった。その後、カンクン合意、パリ

協定の実施の中で、温暖化対策とその他の発

展目標とが密接に関係し、相乗効果を生み出

すとの認識が広がった。ただし、ようやく各

国が長期戦略の中で、温暖化対策と他の発展

目標との間の相乗効果を認識し始めたという

段階であり、実際の政策措置に落とし込んで

いる事例は少ない。今後、温暖化対策とその

他の発展目標とを同時に達成する優良事例の

共有などを通し、多くの国が具体的な政策措

置を導入・強化していくことが望まれる。
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ちょうど 50 年前、国連で最初の地球環境
4 4 4 4

会議とも言える人間環境
4 4 4 4

会議がストックホル

ムで開催された。本誌に連載中の「環境文明

社会づくり、あれこれ」の中でも度々触れて

いるように、私はこの会議に政府代表団の一

員として参加する機会を得、当時日本で大問

題となっていた産業公害対策へのアプローチ

とは違った幅広い視点で、地球環境問題を捉

えることの重要性に気づかされた。実際、こ

の会議は、国際社会が地球環境対策を進める

上での理念と原則を明確に示した記念碑的宣

言を取り纏め、更に UNEP（国連環境計画）
という組織を新設した。

会議には 114 ヵ国の政府代表団以外に、当
時の国連会議としては珍しく NGO やメディ
アも多数参加するなど世界的に注目され、こ

れで地球環境問題への対策の機運と方向付け

ができたと高く評価された。しかし、50 年
経った今、世界の環境問題を見渡すと、いく

つかの例外はあるが、ほとんど全ての面で危

機に直面しているのが現実だ。

ストックホルムで世界の政府や有識者は、

人類が生きる基盤である環境への新たな脅

威に立ち向かうことを誓ったにもかかわら

ず、なぜ人間社会はこれほど危機の進行を

許してしまったのか、その原因はどこにあ

るのだろうか。

１．転回点を過ぎても経済優先

ストックホルム会議は当時の人類社会の英

知を絞り、都市・工業文明によって深刻化の

兆しを見せ始めた地球環境問題への処方箋を

間違いなく提示した。人類史上、画期的な出

来事だと将来も記憶されるだろう。しかし

50 年後の現実は、ストックホルム宣言の前
文で「われわれは歴史の転回点に到達した。

（中略）無知、無関心であるならば、われわ

れは、われわれの生命と福祉が依存する地球

上の環境に対し、重大かつ取り返しのつかな

い害を与えることになる。」と危惧した通り

の深刻な事態となった。

この間、政治も企業も人々も、環境対策に

取り組まなかったわけではない。初期の石油

による海洋汚染、オゾン層の破壊などいくつ

かの事象に対しては成果を挙げた。その後、

地球温暖化（気候変動）、生物多様性の保護等

については難航の末に辿りついた条約や協定

書などに基づき、真剣に対応しようとしてい

るが、人口、エネルギー、資源など今日の経

済社会のあり様に密接に絡まるだけに、真に

有効な対策を多くの国が取り得ていない。

何故なのだろうか。経験と考察から、私は

次のように考える。先に引用したストックホ

ルム宣言の中で「我々は歴史の転回点に到達

した」と表明したが、その転回点の意味する

ところを、単に文章上の修辞程度の浅い理解

に留まってしまったのではなかろうか。本来

は、都市・工業文明の右肩上がりの成長経済

を追求してきた路線から環境容量の中に収ま

る抑制型の経済へと転換すべしと、少なくと

も先進諸国は覚悟をもって捉えるべきではな

かったのか。

端的に言えば、経済的な豊かさと利便性・

快適性を求める人々の心と行動が環境を護る

容量を、はるかに凌駕してしまったことを認

識し、新たな経済社会の探求に踏み出すべき

だった。当時の環境科学では、そこまではっ

きり判らなかったという言訳もあるかもしれ
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ないが、ストックホルム会議に前後してロー

マクラブは「成長の限界」を、またシューマッ

ハーは「スモールイズビューティフル」を、

それより少し遅れるが、中野孝次は「清貧の

思想」を訴えていた。これらの知恵ある声に

耳を傾けることもなく、ストックホルム会議

の翌年の 10 月に OPEC 諸国が石油価格を大
幅に引き上げると（第一次石油危機）、世界

は騒然となり、政治もメディアも人々もス

トックホルム精神を忘却して、石油危機対応

一色になってしまった。今日でもコロナやウ

クライナ危機による燃料価格高騰があるとす

ぐに同様の対応が続き、経済対策に走るのが

通例である。要するに「経済」への欲求が「環

境」配慮を遥かに上回っていたのだ。

100年前の世界なら、人間がいくら欲張っ
て行動しても、地球環境はその負荷を呑み込

んでしまう余裕があった。しかし近年の信頼

すべき環境科学が示すところでは、そのよう

な経済優先でも環境上の辻褄がなんとか合っ

ていたのは 1970年代（丁度、ストックホルム
会議の頃）くらいまでのことで、世界も日本も、

それには十分な配慮もせず、ひたすら経済成

長に励んで 50年を過ごしてしまった。

２．「経済合理性」よりも「環境合理性」

言うまでもないことだが、私は「経済」を

目の敵にしているわけではない。人が生きる

ためには、水・食物、医療、住む家も欠かせず、

それを滞りなく供給するためには、しっかり

した経済のシステムが不可欠だ。しかし、そ

の経済システムから発生する環境負荷を吸収

する自然環境は、もはや容量を越えてしまっ

た。いわば定員 1 万人のところ 1 万 7 千人も
乗り込み、いつ転覆するかもしれない不安定

で危険な状況で航海している船に似ている。

だから経済活動は、それ以前のような行け

行けドンドンは不可能になったことを、少な

くとも政治や経済のリーダーは理解し、対応

する必要がある。現在、世界中の国が「脱炭

素」や「資源循環」、さらに「生物保全」な

どの政策を掲げざるを得なくなったのはその

ためだ。

私たちは長いこと、経済合理性を尊重して

きた。簡単に言えば、同じような商品を A店
では 1000 円なのに B 点では 800 円だとする
と、B店で買うのが経済的には合理的と考え、
そう行動してきた。しかしこれからは、B 店
の 800円の品の生産・流通・消費から廃棄に
至るすべての過程で発生する環境負荷が A店
の品より大きいとしたら、A店の品を買う「環
境合理性」を身に付けなければ生き残れない

時代になったことを理解し、そのために生き

方、経済の回し方を転換する必要がある。

この「環境合理性」を体現した社会は、私

たちがかねてより提唱している「環境文明社

会」であり、特に経済や技術のグリーン化と

教育の改革がポイントである。その中身とそ

こに至る道筋は、本誌において繰り返し論

じ、また拙著『危機の向こうの希望』におい

ても詳しく記述しているので重複を避け、こ

こでは次の二点のみを強調しておきたい。

その一つは、私たちが関わる生産・流通・

消費・廃棄等の各プロセスで発生する環境負

荷（とりあえずは CO2 発生量）の適切で簡

便な推計法の確立と普及である。これがない

と、行動 C と行動 D の環境合理性を正しく
比較できないからである。

もう一つは環境危機時代を生きる私たちの

心得ないしは価値観の常識化、日常化だ。幸

い、その中身については当会の倫理部会が最

近公表（本年 2 月号）している 6 項目（有限
の認識、抑制する知恵、循環の工夫、共存す

る喜び、利他の心、公正の確保）がある。こ

のような知恵の共有が、環境合理性を支える

基盤となろう。
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報 告

今年は 1972 年のストックホルム会議（国
連人間環境会議）から 50 年になるのを記念
して、ストックホルム＋ 50 会議が 6 月の
2-3 日に行われる。これに先立ち、去る 4 月
25 日にスウェーデン大使館において「プレ・
ストックホルム＋ 50 ユース会議」をハイブ
リッド形式で行った。会場での対面参加 120
名以上（うち約 60 名がユース）、オンライン
参加は九州から北海道の 5 つの中学・高校の
生徒を含め 300 名以上であった。この内容
や発表資料などはスウェーデン大使館の HP
に掲載されているので参照されたい。

 https://www.swedenabroad.se/ps50y-result 
私がこの会議を思いついたのは、昨年こ

の会議がストックホルムで開催されたこと

を知り、日頃 G7 や国連の気候変動枠組み条
約会議の開催国などに注目が集まり、霞んで

しまっているスウェーデンにとって千載一遇

のチャンスではないかと思ったからだ。この

機会にスウェーデンのサステナビリティの取

組を知ってもらい日本からの関心を集めた

い、またそのきっかけとなった 1972 年の国
連人間環境会議についてもその開催理由や現

状との比較をして環境問題への意識を高めて

ほしいと考えた。さらにこのストックホルム

＋ 50 は世代を超えた取組、特に若者の声を
重視するということで、昨今少しずつ盛んに

なってきた日本の若者の活動を支援できない

だろうか、という考えもあった。その動機を

もとに若者団体にアプローチし、大使館のプ

ロモーションイベントとして承認を得て、さ

らにスカンジナビア ･ ニッポン ササカワ財
団から助成金も得て、やっと漕ぎつけたのが

25 日の会議であった。さらに会議後は参加
者の中から 3 名を選抜し、実際にストックホ

ルム＋ 50 会議に参加し、市内の視察もして
もらう計画である。

そもそもスウェーデン政府が 1972 年の会
議を提案したのはなぜか。1960 年代後半は
酸性雨被害が顕著になった頃で、日本と同じ

く森林が国土の 70％以上を占めるスウェー
デンでは（今も森林を貴重なリソースとして

も使っている）、森林や無数にある湖の酸化

が起こっていた。そしてこのような問題は国

を超えて国際的な取組が不可欠と理解したス

ウェーデンの外交官の努力により会議が実現

した。つまりこれが環境外交あるいは科学外

交の始まりとも言えるものだった。日本でも

高度経済成長の弊害として公害問題が大きく

取り上げられるようになり、水俣病で知ら

れる水銀汚染は国際的にも知られる問題と

なっていた。第二次大戦に参戦しなかったス

ウェーデンはすでに産業発展の果実を得て、

北欧のミドルパワーとしての地位を確立して

いたが、日本と比べるとはるかに小国である

スウェーデンがこのように世界を動かし、環

境を国連のアジェンダの前面に押し出すこと

に成功したことは特筆すべきであろう。

このストックホルム会議の成果のひとつで

ある「人間環境宣言」では、“ 環境が人権 ”

という最近注目されている人権の側面をすで

に示唆しながら、「我々は歴史の転回点に到

達した。いまや我々は世界中で、環境への影

響に一層の思慮深い注意を払いながら、行動

をしなければならない。無知、無関心である

ならば、我々は、我々の生命と福祉が依存す

る地球上の環境に対し、重大かつ取り返しの

つかない害を与えることになる。」とし、こ

の時点ですでに歴史の岐路に立っていること

に言及し、無知、無関心が最大の敵であると
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指摘している。驚くべきことは、これは 50
年たった今と全く変わっていないということ

だ。もちろん現在の問題は気候変動や生物多

様性の喪失など、当時とは変わっている。し

かし、地球の状況はティッピングポイントに

達し、私たちは地球の将来を決める分け目に

立っていることは変わらない。さらにウク

ライナ情勢によって当時の冷戦真っ只中の

状況と同じような状況になるかもしれない。

1972 年の会議では 250 の非政府組織が参加
し、市民社会の存在感が増したが、今回は若

者にシフトしたのかもしれない。また、当時

の会議で「持続可能な開発」という概念が以

後のディスコースの主流となったが、今回の

会議後はコロナ禍のあとの「脱成長」か、「グ

リーンな成長」かといった議論につながるか

もしれない。この問題については「環境文明

21」加藤三郎顧問もプレ・ストックホルム
＋ 50ユース会議のオープニングで言及され、
国立環境研究所の江守正多先生がポツダム研

究所のヨハン・ロックストローム博士との対

話の中でも話題にした内容だ。参加した若者

の感想にも「経済のあり方、考え方の転換」

は多く見られた。

ストックホルム＋ 50 は「すべての人々の
繁栄のための健全な地球 ― 私たちの責任と
機会」をテーマに行われる。そして地球の

３つの危機に対処するための多国間主義の

重要性を認識し、2030 アジェンダ、気候変
動に関するパリ協定、ポスト 2020 生物多様
性枠組みを含む持続可能な開発目標の達成

に向けた「行動の 10 年」の実施を加速する
きっかけとなることを目的とし、コロナ禍

からのグリーンな復興計画を取り入れるこ

とを勧めるとしている。このためユース会

議でもオンサイトでは 4 つのグループに分
かれ、行動計画を話し合ってもらった。ま

た会議後、様々な分野で活動しているユー

スが一同に会する機会は非常に貴重であり、

この話し合いを継続したいという申し出が

あり、メーリングリストによるディスカッ

ショングループを作成中である。オンライ

ン参加の海外からの参加者も加入を希望し

ている。これらをまとめて彼らの代表がス

トックホルム＋ 50 会議でインプットとして
伝えてくれるはずである。

最後に常々思っていたことであり、この

ユース会議を通じて、またそれ以後の若者の

活動を見て、さらに思いを強くしたことがあ

る。それは地球の将来を決める責任をユース

に押し付けてはならないということだ。そも

そも私たちの世代は高度経済成長の果実を享

受し、その対価として地球環境に負荷をかけ

てきた。

スウェーデンの環境政策の要諦は「ス

ウェーデン国外の環境や健康問題を悪化させ

ることなく国内の主要な環境問題が解決され

た社会を次の世代に引き渡す事」とされてお

り、そのためにも国際協力が必要であるとし

ている。この意味を込めて今回のユース会議

の背景やプロモーションには大人が子供に地

球を手渡している画像を採用した。またオン

ライン参加は若者以外も参加できるようにし

た。これを機にぜひ中・高年世代も若者と一

緒に活動し、若者を支援する世代を超えた取

組が出てくることを期待したい。

提供：スウェーデン大使館
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環文ミニセミナー ( 第 18 回 )

3月18日(金)開催の、第18回環文ミニセミナーの概要、質疑応答をご紹介します。
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第 18 回　ドイツで学ぶ環境とリスクの

社会心理学

講師：杉浦淳吉 氏（慶応義塾大学 文学部

　人文社会学科 社会学専攻 教授）

コロナ禍の中、2020 年 11 月から 2021 年
9 月までドイツに研究のため滞在していた。
私のドイツとの関わりは、環境（環境先進国

としてのドイツ）、市民参加（ドイツにおけ

る環境問題での合意形成のプロセス）、ゲー

ム（ボードゲームやカードゲームが盛んなド

イツの面白い発想のゲーム）という３つの面

があるが、「どうすれば人と人とのコミュニ

ケーションがうまくいくか」「うまく意見を

まとめるにはどうすればよいか」などを研究

するにあたり、これら 3 つの視点が私の中で
統合されている。

今回のドイツ滞在は、当初は 2020 年４月
からの予定だったが、ＥＵ域外からの入国禁

止措置により 11 月に延期、ドイツに到着し
た日がロックダウンの初日だった。11 ヶ月
の滞在中、思うように研究活動ができなかっ

た反面、ドイツの新型コロナ対策を自分が経

験でき貴重な体験となったので、コロナ禍で

のドイツ生活について報告したい。

ハンブルクでの住民登録の際には、役所内

に入れる人数に制限が設けられており、レス

トランも閉鎖され、テイクアウトのみとなっ

ていた。様々な場所に、密を避け距離をとろ

う、マスクしよう、手を洗おうと呼びかける

イラストが掲示されていた。マスクやトイ

レットペーパーの品不足が発生した時期も

あった。スーパーは面積に応じて入れる人数

が決まっており、買い物かごやカートで人数

をコントロールしていた（カートがなくなる

と入れない）。郵便局も中に入れる人数が決

まっていた。昨年 1 月には、公共交通機関な
どでは高性能マスクの着用が求められるよう

になった。Click & Meet（ネットで注文して
店舗に取りに行く）というシステムも、次第

に出来上がってきた。滞在後半になるとコロ

ナの簡易検査キットが販売されていた。

ドイツではコロナ前にはほとんどマスク着

用の習慣がなかったが、マスクの有効性が示

されたことからスーパーや公共交通機関では

マスク着用を義務付けるルールもつくられ

た。ルールで決まった場所でマスクをしない

と罰則があるが、ルール外の屋外やアクリル

板があるところ（＝飛沫が飛ばないところ）

ではマスクを外すことができるなど、科学的

知見とルールに基づき自分で判断して行動で

きる体制になっていた。感染状況等からルー

ルは随時変更された。

社会心理学では、人の目が気になるからと

る行動（= 社会的規範に従った行動）が、次
第に個人的規範（信念）に変わるプロセスが

わかっている。日本では人がいない場所でも

マスクをする人が多いが、ドイツでは皆が

やっているからではなく、ルールに従った行

動をとる。なぜルールに従って行動できるか

は、ドイツではどのようにしてルールができ

ていくのかと関連があるのではないかと思

う。市民が参加し、皆で議論してルールを作っ

ていこうとする文化的背景が影響しているの

ではないか。

（文責：事務局）
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質疑応答

Q ：誰がルールを決めるのか。特に市民が判
断しにくいコロナのような医学的なことに

ついてはどうしているのか。

A ：ルールは専門家が作成しているが、メ
ルケル首相をはじめとして、全体としてリ

スクコミュニケーションがうまくいってい

たのではないか。政治家と市民のコミュニ

ケーションが普段からできていることと、

ドイツでは伝えること、議論することのト

レーニングが子供の頃からできているとい

う点が、このような事態に直面して効果を

発揮したように思う。

Q ：市民参加について、日独で差があるのか。
A ：ドイツでは政策決定プロセスで市民の意
見を取り入れる仕組みや手法と、手続きが

公正だと評価すれば結果を受け入れようと

いう市民の考え方がある。

Q ：社会規範に従って行動していると、それ
が次第に自分の信念になっていくというこ

とについて詳しく知りたい。

A� ：社会心理学的に言うと、人の目を気にして
行う行動は自分の本心からではないが、それ

を続けることにより、それが自分にとって重

要なことに変化し、周囲に関わらず自分の信

念となり得る。自分の行動と考え方が矛盾し

ている場合（例：世の中の流れに押されてマ

スクをしなくてよいと思うところでもマスク

をする）には心の中で葛藤が生じるが、①行

動を変えるか（敢えてマスクをしない）、②

考え方を変えるか（マスクをすることが信念

になる）、のどちらかにより葛藤（心理的矛

盾）が解消される。

〇�社会的規範から個人の信念になるプロセ

スで、自身で考え科学的データに基づき判

断する力が日本の教育では育っていないの

で、周囲に流されて信念になってしまうの

ではないか。ドイツの市民参加プロセス

（考え、決断、合意して皆でプロセスを

作っていく）が日独のコミュニケーション

力の差であり、政治への信頼を醸成してい

るのではないか。自分で判断して行動する

点では、環境行動にも同じことが言える。

〇�最近、ナッジという言葉がよく使われる

が、これは、皆が気付かないうちにある行

動をとれるように環境をコントロールする

といったこと。本当によいことであれば気

付かないうちに行動がとれるようにするの

はよいことかもしれないが、本当に良いこ

とかどうかをどうやって決めるのか、とい

う問題がある。むしろ、なぜそうするかを

自覚して考えられるようになるべき。

Q ：マスクをなぜするかは、トイレに行って手
を洗うのと同じ感覚ではないか。他人に迷惑を

かけないという考え方が日本人にはあって、

周りに流されるということではないのでは。

環境問題についても、人に迷惑をかけないと

いう姿勢が元にあるのでは。メルケル氏につ

いての日本のメディアの高評価も情緒的で

偏った感があり、日本人が自らを卑下する姿

勢が社会にも悪影響を及ぼしているのでは。

A ：合理的に考えてマスクが不要なところでマ
スクをつけるのはなぜかを考えたい。リスク

コミュニケーションは、リスクに関する情報

の共有が目的の一つで、専門家と市民との間

のコミュニケーションが円滑に行なわれる手

続きが機能していることが重要。それができ

ていれば、例えコロナ拡大を抑えられなかっ

たとしても、感染者批判などにはならないの

ではないか。日本の場合、情報共有が不充分

だったのではないかと思う。

〇�日独の違いについては、社会規範から信念

へ変化するプロセスをよく考えてみるべき

ではないか。　　　　　（文責：事務局）
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IPCC 第 6次報告書　第 3作業部会報告の概要
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IPCC第 6次報告書は、第一作業部会による「自然科学的根拠」に係る報告、第二作業部会による「影響・
適応・脆弱性」に係る報告に続き、この４月に第三作業部会から「気候変動の緩和」に係る報告が出された。

ここでは、第三作業部会からの報告の概要を、国立環境研究所増井利彦氏らが作成した「IPCC 第６次
報告書 第３作業部会報告書 政策決定者向け要約 解説資料」から抜粋して紹介する（※は事務局追加）。
なお、解説資料全文は https://www-iam.nies.go.jp/aim/pdf/IPCC_AR6_WG3_SPM_220405.pdfで見る
ことができる。

●�緩和策の取組は進んでいるものの、世界の GHG排出量は依然として増加しており、現状のNDC目標
では 1.5℃目標どころか、2℃目標の達成すら難しい。 
　　※NDC…パリ協定に参加する各国が国連に提出する国別削減目標
　　※�提示されたグラフ（図 SPM.4）では、現在提出されている 2030年NDCでは「実施済みの政策か

らの傾向」より若干排出量が抑えられるが、2℃さらに 1.5℃に抑えるには、より早期に削減に転
じる経路を取る（削減目標を高める）NDCが必要であることが示されている。

●�その一方で、少なくとも 18か国が生産と消費に伴う CO2の排出削減を 10年以上の長期にわたって持
続している。
　　※�日本は 2013年をピーク（14億 800万トン）に毎年減少しているが、2020年（11億 5000万トン）

までと 10年には至っていない。

●脱炭素技術のコストは大幅に低減しつつあるなど、緩和策が世界的に進展を見せている。 
　　※�脱炭素技術として示されているのは太陽光発電、風力発電、バッテリー・電気自動車などで、グラ

フ（図 SPM.3）ではこれらは 2010年以降継続的に単価が低下し、導入量も大幅に加速しているこ
とが示されている。

　　※�緩和のための政策・法律の世界的状況として、例えば、炭素税・排出量取引は世界の 2020年のGHG
排出量の 20%をカバー、GHG排出量削減を主目的とした気候法は 56か国で整備され世界の 2020年
のGHG排出量の 53%をカバー、低炭素技術やインフラへの投資も増加していることが示されている。

● �1.5℃経路の実現のためには、世界のGHG排出量は遅くとも 2025年までにピークに達し、2030年ま
でに４割程度の削減 (2019年比 )を達成し、2050年代までにCO2排出量をネットゼロにする必要があり、
脱炭素技術の大規模な普及だけでなく、社会の変容をも含む、これまでに類をみないシステムトランジ
ションが求められる。

●�緩和策による削減可能性は、エネルギーや財の供給側だけではなく、需要側の取組や生活様式の変容に
も大きな可能性がある（2050年のGHG排出量を 40～ 70%削減）。　　
　　※�バランスのいい持続可能で健康な食生活への転換、食品ロスの削減、過剰消費の抑制、長寿命・修

理可能な製品の使用、テレワーク・在宅勤務、徒歩や自転車利用など個人の生活様式の変容も効果
的であることが示されている。

　　※�それら個人の行動変容を促進する情報提供や交通システム、都市計画などインフラ整備も有効とさ
れている。
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●�早期の野心的な取組は、気温上昇及びオーバーシュートの低減に繋がる。そして、それを実現するため
の対策オプションは存在している（100米ドル /tCO2以下の緩和策だけで、2030年の排出量を 2019年
比半減するポテンシャルを有する）。
　　※�現在既に市場から入手可能な緩和策（削減対策）として、各種エネルギー需給や農林業・土地利用

策等が挙げられているが、その内、太陽光発電や風力発電は安価で削減ポテンシャルが高いこと、
一方で CCS（二酸化炭素回収・貯留の技術）や BECCS（回収・貯留付バイオマス発電）は高価で
削減ポテンシャルも低いことが示されている。

�
● �1.5℃経路を追及しても、経済成長が停滞するようなことはない。GDPが 2050年にかけて 2倍程度に
なるところ、1.5℃経路の実現のための緩和策の実装により、そこから 3～ 4%程度低減するに過ぎない。

● �1.5℃経路の実現に向けては、技術や経済の面だけでなく、社会、文化、制度など様々な面において障
壁が立ちはだかる。緩和策を早期に展開することは、障壁の低減することに繋がり、1.5℃経路の実現
性を高めることになる。�

●�ガバナンス、制度能力、行動変容、イノベーション、政策、ファイナンスなど、可能にする条件を強化
することは、分野や目的を超えたシナジーなどによって、緩和策を加速させることがで きる。 
　　※制度能力…緩和策を強化するように設計された制度の規模や適用範囲、手段。
　　※シナジー…2つ以上のものなどが、相互に作用し合い、それぞれの効果や機能を高めること。
　　※�気候ガバナンスについては、複数の政策領域が統合され、国と地方の政策決定レベルでの連携や多

様なステークホルダーの積極的関与により効果がもたらされる。
　　
●�緩和策の大規模展開の実現を可能にする条件の一つである「ファイナンス」は、現状の資金のフローは
必要な水準を下回っている。明確な政策の選択肢と政府と国際社会からのシグナルは資金フローの拡大
に繋がる。 

　　※資金についての課題として、開発途上国への支援不足が大きい。

●�気候変動問題は、持続的でない生産・消費行動が引き起こしたものであり、その気候変動が人々の健康・
生活を脅かしている。野心的な気候行動なくして、持続可能な発展はない。
　　
●�緩和策だけを行うよりも、SDGs・適応策と組み合わせた方がより多くの削減機会を増やすことにつな
がる。また、社会的配慮を行うことが緩和策の受容性の向上につながる。
　　※�日本の企業、自治体や学校では SDGsへの取組が盛んだが、気候変動と関連付けられることは少な

い。当会ではこの両者を関連付けた資料を作成している。  http://www.kanbun.org/sdgs/sdgs.html

●�衡平性への配慮や、全ての規模における意思決定への全ての関係者の幅広く有意義な参加は、社会的信
頼を築き、変革への支持を広め、広げうる。
　　※�衡平性への配慮…人々による違いを前提として、目的を達成するため、その違いに応じた異なる待

遇を取るよう配慮する。国連気候変動枠組条約では「締約国は、衡平の原則に基づき、 かつ、それ
ぞれ共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力（共通だが差異ある責任）に従い、人類の
現在及び将釆の世代のために気候系を保護すべき」との原則を掲げている。

　　※�日本では一般市民の意思決定への有意義な参加が制度的にも実態としても欧米より遅れており、そ
れが政策への信頼、変革への支持の広がりを妨げている。
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昭和 40 年代初め、九州の
田舎町の中学生だった私の同

級生には、さまざまな境遇の

子がいた。H ちゃんが住ん
でいたのは、町はずれのどぶ

川のほとりにある、棒切れを

打ち付けたような窓と板張り

の壁でできている、風が吹い

たら倒れそうな二階建ての建

物だったが、その家に数家族

が暮らしていた。朽ち果てた

外見は田舎町でもなかなか目

立っていて、多少の侮蔑が混

じった表現で大人たちがその

家のことを話していた気がす

る。初めて遊びに行った時、

真っ黒でぶかぶかした畳を見

てどこに座ればいいんだろう

と思ったのを覚えている。そ

れほど衝撃だったのだろう。

50 年以上たっても、彼女が
ニコニコしながら「また来て

ね」といい、すぐには返事が

できなかったことがチクリと

胸をさす。

制服以外に着替えがない子

やお風呂に入れない家の子も

いた。二年生になった時Ｋさ

んが私の所属するバレー部に

入ったが、後で思えば彼女も

その一人だった。週に数回し

か練習にはでてこない、制服

も練習着も汚れていて、髪は

いつもぼさぼさで、みんなと

口は利かずすぐに家に帰って

しまうので、年頃の女の子た

ちの不満の的になっていっ

た。そしてある日、私は「善

意」で彼女に忠告してあげよ

うと思い、帰り際に「練習に

毎日来てほしい。それに、お

風呂に入ったほうがいいと思

う」と言った。「なに？」と

笑って私の話をきこうとして

いた顔がひきつり、それ以降

二度と練習に顔をだすことは

なかった。「やめたらしいよ」

と誰かが言った時、一瞬私の

せいかなと思ったけどそんな

ことはすぐに忘れた。

東京の青学をでた若い英語

教師が二年次のクラス担任

だった。地方都市育ちの彼

は、絵に描いたように貧しい

子どもたちがいることにひど

く驚いたようで、家庭訪問の

あと、「Ｍくんの家は戸の代

わりに筵（むしろ）を下げて

いて、畳のない部屋で病気の

お母さんが寝ているんだ。そ

んな家があることをみんなは

知っているか？」と涙ながら

に話した。しかし当のＭくん

は語気を強めて「ばかにする

な。おれはあんたに同情され

る理由はない」と抗議したの

だった。担任は、あっけに取

られて、なぜ僕がこんなに心

配していることが君には伝わ

らないんだろう、と唇を震わ

せていたが、生徒たちはた

だ、しらけた。

集団就職する子どもたちが

「金の卵」と言われていた時

代、K さんも M くんも中卒
で就職した。M君は企業でマ
ラソンをはじめ、頭角をあら

わしたと人づてに聞いた。K
さんのその後は知らない。H
ちゃんはその後引っ越して、

小ぎれいな高校生になった。

お風呂に入ったら？なんて無

神経なことをいう私を卒業ま

で無視し続けた K さん、成
績は最下位だが、自分の伝え

たいことははっきりと誰にで

も言葉で伝えていた賢い M
くん。彼らのプライドが私に

たくさんの事を気づかせてく

れた。

現状を受け入れて、自分の

環境を恥じることなく矜持を

もって暮らしていた M 君た
ちは、本当に見事な子どもた

ちだったと思う。私は情けな

い幼い中学生だったけどね。
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16　環境と文明 2022 年 5 月号

今月のテーマ：ストックホルムから 50 年、
地球サミットから 30 年

〔風〕

今こそ、“ 食とエネルギーの自給に向けて ” 覚悟と行動を
………………藤村コノヱ 1

〔ながれ〕

　地球サミットの原点から未来を展望する………河野博子 3
　地球サミットから 30 年：気候温暖化対策と

持続可能な発展………田村堅太郎 5
ストックホルム会議からの教訓…………………加藤三郎 7

〔報告〕

　「プレ・ストックホルム +50 ユース会議」開催報告
…………アップルヤード和美 9

第 18 回環文ミニセミナー…………………………事務局 11
IPCC 第 6 次報告書 第 3 作業部会報告の概要…事務局 13

〔エッセイ〕…………………………………………澤順子 15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2022 年 4 月）

4 月   2 日 ㈱カンサイ研修で藤村代表、加藤顧問が

　　　   　講師を務める
4 月 16 日 食と環境に関する部会開催
4 月 26 日 グリーン連合幹事会に藤村代表参加

4 月 29 日 第 19 回環文ミニセミナー開催

　　　　　※全てオンライン

●「環境から見た食」部会

日時　2022 年 5 月 28 日（土）13:30 ～ 15:30
　　　※オンラインにて開催

●環境文明 21 2022 年度理事会・通常総会

日時　2022 年 6 月 13 日 ( 月 ) 午後
　　　※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)

2022 年 5 月号
2022 年 5 月 20 日発行
第 30 巻　第 5 号　通巻 344 号

目次 (30 巻 5 号 )

 ★環文ミニセミナー
　　次回開催：6 月上旬予定

※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。

■ 4 月の食部会、ミニセミナーは土曜、祝日の開催だっ

たので自宅から参加しました。息子 (5 歳 ) は隣の部屋で

テレビかゲーム…であれば落ち着いて参加できたのです

が、何故か「僕も出ようかな」などと言って近寄ってきて、

さらにカメラを ON にしろと要求。普段、かなりの人見

知りで、親族以外には挨拶をされても顔をそらすレベルな

のに画面には映りたい様子。食部会の際には休憩時間に K
さんのお孫さんと某アニメキャラクターのぬいぐるみを画

面に映しあっていました。Zoom はコロナ禍で帰省できな

い期間に何度か使っていましたが、まだ珍しく思うのか、

それとも自分が映っているのが楽しいのか。今後も画面に

映りこんでくるかもしれませんが何卒ご容赦下さい…／
GW は長野の諏訪地方に挨拶程度の短い帰省。コロナがな

ければ御柱祭の里曳き日程に合わせて、と思っていました

が今回は断念。滞在中にローカル局で放送されていた過去

の御柱祭の映像をみて、柱を建てるところが非常に盛り上

がることを知りました。次はまた 7 年後。（M）

■コロナ禍３年目の連休。制限解除でかなりの人出だった

ようですが、元々人込みは嫌いなので、今年も人のいなさ

そうな公園やコースを探して日替わり散策。新緑、草花、

そしてそよ風を満喫できた休日でした。これなら脱炭素時

代でも楽しめそうです。／ストックホルム人間環境会議か

ら 50 年、リオ会議から 30 年の節目の年、両会議に出席

し今なお現役という希少価値もあって、関連取材の多い所

長。スウェーデン大使館で開催された若者イベントでは当

時の様子や若者への期待を語りましたが、付き添い参加の

私もいい話だったなぁと。その感想を伝えると、えらくう

れしそう。いくつになっても褒められるのは嬉しいんだと

改めて思った次第です。／連休初日のミニセミナー。脱炭

素は地球の限界からだけでなく、もっと違う要素があるの

ではという佐渡の十文字さんの話に全く同感。個人的に

は “ 失ったもの ” を取り戻す、そのために “ 地球１個分の

暮らしだった昭和 40 年頃の豊かさを再現する ” という発

想もいいかと。そんなことを次の風で書いてみたいと

思っています。（コ）

  ★「環境から見た食」部会へのお誘い

脱炭素社会、持続可能な社会の実現に向けて、「食」
は私たちに最も身近なテーマです。しかし日本の自給
率は 37% ととても低く、気象災害の頻発による食料不
足も懸念されます。

気候変動、食品ロス、食の安全保障なども考慮し、今
後の私たち日本人の食の在り方について知恵を出し合
いませんか。ご関心のある方はぜひ事務局までお問い
合わせ頂き、部会にご参加ください。
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