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脱炭素は、気候危機回避だけでなく、
持続可能な暮らしと社会を取り戻すためにも

藤村　コノヱ

今月の
テーマ

先月号で、気になる情報として若者や日本

人の社会との関わりや政治意識に関するデー

タと、十文字氏の「脱成長」についてのミニ

セミナーの概要を紹介しましたが、それは、

５月号にも書いた「どうしたら、より多くの

市民の関心と声を行動まで高められるか？」

という課題解決のヒントがあるように感じた

からです。

５月号に書いたように、多くの市民が気候

変動に関心を持っているにもかかわらず、具

体的な行動になかなか繋がっていません。こ

の状況を打破するには、これまでのような、

そして多くの専門家や NPOが訴えている「環
境の危機」や「地球の有限性」といった切り

口からの議論や啓発だけでは限界があるので

はないか、もう少し人や社会の幸福、持続性

といった切り口からの議論や啓発も必要では

ないかという思いが強まってきたからです。

これまでもそして現在も政府は、「成長戦

略としての脱炭素」、すなわち、経済を成長

させるための脱炭素であり、それに向け新技

術を活用しイノベーションを起こそうという

議論が主流です。人材育成もイノベーション

のためと限定的ですし、今後 10 年で官民協
調 150兆円超の多額の投資も多くは経済成長
のためです。そのため、例えばブータンのよ

うな全体（人々）の「幸福」を成長させると

いった発想は、“ 目指すべき経済社会像 ” の
中でわずかに触れられているものの、具体的

な議論や道筋は殆ど見られません。６月号で

増井氏が述べたように、（ましてこの 6 月か

らの猛暑を体験すれば）差し迫った気候危機

を回避するには CO2 排出量の削減が急務で

あり、直接的な対策が主流にならざるを得ま

せん。しかし、以前から「環境が良くなって

も人間が幸せでなければ持続可能ではない」

と言い続けてきた私としては、たとえ CO2

が削減でき脱炭素社会が実現しても、本当に

人々が安心・安全で心豊かに暮らせる社会に

なるだろうかという疑問が拭えません。おそ

らく人々の間でも無意識のうちにそんな不安

もあるのではないでしょうか。

現在、日本の子供の精神的幸福度は 38 か
国中 37 位（総合では 20 位。2020 年ユニセ
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フ調査より）、国連が発表する幸福度ランキ

ングでも 54 位（2022 年版、上位は北欧諸国）
と低い状況が続いています。エネルギーを大

量に使って、すべての生命や人間活動の基盤

である環境を破壊してまでも経済の成長や便

利な生活を得たにもかかわらず、精神的な幸

せを感じる日本人が少ないのは何故でしょう

か ? 気候危機への不安も一つの要因でしょう
が、雇用、格差、戦争など社会的不安の方が

大きいのではないでしょうか。そしてその背

景には、今年１月号で紹介した『モモ』に描

かれたような時間と効率に追われ「人間らし

いゆとりある暮らしや社会」、例えば、自然

や人や我が子との関わり合い、学び考える時

間、文化や歴史や芸術を楽しむ時間、他者を

思いやる、地域と関わる、政治への関心な

ど、人が人として生きていく上でとても大切

な事が失われたことにもあるように思えるの

です。

だとすると、脱炭素がなぜ必要か？と問わ

れたら、単に「環境が危機的だから」とか、「経

済発展のため」と言うだけでなく、その過程

で私たちが失った大切なものを取り戻す（あ

るいは再発見する）ためでもあること。また

脱炭素に向けた取組も、省エネ・節エネといっ

た即効的な取組や資金を必要とする取組だけ

でなく、もっと暮らしや社会を豊かに持続さ

せるための取組があることも伝える必要があ

るのではないかと思うのです。そうすること

で、これまで環境に関心のなかった人たちを

巻き込むことができ、そこから新たな動きも

出てくるのではないでしょうか。　

そしてそのことは、環境文明 21 ならでは
の活動にもつながるように思います。ご承知

の通り、気候変動はじめ様々な分野で活動す

る NPO も増えています。しかし、当会は設
立当初から「環境問題は文明の問題」との認

識から、テーマを特定せず、それらのベース

にある価値観や制度に焦点を当て、活動も現

場での実践活動より調査研究に基づく政策提

言や啓発が中心でした。しかし、気候危機が

深刻化し「あと 10 年が勝負」と言われ、「行
動」の重要性も声高に言われる中、改めて当

会の役割を考えた時、即効的な活動だけでは

なく、人間らしい暮らしと社会の回復（若

者にとっては新たな発見）、そのための働き

方やグリーン経済への転換など（脱炭素も含

む）持続可能な社会構築に向けたソフトな取

組をこれまで以上に強化することではないか

と思うのです。４月から始めた「食」部会で

も、食と農の問題を、脱炭素や地球の有限性

といった環境面からだけ探求するのではな

く、食文化など人と地域・社会との関わりの

側面から探求してみようと話し合っているの

もそうした思いからです。

一方、若者との連携には相手を知ることが

大切との思いから示したデータですが、そこ

から見えてきたのは、「自分の行動で国や社

会を変えられると思う」割合も、「政治や社

会課題に関する情報を積極的に集める」割合

も 30% 以下と低いことや、デモに嫌悪感を
抱く割合が中高年と比べて高いことです。そ

うした若者に直ちに行動を期待するのは難し

そうです。実際これまで私が接した若者も、

問題の本質を知らない、自分との関わりが見

えない、体験がないといった理由から行動に

移せないケースが多くありました。

しかし、様々な活動に共に参加し議論し学

びあううちに、環境の重要性に気づき関連す

る仕事に就いた人もいます。やはり若者との

連携のポイントは、正しい情報を提供し体験

の機会を増やすことのようです。現在、過去

のインターン生有志により、互いの経験や考

えを語り合う場づくりが進められており、そ

れにも期待しているところです。

６月 13日の総会では、以上のような事務局
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からの提案にも賛同が得られ、

環境分野以外のフィールドの

人たちとの連携についても意

見を頂きました。

そんな折、GDPに代わる国
民総幸福量（Gross National 
Happiness: GNH）を提唱し実
践されているブータンのワン

チュク前国王が、旭硝子財団

が長年行っているブループラ

ネット賞を受賞したことを知

り、とても勇気づけられてい

るところです。

【食と環境部会の現在位置】

　４月から開始した食と環境部会では、食に関わる課題は多様であることから、消費者の観点から見

た様々な課題を整理し ( 下表：部会資料 )、その中から、何にターゲットを当て検討するかを話し合っ

ているところです。本文にも書いたように、脱炭素の観点からだけでなく、持続可能な地域・社会、人々

の安心・安全な暮らしの観点からの議論を進めていく予定です。

生 産 流 通 消 費 廃 棄

課題 ◎自給率が低い →

日本は土地が狭い、大型化が困難、高い人件費

↓

・食の工業化 →

↑

・農業だけでは成り立たない

↓

・農業人口の減少

→輸入が多い、安価である

⇔海外は広大な土地、大規模・機械化しや

すい、安い人件費 ⇔ 安全性は問題

（輸送など環境負荷は価格に反映なし）

→食の安全性に疑問、農業価値の更なる低下

・食品価格を下げる政策（補助金等） →

↑

農業、作物の価値が低い

→輸入品は安い

⇔環境にいい（有機）モノは高い

↓

安心・健康より安価なものを買う

→安く入手できる

→食品ロスになりがち

理想 ◎安心・安全な作物を安定して提供でき、農家とし

て持続的にやっていける

◎全ての人が、安心・安全なものを、

合理的な価格で買える

自給率を上げる ＝ 食の安全保障 ＝ 気候危機への対応（脱炭素化）

（どの程度まで可能か？） →自立国家ではない、国際的気候対策と矛盾せず、むしろ貢献できるのでは？

対応 自給で

？量は足りるか

→足りないものは輸入・工業化（どの程度？）

？農家が経済的に成り立つか

→エネルギー同様、海外流出分のお金が国内で

回る

？国として（経済）成長できるか

→経済の質を変える政策転換で可能

⇔国際的合意ができるか？

？環境負荷は、

→輸入より環境負荷は少ない

（生産時の土地利用・水使用、輸送時）

・有機農業のすすめ

←環境保全価値としての補助金、環境支払い

・今後の気象災害への対応

→品種改良、産地移動

→被害時の補償は？

◎農と食の価値を高める←環境支払い

◎農業に係る負荷コスト、環境的価値・文化

的価値の内部化とそれらを含む価格設定

⇔合理的価格になるか？

・食品流通システムの改善（産直など）

⇔流通に関わる人たちの生活は

⇔消費者に理解されるか？

格差が広がらないか？

・ちょこっと農業

・小規模農家、有機農家などの支援・

お手伝い「かかりつけ農家」

⇔農業、農家への理解

↑

・農家体験 ⇔ デジタル教育は？

↓

・暮らしの変革

↓

◎非常時でも耐えうる暮らし方

地域で共同（生産と消費）

４ 藤村 コノエ



自然の歩み
～「沈黙の春」出版から 60 年に思うこと

上遠　恵子 ( かみとお　けいこ／レイチェル・カーソン日本協会）
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アメリカで 1962 年に海洋生物学者で作家

でもあったレイチェル・カーソンが著した「沈

黙の春」 が出版されてから、60 年の時が流

れました。私たちはこの本によって農薬のよ

うな化学物質による環境汚染について初めて

目をひらかされたのでした。春が来ても鳥も

鳴かずミツバチの羽音も聞こえない沈黙した

春を迎えることになるだろうという寓話に始

まるこの本は、20 世紀後半における最大の

問題提起の書と言われ、いまだに版を重ねて

いるロングセラーです。

「沈黙の春」は、アルベルト・シュヴァイ

ツアーに捧げられていますが、シュヴァイツ

アーの言葉として　“ 未来を見る目を失い、

現実に先んずるすべを忘れた人間。その行き

着く先は、自然の破壊だ ” と記されています。

いま私は、「沈黙の春」を読み返しながら

新型コロナウイルスのパンデミックに右往左

往している人間のあり方について深く考えさ

せられています。

●地球は人間だけのものではない

地球は、たくさんの生き物たちが織りなす

ネットで覆われています。人間は、その網目

の一つに過ぎないのに自分たちの利益のため

に自然を作り変えようとしてきました。熱帯

雨林を切り開いて道を通し、牧場や農場を作

りました。その結果、それまで住み分けてい

た生き物たちとの接触の機会が増えてきまし

た。密林の奥深く、コウモリなどに住みつい

ていた新型コロナウイルスは、新しい宿主を

見つけて爆発的に増え地球規模のパンデミッ

クとなってしまいました。私たちは、地球が

人間だけのものではないことを思い知らされ

たのでした。

いまや私たちは、グレート・アクセラレー

ション（大加速）の時代になり、国際交流は

盛んになり、瞬時にして世界中と繋がること

ができるようになりました。それは、素晴ら

しいことなのですが、私のように昭和一桁生

まれの人間にとってはいささか馴染めないも

のもあります。

20 数年前、 その頃ベストセラーになった

「奪われし未来」（Our Stolen Future）の著者

の一人であるダイアン・ダマノスキーさんと

話した時のことを思い出します。彼女は　“ 人

類を一つの種と考えた場合、 グロバリゼー

ションは危険だ。これまで地球規模の気候変

動などを人類が乗り越えてきたのは、たくさ

んの文化や文明が各地に散らばっていたから

だ。地球の統合が進んでいくと世界に一つの

文明しかないのと同じになる。そうすると生

命を支えているシステムが崩れると全てがダ

メになる。バスケットに全ての卵を入れてし

まうと、もし、バスケットを落してしまった

ら卵はすべて割れてしまうのと同じことにな

る。“ と語っていたことが忘れられません。

いま、地球の温暖化、気候変動は待ったな

しの危機的状況です。戦争などしている時間

などないと思います。全世界が一致してこの

問題に取り組まなければ、人間は生き残れな

いかもしれないのです。

●戦争は環境破壊の最たるもの

日々伝えられるウクライナ侵攻のニュース

は、私の心を乱します。日本が敗戦を迎えた

77 年前に 16 歳だった私には戦場の映像と音

は、東京が空襲された時の焼夷弾が落ちてく
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るシュルシュルという音、焼ける匂いなどが

フラッシュバックして辛くなります。

今はミサイルなど近代兵器になっているの

でさらに危険だと思うとウクライナの人々の

恐怖が伝わってきます。 戦車に荒らされた

畑、汚された川、破壊された歴史的な美しい

建築物、何よりも人々の心、特に子どもたち

に与えた心の傷はどれだけ深いものでしょう

か。かつて 60 年前、ベトナム戦争でアメリ

カ軍が枯葉作戦と称して密林に撒き散らした

枯葉剤（2,4,5-T という除草剤） の影響でベ

トちゃん、ドクちゃんのような障害を持った

子どもの救済が大きな話題になりましたが、

60 年経った現在でも、 いまだにベトナムで

は障害児が生まれているという事実は戦争が

いかに残酷なものかを物語っています。（坂

田雅子監督、ドキュメンタリー映画　“ 花は

どこへいった ”、“ 沈黙の春を生きて ”）。

1963 年、 癌に侵され既に死を悟っていた

レイチェル・カーソンは枯葉作戦の計画を知

り、その危険性を深く憂慮していたことを当

時カーソンの助手をしていた女性から聞いた

のは 1999 年のことでした。

●自然の安らぎ

この原稿を書いている梅雨明けの猛 暑の

朝、 庭の小さな池からトンボが羽化しまし

た。しばらく翅を乾かすように近くを飛び回

り、やがて遠くへ飛んで行きました。シジュ

ウカラも巣立ち自然界は生命に溢れていま

す。戦争の暗いニュースに気落ちしていた心

が少し元気になってきます。

 「 環 境 文 明21」 の 事 務 所 の あ る 街 に 生 ま

れる時から住んでいる私の記憶には、夏の

夜のフクロウの声、六郷用水のホタルの群

れ、竹林の湧き水にはサワガニがいて、と

いう思い出がしっかりと刻み付けられてい

ま す 。 今 は 、 フ ク ロ ウ も ホ タ ル も い な く

なってしまいましたが、五感を通して鮮や

かに思い出せるのは、とても幸せです。子

ども時代に自然の中で遊んだ記憶は、90年

経っても鮮やかです。

いま都会の子どもは、泥んこになって遊ぶ

自然もなく、コロナ禍もあって大声で叫ぶこ

ともなかなかできませんが、私は子どもや若

い人たちの感性に期待しています。子どもた

ちを自然の中に連れ出して、遊具もゲーム機

もない森の中で遊ぶ　“ 森の幼稚園 ” などが

小さいながら全国に広がりつつあります。

自然の歩みはゆっくりしています。潮の満

ち干、蛹の羽化、蕾の開花など時が来るまで

待たなければなりません。子どもたちは、待

つことを学ぶのです。

最近、映画やドラマの倍速視聴や、タイム

パフォーマンス（タイパ）コストパフォーマ

ンス（コスパ）という考え方が若者の間に流

行っていると聞くと私の心は穏やかでなくな

るのですが、どうか地球に住む生き物の一員

として自然の歩みを自覚して欲しいと思うの

です。

わ た し 事 で 申 し わ け な い の で す が、 昨 年

11 月に体調を崩しました。 主として整形外

科の分野ですが、 次から次へと故障と痛み

の連鎖で難儀しましたが、 生き物としての

人体が老化していくプロセスを実感いたし

ました。　

“ 鳥のわたり、潮の満ち干、春を待つ固い

蕾の中には、それ自体の美しさと同時に、

象 徴 的 な 美 と 神 秘 が か く さ れ て い ま す。

自然がくりかえすリフレイン・・夜の次

に朝がきて、 冬が去れば春になるという

確かさ・・の中には、 かぎりなく私たち

を癒してくれる何かがあるのです。”
　　　レイチェル・カーソン「センス・

オブ・ワンダー」より



新型コロナ感染症から考える地球環境問題

五箇　公一 ( ごか　こういち／国立環境研究所　生物多様性領域　生態リスク評価・
対策研究室　室長）
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本稿を執筆している時点で約 2 年半、我々
人類は「新型コロナ」という、未曾有の感染

症パンデミックに苦しめられてきた。このコ

ロナウイルス感染症自体は、致死率から見れ

ば、過去に発生したスペイン風邪やエボラ出

血熱と比較しても病原性が苛烈というほどの

感染症でなかったにもかかわらず、なぜここ

まで被害が拡大し、世界経済をも揺るがす事

態になったのであろうか。その背景には人為

的な地球環境改変とグローバル経済の急速な

進行があったと考えられる。

本稿では、筆者が専門とする生物多様性と

いう環境キーワードを軸に、新型コロナ・パ

ンデミックの要因およびプロセスを解析し、

今後の人間社会に求められるワンヘルス・ア

プローチについて環境科学の観点から考えて

みる。

●生物多様性の撹乱と新興感染症

野生生物の世界には菌類や細菌類、ウイル

スなど様々な病原体微生物が存在する。人間

側の都合から考えれば、病原体は厄介な存在

にしか映らないが、彼らもまた生物多様性の

一員として、太古の時代より、野生生物集団

の中で進化を繰り返しており、重要な生態系

機能を担ってきたと考えられる。

すなわち、病原体は、自然界において、特

定の生物種の集団サイズが超過し、生態系の

バランスを崩すような事態が生じた時に、そ

うした生物集団に対して寄生もしくは感染す

ることで、集団中の抵抗性や免疫の弱い個体

を淘汰し、集団サイズを調整するという内な

る天敵としての機能を果たしていると考えら

れる。

また、病原体と宿主間における病原性と免

疫力の軍拡競争型共進化などの相互作用は、

病原体および宿主生物双方の多様性に関わる

重要な進化駆動力であったとされる。

森林伐採や土地改変など生物多様性に対す

る人為的侵食は、宿主生物と人間活動圏の

接近を意味し、感染症の人間社会への spill 
over（漏出 ) というリスクに結びつくこと
になる。実際に、1970 年代以降に発生した
AIDS（後天性免疫不全症候群）や、エボラ
出血熱、ウエストナイル熱、SARS（重症急
性呼吸器症候群）、MERS（中東呼吸器症候
群）、新型インフルエンザなど、新興感染症

に関する病原体の多くは野生動物由来とさ

れ、その流行の背景には、人間が野生生物の

世界に深く入り込んで開発を進めていること

があるとされる。

●新型コロナウイルスの起源とスピルオーバー

新型コロナウイルス SARS-CoV-2 も野生動
物由来と推定されており、これまでのウイル

ス RNA 解析により、中国や東南アジアに生
息するキクガシラコウモリ属のコウモリ類や

センザンコウという哺乳類の野生集団中から

新型コロナに近縁なウイルスが多数発見され

ている。

おそらく、新型コロナウイルスの前駆体と

なるウイルス群がアジア地域のコウモリやセ

ンザンコウなどの野生動物集団の中で、循環

と進化を繰り返していたものと考えられる。

近年の中国および東南アジアにおける著しい

経済発展によって、自然林エリアにおける道

路開発や鉱床掘削、農地拡大を目的とした森

林伐採が急速に加速しており、これらの地域
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における野生動物とウイルスの共生圏に人間

集団および家畜集団が侵食したことで、たま

たまヒト型に進化した新型コロナウイルスが

人間へとスピルオーバーするチャンスを得て

しまったと推察される。

●新型コロナウイルス感染症の急速な

感染拡大と進化

新型コロナウイルスは、2019 年末に最初
の患者が確認されてからわずか数ヶ月で北半

球から南半球に至る、全世界の地域に感染を

拡大した。その拡大速度からも、このウイル

スの感染力の強さと同時に、気候や標高の区

別なくあらゆる環境で感染を広げられる順応

性・環境耐性の高さがうかがえる。

このウイルスは人間の体内でも突然変異と

遺伝子組み換えによる進化を繰り返してお

り、感染力や病原性、免疫に対する抵抗性を

さらに増強させた変異株が生み出され続けて

きた。

新型コロナウイルスが、感染症史上最速と

言っていいほど急速に全世界に拡大した背景

には、ウイルス自体の感染力の強さに加え

て、過度に進行したグローバル経済があっ

た。全世界に張り巡らされた高速の人流ネッ

トワークとオーバー・ツーリズムに便乗し

て、このウイルス感染はアマゾンの奥地や南

北の局地にまで瞬時に広がった。

全世界がグローバル経済に依存していたあ

まり、ウイルス蔓延後の人流および物流の停

滞は世界各国の経済に甚大なダメージを与え

る結果となった。効率性が優先されるグロー

バル経済においては、農業・工業問わず、多

くの製品生産が製造コストを低く抑えられる

地域に集中しており、医療用品の大部分も中

国での生産に全世界が依存していた。そのた

め新型コロナによって中国からの輸出がス

トップした瞬間に全世界がマスクや人工呼吸

器不足に陥り、感染者数の急増に対して治療

が追いつかず、医療体制が脆くも崩壊する事

態につながったと考えられる。新型コロナに

よる被害は、行き過ぎたグローバル・サプラ

イチェーンの脆弱さが招いた人災であったと

も言える。

さらにこの経済および医療の危機は、多く

の国々をナショナリズム（自国優先主義）に

走らせ、天然資源やワクチンの買い占め、利

益の独占など、国および個人の経済優先が加

速することで、国および国民の間の格差・不

平等を一層拡大させる結果を招いた。貧困に

より医療を受けられない人、あるいは感染リ

スクの高い仕事に従事せざるを得ない人など、

社会的弱者に対して新型コロナは容赦無く襲

いかかり、感染拡大に拍車をかけたとされる。

●新興感染症対策としてのワンヘルス・

アプローチ

感染症から人間社会の安心・安全を守るた

めには、ワンヘルス・アプローチが重要とさ

れる。ワンヘルスとは、①人間の健康、②動

物の健康、および③環境の健全性、という「3
つの健康・健全性」は相互に密接に関連して

いるため、人間社会の持続性を確保するため

には三者は欠かすことができないとする概念

であり、この概念を基に、医師、獣医師、お

よび環境分野の研究者等の関係者が緊密な協

力関係を構築して環境から医療に至る様々な

問題解決を図ることがワンヘルス・アプロー

チとされる。

筆者は、新型コロナのパンデミックから得

られた示唆に基づき、ワンヘルスには、「国

家および国際社会の健全性」を４つ目の「健

康」として加えるべきであると考えている。

環境問題を解決し、格差のない自然共生社会

を構築することは、安心・安全な人間生活を

持続する上で必然の目標となる。
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●はじめに

2021 年 8 月に発表された、IPCC 第６次
評価報告書では、「人間の影響が大気、海洋

及び陸域を温暖化させてきたことは疑う余

地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物圏

において、広範囲かつ急速な変化が現れて

いる。…2011~2020 年の世界の平均気温は、
1850~1900 年の気温よりも 1.09℃高く、海
氷面積の減少、氷河の後退、海洋の温暖化と

表層海水の酸性化、平均海面の上昇などをも

たらし、熱波、大雨、干魃などの極端な気象

現象の頻度を高めている。向こう数十年の間

に、温室効果ガスの排出が大幅に減少しない

限り、21 世紀中に世界の平均気温は 1.5℃な
いし 2℃を超える」と予測されている。
気候変動は、人間生活に大きな影響を与え

るばかりでなく、温暖化による気候帯・生息

適地の移動、海洋の温暖化・酸性化による沿

岸生態系への影響などを通じて、陸域・海域

の生物多様性にも大きな影響を及ぼすことは

想像に難くない。さらに、気候変動への対策

や適応策として計画・実施されている、再生

可能エネルギーの推進、防潮堤をはじめとする

災害防止工事が生物多様性に与える影響も無視

できない。いわば生物多様性は、気候変動によっ

て二重の危機に立たされていることになる。

ここでは、再生可能エネルギーの推進策が、

生物多様性に与える影響を中心に、気候変動

と生物多様性の問題について考えてみたい。

●再生可能エネルギーの推進

日本生態学会は、再生可能エネルギーの推

進と生物多様性の保全に関して、再生可能エ

ネルギータスクフォースを設置し、2022 年

3 月に「再生可能エネルギーの推進と生態
系・生物多様性保全に関するガイドライン」

を発表した。私は座長としてその取りまとめ

を行ったので、それをもとに再生可能エネル

ギー推進が生物多様性にどのような影響を与

える可能性があるのかを論じてみたい。

第６次エネルギー基本計画によると、

2050 年における主力電源として再生可能エ
ネルギーの最優先、最大限の導入に取り組

み、2030 年の再生可能エネルギーの割合を、
現在の 20% から 36~38% に引き上げるとし
ている。その内訳は、太陽光発電が 15%、水
力発電が 11%、風力発電とバイオマス発電が
5%、地熱発電が 1%となっている。このうち、
太陽光発電は現在の 8.5% から 15% と倍に、
風力発電は現在の 0.9% から 5％と 5 倍にす
る計画となっている。この実現に向けて、「地

域と共生する形での適地確保」、「規制の合理

化」が謳われている。地域と共生する形での

適地確保とは、これまで国立公園、自然環境

保全地域など、施設の設置が望ましくない地

域をゾーニングするネガティブゾーニングで

あったが、今後は地球温暖化対策法に基づき

市町村が策定する実行計画に、施設の設置を

推進する地域（促進区域）を設定するポジティ

ブゾーニングを行うというものである。また

規制の合理化とは、環境影響評価の対象とす

る施設の規模を引き上げ環境影響評価を迅速

化する、自然公園法において再生可能エネル

ギーの推進を書き込むなど、実質的な規制緩

和を伴う内容となっている。

●再生可能エネルギーの生物多様性への影響

再生可能エネルギーの種類ごとに、生物多
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様性への影響を見ると、陸上風力発電に関し

ては、①タービンブレードへの鳥類やコウモ

リ類の衝突、②衝突を回避して飛行するため

のエネルギーロス（障壁効果）、③陸上送電線

による感電死、④発電施設設置による生息地

の喪失や変化、⑤アクセス道路の建設など付

帯工事による影響などが挙げられる。洋上風

力発電に関しては、①タービンブレードへの

鳥類やコウモリ類の衝突、②衝突を回避して

飛行するためのエネルギーロス（障壁効果）、

③陸上送電線による感電死、④海底の生息環

境の喪失や変化の他、⑤新たなハビタットの

形成（魚礁効果）などが挙げられている。

風力発電のタービンブレードへの鳥類やコ

ウモリ類の衝突は、バードストライク、バッ

トストライクと呼ばれており、希少な猛禽類

や渡り鳥などでは個体群動態に大きな影響を

及ぼすことが懸念される。国内のバードスト

ライクの発生事例を整理した研究では、オジ

ロワシなどの猛禽類、カモメ類、カラス類の

衝突が多いことが報告されている。これらの

鳥類の衝突が多いのは、飛行高度が風車のブ

レードが回転する高度と重なっていることが

挙げられる。また洋上風力発電は、北海道、

東北地方の日本海沿岸、九州沿岸、房総半島

沿岸などに多く計画されており、その多くが

オオミズナギドリ、ハクチョウなどの渡り鳥

の飛行ルートと重なることが懸念されてい

る。バットストライクに関しても、ヒナコウ

モリなど 100km に及ぶ長距離移動を行うコ
ウモリがバットストライクに遭遇しているこ

とがわかっている。

太陽光発電に関しては、①地表の改変によ

る植生の喪失、②土砂や水文環境への影響（湧

水量の減少と湧水に依存していた生物への影

響）、③光環境や気温・降水量など微気候の

変化、④野生動物の移動阻害、⑤外来種の侵

入増加などを通じて、地域の生物多様性に影

響を与えることが懸念されている。二次林、

人工林、人工草原、畑、水田を開発して設置

することが多く、斜面方位や傾斜など発電効

率や系統接続の利便性を考えて立地されるた

め、国立公園内であっても 100 以上の中規
模発電施設が計画され、自然景観への影響も

問題となっている。

地熱発電に関しては、地熱発電のポテンシャ

ルのある場所が、国立公園内に多いことから、

国立公園の植生や野生生物、自然景観への影

響が懸念される。1960年代に十和田八幡平国
立公園に地熱発電所が作られた際には、坑井

から噴出する蒸気による熱水飛散、水蒸気の

樹木への着氷、硫黄水素ガスによる樹木の枯

死など植生に対する影響が問題とされていた。

現在ではサイレンサーの装着、熱水の地下還

元などの技術改良によって植生への直接の影

響は回避されるようになったものの、地下水、

温泉水への影響など地下部への影響は予測が

難しく、影響が懸念されている。

●生物多様性への影響を回避するために

再生可能エネルギーの生物多様性への影響

を回避する方法は、立地段階におけるゾーニ

ングと計画段階における環境影響調査に尽き

る。ゾーニングに関しては、環境省による風

力発電ゾーニングマニュアル、太陽光発電の

環境配慮ガイドラインが作られ、再エネ海域

利用法に基づく有望地域、改正温暖化対策法

に基づく促進区域の設定などが進められてい

る。しかし、洋上風力発電に関しては３海域

における発電の権利を、最も低価格を提示し

た１社が独占するなど、環境配慮よりも価格

重視の入札方法の問題が指摘されている。

気候変動問題への対策は急務だが、生物多

様性の保全も重要な地球規模の課題である。

地球温暖化防止のために、生物多様性を犠牲

にすることがあってはならない。



事務局

2022 年度　通常総会

6 月 13 日（月）14 時～ 16 時、オンライ
ンにて、2022 年度 通常総会を開催した。
正会員 71 名中、オンライン出席者 21 名、

書面 9 名、議長等への表決委任者 27 名であ
り、定款に基づき総会は成立した。

●総会出席者（敬称略、50 音順）

（代表）藤村コノヱ、（理事）荒田鉄二、

井村秀文、上田勝朗、埋田基一、工藤泰

子、許斐喜久子、柴山徳一郎、田崎智宏、

内藤弘、原剛、松尾友矩、（監事）山口耕

二、（正会員）伊藤泰志、岡山朋子、小倉

悠紀、風見章二、木村峰男、庄司元、田中

充、野村進一、西井淳、古田洋二、堀内道

夫、（顧問）加藤三郎

１．事業報告および活動計算に関する事項

［2021 年度 事業報告］

１）環境問題に関する政策提言

①持続可能な脱炭素社会に向けた政策提言

②�日本国憲法に環境原則（持続性理念）を導

入することについての政策提言

③グリーン連合活動

２）環境問題に関する調査研究

①�市民版環境白書 2021（グリーン・ウォッチ）
の発行支援と次年度白書の編集・執筆

②�気候危機時代をリードする「政治家として

の倫理と政策」に関するアンケート調査

③「環境倫理」部会

３）環境問題に関する普及啓発

①会報の発行（年 12 回発行）
②「経営者「環境力」大賞」の顕彰・発表会

③環境文明塾の開催

④環文ミニセミナーの実施

⑤�グリーン連合「市民版環境白書 2021（グリー

ン・ウォッチ）発行記念シンポジウム」支援

⑥「ECO�DOGA 甲子園」事業支援

４）環境問題に関する交流

①全国交流大会

②経営者「環境力」クラブ

③�エコツアーの開催→コロナ禍により見送り

④支部活動（関西グループ及びその他の

����各支部）

５）その他

①インターンの受け入れ（オンライン）

［2021 年度 活動計算書］

（収入の部）　　　　　　　　　　（単位：円）

　会費収入　　　　　　　　　　 5,292,800
　寄付金収入　　　　　 　　　    3,823,420
　助成金収入　　　　　 　  　　  1,900,000
　その他収入（受取利息他）        　　　�  43
　当期収入合計　         　             11,016,263
（支出の部）

　事業費                                            7,160,631 
　管理費　　　　         　　　　    1,031,876
　法人税等（受取利息の税金）　   　　��    6
　当期支出合計　　                        8,192,513
　当期収支差額　  　                      2,823,750

２．事業計画および活動予算に関する事項

［2022 年度 事業計画］

１）環境問題に関する政策提言

①持続可能な脱炭素社会に向けた政策提言

②�日本国憲法に環境原則（持続性理念）を導

10　環境と文明　2022年 7月号

報 告

※収支が大幅プラスとなっている主な要因は、以下2点。

①個人、企業から寄付をいただいたこと

②�環境力大賞ヒアリング、顕彰式を全てオンラインで実

施したことにより、会議費、旅費交通費の支出が例年

に比べ大幅に少なかったこと



入することについての政策提言

③グリーン連合活動

２）環境問題に関する調査研究

①�市民版環境白書 2022（グリーン・ウォッチ）
の発行支援と次年度白書の編集・執筆

②食と環境に関する部会（環境倫理部会）

３）環境問題に関する普及啓発

①会報の発行（年 12 回発行）
②環文ミニセミナーの開催

③「経営者「環境力」大賞」の顕彰・発表会

④環境文明塾の開催

⑤�グリーン連合「市民版環境白書 2021（グ
リーン・ウォッチ）発行記念シンポジウム」

支援

⑥環境問題に関する「出前講座」の実施

４）環境問題に関する交流

①全国交流大会

②経営者「環境力」クラブの活動

③エコツアーの開催

④�支部活動（関西グループ及びその他の

����各支部）

５）その他

①インターンの受け入れ

②インターン卒業生のネットワーク構築

③会員アンケートの実施

［2022 年度 活動予算書］

（収入の部）��������������������������������������（単位：円）

　会費収入　　　　　　　　　　 5,000,000
　寄付金収入　　　　　 　  　　  2,800,000
　助成金収入　　　　　 　   　　 1,800,000
　当期収入合計　         　　　　��  9,600,000
（支出の部）

　事業費                   　　　　　　  8,508,000
　管理費　　　　           　　　　��1,063,000
　当期支出合計　　        　　　��   9,571,000
　当期収支差額　　　　　　　　　��29,000

３．その他、今後の活動方針等

主な意見は下記の通り。

○�人間社会との関わりにおいて環境問題を考

えるために、環境文明の下にある「文化」

が共感の源になる。文化の基本にある宗教

性を踏まえた共感を拡げることが環境問題

の理解を拡げることに繋がるのではないか。

○�正しい情報をわかりやすく発信する役割を

担うことが大切だ。生活と環境を結びつけ

て考え、個人は具体的に何ができるかを発

信できればよい。

○  SNS のプラットフォームを活用してはど
うか。

○�当会の主張を短いフレーズで表現すれば、

多くの人が興味を持つきっかけになるので

はないか。

○�地元政治家との交流を通じた政策提案は有

効であり大切な活動だ。

○�ウイルスとの共存が環境文明社会に及ぼす

影響について研究を始めてはどうか。

○�オンラインセミナー会員などを設定して参

加費を徴収するようにしてはどうか。

○�関心を広げるには、皆が納得し行動に結び

つくような哲学の提示が必要。

○�省エネに応じた還付金など、経済的なメ

リットが行動変容に繋がるような循環の仕

組みが提案できるとよいだろう。

○�環境文明 21 の存在理由を保持しつつ、環
境と経済の両立を考えるグリーントランス

フォーメーションの姿を描くことで、聞く

耳を持つ人が増えるのでは。

○�旅行会社と連携して、環境をテーマとした

旅行商品を企画してはどうか。

○�地場の自然財など文化的サービスを活用す

ることで地方の活性化、ひいては環境力の

向上に繋がるような知恵がほしい。
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環文ミニセミナー ( 第 20 回 )

12　環境と文明　2022年 7月号

報 告

6月17日(金)開催の、第20回環文ミニセミナーの概要をご紹介します。

第 20 回　陰謀論と格差分断社会

講師： 河野博子氏（ジャーナリスト）

1972 年の地球サミットでは、世界中から集
まった人々が地球の将来、特に地球環境問題に

対する心配・ 懸念を共有し、何とかしなければ
ならないという熱気があった。それから 30 年
後の現在、気候危機が深まり、第六の大量絶滅

ともいわれるほどの生態系の危機に取り組むべ

き時に、世界の分断と対立、特にコロナ禍やロ

シアによるウクライナ侵攻により、地球環境問

題を何とかしようという機運が削がれているよ

うに思える。その根底には、拡大し続ける経済

的格差と陰謀論があるように思う。

１．アメリカから格差と陰謀論を考える

昔から米国では陰謀論が時折発生した。例

えば、ロサンゼルスでは、CIA（中央情報局）

が黒人コミュニティに銃やコカインを流して

いる、との話が広まった。特徴的なのは、阻害・

抑圧された人々が、「自分たちの苦しみは誰か

により仕向けられたものだ」と考えているこ

とだ。2016年米大統領選でのロシアによるサ
イバー工作、アパラチア地方周辺のラストベ

ルトでのオピオイド禍、Qanonによる「ディー
プステート（ユダヤ人が牛耳る影の政府）」な

どの陰謀論の拡散なども、米国社会に影響を

与えており、今秋の大統領選中間選挙にも影

響している。

２．格差拡大と反エスタブリッシュメントと

いう潮流

トランプ大統領が選出された 2016年には、
英国でも国民投票で EU離脱が決まり、この出

来事を通じてグローバリゼーションの恩恵に預

かれない人々の存在が浮かび上がり、ごく少数

のエスタブリッシュメントへの富の過度の集中

が世界的に注目された。2017年 1月のダボス
会議で Oxfamが、世界の金持ち 8 人が所有す
る富は、貧しい方から半分までの人々が所有し

ている富に等しいとの調査結果を発表した。昨

年 11月には、世界のトップ 1％の最も裕福な
人々の CO2 排出量は 1.5℃目標レベルの 30倍
に達し、貧しい方の半分の人々はそのレベルに

も達していないとの分析も出た。格差解消は世

界経済の安定化だけでなく、温室効果ガス排出

抑制のためにも重要だ。

３．コロナ禍で一層拡大した格差

コロナ禍による格差の拡大もあり、バスや

地下鉄の運転手、ごみ収集員、警備員、スーパー

の店員など在宅勤務ができない人々のコロナ感

染率は高い。日本でもテレワークができる人は

限られ、非正規労働者の多い職種は打撃を受け

ている。世界銀行のデータによると、これまで

は貧困層が減少していたが、2020 年には 1990 
年代後半以降で初めて増加に転じ、特に途上国

の先住民の状況が深刻になっているようだ。

４．最近の陰謀論と極端化する富裕層

2016年頃から、米国や欧州でグローバル資
本主義の恩恵に預れずに生活が悪化している

人々の「エスタブリッシュメント」への反感が

強まり、この流れが、反ワクチン、反グローバ

リゼーションと重なり、社会の分断を強めてい

る。米国では、軍需、製薬、化石燃料、ITの
業界が、司法・立法・行政・学術に強い影響力

を持ち、その中で「置き去りにされた」アパラ
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ミニセミナー「脱成長～あらためて考えねば」（十文字修 講師）に参加して

十文字氏の Zoomセミナーに参加して少し思
うところがあり、感想を述べます。
当日「経済と環境」「中央と地方」がテーマ
になりましたが、もう一つ「人口とエネルギー」
も重要なキーワードではないかと考えています。
国連が公表している世界人口の推移をみると、
現生人類（ホモ・サピエンス）の誕生以来、「狩
猟採取時代」の世界人口は数百万人、「中世農業
時代」でも数億人程度にとどまっていましたが、
化石燃料を使い始めた「近代工業時代」に入る
と人口が急拡大し、現在 70億人を超える人口規
模となっています。これは、
①狩猟採取で養える世界人口が数百万人
②自然農業で養える世界人口が数億人
であるのに対し、
③�近代工業が養える世界人口は百億人近くにも及ぶ

ことを示しています。
それだけ工業の生産性が高いことを意味しま
すが、その実体は、化石燃料による「機械力」
や「農業生産力」が今日の世界人口を支えてい
る、別の言い方をすれば、エネルギーの一部が
食糧に置き換わっている、と言えると思います。
従って、現行のエネルギー水準を前提としな
い「脱化石燃料」は、世界的な食糧不足や人口
の急減を招く危険があるように思います。（その
辺りのトゲを隠すため、「脱化石燃料」の代わり
に「脱温暖化」と言う耳障りの良い言葉が使わ
れているのかも知れません。）
温暖化問題の本質は、「人口問題」と「エネ
ルギー問題」であるように思います。

（山下俊之）

みんなのページ

チア地方や中西部の人々に対してロシアが働き

かけ、陰謀論の拡散を工作していたことが分

かっている。米国では置き去りにされて酷い目

に遭ってきたコミュニティや気候変動・気象災

害の被害を被った地域では、コロナワクチンで

世界の人口削減を図っているとか、ウクライナ

戦争の背後で米国の金持ちやユダヤ人と結託し

た軍需産業が操っているなどの陰謀論が浸透し

つつある。

ディープステートなどの陰謀論の背景には、

一部の富裕層の存在があるようだ。ヨーロッパ

でのオリガルヒ（ロシアの富裕層）の存在が、

有効なロシア対抗措置を難しくしているとの話

もある。極端な富裕層が現実問題として存在し

ており、イーロン・マスクのツイッター買収な

どに見られるように、彼等の影響力は侮れない。

５．格差と分断の中で、どう行動すべきか？

世界の人々の地球環境への懸念が収斂した

30 年前と比べて、現在は人々が分断され懸念
を共有しづらい状況にある。その違いを生み出

したのは、格差の拡大や極端な富の集積ではな

いか。気候変動、生態系の問題は重要であるに

も関わらず議論が進展しない状況に、陰謀論（に

より正しい情報が伝わらないこと）も無視でき

ない影響を与えている。背景には、SNSなど
で意見や考え方の違う人と議論がなかなかでき

ないこと、極端な富の集中がある。民主主義の

基本である開かれた議論を取り戻し、格差と分

断を乗り越えて世界が一致団結しなければ地球

環境問題は解決しないだろう。

陰謀論について、市民はどのように正しい

情報を得たらよいかについては、仲間内だけで

話すのではなく、「ムラ」を超えた対話が必要。

偏見を持った人や意見が異なる相手とも話し合

えるような場作りが大事だ。カーボンニュート

ラル実現のためには金融業界の ESG で金が動
けばよいわけではない。人の心や社会の仕組み

など、足元での社会づくりが必要。再生可能エ

ネルギーで自然環境やコミュニティが壊れてし

まうこともある。多角的に考えきちんと話し合

い、色々な問題提起をしながら、立場の違う人

同士が意見交換し、話を共有する活動を積み上

げていくことが求められる。　 （文責：事務局）
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多摩川の堤防を目の前にし

た地に住んで 70年を越える。
かつては一面の田んぼであっ

たが、今は隙間なく住宅やマ

ンションが立ち並び、どこに

でもあるありふれた住宅地に

なった。我が家が少し違って

いるとすれば、昔からこの辺

りに自生していた草木が、敷

地いっぱいに建てられた家を

囲む狭い空間に窮屈そうに

残っている事であろうか。痛

めつけられてもますます盛ん

な老木、背ばかり伸びた松、

鳩が子育てする桜が通学路や

隣家にたくさんの落葉をまき

散らす。迷惑にならないよう

に頻繁に剪定し、毎朝の掃除

が欠かせなかった。

3 ～ 4m の高さに伸びる竹
も以前から残っていて元気が

よい。小学生の時には川に

遊びに行くときに釣り竿にし

た。毎年七夕祭りが近づくと

近所の子供たちが使ってくれ

ればと、切った若竹を家の前

に置き自由に持って行っても

らうのは、30 年以上も続け
た行事であった。

ある時いつまでこの作業を

続けられるかと考えた。地下

茎の繁殖力の強さは驚異的

で、幅の狭い露地の至る所に

あっという間に暴れ伸びてし

まう。このままでは年々勢力

を増す竹の生命力に、右肩下

がりの体力では対抗できない

時が来るのは明らかと悟っ

た。

残念だが庭木の数年掛かり

の撤去計画を立て、大きな木

は植木屋に頼み、竹は永年の

七夕への感謝の気持ちもこめ

て自分で伐採することにし

た。除草剤を使う方法が手早

く簡単だが主義に反する。

軋む腰と膝を庇いながら、

狭いスペースで地下茎を丹念

に探し掘り起こしていくのは

相当に厳しい作業である。成

長する地下茎の先端には眼と

頭脳も備えているのではない

かと疑うほどに、巧みに障害

物を避け地中を自在に突き進

む賢さに、生命の神秘を視て

感服する事が度々であった。

トカゲや、指先の大きな吸

盤が愛嬌のヤモリ、近年は急

に見なくなった蛙、代わりに

出現し始めたモグラ、多摩川

の土手から時々我が家の敷地

に姿を見せる蛇はおなじみさ

んである。縄張り意識が強い

鳩も、我が家の桜に作った巣

で生まれたのであろう、つが

いで毎日姿を見せる。つぶら

な瞳の仕草は見ていても飽き

ないのだが、洗濯物に糞をま

き散らされるのは困る。べっ

とりと被害に遭ったシャツ

や下着はさすがに着る気に

はならない。飛来をご遠慮願

えるよう、鳩にも人にも優し

い物は作れないかといろい

ろ試したが、仕掛けると学

習して又やってくる。巣作

りを狙っている雨戸の戸袋

の上には、針金を丸く巻き

伸ばしたものを置いている。

その前の物干しスタンドに

は、縄のれんを長く伸ばし拡

げたような器具を手作りし

て、洗濯物を干すときには

取り外しできるようにした。

完全ではないが鳩を遠ざけ

るには効果がありそうだ。

あしなが蜂が巣を作り始め

た時には素早く取り除かねば

ならないし、巣作りに隙あら

ばと軒瓦の間を漁る雀には悪

いが、瓦の点検も欠かせない。

朝露を纏った蜘蛛の巣の美

しさに思わず見とれながら、

我が家のささやかな生物多様

性とのお付き合いには欠かせ

ない仕事がある。
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源流（11）

加藤　三郎

赴任するとすぐ、住み家と

してパリ郊外のセーヌ川ほと

りにあるマンションの一室を

確保し、活動に必要な車はプ

ジョーの新車を購入。かくし

て一通りの生活の基盤を整え

た。仕事面では、代表部内の

私の部屋は、公正取引委員会

事務局から一足先に着任して

いた矢部丈太郎書記官（後に

公正取引委員会事務総長、当

会会員）と相部屋だったが、

十分に広い部屋で、アラブ系

の血を引くフランス人女性が

私たちの秘書役として控えて

くれていた。

3 年間のパリ生活の充実を
思うと、第一に、同年代の同

室者 矢部さんとの厚い交友
を思い出す。彼は「公正取引」、

私は「環境」ということで、

仕事面では重なることはな

かったが、代表部での仕事（後

述）を終えた夕方、文化活動

と称して、二人でしばしば古

い名画を見に行ったものだ。

黒澤明の「七人の侍」などは

カルチェラタンの古い映画館

で何度も見たし、「アラビア

のロレンス」や「ドクトルジ

バゴ」などは都心の大きな映

画館で、二人で心ゆくまで楽

しんだ。その上、私が単身赴

任であったので、しばしば矢

部宅に招かれ、夫人が心のこ

もった美味しい和食を御馳走

してくださり、私の健康保持

にも貢献してくださった。

代表部には様々な省庁から

の出向者が大勢おり、幸いど

なたとも親しく付き合った

が、約半世紀たった今でも付

き合いのある方に、経済企画

庁のエコノミスト 吉川淳さ
んがいる。一般的に言って、

環境問題には関心を寄せず場

合によっては無視する官庁エ

コノミストを何人も見てきた

が、吉川さんは当時から環境

問題に理解を示し、私とは話

がよく合った。東京に戻った

後も、吉川さんは環境庁の国

際課長を務めたこともあり、

経済企画庁経済研究所長も務

め、退官後は大阪学院大学の

経済学部教授となられた。当

会の関西支部（リーダーは許

斐喜久子さん）の会合にもし

ばしば参加し、今日に至るま

で当会を支えてくれる一人と

なっている。

この他にも OECD 代表部
で知り合い、それが縁で今日

まで当会の会員として支援し

てくれている方に、代

表部の大使秘書を務め

ていた杉山政子さんや

現地スタッフとして会

計を担当していた安原睦子さ

んがいる。昔も今も変わらぬ

理解と友情に感謝している。

さ て、 代 表 部 で の 私 の

「仕事」は、簡単に言えば、

OECD の環境委員会（メン
バーは加盟国の担当局長な

ど）とその下部の専門部会（例

えば経済、大気汚染、水質汚

濁、都市交通など）の会合に

出席し、日本政府の見解を東

京からの指示に応じて表明

し、会合の経緯と結果を本省

に報告（当時はインターネッ

トもスマホもなく、急ぎは代

表部の電信官が打つ公電、緊

急でないものは書記官手書き

の公信）することである。こ

の場合、環境委員会会合には

環境庁から官房長や局長クラ

スが参加、専門部会には議題

に応じて関係省庁の課長や課

長補佐クラスの参加が原則だ

が、外国出張旅費が少ない当

時は、専門部会には私一人で

出席することが多かった。ま

た、東京からの出張者の出迎

え、会議の打合せ、夜には食

事や買物のお付合い、そして

空港への見送りなどで、どれ

も楽しくこなした。
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16　環境と文明 2022 年 7 月号

今月のテーマ：自然界の危機
〔風〕

　脱炭素は、気候危機回避だけでなく、持続可能な
暮らしと社会を取り戻すためにも……藤村コノヱ 1

〔ながれ〕

　自然の歩み～「沈黙の春」出版から 60 年に思うこと
……………上遠恵子 4

新型コロナ感染症から考える地球環境問題…五箇公一 6
気候変動と生物多様性の危機……………………吉田正人 8

〔報告〕

　2022 年度 通常総会………………………………事務局 10
環文ミニセミナー ( 第 20 回 )……………………事務局 12

〔みんなのページ〕………………………………山下俊之 13
〔エッセイ〕

我が家の動植物記………………………………埋田基一 14
〔環境文明社会づくり、あれこれ〕……………加藤三郎 15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2022 年 6 月）

6 月 13 日 2022 年度理事会・通常総会開催
6 月 14 日 グリーン連合総会及びシンポジウムに

　　　　   藤村代表、加藤顧問参加
6 月 17 日 第 20 回環文ミニセミナー開催
6 月 28 日 中環審地球環境部会に藤村代表参加

　　　　   廃棄物・3R 研究財団評議委員会に藤村代表参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　※全てオンライン　　　

●第二期環境文明塾　第１回

日時　2022 年 7 月 22 日（金）13:30 ～ 17:30
　　　※都内会場及びオンラインにて開催

●臨時総会

日時　2022 年 8 月 23 日 ( 火 )13:30 ～ 14:30
　　　※オンラインにて開催

●「環境から見た食」部会

日時　2022 年 8 月開催予定
　　　※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 7 月号
2022 年 7 月 15 日発行
第 30 巻　第 7 号　通巻 346 号

目次 (30 巻 7 号 )

 ★環文ミニセミナー
　
　次回開催：8月下旬～ 9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。

■夏季休業のお知らせ
勝手ながら、下記の通り夏季休業と

させていただきます。

　　8/11( 木 / 祝 ) ～ 8/17( 水 )

■先日、久しぶりにユーミン（松任谷由実）のコンサート

に行ってきた。チケットの発売は、コロナ第 6 波の最中。

先行き読めない状況だけれど楽しみを作ろうと高校時代の

友人が誘ってくれた。高校時代に初めて行ったコンサート

も彼女と一緒だった。当時はネットもないので、チケット

を取るために上履きのまま学校を抜け出して駅前の公衆電

話を占拠したこと、当日は横浜の外れの高校から都心の会

場までドキドキしながら出かけたことは懐かしい思い出。

その時のコンサートで、ユーミンは大台に乗ったと話して

いた。当時の私から見たら 30 歳は、もうオバさん。でも、

ユーミンはキラキラ輝いていて本当に素敵で恰好よかっ

た！大人になる希望を与えてくれた。そして沢山の元気を

くれた！あれから 38 年。来場者を見渡すと平均年齢は私

たちより少し上の様子。68 歳になったユーミンは、真っ

赤なワンピースにハイヒールで歌い、踊り、昔と変わらず

輝いていて素敵で恰好よかった！そして沢山の元気をくれ

た。恰好いいユーミンとノリノリの還暦世代を見て、歳を

とることに明るい希望が見えた気がした。（Y）

■総会も一段落、コロナも少し落ち着いたので２年半ぶり

に別府へ。親友との再会、初盆・お墓参り、親戚訪問とあ

ちこち動きましたが、朝晩は土と緑と海風の効果で涼しく

温泉も快適、何より親しい人たちとの語らいは最高でした。

／総会後の昼休み、新たな顧問の会話が面白かったという

話から、「彼らが学生の頃は IT もなかったけど、本を読

み物事を考え議論する時間があったんだね」「今の学生は

コピペ、音楽も前奏なしで聞きたい部分だけ聞くらしい」

「30 秒でわかる言葉解説なんて番組もある」「それに比べ

て、昔の人はやっぱり奥が深い！」という我々の会話を聞

いていた所長、「その中に勿論所長も入ってるんだろ？」と。

「勿論です」と答えると嬉しそう。80 過ぎたら好き勝手に

生きるのが長生きの秘訣だそうなので、オフィスでもこれ

まで以上に「お好きなように」。／予期していたこととは

言え、６月からの猛暑で気候危機も本番に突入したようで

す。それなのに選挙戦は相変わらず。もう少し若ければ、

と思わずにはいられません。（コ）
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